
備 考

東京国際工科専門職大学

計 画 の 区 分

フ リ ガ ナ

　情報工学科
 〔Department of
   Information
   Technology〕

-計

別記様式第２号（その１の１）

新 設 学 部 等 の 目 的

ガッコウホウジン　ニホンキョウイクザイダン

大 学 の 名 称

専門職大学の設置

200

デジタルエン
タテインメン

ト学士
（専門職）
〔Bachelor
of Digital

Entertainmen
t〕

学校法人　日本教育財団

工科学部
〔Faculty of
  Technology〕

大 学 本 部 の 位 置

・工科学部
創造力と実践力を兼ね備えた情報処理技術などのテクノロジー分野でグローバルに活
躍できる人材の教育・養成を目的とする。産業界や地域社会との連携・共創を通じ
て、ビジネス感覚、倫理観など、技術者として備えるべき特質および能力の涵養をは
かる。

・情報工学科
情報工学科では、人工知能システム、IoTシステム、ロボットを中心とした情報工学
における教育・研究・実践活動を通して、情報工学分野における基礎及び専門技術に
関する知識と創造力を身につける。さらに、それらを俯瞰し情報技術を応用する実践
力とコミュニケーション能力を有し、グローバルに活躍できる技術者を養成する。

・デジタルエンタテインメント学科
デジタルエンタテインメント学科では、デジタルコンテンツ分野における歴史的・社
会的背景、および、デジタルコンテンツの役割や職能を理解し、プロトタイプ開発を
行うことで、グローバルに発信可能なデジタルコンテンツのクリエイターを養成す
る。

大 学 の 目 的

修業
年限

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

800

120 -

入学
定員

4

設 置 者

事 項

フ リ ガ ナ トウキョウコクサイコウカセンモンショクダイガク

年 人

新 設 学 部 等 の 名 称

基 本 計 画

記 入 欄

東京都新宿区西新宿一丁目7番3号

東京都新宿区西新宿
一丁目7番3号

収容
定員

80

（International Professional University of Technology in Tokyo）

所　在　地

3204 同上

480

　デジタルエンタ
　テインメント学科
〔Department of Digital

  Entertainment〕

-

開設時期及
び開設年次

学位又
は称号

編入学
定　員

　　年　月
第　年次

人年次
人

令和2年4月
第1年次

情報工学士
（専門職）
〔Bachelor

of
Information
Technology〕

令和2年4月
第1年次

新
設
学
部
等
の
概
要

東京国際工科専門職大学は工科分野において、日本の首都東京で国際性を理解し、社
会の発展と調和を目指した教育・研究・実践活動を行い、真のイノベーションの実現
者となるような人材を養成する。これらのイノベーションは、日本社会の活性化と延
いては持続可能な人類社会の実現に資することを目的とする。
　加えて、人々の異なる期待や国家間の期待のずれなどが不可避的に不満や紛争を起
こす現在の状況を、できるだけ早く解消するのはグローバルな期待であり、一方で各
国、地域が固有の文化で繁栄するのも人々の期待である。よって、グローバルな思
考、例えば平成27年の国連で決議された「持続可能な開発のためのアジェンダ2030
（Sustainable Development Goals, SDGs）」等に示準を合わせ、日本の首都東京で
国際性を理解し持続可能な発展の在り方を考え、環境の保全、経済の開発、社会の発
展と調和を踏まえ未来を視野においた教育・研究・実践活動を行う。

1



ＨＡＬ東京 

　昼間部

先端ロボット開発学科　

首都医校 

　昼間部

理学療法学科

介護福祉学科

精神保健福祉学科

社会福祉学科

診療情報管理学科

医療秘書学科

歯科秘書学科

　夜間部

救急救命学科

視能訓練士特科

大阪医専

　昼間部

臨床工学技士特科　

高度看護保健学科　

診療情報管理学科

医療秘書学科

　夜間部

言語聴覚学科

視能療法学科

精神保健福祉学科

名古屋医専

　昼間部

高度専門士看護学科　

実践看護学科

助産学科

作業療法学科

言語聴覚学科

視能療法学科

臨床工学技士特科　

介護福祉学科

医療秘書学科

歯科秘書学科

スポーツトレーナー学科

　夜間部

視能訓練学科

教育
課程

工科学部
デジタルエンタテインメ
ント学科

21科目 10科目 124単位

開設する授業科目の総数

124単位22科目

（△40）

（募集停止） （△120）

（名称変更） 視能訓練学科へ変更

（定員減） （△40） 修業年限変更（4年⇒3年）

（募集停止）

（募集停止） （△120）

計

（募集停止） （△160）

（定員減） （△160）

卒業要件単位数
実験・実習

73科目
工科学部
情報工学科

35科目

64科目

同一設置者内における変更状況
（定員の移行，名称の変更等）

16科目

演習講義
新設学部等の名称

33科目

（募集停止） （△80）

（募集停止） （△40）

（定員減） （△160）

（募集停止） （△60）

（募集停止）

（名称変更） 実践看護学科Ⅱへ変更

（募集停止） （△80）

（定員減） （△20）

（定員減） （△20）

（募集停止） （△90）

（募集停止） （△60）

（募集停止） （△60）

（名称変更） 実践看護学科Ⅰへ変更

（△80）

（定員減） （△40） 修業年限変更（4年⇒3年）

（定員減） （△120）

（定員減） （△40）

（定員減） （△80）

（定員減） （△40）

（募集停止） （△80）

（募集停止） （△40）

（募集停止） （△80）

（募集停止） （△40）

（募集停止） （△40）

（募集停止） （△40）

（　60）
学科の設置
（認可申請）
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0 ㎡

0 ㎡

0 ㎡

小 計

以下の大学、専修
学校と共用。

東京国際工科専門
職大学（収容定
員：800人）（基
準8,000㎡）

東京通信大学（収
容定員:4,000人）
（基準-㎡）

国際ファッション
専門職大学（収容
定員：478人）
（基準：4,780
㎡）

東京モード学園
（収容定員：
1,325名）（基準-
㎡）

ＨＡＬ東京（収容
定員：1,540人）
（基準-㎡）

首都医校（収容定
員：1,875人）
（基準-㎡）

21

(-)（1）

計

15       人

（8）

区　　　分

運 動 場 用 地

兼　　任

1 -

0 ㎡

（5）

0 ㎡

0 ㎡

29

（21）

（16）（7）
工科学部 デジタルエンタテインメント学科

（0）

兼 任
教 員 等

（14）

1
工科学部 情報工学科

計

7

（1）

助教 助手
教

員

組

織

の

概

要 (-)

（1）

5

（3）

0

（20）

（8）

1

（2）

2120

学　部　等　の　名　称
専任教員等

14

362 -

1

計

（3） （1）

8

（15）

（21）

-

0 ㎡

5,172 ㎡

（13）

専　　任

(-)

5410

36

-

(-)

7

（36） （1）

23

講師教授

（14）

准教授

1 16

（2）

3

専　　用

5,172 ㎡

校 舎 敷 地 5,172 ㎡

-

(-)

--

-

(-)

7

1

0 ㎡

0 ㎡

0 ㎡

教
員
以
外
の
職
員
の
概
要

0 ㎡

0 ㎡

（36）

6       人

（5）

0 ㎡

8

44

合 計

32

21

-

（5）

計

既
設
分

0

-

(-) (-)

-

(-)

-

5

(-)

   9       人

技 術 職 員

（2）

5,172 ㎡

該当なし

0 ㎡

(-)

そ の 他 の 職 員

0

5,172 ㎡

校
　
　
地
　
　
等

2

(-)

-

(-)

（9）

（8）

29

事 務 職 員

そ の 他

3

（3）

（31）

（21）
合　　　　計

図 書 館 専 門 職 員

（3）

（21）

（2）

(-)(-)

--

共　　用

-

計
共用する他の
学校等の専用

（5）

新

設

分

5

（0） （3）

（0）

(-)

5,172 ㎡

職　　　種

2

計
（40）

（1）
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（　0　）

7,136㎡

8,655

（　　　43,454㎡）

206〔15〕

（　61,641㎡）

工科学部

（　15〔15〕）

0 ㎡

76815〔15〕

206

視聴覚資料

（補助職員　0人）

0

図書は同居する
学校と共有す
る。
新規追加は電子
書籍を主体とす
る。
学生はポータル
サイト経由で時
間の制約なく個
人のパソコン、
スマートホン等
で電子書籍をダ
ウンロードし、
閲覧が可能。

種

室　　　数

61,641㎡

（　0　）

38

206〔15〕

計

校　　　舎

トレーニングルーム
147.11㎡

74,802〔4,492〕

〔うち外国書〕

41,139㎡

（7,785）

図書館

語学学習施設情報処理学習施設

学術雑誌

7 室

専　　用

教室等
9　室

　0　室

図
書
・
設
備

冊

図書

標本

専 任 教 員 研 究 室

計

共用する他の
学校等の専用

点

0

演習室講義室

13,366㎡
（　3,155㎡）

（7,785）

3　室
（補助職員　0人）

体育館以外のスポーツ施設の概要

（65,774〔4,432〕）

3　室

45,646

（65,774〔4,432〕）

点

新設学部等の名称

面積

室

〔うち外国書〕

（　15〔15〕）

以下の大学、専修
学校と共用。

東京国際工科専門
職大学
（専用：7,136
㎡）（基準：
9,553㎡）

東京通信大学
（専用： 5,289
㎡)
（基準：12,440
㎡）

国際ファッション
専門職大学国際
ファッション学部
ファッシンクリエ
イション学科、
ファッションビジ
ネス学科
（専用：2,309
㎡）（基準：
3,537㎡）

東京モード学園
（専用：5,523
㎡）（基準：
3,673㎡）

ＨＡＬ東京
（専用：6,226
㎡）（基準：
4,760㎡）

首都医校
（専用：18,898
㎡）
（基準：5,790
㎡）

基準合計：39,753
㎡

他の大学・専門学
校と共有。

工科学部

点

実験実習室

15〔15〕 768 8,655

新設学部等の名称

体育館

（　15,032㎡）

（　747　）

閲覧座席数 収 納 可 能 冊 数

（206〔15〕）

面積

〔うち外国書〕

74,802〔4,492〕

（　747　）

機械・器具

電子ジャーナル

-

（206〔15〕）

693.16 ㎡

共　　用
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250千円 250千円 250千円 250千円

1,800千円 1,800千円 1,800千円 1,800千円

10,000千円 1,110千円 1,110千円 1,110千円 1,110千円

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

国際ファッション専門職大学

国際ファッション学部

国際ファッション学部

国際ファッション学部

国際ファッション学部

東京通信大学

 情報マネジメント学部

  情報マネジメント学科

 人間福祉学部

  人間学科福祉学科

東京モード学園 

【昼間部】

ファッション専門課程

1,620

-

1,500

経 費 の
見 積 り
及 び 維
持 方 法
の 概 要

収益事業・手数料収入・雑収入等

第４年次

区　分

-

1,600

第３年次

1,740

-

工科学部

教員１人当り研究費等

1,780

情報工学科

経費
の見
積り

1,560

デジタルエン
タテインメン

ト学科

設 備 購 入 費

-図 書 購 入 費

1,011,515千円

学部

第６年次

第２年次 第３年次

0千円

第２年次

-

共 同 研 究 費 等

第４年次

117,841千円

年 人

開設前年度

1,540 1,660

第１年次学科

年 人 年次
人

人 倍

  ファッションクリエイション学科 4

学位又
は称号

0千円

工科学部

第５年次

0千円

80 ― 80
ファッション
クリエイショ
ン学士（専門

職）

1.01
東京都新宿区

西新宿
一丁目7番3号

学生納付金以外の維持方法の概要

-

第１年次

学生１人当り
納付金

- -

大 学 の 名 称

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

大阪府大阪市
北区梅田

三丁目3番2号

2

  名古屋ファッション
　　 クリエイション

・ビジネス学科

4 38 2年次 38

ファッション
クリエイショ
ン・ビジネス
学士（専門

職）

1.00

愛知県名古屋市
中村区名駅

四丁目27番1号

2

  ファッションビジネス学科 4 38 2年次 38 ファッション
ビジネス学士
（専門職）

1.10 同上

2

平成31
（令和
元）年

度

  大阪ファッション
　　 クリエイション

・ビジネス学科

4 38 2年次 38

ファッション
クリエイショ
ン・ビジネス
学士（専門

職）

1.13

大 学 の 名 称

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

0.94 同上

200 （人間福祉）

年次
人

人 倍

通信教育課程

　ファッションデザイン学科 4 35 ― 140 高度専門士 1.56
昭和54年

11月
東京都新宿区

西新宿
一丁目7番3号

4 400 3年次 800 学士 1.25 平成30
年度

東京都新宿区
西新宿

一丁目7番3号
200 （情報マネジ

メント）

4 400 3年次 800 学士

学 校 の 名 称

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍

（服飾・家政分野）

　ファッションデザイン学科 3 35 ― 105 専門士 1.61
同上

（服飾・家政分野）

既
設
大
学
等
の
状
況
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ファッション一般課程

美容専門課程

【夜間部】

ファッション専門課程

　ファッションデザイン学科 2 ― ― ― 専門士 ―

昭和54年
11月

東京都新宿区
西新宿

一丁目7番3号
（服飾・家政分野）

　ファッション技術学科 3 35 ― 105 専門士 0.81 同上
（服飾・家政分野）

　ファッションビジネス学科 3 35 ― 105 専門士 0.35 同上

（服飾・家政分野）

　ファッションビジネス学科 2 35 ― 70 専門士 1.19 同上
（服飾・家政分野）

　スタイリスト学科 2 35 ― 70 専門士 1.80 同上

（服飾・家政分野）

　インテリア学科 2 35 ― 70 専門士 1.20
同上

（服飾・家政分野）

　グラフィック学科 2 35 ― 70 専門士 1.14 同上
（服飾・家政分野）

　メイク・ネイル学科 2 35 ― 70 専門士 2.78 同上
（服飾・家政分野）

　モード基礎学科　専門 1 120 ― 120 ― 3.84 同上

　モード基礎学科　一般 1 ― ― ― ― ― 同上

　ヘア・メイクアーティスト学科 3 80 ― 240 専門士 0.64 同上

（衛生分野）

　美容学科 2 80 ― 160 専門士 0.34 同上

（衛生分野）

3 30 ― 90 ― 1.50 同上

　ファッション技術学科 3 30 ― 90 ― 0.89 同上

　ファッションデザイン学科

　ファッションビジネス学科 2 30 ― 60 ― 0.90 同上

　ファッション学科 2 30 ― 60 ― 2.95 同上

既
設
大
学
等
の
状
況

平成31（令和
元）年度入学生
より学生募集停
止

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△125
人）

平成31（令和
元）年度入学生
より学生募集停
止
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大阪モード学園 

【昼間部】

ファッション専門課程

ファッション一般課程

美容専門課程

（服飾・家政分野）

学 校 の 名 称

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍

同上
（服飾・家政分野）

昭和46年
4月

　ファッションデザイン学科 4 30 ― 135 高度専門士 0.87 大阪府大阪市
北区梅田

三丁目3番2号（服飾・家政分野）

　ファッションデザイン学科 3 35 ― 105 専門士 0.83 同上

専門士 0.57 同上
（服飾・家政分野）

　ファッションデザイン学科 2 ― ― ― 専門士 ― 同上

（服飾・家政分野）

　ファッション技術学科 3 35 ― 105 専門士 0.58

― 70 専門士 0.51 同上
（服飾・家政分野）

　ファッションビジネス学科 3 ― ― ― 専門士 ― 同上

（服飾・家政分野）

　ファッションビジネス学科 2 35 ― 70

35 ― 70 専門士 1.03 同上
（服飾・家政分野）

　モード基礎学科　専門

　スタイリスト学科 2 35 ― 70 専門士 0.59 同上
（服飾・家政分野）

　インテリア学科 2 35

　モード基礎学科　一般 1 ― ― ― ― ― 同上

　グラフィック学科 2 35 ― 70 専門士 0.46 同上
（服飾・家政分野）

　メイク・ネイル学科 2

（衛生分野）

1 105 ― 105 ― 2.26 同上

　ヘア・メイクアーティスト学科 3 40 ― 200 専門士 0.63 同上

（衛生分野）

　美容学科 2 40 ― 120 専門士 0.37 同上

既
設
大
学
等
の
状
況

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△5人）

平成31（令和
元）年度入学生
より学生募集停
止

平成31（令和
元）年度入学生
より学生募集停
止

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△70人）

平成31（令和
元）年度入学生
より学生募集停
止

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△40人）

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△40人）
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【夜間部】

ファッション専門課程

名古屋モード学園 

【昼間部】

ファッション専門課程

同上

― 0.96 同上

　ファッションデザイン学科 3 30 ― 90 ― 0.44
昭和46年

4月
大阪府大阪市

北区梅田
三丁目3番2号

　ファッション技術学科 3 30 ― 90 ― 0.39

　ファッションデザイン学科 4 20 ― 125 高度専門士 1.00 昭和41年
4月

愛知県名古屋市
中村区名駅

四丁目27番1号

　ファッションビジネス学科 2 30 ― 60 ― 0.45 同上

　ファッション学科 2 30 ― 60

学 校 の 名 称

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍

（服飾・家政分野）

　ファッションデザイン学科 3 35 ― 105 専門士 0.67 同上
（服飾・家政分野）

　ファッションデザイン学科 2 ― ― ― 専門士 ― 同上

（服飾・家政分野）

　ファッション技術学科 3 20 ― 90 専門士 0.65 同上

（服飾・家政分野）

　ファッションビジネス学科 2 30 ― 65 専門士 0.78 同上

（服飾・家政分野）

　スタイリスト学科 2 30 ― 65 専門士 0.83 同上

（服飾・家政分野）

　インテリア学科 2 30 ― 65 専門士 0.46 同上

（服飾・家政分野）

　グラフィック学科 2 30 ― 65 専門士 0.92 同上

（服飾・家政分野）

　メイク・ネイル学科 2 30 ― 65 専門士 0.92 同上

（服飾・家政分野）

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△15人）既

設
大
学
等
の
状
況 平成31（令和

元）年度入学生
より学生募集停
止

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△15人）

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△5人）

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△5人）

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△5人）

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△5人）

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△5人）
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ファッション一般課程

美容専門課程

【夜間部】

ファッション専門課程

ＨＡＬ東京 

【昼間部】

デジタル専門課程

　モード基礎学科　専門 1 80 ― 80 ― 2.60 昭和41年
4月

愛知県名古屋市
中村区名駅

四丁目27番1号

　モード基礎学科　一般 1 ― ― ― ― ― 同上

　ヘア・メイクアーティスト学科 3 40 ― 120 専門士 0.89
同上

（衛生分野）

　美容学科 2 40 ― 80 専門士 0.36 同上

（衛生分野）

　ファッションデザイン学科 3 30 ― 90 ― 0.28 同上

3 30 ― 90 ― 1.00 同上

　ファッションビジネス学科 2 30 ― 60 ― 0.46 同上

　ファッション技術学科

　ファッション学科 2 30 ― 60 ― 0.99 同上

学 校 の 名 称

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍

　ゲーム企画学科 4 ― ― ― 高度専門士 ―

平成21年
4月

東京都新宿区
西新宿

一丁目7番3号

（工業分野）

　ゲーム4年制学科 4 40 ― 280 高度専門士 4.13
同上

（工業分野）

　ゲームデザイン学科 4 ― ― ― 高度専門士 ― 同上

（工業分野）

　ＣＧ映像学科 4 40 ― 160 高度専門士 2.11 同上

（工業分野）

　アニメ・イラスト学科 4 40 ― 160 高度専門士 2.29 同上

（工業分野）

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△25人）

既
設
大
学
等
の
状
況

平成31（令和
元）年度入学生
より学生募集停
止

平成31（令和
元）年度入学生
より学生募集停
止

平成31（令和
元）年度ゲーム
制作学科から名
称変更し、入学
定員減（△40
人）

平成31（令和
元）年度入学生
より学生募集停
止
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【夜間部】

デジタル専門課程

　グラフィックデザイン学科 4 40 ― 160 高度専門士 0.29 平成21年
4月

東京都新宿区
西新宿

一丁目7番3号（工業分野）

　カーデザイン学科 4 40 ― 160 高度専門士 0.21 同上

（工業分野）

　先端ロボット開発学科 4 ― ― ― 高度専門士 ― 同上

（工業分野）

　高度情報学科 4 40 ― 160 高度専門士 1.32 同上

（工業分野）

　ＷＥＢ開発学科 4 ― ― ― 高度専門士 ― 同上

（工業分野）

　ミュージック学科 4 40 ― 160 高度専門士 0.93 同上

（工業分野）

2 40 ― 80 専門士 3.58 同上

（工業分野）

　ＣＧ学科 2 40 ― 80 専門士 3.72
同上

（工業分野）

　ゲーム学科

　ＷＥＢ学科 2 40 ― 80 専門士 0.90 同上

（工業分野）

　情報処理学科 2 40 ― 80 専門士 1.80 同上

（工業分野）

　電子制御学科 2 ― ― ― 専門士 ― 同上

（工業分野）

　ミュージック学科 2 40 ― 80 専門士 0.78 同上

（工業分野）

　国家資格学科 1 20 ― 20 ― 0.00 同上

　ゲーム学科 2 30 ― 60 ― 0.54 同上

　ＣＧ映像学科 2 30 ― 60 ― 0.57 同上

　グラフィックデザイン学科 2 30 ― 60 ― 0.28 同上

　ＷＥＢデザイン学科 2 30 ― 60 ― 0.27 同上

既
設
大
学
等
の
状
況

令和2年度入学
生より学生募集
停止

平成31（令和
元）年度高度情
報処理学科から
名称変更

平成31（令和
元）年度入学生
より学生募集停
止

平成31（令和
元）年度入学生
より学生募集停
止
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ＨＡＬ大阪 

【昼間部】

デジタル専門課程

　ネットワーク学科 2 30 ― 60 ― 0.00 平成21年
4月

東京都新宿区
西新宿

一丁目7番3号

　情報処理学科 2 30 ― 60 ― 0.52 同上

学 校 の 名 称

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

倍

　ゲーム企画学科 4 ― ― ― 高度専門士 ― 昭和59年
4月 大阪府大阪市

北区梅田
三丁目3番1号（工業分野）

年 人 年次
人

人

　ゲーム4年制学科 4 70 ― 280 高度専門士 2.15 同上

（工業分野）

　ゲームデザイン学科 4 ― ― ― 高度専門士 ― 同上

（工業分野）

　ＣＧ映像学科 4 35 ― 140 高度専門士 1.27 同上

（工業分野）

　アニメ・イラスト学科 4 35 ― 140 高度専門士 0.81 同上

（工業分野）

　グラフィックデザイン学科 4 35 ― 140 高度専門士 0.19 同上

（工業分野）

　カーデザイン学科 4 35 ― 140 高度専門士 0.14 同上

（工業分野）

　先端ロボット開発学科 4 35 ― 140 高度専門士 0.28 同上

（工業分野）

　高度情報学科 4 35 ― 140 高度専門士 1.25 同上

（工業分野）

　ＷＥＢ開発学科 4 ― ― ― 高度専門士 ― 同上

（工業分野）

　ミュージック学科 4 35 ― 140 高度専門士 0.78 同上

（工業分野）

　ゲーム学科 2 20 ― 55 専門士 1.17 同上

（工業分野）

　ＣＧ学科 2 20 ― 55 専門士 2.07 同上

（工業分野）

平成31（令和
元）年度入学生
より学生募集停
止

平成31（令和
元）年度ゲーム
制作学科から名
称変更

既
設
大
学
等
の
状
況

平成31（令和
元）年度入学生
より学生募集停
止

平成31（令和
元）年度高度情
報処理学科から
名称変更

平成31（令和
元）年度入学生
より学生募集停
止

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△15人）

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△15人）
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【夜間部】

デジタル専門課程

ＨＡＬ名古屋

【昼間部】

デジタル専門課程

　ＷＥＢ学科 2 20 ― 55 専門士 0.46 昭和59年
4月

大阪府大阪市
北区梅田

三丁目3番1号（工業分野）

　情報処理学科 2 20 ― 55 専門士 1.52 同上

（工業分野）

2 ― ― ― 専門士 ― 同上

（工業分野）

　ミュージック学科 2 20 ― 55 専門士 0.54 同上

（工業分野）

　電子制御学科

　国家資格学科 1 20 ― 20 ― 0.00 同上

　ゲーム学科 2 30 ― 60 ― 0.27 同上

　ＣＧ映像学科 2 30 ― 60 ― 0.30 同上

　グラフィックデザイン学科 2 30 ― 60 ― 0.18 同上

　ＷＥＢデザイン学科 2 30 ― 60 ― 0.17 同上

　ネットワーク学科 2 30 ― 60 ― 0.05 同上

　情報処理学科 2 30 ― 60 ― 0.42 同上

学 校 の 名 称

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍

　ゲーム企画学科 4 ― ― ― 高度専門士 ― 昭和61年
4月

愛知県名古屋市
中村区名駅

四丁目27番1号（工業分野）

　ゲーム4年制学科 4 35 ― 140 高度専門士 3.86 同上

（工業分野）

　ゲームデザイン学科 4 ― ― ― 高度専門士 ― 同上

（工業分野）

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△15人）

既
設
大
学
等
の
状
況

平成31（令和
元）年度入学生
より学生募集停
止

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△15人）

平成31（令和
元）年度入学生
より学生募集停
止

平成31（令和
元）年度ゲーム
制作学科から名
称変更

平成31（令和
元）年度入学生
より学生募集停
止

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△15人）
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【夜間部】

デジタル専門課程

　ＣＧ映像学科 4 35 ― 140 高度専門士 1.46 昭和61年
4月

愛知県名古屋市
中村区名駅

四丁目27番1号（工業分野）

　アニメ・イラスト学科 4 35 ― 95 高度専門士 1.91 同上

（工業分野）

4 35 ― 140 高度専門士 0.19 同上

（工業分野）

　カーデザイン学科 4 20 ― 80 高度専門士 0.37 同上

（工業分野）

　グラフィックデザイン学科

　先端ロボット開発学科 4 20 ― 80 高度専門士 0.55 同上

（工業分野）

　高度情報学科 4 35 ― 140 高度専門士 1.33 同上

（工業分野）

　ＷＥＢ開発学科 4 ― ― ― 高度専門士 ― 同上

（工業分野）

　ミュージック学科 4 20 ― 80 高度専門士 1.36 同上

（工業分野）

　ゲーム学科 2 20 ― 55 専門士 1.37 同上

（工業分野）

　ＣＧ学科 2 20 ― 55 専門士 1.21 同上

（工業分野）

　ＷＥＢ学科 2 20 ― 55 専門士 0.63 同上

（工業分野）

　情報処理学科 2 20 ― 55 専門士 1.63 同上

（工業分野）

　電子制御学科 2 ― ― ― 専門士 ― 同上

（工業分野）

　ミュージック学科 2 20 ― 40 専門士 0.77 同上

（工業分野）

　国家資格学科 1 20 ― 20 ― 0.00 同上

　ゲーム学科 2 30 ― 60 ― 0.11 同上

既
設
大
学
等
の
状
況

平成31（令和
元）年度入学定
員増（15人）

平成31（令和
元）年度高度情
報処理学科から
名称変更

平成31（令和
元）年度入学生
より学生募集停
止

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△15人）

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△15人）

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△15人）

平成31（令和
元）年度入学定
員減（△15人）

平成31（令和
元）年度入学生
より学生募集停
止
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首都医校 

【昼間部】

医療専門課程

　ＣＧ映像学科 2 30 ― 60 ― 0.22 昭和61年
4月

愛知県名古屋市
中村区名駅

四丁目27番1号

　グラフィックデザイン学科 2 30 ― 60 ― 0.16 同上

2 30 ― 60 ― 0.19 同上

　ネットワーク学科 2 30 ― 60 ― 0.08 同上

　ＷＥＢデザイン学科

　情報処理学科 2 30 ― 60 ― 0.30 同上

学 校 の 名 称

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍

　救急救命学科 3 40 ― 120 専門士 0.42
平成21年

4月
東京都新宿区

西新宿
一丁目7番3号（医療専門課程）

　臨床工学学科 4 40 ― 160 高度専門士 0.32 同上
（医療専門課程）

　臨床工学技士特科 1 40 ― 40 ― 0.65 同上

　高度専門士看護学科 4 80 ― 320 高度専門士 0.87 同上

（医療専門課程）

　実践看護学科Ⅰ 3 80 ― 240 専門士 0.83 同上
（医療専門課程）

　実践看護学科Ⅱ 3 40 ― 120 専門士 0.59 同上
（医療専門課程）

　高度看護保健学科 4 20 ― 80 高度専門士 0.85 同上
（医療専門課程）

　助産学科 1 25 ― 25 ― 0.80 同上

　歯科衛生学科 3 40 ― 120 専門士 0.33 同上
（医療専門課程）

　理学療法学科 4 80 ― 320 高度専門士 0.46 同上
（医療専門課程）

　作業療法学科 4 40 ― 160 高度専門士 0.21 同上
（医療専門課程）

既
設
大
学
等
の
状
況

平成30年度高度
専門看護学科か
ら名称変更
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福祉専門課程

医療情報専門課程

健康・スポーツ専門課程

【夜間部】

医療専門課程

　言語聴覚学科 2 40 ― 80 専門士 0.18 平成21年
4月

東京都新宿区
西新宿

一丁目7番3号（医療専門課程）

　鍼灸学科 3 30 ― 90 専門士 0.18
同上

（医療専門課程）

3 30 ― 90 専門士 0.30 同上
（医療専門課程）

　介護福祉学科 2 ― ― ― 専門士 ― 同上
（福祉専門課程）

　柔道整復学科

　精神保健福祉学科 1 40 ― 40 ― 0.05 同上

　社会福祉学科 1 40 ― 40 ― 0.17 同上

　診療情報管理学科 3 ― ― ― 専門士 ― 同上
（医療情報専門課程）

　医療秘書学科 2 ― ― ― 専門士 ― 同上
（医療情報専門課程）

　歯科秘書学科 2 ― ― ― ― ― 同上

　アスレティックトレーナー学科 3 30 ― 90 専門士 0.22 同上
（健康・スポーツ専門課程）

　スポーツトレーナー学科 2 30 ― 60 ― 0.00 同上

　救急救命学科 3 ― ― ― 専門士 ― 同上
（医療専門課程）

　臨床工学学科 4 ― ― ― 専門士 ― 同上
（医療専門課程）

　歯科衛生学科 3 40 ― 120 専門士 0.43 同上
（医療専門課程）

　理学療法学科 4 40 ― 240 専門士 0.24 同上
（医療専門課程）

　作業療法学科 4 40 ― 160 専門士 0.20 同上
（医療専門課程）

既
設
大
学
等
の
状
況

令和2年度入学
生より学生募集
停止

令和2年度入学
生より学生募集
停止

令和2年度入学
生より学生募集
停止

令和2年度入学
生より学生募集
停止

令和2年度入学
生より学生募集
停止

平成29年度入学
生より募集停止

平成30年度入学
定員減（△40
人）
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大阪医専

【昼間部】

医療専門課程

　言語聴覚学科 3 ― ― ― 専門士 ― 平成21年
4月

東京都新宿区
西新宿

一丁目7番3号（医療専門課程）

　視能訓練士特科 2 ― ― ― ― ― 同上

3 30 ― 90 専門士 0.15 同上
（医療専門課程）

　柔道整復学科 3 30 ― 90 専門士 0.20 同上
（医療専門課程）

　鍼灸学科

学 校 の 名 称

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍

　臨床工学学科 4 40 ― 160 高度専門士 0.42
平成12年

4月
大阪府大阪市
北区大淀中

一丁目10番3号（医療専門課程）

　臨床工学技士特科 1 ― ― ― ― ― 同上

　救急救命学科 3 40 ― 120 専門士 0.64 同上
（医療専門課程）

　理学療法学科 4 40 ― 160 高度専門士 0.99 同上
（医療専門課程）

　作業療法学科 4 40 ― 160 高度専門士 0.35 同上
（医療専門課程）

　言語聴覚学科 2 40 ― 80 専門士 0.23 同上
（医療専門課程）

　高度専門士看護学科 4 40 ― 160 高度専門士 0.96 同上

（医療専門課程）

　実践看護学科 3 80 ― 240 専門士 0.96 同上
（医療専門課程）

　高度看護保健学科 4 80 ― 320 高度専門士 0.95 同上
（医療専門課程）

　鍼灸学科 3 30 ― 90 専門士 0.18 同上
（医療専門課程）

― 90 専門士 0.26 同上
（医療専門課程）

令和2年度入学
生より学生募集
停止

令和2年度入学
生より学生募集
停止

既
設
大
学
等
の
状
況

　柔道整復学科 3 30

平成29年度入学
生より募集停止

平成30年度高度
専門看護学科か
ら名称変更
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福祉専門課程

医療情報専門課程

健康・スポーツ専門課程

【夜間部】

医療専門課程

福祉専門課程

　介護福祉学科 2 40 ― 80 専門士 0.07 平成12年
4月

大阪府大阪市
北区大淀中

一丁目10番3号
（福祉専門課程）

　精神保健福祉学科 1 40 ― 40 ― 0.50 同上

　診療情報管理学科 3 ― ― ― 専門士 ― 同上
（医療情報専門課程）

2 ― ― ― 専門士 ― 同上
（医療情報専門課程）

　アスレティックトレーナー学科 3 20 ― 60 専門士 0.51 同上
（健康・スポーツ専門課程）

　医療秘書学科

　スポーツトレーナー学科 2 20 ― 40 ― 0.00 同上

　臨床工学学科 4 ― ― ― 専門士 ― 同上
（医療専門課程）

　理学療法学科 4 40 ― 200 専門士 0.31 同上
（医療専門課程）

　作業療法学科 4 40 ― 160 専門士 0.20 同上
（医療専門課程）

　言語聴覚学科 3 ― ― ― 専門士 ― 同上
（医療専門課程）

　視能療法学科 4 40 ― 160 専門士 0.22 同上
（医療専門課程）

　鍼灸学科 3 30 ― 90 専門士 0.25 同上
（医療専門課程）

　柔道整復学科 3 30 ― 90 専門士 0.16 同上
（医療専門課程）

　精神保健福祉学科 2 ― ― ― ― ― 同上

既
設
大
学
等
の
状
況

令和2年度入学
生より学生募集
停止

令和2年度入学
生より学生募集
停止

令和2年度入学
生より学生募集
停止

令和2年度入学
生より学生募集
停止

平成29年度入学
生より募集停止

平成29年度入学
定員減（△40
人）
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名古屋医専

【昼間部】

医療専門課程

既
設
大
学
等
の
状
況

学 校 の 名 称

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍

　救急救命学科 3 28 ― 84 専門士 0.61
平成20年

4月
愛知県名古屋市

中村区名駅
四丁目27番1号（医療専門課程）

　臨床工学学科 4 40 ― 160 高度専門士 0.40 同上
（医療専門課程）

　高度看護保健学科 4 80 ― 320 高度専門士 0.59 同上
（医療専門課程）

　高度専門士看護学科 4 40 ― 160 高度専門士 0.85 同上

（医療専門課程）

　実践看護学科 3 80 ― 200 専門士 0.78 同上
（医療専門課程）

　保健学科 1 40 ― 40 ― 1.00 同上

　助産学科 1 80 ― 80 ― 0.50 同上

（医療専門課程）

　歯科衛生学科 3 25 ― 50 専門士 0.64 同上
（医療専門課程）

　理学療法学科 4 40 ― 160 高度専門士 0.52 同上
（医療専門課程）

（医療専門課程）

　作業療法学科 4 40 ― 160 高度専門士 0.17 同上
（医療専門課程）

　言語聴覚学科 2 40 ― 80 専門士 0.11 同上

　視能療法学科 4 ― ― ― 高度専門士 ― 同上
（医療専門課程）

　鍼灸学科 3 30 ― 90 専門士 0.56
同上

　柔道整復学科 3 30 ― 90 専門士 0.55 同上
（医療専門課程）

　臨床工学技士特科 1 ― ― ― ― ― 同上

平成30年度高度
専門看護学科か
ら名称変更

平成30年度入学
定員増（40人）

平成30年度新設

令和2年度入学
生より学生募集
停止

令和2年度入学
生より学生募集
停止
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福祉専門課程

医療情報専門課程

健康・スポーツ専門課程

【夜間部】

医療専門課程

福祉専門課程

同上
（医療情報専門課程）

― 同上

　精神保健福祉学科 2 40 ― 40 ― 0.15 同上

　診療情報管理学科 3 20 ― 60 専門士 0.16

50 専門士 0.94 同上
（医療専門課程）

　医療秘書学科 2 ― ― ― 専門士 ― 同上
（医療情報専門課程）

　歯科秘書学科 2 ― ― ― ―

30 ― 90 専門士 0.65 同上
（医療専門課程）

　スポーツトレーナー学科 2 ― ― ― 専門士 ― 同上
（健康・スポーツ専門課程）

　歯科衛生学科 3 25 ―

　社会福祉学科 1 40 ― 40 ― 0.00 同上

　理学療法学科 4 40 ― 160 専門士 0.14 同上
（医療専門課程）

　鍼灸学科 3

附属施設の概要 該当なし

既
設
大
学
等
の
状
況

　介護福祉学科 2 ― ― ― 専門士 ―
平成20年

4月
愛知県名古屋市

中村区名駅
四丁目27番1号（福祉専門課程）

　柔道整復学科 3 30 ― 90 専門士 0.31 同上
（医療専門課程）

令和2年度入学
生より学生募集
停止

令和2年度入学
生より学生募集
停止

令和2年度入学
生より学生募集
停止

令和2年度入学
生より学生募集
停止

平成30年度新設
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必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

１前 2 ○ 1 兼4

１後 2 ○ 1 兼4

２前 2 ○ 1 兼4

２後 1 ○ 1 兼4

３前 2 ○ 1 兼4

３後 1 ○ 1 兼4

４前 1 ○ 1 兼4

－ 11 0 0 0 0 1 0 0 兼6

１後 1 ○ 兼1

－ 1 0 0 0 0 0 0 0 兼1

３前 2 ○ 兼1

－ 2 0 0 0 0 0 0 0 兼1

１前 2 ○ 兼1

１前 2 ○ 1

１後 2 ○ 兼1

－ 6 0 0 1 0 0 0 0 兼2

２通 5 臨 2 2 共同

３通 7.5 臨 4 1 共同

４通 7.5 臨 2 2 1 共同

３後 2 ○ 2 1 共同

４前 4 ○ 1 2 共同

－ 26 0 0 9 2 2 1 0 0

２前 2 ○ 1

２後 1 ○ 2

３前 3 ○ 2

３後 2 ○ 1 1

－ 0 8 0 4 0 0 1 0 0

２前 3 ○ 1 1

３前 3 ○ 2

IoTサービスデザイン ３後 2 ○ 2

－ 0 8 0 4 1 0 0 0 0

２前 3 ○ 1

３前 3 ○ 1

３後 2 ○ 1

－ 0 8 0 2 1 0 0 0 0

１前 2 ○ 3 共同

１前 3 ○ 1 ※講義

１前 3 ○ 兼1 ※講義

１前 3 ○ 兼1 ※講義

１前 2 ○ 1

１後 2 ○ 兼1

１後 2 ○ 兼1

１後 2 ○ 兼1

１後 3 ○ 1 ※講義

１後 3 ○ 1 ※講義

２前 2 ○ 兼1

２前 1.5 ○ 1 1 1 共同※講義

データベース基礎と応用 ２前 2 ○ 1

３前 2 ○ 1

ソフトウェアシステム開発 ３前 2 ○ 2 1 共同

情報セキュリティ応用 ３前 2 ○ 1

－ 36.5 0 0 10 0 1 1 0 兼4

小計（3科目） －

実
習
科
目
B
群

実
習
科
目
C
群

線形代数

解析学

組込みC,  C++言語

－小計（16科目）

技術英語

職
業
専
門
科
目

講
義
・
演
習
科
目

組込みシステム制御実習

自動制御機械開発実習

産業用ロボット実習

臨地実務実習Ⅲ

ソリューション開発Ⅰ

ソリューション開発Ⅱ

人工知能システム開発Ⅰ

人工知能システム開発Ⅱ

臨地実務実習Ⅰ

臨地実務実習Ⅱ

小計（4科目）

回路・プリント基板設計

－

情報工学概論

Ｃ言語基礎

エレクトロニクス工学

コンピュータシステム

情報数学

プログラミング概論

小計（3科目）

デザインエンジニアリング概論

確率統計論

－

小計（7科目） －

社会と倫理

小計（1科目） －

IoTシステム開発Ⅰ

IoTシステム開発Ⅱ

グ

ロ
ー

バ

ル

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

科

目

倫

理

科

目

基
盤
科
目

メディア情報処理実習

人工知能応用

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

ス

キ

ル

科

目

コミュニケーションツール

小計（1科目） －

小計（5科目） －

－

実
習
科
目

実
習
科
目
A
群

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

基
礎
科
目

英語コミュニケーションⅠa

英語コミュニケーションⅠb

英語コミュニケーションⅡa

英語コミュニケーションⅡb

英語コミュニケーションⅢa

英語コミュニケーションⅢb

英語コミュニケーションⅣ

比較文化論

感性をはかる

コミュニケーションと記号論

小計（3科目）

1



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

２前 1.5 ○ 1 ※講義

２前 1.5 ○ 1 ※講義

２前 1.5 ○ 1 ※講義

２後 2 ○ 1

３前 2 ○ 1

３前 2 ○ 1

－ 0 10.5 0 4 0 0 1 0 0

デバイス・ネットワーク ２後 1.5 ○ 1 ※講義

２後 1 ○ 1

２後 1 ○ 1

サーバ・ネットワーク ３前 1.5 ○ 1 ※講義

IoTデバイスプログラミングⅢ ３前 2 ○ 1

－ 0 7 0 3 0 0 0 0 0

１後 2 ○ 1

２後 2 ○ 兼1

２後 2 ○ 1

３前 2 ○ 1

３前 2 ○ 1

－ 0 10 0 1 0 0 1 0 兼1

１後 1.5 ○ 1 ※講義

３前 1.5 ○ 1 ※講義

－ 0 3 0 0 1 0 1 0 0

２前 2 ○ 1

センサ・アクチュエータ ２前 2 ○ 1

－ 0 4 0 1 1 0 0 0 0

１前 1.5 ○ 兼1 ※講義

１後 2 ○ 兼1

２通 6 〇 2 1 兼2 共同

チームワークとリーダーシップ ２後 1.5 ○ 兼1 ※講義

３前 2 ○ 兼1

３後 2 ○ 1

３後 2 ○ 兼1

４前 2 ○ 兼1

ベンチャー起業経営 ４前 1.5 ○ 兼1 ※講義

－ 20.5 0 0 3 1 0 0 0 兼7

４通 4 ○ 12 共同

－ 4 0 0 12 0 0 0 0 0

－ 107 58.5 0 14 2 3 1 0 兼21

講
義
・
演
習
科
目
C
群

小計（2科目） －

講

義

・

演

習

科

目

A

・

B

群

共

通

講

義

・

演

習

科

目

B

・

C

群

共

通

職
業
専
門
科
目

小計（6科目） －

講
義
・
演
習
科
目
A
群

小計（5科目） －

講
義
・
演
習
科
目
B
群

－

人工知能数学

深層学習

データ解析

IoTデバイスプログラミングⅠ

卒業研究制作

小計（1科目） －

合計（　73科目） －

企画・発想法

プロジェクトマネジメント

地域共創デザイン実習

グローバル市場化戦略

小計（9科目）

総
合

科
目

知的財産権論

展
開
科
目

企業経営論

持続可能な社会

画像・音声認識

小計（5科目） －

－

Pythonプログラミング

人工知能基礎

力学

ロボット機構

ロボット制御

小計（2科目）

制御工学基礎

機械設計

IoTデバイスプログラミングⅡ

自然言語処理

機械学習

材料力学・材料工学

2



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

基礎科目
　　　必修科目　　　　20単位
職業専門科目
　実習科目
　　　必修科目　　　　26単位
　　　選択必修科目　   8単位以上（A～C群の内、1つを選択）
　講義・演習科目
　　　必修科目　　　36.5単位
　　　選択必修科目　   9単位以上（A～C群の内、1つを選択）
展開科目　　　　　　20.5単位
総合科目　　　　　　   4単位
以上、合計124単位以上を取得。
※1　実習の選択必修科目で選択した科目群と、講義・演習科目で選択し
た科目群は同一でなくてはならない。
※2　A～C群それぞれに、必ず単位を取得すべき科目として「コースコア
科目」を設定する。コースコア科目については、履修要項などで別途定め
る。コースコア科目が未履修の場合、卒業要件を満たさない。

１学年の学期区分 ２期

１学期の授業期間 １５週

１時限の授業時間 ９０分

学位又は称号 情報工学士（専門職） 学位又は学科の分野 工学分野

卒 業 ・ 修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

3



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

１前 2 ○ 1 兼4

１後 2 ○ 1 兼4

２前 2 ○ 1 兼4

２後 1 ○ 1 兼4

３前 2 ○ 1 兼4

３後 1 ○ 1 兼4

４前 1 ○ 1 兼4

－ 11 0 0 0 0 1 0 0 兼6

１後 1 ○ 兼1

－ 1 0 0 0 0 0 0 0 兼1

３前 2 ○ 兼1

－ 2 0 0 0 0 0 0 0 兼1

１前 2 ○ 兼1

１前 2 ○ 兼1

コミュニケーションと記号論 １後 2 ○ 1

－ 6 0 0 1 0 0 0 0 兼2

２通 5 臨 2 1 1 共同

３通 7.5 臨 1 3 共同

４通 7.5 臨 1 3 共同

３通 6 ○ 2 共同

４前 3 ○ 1 1 共同

－ 29 0 0 4 1 4 1 0 0

２前 3 ○ 1 1 共同

２後 2 ○ 1 1 共同

－ 0 5 0 1 1 1 1 0 0

２前 3 ○ 1

２後 2 ○ 1

－ 0 5 0 1 0 0 0 0 0

コンテンツデザイン概論 １前 2 ○ 2 共同

１前 2 ○ 1

１前 2 ○ 1

１前 2 ○ 1

１前 3 ○ 1 ※講義

１前 3 ○ 1 ※講義

１前 1.5 ○ 兼1 ※講義

１後 2 ○ 兼1

１後 2 ○ 兼1

１後 2 ○ 1

１後 1.5 ○ 兼1 ※講義

１後 3 ○ 1 ※講義

２前 2 ○ 1

ゲームアルゴリズム ２前 2 ○ 兼1

２前 2 ○ 1

２前 2 ○ 1

３前 2 ○ 1

３前 1.5 ○ 兼1 ※講義

３前 1.5 ○ 1 ※講義

－ 39 0 0 3 2 3 1 0 兼5

実
習
科
目

A
群

実
習
科
目

B
群

小計（19科目） －

講
義
・
演
習
科
目

職
業
専
門
科
目

ゲーム制作技術総合実習Ⅰ

ゲーム制作技術総合実習Ⅱ

ＣＧアニメーション総合実習Ⅰ

ＣＧアニメーション総合実習Ⅱ

コンテンツ制作マネジメント

ゲーム構成論Ⅰ

小計（2科目）

実
習
科
目

小計（7科目） －

倫

理

科

目

社会と倫理

小計（1科目） －

統計論

線形代数

プログラミング言語基礎

デジタル造形Ⅱ

コンピュータグラフィックスⅡ

エンタテインメント設計

ゲームAI Ⅰ

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

ス

キ

ル

科

目

コミュニケーションツール

小計（1科目） －

基
盤
科
目

英語コミュニケーションⅡa

英語コミュニケーションⅡb

英語コミュニケーションⅢa

英語コミュニケーションⅢb

英語コミュニケーションⅣ

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

基
礎
科
目

グ

ロ
ー

バ

ル

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

科

目

英語コミュニケーションⅠa

英語コミュニケーションⅠb

－

コンピュータグラフィックスⅠ

電子情報工学概論

－

映像論

技術英語

解析学

比較文化論

感性をはかる

ＣＧデザイン基礎

ゲームプログラム構成基礎Ⅰ

デジタル造形Ⅰ

臨地実務実習Ⅰ

臨地実務実習Ⅱ

臨地実務実習Ⅲ

デジタルコンテンツ総合実習

デジタルコンテンツ制作応用

小計（3科目）

小計（5科目） －

小計（2科目） －

1



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

１後 1.5 ○ 1 ※講義

１後 1.5 ○ 1 ※講義

２前 3 ○ 1 ※講義

２後 1.5 ○ 1 ※講義

ゲームデザイン実践演習 ２後 1 ○ 1

３前 1.5 ○ 1 ※講義

３後 1 ○ 1

３後 3 ○ 兼1 ※講義

－ 0 14 0 0 1 2 1 0 兼1

１後 1.5 ○ 1 ※講義

デジタル映像表現技法応用 ２前 3 ○ 1 ※講義

２後 3 ○ 1 ※講義

３後 1 ○ 1

－ 0 8.5 0 2 1 0 0 0 0

インターフェースデザイン ３前 1 ○ 1

３前 1.5 ○ 1 ※講義

－ 0 2.5 0 1 0 1 0 0 0

１前 1.5 ○ 1 ※講義

１後 2 ○ 兼1

２通 6 ○ 1 1 兼3 共同

チームワークとリーダーシップ ２後 1.5 ○ 兼1 ※講義

３前 2 ○ 兼1

３後 2 ○ 1

３後 2 ○ 兼1

４前 2 ○ 兼1

ベンチャー起業経営 ４前 1.5 ○ 兼1 ※講義

－ 20.5 0 0 1 1 1 0 0 兼8

４通 4 ○ 7 2 共同

－ 4 0 0 7 2 0 0 0 0

－ 112.5 35 0 7 3 5 1 0 兼23

小計（8科目） －

小計（4科目） －

講
義
・
演
習
科
目
A
群

講

義

・

演

習

科

目

B

群

ＣＧアニメーション総合演習

ゲームAI Ⅱ

ゲームプログラミングⅡ

ゲームプログラミングⅢ

基礎科目
　　必修科目　　　　　20単位
職業専門科目
　　実習科目
　　　　必修科目　　　29単位
　　　　選択必修科目   5単位以上（A, B群の内、1つを選択）
　　講義・演習科目
　　　　必修科目　　　39単位
　　　　選択必修科目 6.5単位以上（A, B群の内、1つを選択）
展開科目　　　　　　20.5単位
総合科目　　　　　　 　4単位
以上、合計124単位以上を取得。
※1　実習の選択必修科目で選択した科目群と、講義・演習科目で選択した
科目群は同一でなくてはならない。
※2　A, B群それぞれに、必ず単位を取得すべき科目として「コースコア科
目」を設定する。コースコア科目については、履修要項などで別途定め
る。コースコア科目が未履修の場合、卒業要件を満たさない。

１学年の学期区分 ２期

１学期の授業期間 １５週

１時限の授業時間 ９０分

合計（　64科目） －

学位又は称号 デジタルエンタテインメント学士（専門職） 学位又は学科の分野 工学分野

卒 業 ・ 修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

－

企画・発想法

プロジェクトマネジメント

小計（9科目） －

総
合

科
目

卒業研究制作

小計（1科目） －

地域共創デザイン実習

知的財産権論

持続可能な社会

展
開
科
目

グローバル市場化戦略

企業経営論

講

義

・

演

習

科

目

A

・

B

群

共

通

小計（2科目）

ゲームハード概論

職
業
専
門
科
目

ゲームプログラミングⅠ

デジタルキャラクタ実践演習

ゲーム構成論Ⅱ

ゲームプログラム構成基礎Ⅱ

デジタル映像表現技法基礎

ゲームプログラム構成基礎Ⅲ

2



授業科目の名称 講義等の内容 備考

英語コミュニケーションⅠ
a

発音訓練による発音・イントネーションの矯正を行うとともに、英語リス
ニングの基礎力を涵養する。授業開始時に前授業ユニットの復習用ミニリ
スニングテストを行う(10分）。当日の教授内容は、学習支援システムに
よりマテリアルを事前提示し、予習を義務付ける（反転授業形式）。授業
ではペア・ワークを多用してリスニング演習を行う（45分）。次にペアま
たはグループでリスニングのスクリプトを使用してロールプレイを行い、
発音やイントネーションの確認とスピーキング力を向上させる。正確なス
ピーキング力養成のため、毎回項目を決めて、文法ルールを理解し文の構
造の分析も行う。教員は基本的に英語で授業を行い、学生グループを巡回
して、会話に参加したり、個別の質疑応答を行う。

英語コミュニケーションⅠ
b

英語リスニングの応用力を涵養し、学習した表現を使ってコミュニケー
ションができるようにする。英語コミュニケーションⅠaの内容を高度化
し、さらに英会話演習を行う。授業開始時に前授業ユニットの復習用ミニ
リスニングテストを行う（10分）。当日の教授内容は、学習支援システム
によりマテリアルを事前提示し、予習を義務付ける（反転授業形式）。授
業ではペア・ワークを多用してリスニング演習、テーマ別に必要表現のイ
ンプット、音声面からのリズムチェックを行う（45分）。次にペアまたは
グループでリスニングのスクリプトを使用してロールプレイを行い、ス
ピーキング力を向上させる。最後にリスニングと同様の状況で学生間で自
由英会話とクラス発表をさせて、創造的な会話力を涵養する。教員は基本
的に英語で授業を行い、学生グループを巡回して、会話に参加したり、個
別の質疑応答を行う。期末に一年間の学習到達度を測るTOEIC® Speaking
& Writing IP テストを実施する。

英語コミュニケーションⅡ
a

プレゼンテーションの基本に関する（スピーキング中心の）英会話教材を
用いて、基本的なコミュニケーション英語を学習したうえで、学生グルー
プによるロールプレイを多用して英語による発信力を養う。週ごとにプレ
ゼンテーションのテーマ、シチュエーションを設定し、必要な表現をイン
プットしていく。授業最初に教材の英語表現に関するミニテストを実施す
る。学生には授業のトピックに関連した1～2分の英語スピーチを義務付
け、授業中に発表時間を設けて、ルーブリックによる学生相互評価、教員
評価を行う。発表後には振り返りの時間も設け、改善点を認識した上で、
次回の課題に取り組むことができるようにする。授業前に映像教材を学習
支援システムを通じて学生に視聴させて英語リスニング力を強化し、授業
ではアクティビティーを中心に行う（反転授業形式）。最終的に学生はグ
ループで共同して5分程度のプレゼンテーションを行う。

英語コミュニケーションⅡ
b

英語コミュニケーションⅡaの内容を高度化し、さらに実践的なプレゼン
テーションに関する英会話教材を用いて、実践的なコミュニケーション英
語を学習したうえで、学生グループによるロールプレイを多用して英語に
よる発信力を養う。テーマを設定し、意見交換のための英語表現、文法知
識を習得する。授業最初に教材の英語表現に関するミニテストを実施す
る。学生には授業のトピックに関連した1～2分の英語スピーチを義務付
け、授業中に発表時間を設けて、ルーブリックによる学生相互評価、教員
評価を行う。発表後には振り返りの時間も設け、改善点を認識した上で、
次回の課題に取り組むことができるようにする。授業前に映像教材を学習
支援システムを通じて学生に視聴させて英語リスニング力を強化し、授業
ではアクティビティーを中心に行う（反転授業形式）。学生はグループで
共同して5分程度のプレゼンテーションを行う。期末にTOEIC® Speaking &
Writing IPを実施する。

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

基
礎
科
目

グ
ロ
ー

バ
ル
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
科
目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

英語コミュニケーションⅢ
a

英会話ロールプレイを多用して高度なリスニング力と英語会話力を涵養す
る。授業最初に教材の英語表現に関するミニテストを実施する。教材は
TEDのような学術的内容に関するプレゼンテーション教材を使用する。授
業ではプレゼンテーションやディスカッションの理解のための応用英語表
現に習熟させたうえで、学生グループによるディスカッションを実施す
る。学生には教員が与えた課題に対してスライドを使用した短いプレゼン
テーションを義務付け、その後教員や学生との質疑応答演習を行い、学習
トピックの達成度を判断するルーブリックによる学生相互評価、教員評価
を行う。授業前に映像教材を学習支援システムを通じて学生に視聴させて
英語リスニング力を強化し、授業ではアクティビティーを中心に行う（反
転授業形式）。最終的に学生はグループで共同して10分程度のプレゼン
テーションを行う。就職活動向けに、期末にTOEIC® IP試験を実施する。

英語コミュニケーションⅢ
b

英会話ロールプレイを多用して、より高度なリスニングと英語会話力を涵
養する。英語コミュニケーションⅢaを高度化して英語による発信力を養
う。授業最初に教材の英語表現に関するミニテストを実施する。教材は
TEDのような学術的内容に関するプレゼンテーション教材を使用する。授
業では応用英語表現に習熟させたうえで、ペアによる英語の議論、グルー
プ分けによるチーム対抗のディベート演習を行う。また指名されたグルー
プが各自の専門に関係するトピックで10分程度のプレゼンテーションを行
い、それに関する質疑応答やディスカッションの演習を行う。加えて、司
会やコメント、適宜質問などをはさんで学生の英語による発信を補助・指
導する。演習後には、学習トピックの達成度を判断するルーブリックによ
る学生相互評価、教員評価を行い、振り返りによって、学生が改善点を認
識できるよう指導する。期末にTOEIC® IP試験を実施する。

英語コミュニケーションⅣ 英会話ロールプレイを多用して、より高度で実践的なリスニング力と英語
による発信力を涵養する。授業の最初にTOEIC®形式のリスニング演習を行
い、スクリプトを利用してペア、グループによるスピーキング演習を行う
（30分）。授業前に学習支援システムで提示されたトピックに関して、重
要英語表現を確認したのち、その表現を活用してペアによる英語の議論、
グループ分けによるチーム対抗のディベート演習を行う。また指名された
グループが各自の専門に関係するトピックでプレゼンテーションを行い、
それに関する質疑応答やディスカッションの演習を行う。加えて、司会や
コメント、適宜質問などをはさんで学生の英語による発信を補助・指導す
る。演習後には、学習トピックの達成度を判断するルーブリックによる学
生相互評価、教員評価を行い、振り返りによって、学生が改善点を認識で
きるよう指導する。

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
ス
キ
ル
科
目

コミュニケーションツール 本授業は相手に対して情報を提示し、理解・納得を得るためのプレゼン
テーション方法を学修し、コミュニケーションの向上を目的とする。視覚
的にわかりやすいプレゼンテーション資料の作成スキルとシナリオベース
の発表スキルを身につける。プレゼンテーション資料の作り方と発表方法
を学び、実践演習を通してプレゼンテーション能力を修得。パワーポイン
トやキーノートなどのプレゼンテーションツールの活用法についても学
び、第三者評価を行うことでプレゼンテーション力を高める。

グ
ロ
ー

バ
ル
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
科
目

基
礎
科
目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

倫
理
科
目

社会と倫理 本学の育成するデザイナー像は、仕事の結果に対する倫理的責任を強く持
ちながら、変化する社会の要請に対して敏感に反応し対応する、社会とと
もにあるデザイナー（Designer in Society）の育成を目指している。こ
こでは、我々が個人としての活動に責任を持つとともに、日常的なデザイ
ン行為や使用している技術、社会的な規範に反しないよう高い倫理性を
持って監視する姿勢を持つことが必要で、これは、健全な社会を維持して
いくために重要な行為である。そして近い将来、専門的な職業人として属
する企業や起業する個人としても、単に利益を追求するばかりでなく、企
業の組織的活動が社会に与える影響にも責任を持ち、社会の発展に貢献す
るための倫理的な責任について注視する必要がある。この授業では具体的
な個人や組織の社会における倫理性について事例を挙げて説明するととも
に、我々が将来に向かって、困難な問題を克服し、持続可能な社会を維持
していくための責任についても専門職が社会に対して持たなければならな
い倫理について学習する。

比較文化論 日本文化・芸術の様々な様相を知るとともに、歴史的展開や内外の地域文
化との比較等を通して、デザインの企画・設計にかかわる諸問題を発見
し、新たな発想へと展開する。ここには、様々な図像や遊びなどコンテン
ツにかかわる問題や、人間と情報との関わりに、人間とモノとの関わりと
いった比較等を考察し、新たな発想への展開として学ぶ。加えて、ここで
指す発想には、社会的倫理観も含めた視点も考慮し、授業を行うこととす
る。

感性をはかる 人間は、一般的に視覚、聴覚、臭覚、味覚、触覚などの感覚器官を通して
得た刺激を、脳において知覚しその意味を理解する。例えば視覚を通して
得た刺激を、「見える―見えない」という視認のレベルからさらに、対象
の「内容の理解」や「言語的な名称」などの情報を得ている。さらにこれ
らの情報は「好き―嫌い」「美しい―醜い」といった感情の評価や価値の
判断なども担っている。このような人間のいわゆる刺激から理解・評価へ
と向かう脳における内的な過程としての感性を数量的に、統計的手法等に
よって人間の生理的・心理的特性を客観的に評価する方法を理解すること
は、工業製品のみならずコンテンツ創作において、設計上不可欠な要素と
なっている。ハラハラ、ドキドキ、といった映像やゲームなどの面白さや
爽快感、没入感などの演出やユーザーインタフェイス等の製品設計、消費
者の動向を分析するうえでも、「人間の感性をはかる」ことは、重要な要
素である。ここでは、数量化の考え方や統計的な手法による比較の方法、
SD法などによるイメージ解析など、数学的理論とこれらの分析手法のデザ
インの分析・評価における適用について学ぶ。

コミュニケーションと記号
論

コミュニケーションにおいては、送り手側（sender）のメッセージの内容
を記号化（encode）し言語やグラフィック、デジタルデータなどの記号と
して受け取り手側（receiver)に伝え、さらに伝達内容の解釈（decode）
が行われ、その内容を知る。ICTが先導する社会では、コミュニケーショ
ンは、人間と人間ばかりでなく、人間とコンピュータ、コンピュータとコ
ンピュータの間でも行われる。そこでは、コミュニケーションをスムーズ
に行うための、記号が示す意味とともに、記号と記号との関係性を示す構
文性（シンタクス）が必要である。コンピュータの相互コミュニケーショ
ンにおいては、プロトコル（通信規約）や通信速度もその要素に加わる。
現代のサイバー空間における、人間と人間とのコミュニケーションでは、
人間、マシン、モノが輻輳した状態で関係しながら記号過程が進行する。
この授業では実践的な記号理論について学ぶとともに、応用的な記号の使
用について、製品に対する意味論や人間とマシンとのインターフェイスな
どの例を取り上げ、デザインにおける記号の役割についても学ぶ。

基
盤
科
目

基
礎
科
目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

臨地実務実習Ⅰ 学生がはじめて取り組む臨地実務実習となるこの授業は、実習先事業者が
扱っているサービスやコンテンツ、ソフトウェア・インテンシブな製品、
またはそれらを作り出すために必要とされるツールやシステムなどを対象
とし、それに関する業務内容、ビジネスプロセスなどを理解することを主
たる目的とする。事前学習は、主に実習先事業者についての事前調査を行
い、実習期間で体得すべき内容の認識を深める。実習期間中は、実習先事
業者の指導のもと、実習先事業者の業務内容や基本的な技術を学ぶ。ま
た、事後指導として、実習指導者によって得た評価をもとに、問題点につ
いて原因と対策をまとめ、プレゼンテーション形式で発表することで、次
の臨地実務実習などにつなげる授業とする。

共同

同時受講学生数
最大想定　120人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足。

臨地実務実習Ⅱ 実習先事業者が扱っているサービスやコンテンツ、ソフトウェア・インテ
ンシブ製品、またはそれに付随する業務内容やビジネスプロセスなどに存
在する課題や問題点を、隣接他部署や取引先企業、ライバル会社など受け
入れ部署の枠を超えて全体を俯瞰しながら発見する能力を修得する。次
に、その問題点を理解し分析し、改善案を複数探索、考案する。例えば、
実習先事業者が扱っているサービスやコンテンツを補助するシステムや、
業務時間の効率化を上げるツール制作を実施する。実習先事業者の指導の
もと、自ら企画し計画を立案、運用し成果物を提出する。学生は実習指導
者から随時評価を受けることで、必要に応じて予定を立て直し、制作物を
修正するという過程を通し、ベストを追求するためには失敗や繰り返しを
恐れない態度が必要であることを学ぶ。

共同

同時受講学生数
最大想定　120人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足。

臨地実務実習Ⅲ 臨地実務実習の集大成となる本授業は、実習先事業者が扱っているサービ
スやコンテンツ、ソフトウェア・インテンシブな製品、またはそれに付随
する業務内容やビジネスプロセスなどに対し、隣接他部署や取引先企業、
ライバル会社など、受け入れ部署の枠を超えた社会全体も考慮して問題の
所在をとらえ、何らかのプロトタイプを制作する。加えて、臨地実務実習
Ⅱと同様に、学生は実習指導者から随時評価を受けることで、実現したプ
ロトタイプの有用性や価値、開発で得た経験や今後の課題も含めて評価を
客観的に理解するとともに、臨地実務実習Ⅲでは実習期間内で修正案を考
えより良い解決案を提示することで、実践的な問題解決力を修得すること
を目的とする。

共同

同時受講学生数
最大想定　120人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足。

ソリューション開発Ⅰ 協力企業から提供される課題またはオリジナルの企画をもとに、ソリュー
ションを考案しシステムを開発する。AI戦略コースは画像認識、行動検知
サービスのソリューション、IoTシステムコースはIoTサービスのソリュー
ション、ロボット開発コースは人工知能を搭載したロボットのソリュー
ションを考える。各コースごとのチーム構成とするが、他コースとの交流
を積極的に行い創造性豊かなモノづくりをめざす。前後期に分けて、ニー
ズ調査からアイデア創成、仕様策定、実装、ビジネスモデル構築まで、一
貫したプロダクト開発を行う。プロジェクトマネジメントも実践する。企
画の策定段階において協力企業へのプレゼンテーションを行い、問題点や
アドバイスを受ける。これにより、視野を広げ、開発を通して問題解決能
力を身につける。前期は企画のための調査、要素技術の実験/検証、プロ
トタイピングによる実現性評価を行い基本設計書を作成する。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力と支援のもとに実施する。

共同

同時受講学生数
最大想定　120人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足。

実
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

実
習
科
目

ソリューション開発Ⅱ ソリューション開発Ⅱでは開発物の最終仕様を固め、詳細設計に基づき製
作し、組合せテスト、システムテストを経て完成させる。開発の各フェー
ズ毎にドキュメントを整備する。プロジェクトマネジメントを振り返り、
問題点と解決策をまとめる。完成したソリューションに対しては、完成度
やビジネスモデルの観点からチーム間で評価し合い、また協力企業の評価
を得て次年度の開発に継承する。上級学年生が経験を活かしアドバイザと
して参加する。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力と支援のもとに実施する。

共同

同時受講学生数
最大想定　120人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足。

人工知能システム開発Ⅰ 人工知能基礎科目で学んだ学習内容をプログラミング実装することで人工
知能アプリケーションの開発技術を利用できるよう習得する。OpenCVや画
像処理ライブラリを用い、顔画像検出や各種フィルタ処理を行う。また、
Caffe、Tensorflow、Chainer等のAIフレームワークの利用法を習得する。
併せて、Linux OS上でのPythonプログラミングについても学習する。これ
らを基に、人工知能のアプリケーションを開発し、開発後にシステム評価
を行う。アルゴリズムの選択、特徴量の設定、適用AIツールの選択、解決
のためのシステム設計と実現方式、プログラム実装・テスト、システム評
価を行う。開発システムの発表、評価を行い、改良を行うPDCAサイクルを
体験する。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力のもとにテーマを設定する。

メディア情報処理実習 様々な様相の形態・伝達経路などの性質により大別され、それらが複合す
る場合（マルチメディア）もあるが、本実習では言語及び音声メディアを
中心に、画像、映像の表現メディアとの関係も考慮しつつ、それらの情報
処理のためのツール群の実践を通じて基礎から利活用までを学ぶ。自然言
語処理及び音声言語処理の基本技法を汎用のソフトウェア／ツールを用い
た実習を通じて学び、設定した課題を解決するために選択すべき手段とそ
の実行結果を評価・確認すべく、グループワークによる実践を主体とした
実施内容とする。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力のもとにテーマを設定する。

人工知能システム開発Ⅱ 機械学習科目で学んだ学習内容をプログラミング実装することで機械学習
アプリケーションの開発技術を習得する。機械学習の対象には画像、音
声、自然言語、ビッグデータなどがあるが、課題対象を選択してシステム
開発を行う。問題の設定、使用する特徴量やアルゴリズムの検討、目標と
する結果設定、AI開発ツールの選定などを行い、システム設計を行う。こ
れに基づき、プログラミング実装の範囲を定め、システムを構築する。最
後にシステム開発の評価を行う。プロトタイプとしての試作品の開発と評
価を体験する。評価は技術的な性能とともに、持続的な社会への適用、デ
ザイン力などを基に行う。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力のもとにテーマを設定する。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

実
習
科
目
A
群

人工知能応用 機械学習、深層学習、演習などの学習を踏まえ、人工知能の高度な応用に
ついて学ぶ。自然言語、音声、画像、データなどの分野の先端的な応用事
例とそれを構成している技術を学ぶ。自然言語では、範囲を限定した報告
書、翻訳の高度化、音声ではAIスピーカー、対話ロボットの音声認識、画
像では外観検査、医療画像診断、自動運転、データではコンピュータで扱
われるその他の抽象データ、数値、記号などから得られる推奨値などの応
用の事例を学び、それらの人工知能システムの開発を実習として行い、評
価を通じ、その成立条件、達成目標、開発コスト等の考察を行う。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力のもとにテーマを設定する。

IoTシステム開発Ⅰ 課題解決のテーマを定めてIoTシステムを開発する。事例調査からニー
ズ・アイディア検討、仕様策定、システム実装、動作検証までのプロダク
ト開発の方法論の基礎を習得する。センサデバイス・アクチュエータなど
物理世界・ヒトへのインタフェースを持つデバイスと小型ボードコン
ピュータやモバイル端末と組み合わせた実働するプロダクトを製作する上
で、デバイスに応じた有線無線の電気インタフェースやプログラミング言
語を選び、IoTシステムの特徴であるサイバーフィジカル連携の実際を体
験する実習を行う。アイデア検討のレビューによるブラシュアップやプロ
ジェクト終了時の評価を行い、改善点を次の開発に活かす。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力のもとにテーマを設定する。

IoTシステム開発Ⅱ IoTシステム開発Ⅰの経験に基づいて、課題解決のテーマを設定してより
大きなIoTシステムを開発する。本実習では、IPネットワークを用いてセ
ンタ・アクチュエータを動かすエッジシステム、ユーザインタフェース機
能を持つPCモバイル端末、サーバ・クラウドの3要素が多地点間で連携し
た、より実際的なシステム構成を想定したより応用的な開発を実習する。
アイディア検討から実装までの開発を行う上で、システム機能の目標設定
とその検証、開発を効率化できる様々な開発ツールの選定、プロジェクト
終了時にプロセス評価を行い改善効果を評価するなど、開発の方法論を習
得する。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力のもとにテーマを設定する。

IoTサービスデザイン IoT技術を利用した新しいサービスのデザイン設計をグループワークで行
う。想定する顧客像を基に事例調査や成功不成功の要因分析を実施する。
既存のサービスを調査・評価した上で、新しいサービスデザインの設計に
反映させる。MVP（Minimum Viable Product）の観点から、そのサービス
価値の検証を行い、サービス開発に向けたプランを策定する。そのプラン
についてグループ間レビューを行いブラシュアップを図る。これらを通し
て、サービスデザインの手法論及びノウハウを学ぶ。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力のもとにテーマを設定する。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

組込みシステム制御実習 組込みシステムは、電機製品の制御用コントローラとして専用に開発さ
れ、汎用的な機能が望まれるノートPCなどのシステム構成とは本質的に異
なる。本演習では、ある程度の汎用性を持ちながら、専用性を兼ね備えた
ロボット用の組込みシステムを学習する。ロボット用の組込みシステム
は、筐体を保持しつつ外界に目的とする物理量を適宜リアルタイムで制御
することが求められる。ロボット用組込みシステムの特徴は、目的とした
動作に対し、それがきちんと遂行されたか、入力量と出力結果を常に監視
するインタフェースが搭載されていることである。マニピュレータや走行
車両に使われるシステムでは目的は大きく異なっても組込みシステムには
多くの共通点がある。これらのシステムの開発では、開発環境の構築と共
にシステムのパフォーマンス、メンテナンス特性にも着目する。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力のもとにテーマを設定する。

自動制御機械開発実習 自動制御系に用いられる要素部品の名称、機能、特性を理解する。シーケ
ンス制御系の学習では、自動販売機をモデルとし、フローチャートを作成
し、センサ信号の扱い、エラー処理など実務に即したシステム構築を学習
する。フィードバック制御系の学習では、自動制御機械として、駆動輪操
舵方式の車輪型動ロボットを課題とする。開発は個人の資質を重視しつつ
チーム型としアジャイル型に適したScrum開発メソッドを適用する。制御
プログラミングでは、内界センサによる軌跡追従制御、外界センサによる
マッピング、SLAMによる自己位置推定などを行う。機構設計・製作からイ
ンターフェース回路の選定、制御プログラムまでを一貫して手掛けること
で、システムインテグレータとしての"モノづくり"につながる開発スキル
を体得させる。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力のもとにテーマを設定する。

産業用ロボット実習 産業用ロボットの需要は自動化ニーズの高まりを受け、2025年には現在の
約3倍にまで成長すると言われている。産業業ロボットを意図した通りに
動かし、必要な作業を行わせるためには、人間が記憶した動作(再生)をプ
ログラミングで施す「ティーチング」という作業が必要不可欠である。そ
こで、様々な企業の各種製造ラインで使用される組み立てロボットなどを
対象に、座標系、ティーチングの仕組み・機能、プログラミングの基礎に
ついて実習方式で学ぶ。具体的には、「オフラインティーチング」および
「ティーチング・プレイバック」の作業を実現する。また、ティーチング
を通し、生産ラインの作業効率の向上や製品の品質安定についても学習す
る。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力のもとにテーマを設定する。

講
義
・
演
習
科
目

情報工学概論 情報工学はコンピュータによる情報処理を工学的に扱う学問分野であり、
多くの応用領域を有している。情報工学科にはAI戦略、IoTシステム、ロ
ボット開発の3つの専門コースがある。本実習はまず情報工学の全体を概
説した後、各コースの本格的な学習に備え、人工知能関連、IoTサービス
関連、ロボット関連の前知識を付与すると同時に、学生に学習の動機付け
を行う。そのために学生はデモセットやビデオを用いた活用事例紹介、開
発模擬体験、展示会見学などを通して適応分野や技術動向を知ると同時
に、そこで用いられている技術の背景に存在する様々な学問体系、それら
の関連性について学習する。併せて、これからの社会では、どのような人
材が求められているのか、そのために何を学ぶ必要があるのかを理解し、
学科の人材育成目標とコース体系を把握する。

共同

同時受講学生数
最大想定　120人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足。

職
業
専
門
科
目

実
習
科
目
C
群
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

デザインエンジニアリング
概論

この授業では、Designer in Societyの核となるデザインエンジニアリン
グの概念及びその方法論を演習形式によって具体的に理解することを目的
とする。まず、デザインはユーザー要求から始まるが、この取り扱い方を
学ぶ。次に簡単なメカトロニクス製品を分解し、その機能、内部構造、機
構をハードウェアとソフトウェア両面から調査し、それらの間の相互関係
を分析する。次にハードウェア製品において特に重要な力と材料の関係に
ついて学ぶ。ロボットなどメカトロニクス製品に限らず制御技術はあらゆ
る場面で用いられており、ソフトウェアの面からも重要であり、制御シス
テムをどのようにデザインするかを学ぶ。デザインはハードウェア、ソフ
トウェアだけが対象ではなく、行為としてのサービスもデザインの対象と
する。そこでサービスのモデル化、サービス工学について学ぶ。最後にデ
ザインエンジニアリングの過程を解説し、創造的デザインの方法論を取り
入れる方法を学ぶ。

演習３０時間
講義３０時間

C言語基礎 機器組込みコンピュータのプログラミング言語としてC言語の習得が必須
である。また、C++やPythonなどの他言語の習得においても基盤となる言
語である。最初に、コンピュータシステム、データ表現、機械語とプログ
ラミング言語、コンパイラ理論、開発環境といったプログラミングに関す
る基礎知識を身につける。その上で、C言語の言語要素をパソコンの汎用
OSと標準入出力を使った演習を通して学習する。C言語プログラミング演
習ではアルゴリズムとデータ設計を行いプログラムを作成する。コンパイ
ルエラーの対処とプログラムのデバッグ方法を学び、問題点を自ら発見し
解決できるようにする。プログラミングの学習スピードは個人差が大き
い。授業では基礎から応用へ段階的に用意された例題とプログラミング課
題を個人のペースで進められるようにする。

演習３０時間
講義３０時間

エレクトロニクス工学 あらゆるコンピュータシステムを構成している電子回路について、基本と
なる個別の電子部品の基礎知識から、制御を司るコンピュータシステムの
ハードウェアまでの構成と動作原理までを学ぶ。まず、回路の基本とし
て、電圧・電流などの基本項目を、オームの法則やキルヒホッフの法則に
よる計算から学ぶ。次にアナログ信号の標本化・量子化によるデジタル数
値表現に続き、デジタル論理回路の基本として半導体/トランジスタの動
作原理、論理回路(組合せ回路、順序回路)、カルノー図、論理ICの種類と
電気的特性などのハードウェア設計において必須の基礎知識を身につけ
る。論理回路の学習では電子回路シミュレータによる回路検証やブレッド
ボード上に実装した動作テストを行い、設計・検証・回路製作・テストの
工程を理解する。次にコンピュータシステムにおける入力、出力、演算、
制御、記憶からなる５大ハードウェア機能をマルチメディアデータの表現
形式とともに学ぶ。

演習３０時間
講義３０時間

コンピュータシステム 情報処理の中心となるコンピュータシステムについて、コンピュータシス
テムの構成要素であるハードウェアとソフトウェア、コンピュータシステ
ム同士を接続する通信ネットワークについて、それぞれの構成と動作原理
を理解する。ハードウェアについては入力、出力、演算、制御、記憶の各
装置の機能を、次にシステム上で動作するオペレーティングソフトウェア
（OS）とアプリケーションソフトウェアについて学修する。さらに、OSに
ついてプロセス管理をはじめとする重要な機能と、コンピュータ間をつな
ぐ通信ネットワーク（LAN、WAN）についてTCP/IPプロトコルを中心とした
通信手順と、デジタル情報を確実に伝送するための誤り検出訂正、暗号な
どの符号理論を学修することで、インターネット上で展開されているアプ
リケーションを実現するのに必要なICT技術の重要な要素を理解する。

職
業
専
門
科
目

講
義
・
演
習
科
目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

情報数学 本講義ではまず、コンピュータ科学・情報科学の基礎である「離散数学」
の基本を学ぶ。これは人工知能、制御工学、データベースなどの基礎をな
す、集合、関数、論理などの諸概念（全射、単射、命題論理記号、述語論
理記号、二項関係、同値関係、半順序関係、全順序関係、再帰的定義な
ど）を扱う。次に、グラフ理論の基礎、木の探索、グラフの連結性、オー
トマトンの基本構成、正規表現などを学ぶ。データ構造とアルゴリズムで
は、ソート、ツリー、ハッシュ、再帰を学ぶ。

線形代数 線形代数は運動学、回路理論、制御理論、有限要素法、最適化手法、人工
知能、画像処理、コンピュータグラフィックスなど多くの工学分野におい
て基礎となる必須の学問である。また連立方程式の解法など実用的な計算
アルゴリズムを習得することは、エンジニアにとって極めて重要である。
この講義では、線型空間、線型結合、基底、内積、連立一次方程式、逆行
列、行列式、ランク、対角化、固有値問題などのトピックについて理論及
び実際の計算技法について演習形式で学習する。演習問題には単なる数学
としての問題だけではなく、出来うる限り実際の応用問題を用いる。

解析学 微分積分を中心とした数学であり、関数を用いて自然現象を表現して分析
するための方法論である解析学を修得する。本科目は、AI、IoTシステ
ム、ロボット開発において共通的に必要となる知識であり、まず関数や極
限の概念から「一変数関数」の微分・積分について解説し、さらに力学、
電磁気学、ディジタル信号処理などを扱う科目の中で使用される「多変数
関数」の微分・積分についても、その仕組みから計算方法までを解説す
る。これらの計算問題を実際に解き理解を深める演習を行う。

組込みC,C++言語 マイクロコンピュータの機器組込みプログラム言語としてC言語とC++言語
を学習する。機器組込みコンピュータでは、機器の小型化のために、
CPU、メモリや入出力インターフェースを一つのチップに収めたシングル
チップマイコンが利用される。これを搭載したマイコンボードを利用して
マイコンおよびその周辺機能を制御するプログラミングスキルを身に着け
る。プログラミング技法としては、割込みプログラミングおよびイベント
駆動型の状態遷移型プログラミングを学ぶ。デバッグ用の専用エミュレー
タを使ってプログラム・トレースやデバッグ技法を学ぶ。C++プログラミ
ングでは、UML(Unified Modeling Language)を用いたオブジェクト指向の
設計手法や入出力デバイスの制御プログラムをオブジェクト指向でライブ
ラリ化し再利用する手法に加えて、設計ノウハウをパターン化するデザイ
ンパターンについても学ぶ。

演習３０時間
講義３０時間

職
業
専
門
科
目

講
義
・
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目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

回路・プリント基板設計 「電子回路基礎」で学んだ電子回路の理論知識をベースに、電子回路の設
計方法を学習する。合わせてプリント基板を用いて回路を制作する技術を
講義演習を通じて学び、実用的な回路を設計する技術を総合的に修得す
る。講義においては、「電子回路基礎」よりさらに実践的な電気電子回路
図の読み書き方法を学習する。続いて回路図CAD・基板CADを用いた回路設
計、パターン設計(アートワーク）の方法を学習すると共に、基板の材質
や製造工程などを学ぶことで、電子回路設計エンジニアに求められる回路
設計・製作・実装技術を総合的に学習する。演習においては講義で学んだ
知識をベースとして、スルーホール実装部品及び表面実装部品を含む回路
の回路設計からパターン設計までの作業を回路図CAD・基板CADを用いて行
う手順を学ぶ。最終的には自ら回路設計した回路を基板に手実装・完成検
査まで行い、回路・基板設計技術や部品の扱い方を修得する。

演習３０時間
講義３０時間

確率統計論 基本的な統計学の概念について理解し、データ処理法を学ぶ。統計に関す
るデータの収集、整理、解析、分布の推定方法を理解する。平均、分散、
二項分布、確率分布と母集団分布、母集団と標本の違いについて学ぶ。統
計学的推計など統計解析の知識を学ぶ。正規分布の典型的な場合につい
て、性質を学び、仮説検定が行えるようにする。また相関の求め方、回帰
直線の求め方を学び、実際に計算ができるようにする。また、表計算ソフ
トを用い、これら典型的なデータを算出したり、グラフ化をできるように
する。

プログラミング概論 高機能化したコンピュータのアプリケーション開発の多様化に応じて今ま
でに考案されてきた様々なプログラミング言語について、主な言語の特徴
や相違点を理解し、重要な言語について理解を深める講義と演習を行う。
今までに実用された多種多様なプログラミング言語は、手続型、関数型・
オブジェクト指向型といった特徴を持ち、開発の目的によって適する言語
が異なる。本科目では、AI、IoT、ロボット開発で利用されるプログラミ
ング言語を中心に特徴と文法の基礎を理解する。その中からPython言語を
中心にプログラミング演習を行い詳細を理解する。

演習１５時間
講義１５時間

共同

同時受講学生数
最大想定　120人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足。

データベース基礎と応用 データベースの概要として、データベースとは何か、リレーショナルデー
タベースの主な機能について学び、パン屋のレシートなどを題材にモデリ
ング手法について理解する。データの分析法として、データモデリング、
E/R図、主キー・外部キー、データの正規化（第3正規化まで）について学
習する。次に、ビッグデータ、分散データベース化、クラウド化に対応し
たNotOnlySQL(No-SQL)、Hadoopなどについて学び、データ解析の基礎を習
得し、データサイエンティストの素養を身に着ける。

職
業
専
門
科
目
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目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

技術英語 英語技術文書を教材とし、専門技術に関する用語や、英語表現を学び、英
語で表現する高度な発信力を涵養する。教材はあらかじめ学習支援システ
ムを通じて学生に提示され、個人での予習が義務付けられる（反転授業形
式）。授業ではグループに分かれて、協力して課題に取り組むよう、教員
が適宜指導する。学生は、各授業ユニットに定められた英文教材を読解し
て確認し、パワーポイント資料の発表のために必要な英文サマリーを作成
し、プレゼンテーション資料として完成し、発表する。発表後には、学習
支援システムのフォーラムにおいて、学生がパワーポイント資料に対する
学生相互評価と振り返りを英語で発信し、英語による活発な意見交換がで
きるよう教員が適宜補助・指導する。

ソフトウェアシステム開発 ソフトウェアの市場投入後の不具合をなくすために企業の開発プロジェク
トでは様々な取り組みが行われている。本科目ではソフトウェア工学の見
地から、ソフトウェア開発の高信頼性技術を学ぶ。企業の取り組みを踏ま
え、開発プロセス、設計技術、コーディングスタイル、テスト技術、検証
技術、レビュー技法、ドキュメンテーションを総合的に学ぶ。併せて、
ファイルの版・構成管理やネットワーク利用における情報セキュリティに
ついても学ぶ。開発の各フェーズで利用される支援ツールについても理解
する。演習では、チーム開発のモデルケースを疑似体験することで問題点
と解決策を考える。

共同

同時受講学生数
最大想定　120人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足。

情報セキュリティ応用 情報セキュリティとは何か、事例を元に情報セキュリティ対策の必要性を
理解する。身近に起こりうるコンピュータウイルス侵入の可能性、コン
ピュータウイルスの感染場所と感染後の動作による分類について学修す
る。駆除する方法としてアンチウイルスソフトウェアの基本的な仕組みに
ついて学習する。また、クロスサイトスクリプティングや、パスワードク
ラック等のサイバー攻撃手法や暗号化・認証手法等セキュリティ知識を習
得する。

講
義
・
演
習
科
目
A
群

人工知能基礎 自然言語処理、音声認識、顔認証などの画像処理の分野では、学習・推
論・判断など人間の知能のはたらきと同様な機能が必要である。これらの
機能をコンピュータ上に実現した人工知能が利用されている。応用領域が
広がる中、人工知能の開発技術や利用技術に携わるエンジニアが求められ
る。エンジニアは、コンピュータ、オペレーティングシステム、プログラ
ミングなどの幅広い技術に精通している必要がある。この科目では、これ
らの重要事項の把握と、人工知能の入門的部分として、人工知能に適した
問題、不適な問題、問題設定の立て方、前処理、目標とする精度の検討な
どを習得し、事例によってそれらを確認する。

演習１５時間
講義１５時間

講
義
・
演
習
科
目
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業
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目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

自然言語処理 人間の言葉である自然言語はコミュニケーション手段としての共通する特
性とともに日本語・英語などにおいて長年の歴史・文化的背景の下に独自
の特徴を備えており、これを計算機処理の対象とする際には留意すべき点
が多い。そのため、形態素解析、統語・意味解析等の基礎技術について、
講義による解説を経て実際のツールを用いて処理過程の確認と例題の実行
を試みる。また、授業計画の後半では、グループワークを通じて課題設定
を行い、その解決手段の実現に取り組み、最終的に期末レポートを作成、
発表を行って相互理解を深める。

演習１５時間
講義１５時間

人工知能数学 1年生後期で履修した解析学及び線形代数を踏まえて、2年生以降で学ぶ専
門科目の深い理解を目指すため、機械学習などに適用される数理的手法の
理論的な枠組みについて演習を通じて習得する。解析学の応用として、複
素数を導入し、フーリエ級数の考え方を理解し、画像や音声処理への応用
を通してイメージをつかむ。また、線形代数学の応用として数理最適化の
基礎、主成分分析などを学び、具体的なサービスの数理モデルを通して数
理的手法の重要性を理解する。

演習１５時間
講義１５時間

機械学習 機械学習はデータ分析などの画像認識などとは異なる対象に対して優位性
があり、使用されている。強化学習という手法を用いて、ルールのみを用
いる、教師なし学習も可能となった。本講義では、機械学習の効果や有効
な適用範囲、深層学習との違いについての知識も身につける。データの前
処理、正規化、特徴量の抽出、予測などの事項を学ぶ。ビッグデータの扱
いや、使用するアルゴリズムの選択などでの影響を学ぶ。これらの学修に
より、データサイエンティストの入門者としてのスキルを身につける。

深層学習 深層学習(Deep Learning)は、機械学習の1種である「ニューラルネット
ワーク（Neural Network）」の階層を深めたアルゴリズムで人工知能
（AI）の主要技術である。画像認識から実績のある畳み込みニューラル
ネットワーク(CNN)の仕組みを学び、また音声や自然言語処理の深層学習
に適用されている技術を学び、深層学習(Deep Learning)の効果的な適用
の仕組みを学ぶ。さらに、実例を通して、前処理、データ数増加、多段構
成によって推論の改善効果が得られることを学ぶ。ニューラルネットワー
クの計算および学習を行うためのオープンソースソフトウェアライブラリ
を利用して、実装演習を行う。

講
義
・
演
習
科
目
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門
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

講
義
・
演
習
科
目
A
群

画像・音声認識 画像・音声認識はロボットの目と耳に相当する重要な技術である。難解で
あったが、コンピュータの進歩や人工知能の進歩により、最近は進展が速
くなってきた。本講義では、人工知能が進展しても必要となる認識技術と
して、カメラからの入力方法、前処理、ステレオカメラによる距離計測、
対応点処理などの技術を学ぶ。音声認識に関しては、マイクロホンからの
音の入力、音の知覚、音圧レベル、スペクトラム、フォルマント構造、特
徴量の抽出、音響モデルについて学ぶ。

デバイス・ネットワーク IoTシステムで使われるデバイス間のデータ通信技術について、講義によ
る理解とともにプログラミング演習を通して学習する。まず、デバイス間
の物理的な通信インタフェースやプロトコル、接続構成（トポロジ）など
を選定し、通信ネットワークの速度や通信処理の負荷などを考慮した設計
ができるスキルを習得する。また、最近のデバイス間通信技術に関する技
術動向を解説する。さらに、PC端末やIoTデバイスを利用したIoTシステム
の事例を基に、その構成、通信データのプロトコルをプログラミング演習
を通して体験し、IoTシステムに必要なデバイス・ネットワークの設計構
築技術を習得する。

演習１５時間
講義１５時間

IoTデバイスプログラミン
グⅠ

IoTデバイスを利用したシステムを開発するにあたり、ハードウェア制御
を対象にしたプログラム開発技法を習得する。ここでは、モバイルOSの
Andoroidをベースとしたハードウェア制御のアプリケーションを構築でき
るようにする。モバイルアプリケーションとIoTデバイス間との通信技
術、ネットワークサーバとの通信技術を学ぶ。この中で、IoTシステムで
利用される通信プロトコルのプログラミングについても学ぶ。演習ではモ
バイル端末から情報を参照したりエッジデバイスを制御する。

IoTデバイスプログラミン
グⅡ

IoTデバイスを利用したシステムを開発するにあたり、ハードウェア制御
を対象にしたプログラム開発技法を習得する。ここでは、機器組込みOS
（Linux）をベースとしたハードウェア制御のアプリケーションを構築で
きるようにする。Linux OSとIoTデバイス間との通信技術、Linux OSと
ネットワークサーバとの通信技術を学ぶ。演習では、エッジデバイスから
の情報をインターネット上で利用したり、インターネット上からエッジデ
バイスを制御する。

職
業
専
門
科
目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

サーバ・ネットワーク IoTシステムで使われるサーバ技術について演習を通して学習する。ま
ず、Linuxの基礎的な操作方法や、プログラミング言語を学ぶ。サーバ、
クライアント等のシステムの配置やプロトコルなどのネットワークアーキ
テクチャの設計を学び、システムの予想される性能の評価技術を学ぶ。こ
れらを通して、個人でサーバを構築、管理できるスキルを習得する。講義
の後半では、与えられた要求仕様またはサービス仕様から、必要なサーバ
を構築し、その性能を評価する演習を行う。

演習１５時間
講義１５時間

IoTデバイスプログラミン
グⅢ

IoTデバイスを利用したシステムを開発するにあたり、ハードウェア制御
を対象にしたプログラム開発技法を習得する。ここでは、組込みOS
（Linux）をベースとしたハードウェア機器とAndoroid端末、インター
ネットサーバが同じネットワーク上に構築されたシステムでの制御技術を
学ぶ。演習では、センサなどのエッジデバイスからの情報をインターネッ
ト上のサーバに集積し、有益な情報をモバイル端末から参照したり、情報
に応じてエッジデバイスを制御する。

力学 力学はロボットの機構設計と運動解析の基礎となる科目である。講義の前
半は力学の表現方法と質点系の力学、後半では剛体の力学について学習す
る。即ち、力の表現、力のつり合い、重心、慣性力、ニュートンの運動方
程式、質点系の運動、運動量と仕事、エネルギー、慣性モーメント、剛体
の運動、仮想仕事の原理、ロボットの力学を学ぶ。ロボットの動力学モデ
ルに必要な角速度、角加速度、ジャイロモーメントなど剛体の3次元運動
の物理量ついて学ぶ。

材料力学・材料工学 ロボットは、機械と電気、制御技術の融合体であるが、最終的には物理的
な存在である機械システムとしてのロボットを実現しこれを制御すること
になる。ロボットを安全かつスムースに運動させるためには、部材に作用
する力のために生じる変形や振動などの現象を理解し、これを解析するこ
とが重要である。また、最適化設計するための学問である材料力学につい
て学ぶ。加えて、ロボットを製作する際に用いる様々な材料の特徴や性質
について理解する必要があり、そのために特に金属材料、プラスチックス
材料に関して、それらの特性、使用法などを学習する。

職
業
専
門
科
目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

機械設計 物性に関する関連科目を受けて、本科目ではロボットの可動部の設計に必
要となる機構と構造を学ぶ。機構では、アームロボットの多軸関節の機構
設計を例にロボットで利用される動力伝達機構とその慣性モーメント、摩
擦などの物理計算方法を理解する。構造ではロボット設計に必要な構造体
の応力や変形、強度、重心などの構造に関する力学を学ぶ。後半では、機
械製作を行うために必要な、構造体の図面の書き方や機械CADの操作を含
めた設計技法、近年は3Dプリンタによる試作品開発も増えているが、プリ
ンタの造形方式の特徴や留意点、加工方法について学ぶ。

ロボット機構 ロボットを構成する機械要素とロボットの解析と設計法について学ぶ。具
体的には、ロボット機械要素、座標系の設定法、座標変換マトリクス、DH
パラメータ、順逆運動学、ヤコビ行列、速度解析、静力学、動力学、軌道
生成について学ぶ。さらに、産業用ロボットの機構を参考に、実際のロ
ボットの設計法を身につける。あわせて、より理解を深めるために、
MATLABなどのシミュレーションプログラムを使って、ロボットの運動シ
ミュレーションを行い、機構の設計・評価法を学ぶ。

ロボット制御 本授業は、ロボットを制御するための必要知識を学習する。制御工学基礎
をもとにロボットの実際の制御法について学ぶ。モータのダイナミクスと
制御、ロボット制御の基礎、サーボ系の構成、安定性と制御性能、計算ト
ルク法、位置と力のハイブリッド制御、適応制御について学ぶ。あわせ
て、MATLABなどのシミュレーションプラグラムを用いて、産業用ロボット
について動的なモデルを作成し、実際に実機で評価実験を行うことで、実
際のロボット制御法を学ぶ。

講
義
・
演
習
科
目
A
・
B
群
共
通

Pythonプログラミング IoTやAIの分野でC/C++言語と並んで広く使用されているPython言語による
プログラム開発手法を習得する。Python言語に対しては、各種の数値計算
ライブラリやネットワーク通信モジュール、センサ・アクチュエータを制
御する機能モジュールなどの有用な外部プログラムが豊富に整備されてい
て、AI/IoTの効率的な開発をする上で重要なプログラム言語である。本科
目では、Python言語の基礎知識を習得し、プログラム開発環境の構築から
その環境上でのプログラム製作、デバッグ支援システムの利用法などの基
本的なプログラム開発手法を演習を通じて理解する。

演習１５時間
講義１５時間

職
業
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門
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目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

講
義
・
演
習
科
目
A
・
B
群
共
通

データ解析 本講義では、データ解析のための基本的な統計学的手法、大規模データ処
理に関する手法、主成分分析などを適用して、機械学習アプローチを適用
した課題解決のための特徴量の抽出・モデル策定・評価などに関する基本
技術に関して、具体例などを適用して学んでいく。また、n次元データ圧
縮の数学的手法である主成分分析に関して、その概要を学ぶとともに、具
体的な例題を使ってその意義と手法を把握する。機械学習のモデル実装の
例として、主にPythonやRを使ったデータ解析の処理を演習として取り入
れ、その中でデータ解析のためのライブラリ（Scikit-learnなど）の使用
方法を具体的に学ぶ。

演習１５時間
講義１５時間

制御工学基礎 古典制御理論による制御法について学習する。運動とモデル化、ラプラス
変換、伝達関数、ブロック線図、時間応答、極と零点の応答、周波数応
答、ベクトル軌跡、ボード線図、フィードバック制御の安定性、フィード
バック制御系の設計について学ぶ。随時、制御工学に必要な数学も学習す
る。さらに、理解を深めるためにMATLABなどの制御系シミュレーションプ
ログラムも利用する。簡単な2自由度ロボットをモデル化し、フィード
バック制御系の設計を行い、シミュレーションで過渡応答、定常的な偏差
を評価することで、制御系の設計法を学習する。

センサ・アクチュエータ 本科目では、メカトロニクスで重要なセンサとアクチュエータについて、
基礎知識から利用方法、実社会での応用事例を学び、今後の作品制作や就
職後の業務に活用するための基礎知識を養成する。具体的には世の中で広
く使われているセンサ・アクチュエータの種類や構造を学ぶ。また、マイ
クロプロセッサを通じてセンサ・アクチュエータを利用するために必要と
なるインタフェース回路の理論や構造と、マイクロプロセッサに取り込ん
だセンサの値をソフトウェアで加工するための信号処理手法を学ぶ。

企画・発想法 新規性のある発想、独創的な提案を発信できる人材が求められる。企画
力、発想力はあらゆる場面で必要とされる。効果的な手法を学び、繰り返
し実践することでこれらを身につける。　アイデアの抽出では、KJ、オズ
ボーンのチェックリスト、ブレインストーミング、ブレインライティン
グ、エクスカーションなどの発想法を学ぶ。演習ではアイデア創出を支援
するツールを利用してテーマ課題に取り組む。企画力は企画書の作成演習
を通して身につける。コンセプト・メイキング方法、市場調査・分析方法
を学び、提案を1シート企画書にまとめる。企画書の作成ではインパクト
のある作り方、構成、訴求ポイントのアピールの仕方を学ぶ。

演習１５時間
講義１５時間

職
業
専
門
科
目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

プロジェクトマネジメント プロジェクト推進に必要な知識と技法を体系的に学修する。プロジェクト
の定義、プロジェクトライフサイクル、リーダーとメンバーの役割、プロ
ジェクト成功のための留意点を理解した上で、プロジェクト計画の策定、
プロジェクトの遂行に必要な資源の調達、プロジェクトの予算・納期・品
質などの管理方法を学ぶ。また、WBSに基づく作業分割、作業時間の見積
り、進捗管理の方法についても学ぶ。プロジェクト開発型の科目におい
て、これらの知識を実践しプロセス改善が行えるようにする。

地域共創デザイン実習 この実習においては、地域の、文化・歴史、産業、生活環境、行政などそ
れぞれの地域特有な問題について考え、地域が抱える特有の問題の解決
や、さらに進展・展開すべき項目に着目し地域のさらなる可能性を探るプ
ロジェクトである。ここでの主題はデザインの対象となる制作物そのもの
を完成させることばかりではない。指導教官のもと複数の専門性や興味の
異なる学生で構成されるグループで演習を行い、それぞれが、地域が抱え
る問題項目を抽出し、具体的な問題提起をおこない、要求項目を選定し具
体的な設計に至るまでの一連のデザイン行為を通して、企業や個人の社会
的倫理観や社会的効果・影響力についても考える。ここでは、今まで学習
した個々の専門領域の他に、参加者それぞれの自由な好奇心や興味から生
まれたユニークなアイデアを具現化する過程も重要である。これら、複数
の専門性が輻輳することによってオリジナリティーのある独自の考え方や
未解決の問題に対処していこうとする姿勢を実習する科目である。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力と支援のもとに実施する。

共同

同時受講学生数
最大想定　200人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足

チームワークとリーダー
シップ

製品やシステムの開発が大規模化、複雑化するに従い、チームワークの重
要性は増大している。単純なホモジニアスなチームあるいはチーム群の共
同作業（コラボレーション）によるチームワークに代わり、異なる専門領
域、異なる職能、異なる企業、異なる文化的背景、異なる言語、異なる地
域に属するチームメンバーによる共同作業が増加しつつある。したがっ
て、チーム内でのプロジェクト管理、作業分担、コミュニケーションの方
法、報酬方式など、チームワークの姿も伝統的なホモジニアスなチームの
共同作業方式とは大きく異なる。このような状況のもと、チームワークに
おけるリーダーシップの在り方（チーム内におけるリーダーの役割、モチ
ベーションなど）も大きく変化しつつある。この講義ではこのような観点
からチームワークにおけるリーダーシップのあるべき姿、そこにおけるコ
ミュニケーションが果たす役割について考察する。

演習１５時間
講義１５時間

知的財産権論 実社会には、人間の創造的活動により生み出される無形の財産である、多
くの知的財産があることを認識するとともに、その価値を理解する。知的
財産は形がある財産（有体物）とは異なり、異なる場所で同時に使用する
ことも可能であり、直接的な管理が難しい。このため、権利者として必要
となる、権利の獲得、保護、活用の各局面において無体物としての特性に
応じたコントロール手法を学ぶ。また、知的財産の受け手側として、どこ
に知的財産が存在し、どこまで利用できるのかという事についても学修す
る。

展
開
科
目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

グローバル市場化戦略 市場化戦略をプランニングする中で、どのようにすれば競合企業に対して
優位性を得ることができるのか、様々な観点からビジネス戦略を分析す
る。また、グローバル化に伴い、大企業だけでなく、中小企業、ベン
チャー企業も外国市場への参入を考える機会が多くなってきており、国内
市場だけでなく、国外市場も視野に入れた戦略プランも必要となる。商品
企画を題材に、マーケティングのプランニングを実践することで、プロダ
クトの市場化戦略を考える。

企業経営論 それぞれの専門分野で新たな職種を創り出すビジネスリーダとなる人材育
成を目指し、経営のコアであるビジネスプラン、ビジネスモデルの策定、
経営戦略、経営施策に重点を置いて学習する。具体的には、ビジネスプラ
ンづくり、ビジネスモデルの策定、経営戦略、経営組織、海外展開につい
て知識を習得する。そのうえで、ビジネスの感性を養うためにベンチャー
ビジネスのケーススタディを行い、職業専門科目にて修得した技術・知識
を基に企業経営視点でビジネスアイデアを立案する。最後に企業のミッ
ションと関連し、CSR (Corporate Social Responsibility)について学修
する。

持続可能な社会 本講義では国連SDGs (Sustainable Development Goals、持続可能な開発
目標)を中心に、持続可能性に関する概念の概要、それらの歴史について
述べ、情報工学・デジタルエンタテインメントとの関連性について議論す
る。歴史的には持続可能性は環境やエネルギーに関連した概念であった
が、SDGsは貧困、戦争、資源分配など様々な分野に関した総合的な開発目
標に発展した。その到達には情報の共有、合意形成促進などの観点から情
報ツールが果たす役割が重要となってきている。本講義では、特に情報
ツールの貢献可能性をディスカッションを通じて理解することを目標とす
る。

ベンチャー起業経営 ベンチャービジネスを起業し経営していくためには、まず優れたビジネス
アイデア、それに基づくビジネスプランが必要である。本講義ではそれら
は存在しているものとして前提を置くが、その上でベンチャー企業経営の
実践的知識及びスキルが必要である。本講義では、それらのうち特に、起
業実態、財務会計、人的資源管理と経営組織の諸点について具体的に議論
する。その上でベンチャー企業が取るべき経営戦略、経営哲学について議
論する。

演習１５時間
講義１５時間

展
開
科
目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 情報工学科）

科目
区分

卒業研究制作 情報工学に関連する分野についてテーマを設定し、それぞれの専門分野の
指導教員のもとで研究・制作に取り組み、期末にはその成果を発表する。
3年次までに修得した基礎科目、職業専門科目、展開科目に関する技術・
知識を集結して取り組むことで、総合的な制作能力や問題解決能力を養
う。

共同

同時受講学生数
最大想定　120人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足

総
合
科
目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

英語コミュニケーションⅠ
a

発音訓練による発音・イントネーションの矯正を行うとともに、英語リス
ニングの基礎力を涵養する。授業開始時に前授業ユニットの復習用ミニリ
スニングテストを行う(10分）。当日の教授内容は、学習支援システムに
よりマテリアルを事前提示し、予習を義務付ける（反転授業形式）。授業
ではペア・ワークを多用してリスニング演習を行う（45分）。次にペアま
たはグループでリスニングのスクリプトを使用してロールプレイを行い、
発音やイントネーションの確認とスピーキング力を向上させる。正確なス
ピーキング力養成のため、毎回項目を決めて、文法ルールを理解し文の構
造の分析も行う。教員は基本的に英語で授業を行い、学生グループを巡回
して、会話に参加したり、個別の質疑応答を行う。

英語コミュニケーションⅠ
b

英語リスニングの応用力を涵養し、学習した表現を使ってコミュニケー
ションができるようにする。英語コミュニケーションⅠaの内容を高度化
し、さらに英会話演習を行う。授業開始時に前授業ユニットの復習用ミニ
リスニングテストを行う（10分）。当日の教授内容は、学習支援システム
によりマテリアルを事前提示し、予習を義務付ける（反転授業形式）。授
業ではペア・ワークを多用してリスニング演習、テーマ別に必要表現のイ
ンプット、音声面からのリズムチェックを行う（45分）。次にペアまたは
グループでリスニングのスクリプトを使用してロールプレイを行い、ス
ピーキング力を向上させる。最後にリスニングと同様の状況で学生間で自
由英会話とクラス発表をさせて、創造的な会話力を涵養する。教員は基本
的に英語で授業を行い、学生グループを巡回して、会話に参加したり、個
別の質疑応答を行う。期末に一年間の学習到達度を測るTOEIC® Speaking
& Writing IP テストを実施する。

英語コミュニケーションⅡ
a

プレゼンテーションの基本に関する（スピーキング中心の）英会話教材を
用いて、基本的なコミュニケーション英語を学習したうえで、学生グルー
プによるロールプレイを多用して英語による発信力を養う。週ごとにプレ
ゼンテーションのテーマ、シチュエーションを設定し、必要な表現をイン
プットしていく。授業最初に教材の英語表現に関するミニテストを実施す
る。学生には授業のトピックに関連した1～2分の英語スピーチを義務付
け、授業中に発表時間を設けて、ルーブリックによる学生相互評価、教員
評価を行う。発表後には振り返りの時間も設け、改善点を認識した上で、
次回の課題に取り組むことができるようにする。授業前に映像教材を学習
支援システムを通じて学生に視聴させて英語リスニング力を強化し、授業
ではアクティビティーを中心に行う（反転授業形式）。最終的に学生はグ
ループで共同して5分程度のプレゼンテーションを行う。

英語コミュニケーションⅡ
b

英語コミュニケーションⅡaの内容を高度化し、さらに実践的なプレゼン
テーションに関する英会話教材を用いて、実践的なコミュニケーション英
語を学習したうえで、学生グループによるロールプレイを多用して英語に
よる発信力を養う。テーマを設定し、意見交換のための英語表現、文法知
識を習得する。授業最初に教材の英語表現に関するミニテストを実施す
る。学生には授業のトピックに関連した1～2分の英語スピーチを義務付
け、授業中に発表時間を設けて、ルーブリックによる学生相互評価、教員
評価を行う。発表後には振り返りの時間も設け、改善点を認識した上で、
次回の課題に取り組むことができるようにする。授業前に映像教材を学習
支援システムを通じて学生に視聴させて英語リスニング力を強化し、授業
ではアクティビティーを中心に行う（反転授業形式）。学生はグループで
共同して5分程度のプレゼンテーションを行う。期末にTOEIC® Speaking &
Writing IPを実施する。
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別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

科目
区分
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

科目
区分

英語コミュニケーションⅢ
a

英会話ロールプレイを多用して高度なリスニング力と英語会話力を涵養す
る。授業最初に教材の英語表現に関するミニテストを実施する。教材は
TEDのような学術的内容に関するプレゼンテーション教材を使用する。授
業ではプレゼンテーションやディスカッションの理解のための応用英語表
現に習熟させたうえで、学生グループによるディスカッションを実施す
る。学生には教員が与えた課題に対してスライドを使用した短いプレゼン
テーションを義務付け、その後教員や学生との質疑応答演習を行い、学習
トピックの達成度を判断するルーブリックによる学生相互評価、教員評価
を行う。授業前に映像教材を学習支援システムを通じて学生に視聴させて
英語リスニング力を強化し、授業ではアクティビティーを中心に行う（反
転授業形式）。最終的に学生はグループで共同して10分程度のプレゼン
テーションを行う。就職活動向けに、期末にTOEIC® IP試験を実施する。

英語コミュニケーションⅢ
b

英会話ロールプレイを多用して、より高度なリスニングと英語会話力を涵
養する。英語コミュニケーションⅢaを高度化して英語による発信力を養
う。授業最初に教材の英語表現に関するミニテストを実施する。教材は
TEDのような学術的内容に関するプレゼンテーション教材を使用する。授
業では応用英語表現に習熟させたうえで、ペアによる英語の議論、グルー
プ分けによるチーム対抗のディベート演習を行う。また指名されたグルー
プが各自の専門に関係するトピックで10分程度のプレゼンテーションを行
い、それに関する質疑応答やディスカッションの演習を行う。加えて、司
会やコメント、適宜質問などをはさんで学生の英語による発信を補助・指
導する。演習後には、学習トピックの達成度を判断するルーブリックによ
る学生相互評価、教員評価を行い、振り返りによって、学生が改善点を認
識できるよう指導する。期末にTOEIC® IP試験を実施する。

英語コミュニケーションⅣ 英会話ロールプレイを多用して、より高度で実践的なリスニング力と英語
による発信力を涵養する。授業の最初にTOEIC®形式のリスニング演習を行
い、スクリプトを利用してペア、グループによるスピーキング演習を行う
（30分）。授業前に学習支援システムで提示されたトピックに関して、重
要英語表現を確認したのち、その表現を活用してペアによる英語の議論、
グループ分けによるチーム対抗のディベート演習を行う。また指名された
グループが各自の専門に関係するトピックでプレゼンテーションを行い、
それに関する質疑応答やディスカッションの演習を行う。加えて、司会や
コメント、適宜質問などをはさんで学生の英語による発信を補助・指導す
る。演習後には、学習トピックの達成度を判断するルーブリックによる学
生相互評価、教員評価を行い、振り返りによって、学生が改善点を認識で
きるよう指導する。
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コミュニケーションツール 本授業は相手に対して情報を提示し、理解・納得を得るためのプレゼン
テーション方法を学修し、コミュニケーションの向上を目的とする。視覚
的にわかりやすいプレゼンテーション資料の作成スキルとシナリオベース
の発表スキルを身につける。プレゼンテーション資料の作り方と発表方法
を学び、実践演習を通してプレゼンテーション能力を修得。パワーポイン
トやキーノートなどのプレゼンテーションツールの活用法についても学
び、第三者評価を行うことでプレゼンテーション力を高める。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

科目
区分

倫
理
科
目

社会と倫理 本学の育成するデザイナー像は、仕事の結果に対する倫理的責任を強く持
ちながら、変化する社会の要請に対して敏感に反応し対応する、社会とと
もにあるデザイナー（Designer in Society）の育成を目指している。こ
こでは、我々が個人としての活動に責任を持つとともに、日常的なデザイ
ン行為や使用している技術、社会的な規範に反しないよう高い倫理性を
持って監視する姿勢を持つことが必要で、これは、健全な社会を維持して
いくために重要な行為である。そして近い将来、専門的な職業人として属
する企業や起業する個人としても、単に利益を追求するばかりでなく、企
業の組織的活動が社会に与える影響にも責任を持ち、社会の発展に貢献す
るための倫理的な責任について注視する必要がある。この授業では具体的
な個人や組織の社会における倫理性について事例を挙げて説明するととも
に、我々が将来に向かって、困難な問題を克服し、持続可能な社会を維持
していくための責任についても専門職が社会に対して持たなければならな
い倫理について学習する。

比較文化論 日本文化・芸術の様々な様相を知るとともに、歴史的展開や内外の地域文
化との比較等を通して、デザインの企画・設計にかかわる諸問題を発見
し、新たな発想へと展開する。ここには、様々な図像や遊びなどコンテン
ツにかかわる問題や、人間と情報との関わりに、人間とモノとの関わりと
いった比較等を考察し、新たな発想への展開として学ぶ。加えて、ここで
指す発想には、社会的倫理観も含めた視点も考慮し、授業を行うこととす
る。

感性をはかる 人間は、一般的に視覚、聴覚、臭覚、味覚、触覚などの感覚器官を通して
得た刺激を、脳において知覚しその意味を理解する。例えば視覚を通して
得た刺激を、「見える―見えない」という視認のレベルからさらに、対象
の「内容の理解」や「言語的な名称」などの情報を得ている。さらにこれ
らの情報は「好き―嫌い」「美しい―醜い」といった感情の評価や価値の
判断なども担っている。このような人間のいわゆる刺激から理解・評価へ
と向かう脳における内的な過程としての感性を数量的に、統計的手法等に
よって人間の生理的・心理的特性を客観的に評価する方法を理解すること
は、工業製品のみならずコンテンツ創作において、設計上不可欠な要素と
なっている。ハラハラ、ドキドキ、といった映像やゲームなどの面白さや
爽快感、没入感などの演出やユーザーインタフェイス等の製品設計、消費
者の動向を分析するうえでも、「人間の感性をはかる」ことは、重要な要
素である。ここでは、数量化の考え方や統計的な手法による比較の方法、
SD法などによるイメージ解析など、数学的理論とこれらの分析手法のデザ
インの分析・評価における適用について学ぶ。

コミュニケーションと記号
論

コミュニケーションにおいては、送り手側（sender）のメッセージの内容
を記号化（encode）し言語やグラフィック、デジタルデータなどの記号と
して受け取り手側（receiver)に伝え、さらに伝達内容の解釈（decode）
が行われ、その内容を知る。ICTが先導する社会では、コミュニケーショ
ンは、人間と人間ばかりでなく、人間とコンピュータ、コンピュータとコ
ンピュータの間でも行われる。そこでは、コミュニケーションをスムーズ
に行うための、記号が示す意味とともに、記号と記号との関係性を示す構
文性（シンタクス）が必要である。コンピュータの相互コミュニケーショ
ンにおいては、プロトコル（通信規約）や通信速度もその要素に加わる。
現代のサイバー空間における、人間と人間とのコミュニケーションでは、
人間、マシン、モノが輻輳した状態で関係しながら記号過程が進行する。
この授業では実践的な記号理論について学ぶとともに、応用的な記号の使
用について、製品に対する意味論や人間とマシンとのインターフェイスな
どの例を取り上げ、デザインにおける記号の役割についても学ぶ。

基
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

科目
区分

臨地実務実習Ⅰ 学生がはじめて取り組む臨地実務実習となるこの授業は、実習先事業者が
扱っているサービスやコンテンツ、ソフトウェア・インテンシブな製品、
またはそれらを作り出すために必要とされるツールやシステムなどを対象
とし、それに関する業務内容、ビジネスプロセスなどを理解することを主
たる目的とする。事前学習は、主に実習先事業者についての事前調査を行
い、実習期間で体得すべき内容の認識を深める。実習期間中は、実習先事
業者の指導のもと、実習先事業者の業務内容や基本的な技術を学ぶ。ま
た、事後指導として、実習指導者によって得た評価をもとに、問題点につ
いて原因と対策をまとめ、プレゼンテーション形式で発表することで、次
の臨地実務実習などにつなげる授業とする。

共同

同時受講学生数
最大想定　80人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足。

臨地実務実習Ⅱ 実習先事業者が扱っているサービスやコンテンツ、ソフトウェア・インテ
ンシブ製品、またはそれに付随する業務内容やビジネスプロセスなどに存
在する課題や問題点を、隣接他部署や取引先企業、ライバル会社など受け
入れ部署の枠を超えて全体を俯瞰しながら発見する能力を修得する。次
に、その問題点を理解し分析し、改善案を複数探索、考案する。例えば、
実習先事業者が扱っているサービスやコンテンツを補助するシステムや、
業務時間の効率化を上げるツール制作を実施する。実習先事業者の指導の
もと、自ら企画し計画を立案、運用し成果物を提出する。学生は実習指導
者から随時評価を受けることで、必要に応じて予定を立て直し、制作物を
修正するという過程を通し、ベストを追求するためには失敗や繰り返しを
恐れない態度が必要であることを学ぶ。

共同

同時受講学生数
最大想定　80人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足。

臨地実務実習Ⅲ 臨地実務実習の集大成となる本授業は、実習先事業者が扱っているサービ
スやコンテンツ、ソフトウェア・インテンシブな製品、またはそれに付随
する業務内容やビジネスプロセスなどに対し、隣接他部署や取引先企業、
ライバル会社など、受け入れ部署の枠を超えた社会全体も考慮して問題の
所在をとらえ、何らかのプロトタイプを制作する。加えて、臨地実務実習
Ⅱと同様に、学生は実習指導者から随時評価を受けることで、実現したプ
ロトタイプの有用性や価値、開発で得た経験や今後の課題も含めて評価を
客観的に理解するとともに、臨地実務実習Ⅲでは実習期間内で修正案を考
えより良い解決案を提示することで、実践的な問題解決力を修得すること
を目的とする。

共同

同時受講学生数
最大想定　80人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足。

デジタルコンテンツ制作応
用

三年次の総合的な学修の成果としてPBLによって総合的なデジタルコンテ
ンツの作品制作を行う。同一グループ内で役割を分担し相互の得意分野を
総合した作品を作る。自己採点とともにリーダーはメンバーの貢献度を評
価し全体評価の加点要素とする。ここでの目標は、卒業研究・制作をめざ
すために、複数の教員の参加によって制作上の問題点を発見し、その解決
方法について討議するとともに、担当教官の教育評価についての共通の理
解を目指すことである。また外部のコンペティション等にも積極的に応募
し、相対的な社会的評価を得る。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力と支援のもとに実施する。

共同

同時受講学生数
最大想定　80人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足。

職
業
専
門
科
目

実
習
科
目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

科目
区分

実
習
科
目

デジタルコンテンツ総合実
習

ここまでの学修を生かし、PBLによって総合的なデジタルコンテンツの作
品制作を行う。クライアントから課題提示される形ではなく、自ら製品企
画を立ち上げ企業に売り込む形とする。社会的な需要や課題を分析し、そ
れらを解決するための企画を検討して、プロトタイプまで制作する。想定
提携企業にプレゼンテーションを行い、評価を得る。その後の製品化は、
企業とタイアップを行う場合と、学生チームを結成して卒業研究制作に持
ち越す場合に分かれる。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力のもとに実施する。

共同

同時受講学生数
最大想定　80人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足。

ゲーム制作技術総合実習Ⅰ 本授業までに学んだことを活かし、一定の要件を満たす簡易なゲームを自
らの計画により制作する。制作においては適切なゴールを設定し、自らの
力量を推し量り、必要に応じ独習によりスキルを獲得しながらセルフマネ
ジメントを行い、最終的に制作したゲーム及び制作計画の優位点について
プレゼンテーションを行うこととする。進捗管理シートを活用し、制作状
況をよく把握し続け、成果物は完成度を上げることを目指すが、そこに至
らない場合であっても都度自己分析や原因究明を重要視した授業とする。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力のもとに実施する。

共同

同時受講学生数
最大想定　80人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足。

ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 本授業は、ゲーム制作技術総合実習Ⅰでの学修に続き、ここまでに学んだ
ことや成果を活かし、より魅力あるゲームを自らの計画により制作・改良
する。制作するゲームでは見栄え、プレイ感双方を高めるための改良を必
ず加えるものとする。最終的に制作したゲームはどのような点が優れてい
るのかプレゼンテーションを行うこととする。進捗管理シートを活用し、
制作状況をよく把握し続け、成果物の完成度を上げることを目指すが、そ
こに至らない場合であっても都度自己分析や原因究明を重要視した授業と
する。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力のもとに実施する。

共同

同時受講学生数
最大想定　80人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足。

実
習
科
目
B
群

CGアニメーション総合実習
Ⅰ

CGデザインの基礎やデジタル造形の手法、数理造形の理論などを用いて、
シンプルなCGアニメーションを制作する。作品テーマはクライアントから
提示されたものとする。一通りの制作手法を確認するため、個人制作とす
る。初歩的なキャラクターや背景デザイン、絵コンテをつくるプリプロダ
クションに始まり、モデリング、リギング、アニメーション、レイアウ
ト、ライティング、レンダリングなどのプロダクションへと移行する。課
題の分析と解決を教員と共に行い、1本の映像を作り上げたという結果に
重点を置く。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力のもとに実施する。

実
習
科
目
A
群

職
業
専
門
科
目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

科目
区分

実
習
科
目
B
群

CGアニメーション総合実習
Ⅱ

CGアニメーション総合実習Ⅰでの制作経験を生かし、PBLによって総合的
なCGアニメーションの作品制作を行う。クライアントから提示される仕様
や水準、納期に従って企画立案し、それをプレゼンテーションする。クラ
イアントから寄せられる修正項目に対応しながら、グループ内で作業を分
担し、相互の得意分野を総合した作品をつくる。また、先端的なCGの表現
手法も積極的に取り入れ、高いクオリティも実現する。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力のもとに実施する。

コンテンツデザイン概論 デジタルエンタテインメント学科では、映像、ゲーム・CG・アニメといっ
たデジタルコンテンツの企画・設計・制作を学ぶ。これらデジタルエンタ
テインメントの基盤となる考え方や人間と人間、人間とマシンとのコミュ
ニケーションについてメディアテクノロジーの変遷を踏まえて解説する。
またゲームコンテンツの対象の広がりを理解し、将来的に高次のクリエー
タとして活躍するためには、何を学ぶ必要があるのかを自覚するためのガ
イダンスである。

共同

同時受講学生数
最大想定　80人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足。

コンピュータグラフィック
スⅠ

CGアニメーションやゲームのデジタルコンテンツを制作するための映像に
必要なデータ生成と表現について、各フェーズ（モデリング、アニメー
ション、レンダリング等）における様々な手法を修得する。特定のDCCに
依存することがない一般的な知識を理解し、目的とするコンテンツの表現
を最適に制作できる手法を選択できるようになることを目指す。また、そ
れぞれの手法については、制作における全体のプロセス間でのデータの関
連性・連続性を知ることで、理解を深める。

電子情報工学概論 コンピュータを道具として活用するために必要となる、基本的なコン
ピュータの知識と技術を学修し、コンピュータを利用した情報処理能力を
身につける。コンピュータの仕組みやコンピュータを構成する装置の学習
といったハードウェアに関することと、ソフトウェアの動作の仕組みやオ
ペレーティングシステムが果たす役割などソフトウェアに関すること、さ
らに、コンピュータ同士が接続されたインターネットの仕組みやクラウド
についても学修する。
また、コンピュータシステムにおける情報セキュリティ全般に対する学修
を行う。

職
業
専
門
科
目

講
義
・
演
習
科
目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

科目
区分

ゲーム構成論Ⅰ 本科目では、ボードゲームからVRゲームまで様々なゲームに共通するゲー
ムデザインの基本原理について学ぶ。過去のゲーム論を参照すると同時
に、ゲーマーの心理についても理解する。様々なジャンルのゲームタイト
ルを説明できるようになるため、ストーリー・アートワーク・テクノロ
ジー・ゲームメカニクスといったゲームの各要素についても説明できるよ
うになる。本科目ではゲームデザインを通じて、情報科学、心理学、ユー
ザ分析などいろいろな分野の知見を学ぶ総合的なアプローチをとる。ま
た、社会の中でのゲームデザイナの仕事を考えるために、社会への影響や
社会的責任についても理解を深める。

ゲームプログラム構成基礎
Ⅰ

ゲームプログラム構成基礎Ⅰではゲームの基本的な構造を学習する。授業
前半では日本語プログラミング言語を用いながらプログラムの構成要素を
学習する。自然言語でプログラムの構成要素を学び、他のプログラミング
言語と比較するための素地を身につける。授業後半ではゲーム開発で利用
するドメイン固有言語を利用してノベルゲームを制作する。ノベルゲーム
制作を通じて一定のボリュームのあるゲームの構成要素を学習する。ゲー
ムは共同制作が基本であるため演習は複数人一組で実施する。共同制作を
通じてゲーム制作は作業分担と納期までの実現可能性を考慮しながら開発
が進められることを学習する。最後にシミュレーションゲーム制作の演習
を実施し、今まで学習した内容を踏まえてゲームを共同制作する。

演習３０時間
講義３０時間

デジタル造形Ⅰ モデリング要素、造形手法、質感設定、ライティング、レンダリングと
いったモデリングの基本手法を身につけ、その確認として室内空間モデリ
ングに挑戦する。また、スカルプトツールや3Dペイントツールなどの応用
手法も学び、キャラクタモデルを制作する。これらのモデルを用い、ボ
リュームレンダリング、ハイダイナミックレンジ、物理ベースレンダリン
グと掛け合わせることで、高精細で美しい表現を習得する。さらに、映像
以外のモデルの出力先として、3Dプリンタ、ゲームエンジンによるリアル
タイムレンダリングを学び、CGによって作られたモデルの汎用性・可能性
を理解し、デジタル造形Ⅱへと繋ぐ。

演習３０時間
講義３０時間

CGデザイン基礎 デジタルコンテンツ業界で活用されている2次元ビジュアル表現を理解
し、そのデジタル画像制作のための手法やワークフローを実践的に学修す
る。CGによる色彩と混色、ベクタとラスタというデータ形式、それらを作
り出すためのソフトウェアといった基礎項目から学びはじめ、ベクタ形式
画像による曲線やオブジェクト、タイポグラフィの表現、ラスタ形式画像
による色調補正や画像合成、フィルタ処理の表現へと学修を進める。ま
た、実際の産業応用の事例にも着目し、その表現に即した結果になるよう
努める。

演習１５時間
講義１５時間

職
業
専
門
科
目

講
義
・
演
習
科
目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

科目
区分

線形代数 線形代数は運動学、回路理論、制御理論、有限要素法、最適化手法、人工
知能、画像処理、コンピュータグラフィックスなど多くの工学分野におい
て基礎となる必須の学問である。また連立方程式の解法など実用的な計算
アルゴリズムを習得することは、エンジニアにとって極めて重要である。
この講義では、線型空間、線型結合、基底、内積、連立一次方程式、逆行
列、行列式、ランク、対角化、固有値問題などのトピックについて理論及
び実際の計算技法について演習形式で学習する。演習問題には単なる数学
としての問題だけではなく、出来うる限り実際の応用問題を用いる。

解析学 微分積分を中心とした数学であり、関数を用いて自然現象を表現して分析
するための方法論である解析学を修得する。本科目は、AI、IoTシステ
ム、ロボット開発において共通的に必要となる知識であり、まず関数や極
限の概念から「一変数関数」の微分・積分について解説し、さらに力学、
電磁気学、ディジタル信号処理などを扱う科目の中で使用される「多変数
関数」の微分・積分についても、その仕組みから計算方法までを解説す
る。これらの計算問題を実際に解き理解を深める演習を行う。

コンピュータグラフィック
スⅡ

「コンピュータグラフィックスⅠ」で学んだ、デジタルコンテンツ制作の
各プロセスにおける手法の背景技術を理解する。描画ライブラリやDCC
ツールに依存しない基本的な技術知識を学ぶことにより、企画や制作やプ
ログラミングで適切な手法を実施できるようになる。座標変換、モデリン
グ手法（平面、曲面、スキニング等）、レンダリングプロセス、アニメー
ション（階層構造）や物理シミュレーション等のアルゴリズムについて理
解する。また、効率的で最適なプロセスの提案と表現を実現するための手
法を創造できるようになる。

プログラミング言語基礎 この授業はプログラミング言語Pythonを利用したプログラムを作成できる
ようになることを目的とする。基本的なデータ構造やオブジェクト指向プ
ログラミングについて理解するために、既に学んだプログラミング言語と
の違いや、標準ライブラリを使用したプログラム作成方法、ファイルや
キーボードなどからI/Oを使用したプログラム作成方法を学ぶ。また、実
践的な能力を養成するために、開発環境の構築、資料を参照した科学計算
やDCCプラグインといったプログラム作成もあわせて行う。

演習１５時間
講義１５時間

職
業
専
門
科
目
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習
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目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

科目
区分

デジタル造形Ⅱ アニメーション制作の基本手法を身につけ、その確認としてバウンシング
ボールアニメーションに挑戦する。また、キャラクタアニメーションの一
環として各種リギング手法、キャラクタ動作のための原則、手法、演出を
学び、表情や動作の演技が伴ったキャラクタアニメーションを制作する。
シミュレーションによるアニメーションも習得し、衝突するモデルや液
体、気体、布の動きなど、物理現象に即したアニメーションを制作する。
いずれの制作作業も自ら設定した対象をCG映像として具体化できることが
目的である。さらに、ライトやカメラもアニメーション対象となり演出上
有効であること、モーションキャプチャなどのサンプリングは作業効率に
有用であることを学ぶ。

演習３０時間
講義３０時間

統計論 基本的な統計学の概念について理解し、データ処理法を学ぶ。統計に関す
るデータの収集、整理、解析、分布の推定方法を理解する。平均、分散、
二項分布、確率分布と母集団分布、母集団と標本の違いについて学ぶ。統
計学的推計など統計解析の知識を学ぶ。正規分布の典型的な場合につい
て、性質を学び、仮説検定が行えるようにする。また相関の求め方、回帰
直線の求め方を学び、実際に計算をできるようにする。また、Python言語
を用い、これら典型的なデータの算出やグラフ化をできるようにする。

ゲームアルゴリズム コンピュータゲームにおいては映像や音声データなどはもちろんのこと、
物体の位置や速度、重さなどの物理量、キャラの体力や得点などといった
ゲームパラメータなどすべて数値で表現され、それをどのように保持し演
算するかはゲームの質や面白さを決定づける重要なファクターとなる。ま
た、演算においては正確さや必要な量を扱うことも重要であるが、有限の
メモリと処理時間の中では適切に省略することも多々求められる。また、
面白くするために演算結果に加工したり、数値を感覚的に調整することも
多々ある。この授業ではそうした数値の扱いを様々な実例・事象から理論
的、実践的双方からのアプローチで理解することで、現実の事象をゲーム
内の表現に落とし込んだり、ゲームルールを数値演算に置き換えたりでき
るようになる。

コンテンツ制作マネジメン
ト

コンテンツを制作するためのプロジェクトを構成し、そのマネジメントを
行えるようになるために、プロジェクトマネジメントに関する考え方と手
法を理解し実施できる。様々なプロジェクトに合わせた手法を理解した知
識から選択することができ、マネジメント計画を作成できる。作成した計
画を遂行するために必要なマネジメント手法を選択でき、また、進行途中
で変化する開発内容をスケジュールに適切に反映できるようになることを
目指す。また、プロジェクトマネジメントを遂行するための工程管理やア
セット管理のソフトウェア環境を適切に遂行できるようになる。

職
業
専
門
科
目

講
義
・
演
習
科
目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

科目
区分

映像論 デジタル映像の制作時に必要となる映像理論について学修する。デジタル
映像制作時、表現方法を考慮し制作する必要があり、映像技術の進展とと
もに映像コンテンツのメディアとしての影響力を理解する必要がある。こ
こでは映像の特性、表現技術、表現技法など視聴する側から発信する側と
しての知識を身に着ける。また映像の技術と表現の歴史を学び、未来に向
けた新しい映像コンテンツ制作ができるようにする。最先端の映像制作技
術を説明し、今制作の現場でどのようなことが行われているかの知識を習
得する。

技術英語 英語技術文書を教材とし、専門技術に関する用語や、英語表現を学び、英
語で表現する高度な発信力を涵養する。教材はあらかじめ学習支援システ
ムを通じて学生に提示され、個人での予習が義務付けられる（反転授業形
式）。授業ではグループに分かれて、協力して課題に取り組むよう、教員
が適宜指導する。学生は、各授業ユニットに定められた英文教材を読解し
て確認し、パワーポイント資料の発表のために必要な英文サマリーを作成
し、プレゼンテーション資料として完成し、発表する。発表後には、学習
支援システムのフォーラムにおいて、学生がパワーポイント資料に対する
学生相互評価と振り返りを英語で発信し、英語による活発な意見交換がで
きるよう教員が適宜補助・指導する。

ゲームAI　I ゲームAIを学ぶにあたって基礎となるゲーム理論を解説し、遊びにおける
戦略的な考え方について理解する。また、チェスや将棋といったゲームに
おけるアルゴリズムや実際にビデオゲームに使われているAIモデルについ
て、その数理的構造と機能特徴に対する知見を取得する。エンタテインメ
ントにおける制作プロセスでのAI、ゲーム内でのAI等、応用事例の知見を
高め、代表的なAIモデルの応用適正についての知識を修得する。ゲームプ
ランニングにおいて、レベルデザインに応じた最適なAIモデルの選定と設
計を行い、将来のエンタテインメントにおけるAIの重要性、役割、可能性
について理解を深める授業とする。

演習１５時間
講義１５時間

エンタテインメント設計 本授業では、個々のコンテンツから発せられる刺激が視覚、聴覚、触覚、
体感などの感覚受容器で受容され、大脳に送られて、知覚・意味形成に至
るまでのメカニズムについて学ぶ。続いてコンテンツが内包する知覚心理
学的要素と、そこから生じる意味的要素などについて、広範なコンテンツ
の実例をふまえて考察する。その後、人間の情動を効果的に誘導するため
の具体的な設計方法論について、制作演習を通して実践的な理解を深め
る。また、コンテンツによって表現される仮想世界と現実世界の関係性
や、表現されたコンテンツが現実世界に与える影響、コンテンツが内包す
る作家性、現実世界に対する批評性についても学ぶ。

演習１５時間
講義１５時間

職
業
専
門
科
目
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目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

科目
区分

ゲームプログラム構成基礎
Ⅱ

ゲームプログラム構成基礎Ⅱでは、ゲームエンジンを利用しながらゲーム
開発のプログラム構成を学修する。ゲームエンジンでは指定されたアーキ
テクチャが提供されている。すべてのプログラムをゲームエンジンのアー
キテクチャで実装するとプログラムが複雑化する。ゲームエンジンのアー
キテクチャに沿いつつも、切り離された機能についてはオブジェクト指向
による開発を行うのが定石である。ゲームを動作させるための一連の動作
をC#言語で記述し、ゲーム内のオブジェクトをゲームエンジン上で表現す
る講義を行う。ゲームの機能をオブジェクト指向で実装できるようにな
る。

演習１５時間
講義１５時間

ゲーム構成論Ⅱ ゲーム構成論Ⅰの内容を踏まえて、ゲームデザインの個別テーマを講義に
演習を交えながら深めていく。まず分析手法について学び、実際に過去の
ゲームを選んでプレイ分析や要素分析を行う。またゲームのナラティブ分
析について学び、発売されたゲームに関する学生のナラティブ分析を批評
する。分析手法の次はよいゲームデザインについて講義と演習を行う。ま
ずデジタルゲーム以前から存在する基本的なゲームのデザインについて、
パズルゲームを代表例として演習を行う。次にゲーム開発はなぜ難しいの
かを学修し、開発中もユーザエクスペリエンスにフォーカスするために代
表的なデザインのフレームワークを学ぶ。後半はそれまでの学修内容に基
づき、デザインのフレームワークを用いたミニゲーム開発の演習中心の授
業を行う。

演習１５時間
講義１５時間

ゲームプログラム構成基礎
Ⅲ

「ゲームプログラム構成基礎Ⅰ」と「ゲームプログラム構成基礎Ⅱ」に対
応した「ゲームプログラム構成基礎Ⅲ」では、ゲームのアーキテクチャに
ついて学修する。ゲームはグラフィック・サウンド・エフェクト等の様々
な構成要素が組み合わさっている。それぞれがどのようなプログラム・原
理で動作しているのか学修する。また、本授業はゲーム制作の構成要素ご
とに専門的な内容を紹介するとともに演習課題で定着を図り、最終的に興
味のある構成要素を主体としたゲームを共同制作する。

演習３０時間
講義３０時間

ゲームプログラミングⅠ C++と統合開発環境を用いて、Windowsのプログラム作成技術を学ぶ。簡単
な画面表示からはじめ、キー入力などの、ゲーム作成に必要な、基本的な
要素技術を学修する。ゲーム画面は連続する静止画であることを理解し、
それに沿って動作するゲームの基本構造を学ぶ。それら要素技術と基本構
造の理解の上に、ゲーム開発に用いられる一般的なライブラリを用いて、
2Dグラフィック表現によるプログラム、そしてポリゴンを用いた3Dグラ
フィックプログラムが作成できることを、この科目の到達目標とする。

演習１５時間
講義１５時間

職
業
専
門
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目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

科目
区分

ゲームデザイン実践演習 本授業では、オリジナリティのあるゲームの企画を提案できるように学修
する。企画書や仕様書や指示書の作り方、ゲーム企画における伝わりやす
い効果的なプレゼンテーションの仕方、ストーリーテリングなどの書き方
などを中心に学ぶ。オリジナリティのあるゲームデザインを設計するため
の考え方を習得し、幅広いゲーム制作の知識を身につけるとともに、企画
を考えて仕様に落とし込む力、それをプレゼンテーション資料にして人に
伝える力、といった実践力も養成する。

ゲームプログラミングⅡ 本科目では、より高度なゲーム作成のためのプログラムスキルを学修す
る。シーンを構成する際に重要な要素となるカメラの時系列での移動や切
替制御、キャラクタなど階層構造で制御が必要となる物体のアニメーショ
ン処理、マルチメッシュモデル、基本形状による当たり判定に加え、地形
などの複雑な形状との高度な当たり判定の実現方法などについて学修す
る。授業内で簡単なゲーム作品を作成し、学生同士で相互評価を行う。単
に機能をプログラムできたことにとどまらず、「ゲームが人を楽しませる
ことを目的とする」ことも学修する。この科目は、統合開発環境の操作に
習熟していることと、線形代数の理解を必要とする。

演習１５時間
講義１５時間

ゲームプログラミングⅢ ゲームプログラミングⅡに引き続き、さらに高度なゲーム表現のために、
GPU（Graphic Processing Unit)を活用するための手法について学ぶ。GPU
はCPUとは別に独立して存在するICであり、主に画面上に表示される画像
の生成を担っている装置であるが、高い並列処理機能を持っているため、
処理内容によってはCPUよりもはるかに高い処理効率を発揮することがで
きる。本科目ではそのGPUについて、基礎的な構造の理解と代表的な適し
た処理、および処理の記述や効率的な並列処理のアルゴリズム、実装方法
などについて学修する。

ゲームAI　Ⅱ 「ゲームAI I」に続き、AIにおけるゲームへの応用例について、歴史的な
考察を行うとともに最新事例について学ぶ。また、ゲームに利用可能なAI
モデルについて、その数理的構造と機能特徴に対する知見を修得する。
ゲームAIは制作/開発プロセスにおいての有益な利用が進み、またゲーム
プランニングでのレベルデザインにおいても利用ができることより、最適
なAIモデルの選定と設計を行うための知識と数理的技術の重要性を理解
し、その習得を目的に、将来のAIの活用可能性についての知見を高める。

演習３０時間
講義３０時間

職
業
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門
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

科目
区分

デジタル映像表現技法基礎 最近は、CGやVFX(視覚効果)がテレビや映画の中で盛んに使われ、どこに
使われているかが分からないくらいリアリティのある表現を可能にしてい
る。本講義では、デジタル映像の制作に関わる基本的な知識を学びなが
ら、制作ツールの概念を理解し、実際にツールの操作を学ぶ。また、映像
制作に必要なスキル、具体的には映像素材の取り込みから、編集、音入
れ、書き出しまでの流れを習得させる。また、簡単な合成の理論を理解
し、合成ツールを用いて素材を重ねたり、エフェクトを加えることを習得
する。

演習１５時間
講義１５時間

デジタル映像表現技法応用 この講義では「デジタル映像表現技法基礎」で培った知識やスキルを踏ま
えて、実際の映像制作に必要な理論と実践を行っていく。VFXの要素は大
きく合成、エフェクトとCGアニメーションの2つの要素に分かれ、それぞ
れの要素を体系的、かつ効率的につなげて行えるようになる。形式として
は、座学の理論概論と演習を連続で行い、理論を理解した上で、実際の機
材やツールを使用しながら行っていく。その範囲は企画、プロット、シナ
リオ、絵コンテ、実写撮影、CG、合成、編集までを網羅する。前提となる
デジタル映像の制作工程、実写やカメラの基礎知識も養う。

演習３０時間
講義３０時間

デジタルキャラクタ実践演
習

前半は現実の人体をモチーフに3次元デジタイザによる立体情報のスキャ
ンを行い、3次元身体形状を把握する。その3次元身体形状に運動を可能と
するリギングも行い、身体の構造・運動機能について考察する。また、
モーションキャプチャによるアニメーションデータも適用し、仮想空間で
のフォトリアルな人体の表現を完結させる。後半はオリジナルキャラクタ
の制作を行う。前半で学修した身体構造を参考に生体やその運動機能とし
て破綻しないキャラクタをデザインする。そのデザインを元に、スカルプ
ティング、3Dペインティングの技術を用いてモデリングを行う。また、人
体リグの構造にキャラクタ特有の誇張表現や表情変化を可能とするリギン
グも行い、デジタルキャラクタが生き生きと動作するため仕組みを構築す
る。

演習３０時間
講義３０時間

CGアニメーション総合演習 これまでに習得したCGの表現手法や映像の理論、演出論、芸術的思考を用
いて、CGアニメーション作品制作を行う。表現するコンテンツのスタイル
として、ショートアニメーションやコマーシャル、プロモーションビデ
オ、モーショングラフィックス、イラストなどが想定されるが、新しいス
タイルを模索してもよい。先導的なCG表現の分析、表現の意図、伝達すべ
き対象、参考資料収集、コンセプトアートといった準備段階を綿密に行
い、制作の方針を確かなものとする。制作工程全体を俯瞰したスケジュー
リングも行い、クオリティと作業効率の両面から作品企画を練る。実制作
の段階では、技術的問題点を分析し、クオリティの高い出力結果になるよ
う試行錯誤する。また、外部のコンペティション等にも積極的に応募し、
相対的な社会的評価を得る。

講
義
・
演
習
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

科目
区分

インターフェースデザイン アプリケーションやウェブサイトに使われるフラットデザインやナビゲー
ションデザイン、フォトインパクトデザインなどの手法を紐解き、ユー
ザーエクスペリエンス（UX）を考慮したインターフェースの役割を学ぶ。
デザインの違いによって人々と環境の関係性が変化し、そこから楽しさも
生まれることを理解する。その理解度を試すため、アプリケーションUIデ
ザイン、アイコンデザインに挑戦する。また、ゲームUIについても学習
し、ゲーム性に対するインターフェースの影響も分析する。ゲームデバイ
スごと、ゲームの種類ごとのUIについても調べ、オリジナルのゲームUIデ
ザインを行う。

ゲームハード概論 年々進化・変化するハードや市場においてゲーム開発を収益事業として成
り立たせ続けるために、プラットフォームの本質を理解し、変化に対応す
る力を身につける。そのために実際のゲームハードの機能面の進化を時系
列に学び、またサウンド・グラフィックなど個別の機能についてその仕組
みも含めて理解する。ここから「ハードの理解」を「プラットフォームの
理解」に広げていき、これらハードやプラットフォームの進化がゲームの
楽しみ方や収益構造にも変化をもたらしていることを学ぶ。

演習１５時間
講義１５時間

企画・発想法 新規性のある発想、独創的な提案を発信できる人材が求められる。企画
力、発想力はあらゆる場面で必要とされる。効果的な手法を学び、繰り返
し実践することでこれらを身につける。　アイデアの抽出では、KJ、オズ
ボーンのチェックリスト、ブレインストーミング、ブレインライティン
グ、エクスカーションなどの発想法を学ぶ。演習ではアイデア創出を支援
するツールを利用してテーマ課題に取り組む。企画力は企画書の作成演習
を通して身につける。コンセプト・メイキング方法、市場調査・分析方法
を学び、提案を1シート企画書にまとめる。企画書の作成ではインパクト
のある作り方、構成、訴求ポイントのアピールの仕方を学ぶ。

演習１５時間
講義１５時間

プロジェクトマネジメント プロジェクト推進に必要な知識と技法を体系的に学修する。プロジェクト
の定義、プロジェクトライフサイクル、リーダーとメンバーの役割、プロ
ジェクト成功のための留意点を理解した上で、プロジェクト計画の策定、
プロジェクトの遂行に必要な資源の調達、プロジェクトの予算・納期・品
質などの管理方法を学ぶ。また、WBSに基づく作業分割、作業時間の見積
り、進捗管理の方法についても学ぶ。プロジェクト開発型の科目におい
て、これらの知識を実践しプロセス改善が行えるようにする。

職
業
専
門
科
目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

科目
区分

地域共創デザイン実習 この実習においては、地域の、文化・歴史、産業、生活環境、行政などそ
れぞれの地域特有な問題について考え、地域が抱える特有の問題の解決
や、さらに進展・展開すべき項目に着目し地域のさらなる可能性を探るプ
ロジェクトである。ここでの主題はデザインの対象となる制作物そのもの
を完成させることばかりではない。指導教官のもと複数の専門性や興味の
異なる学生で構成されるグループで演習を行い、それぞれが、地域が抱え
る問題項目を抽出し、具体的な問題提起をおこない、要求項目を選定し具
体的な設計に至るまでの一連のデザイン行為を通して、企業や個人の社会
的倫理観や社会的効果・影響力についても考える。ここでは、今まで学習
した個々の専門領域の他に、参加者それぞれの自由な好奇心や興味から生
まれたユニークなアイデアを具現化する過程も重要である。これら、複数
の専門性が輻輳することによってオリジナリティーのある独自の考え方や
未解決の問題に対処していこうとする姿勢を実習する科目である。
なお、この授業は教育課程連携協議会の協力と支援のもとに実施する。

共同

同時受講学生数
最大想定　200人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足。

チームワークとリーダー
シップ

製品やシステムの開発が大規模化、複雑化するに従い、チームワークの重
要性は増大している。単純なホモジニアスなチームあるいはチーム群の共
同作業（コラボレーション）によるチームワークに代わり、異なる専門領
域、異なる職能、異なる企業、異なる文化的背景、異なる言語、異なる地
域に属するチームメンバーによる共同作業が増加しつつある。したがっ
て、チーム内でのプロジェクト管理、作業分担、コミュニケーションの方
法、報酬方式など、チームワークの姿も伝統的なホモジニアスなチームの
共同作業方式とは大きく異なる。このような状況のもと、チームワークに
おけるリーダーシップの在り方（チーム内におけるリーダーの役割、モチ
ベーションなど）も大きく変化しつつある。この講義ではこのような観点
からチームワークにおけるリーダーシップのあるべき姿、そこにおけるコ
ミュニケーションが果たす役割について考察する。

演習１５時間
講義１５時間

知的財産権論 実社会には、人間の創造的活動により生み出される無形の財産である、多
くの知的財産があることを認識するとともに、その価値を理解する。知的
財産は形がある財産（有体物）とは異なり、異なる場所で同時に使用する
ことも可能であり、直接的な管理が難しい。このため、権利者として必要
となる、権利の獲得、保護、活用の各局面において無体物としての特性に
応じたコントロール手法を学ぶ。また、知的財産の受け手側として、どこ
に知的財産が存在し、どこまで利用できるのかという事についても学修す
る。

グローバル市場化戦略 市場化戦略をプランニングする中で、どのようにすれば競合企業に対して
優位性を得ることができるのか、様々な観点からビジネス戦略を分析す
る。また、グローバル化に伴い、大企業だけでなく、中小企業、ベン
チャー企業も外国市場への参入を考える機会が多くなってきており、国内
市場だけでなく、国外市場も視野に入れた戦略プランも必要となる。商品
企画を題材に、マーケティングのプランニングを実践することで、プロダ
クトの市場化戦略を考える。

展
開
科
目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

科目
区分

企業経営論 それぞれの専門分野で新たな職種を創り出すビジネスリーダとなる人材育
成を目指し、経営のコアであるビジネスプラン、ビジネスモデルの策定、
経営戦略、経営施策に重点を置いて学習する。具体的には、ビジネスプラ
ンづくり、ビジネスモデルの策定、経営戦略、経営組織、海外展開につい
て知識を習得する。そのうえで、ビジネスの感性を養うためにベンチャー
ビジネスのケーススタディを行い、職業専門科目にて修得した技術・知識
を基に企業経営視点でビジネスアイデアを立案する。最後に企業のミッ
ションと関連し、CSR (Corporate Social Responsibility)について学修
する。

持続可能な社会 本講義では国連SDGs (Sustainable Development Goals、持続可能な開発
目標)を中心に、持続可能性に関する概念の概要、それらの歴史について
述べ、情報工学・デジタルエンタテインメントとの関連性について議論す
る。歴史的には持続可能性は環境やエネルギーに関連した概念であった
が、SDGsは貧困、戦争、資源分配など様々な分野に関した総合的な開発目
標に発展した。その到達には情報の共有、合意形成促進などの観点から情
報ツールが果たす役割が重要となってきている。本講義では、特に情報
ツールの貢献可能性をディスカッションを通じて理解することを目標とす
る。

ベンチャー起業経営 ベンチャービジネスを起業し経営していくためには、まず優れたビジネス
アイデア、それに基づくビジネスプランが必要である。本講義ではそれら
は存在しているものとして前提を置くが、その上でベンチャー企業経営の
実践的知識及びスキルが必要である。本講義では、それらのうち特に、起
業実態、財務会計、人的資源管理と経営組織の諸点について具体的に議論
する。その上でベンチャー企業が取るべき経営戦略、経営哲学について議
論する。

演習１５時間
講義１５時間

卒業研究制作 デジタルコンテンツに関連する分野についてテーマを設定し、それぞれの
専門分野の指導教員のもとで研究・制作に取り組み、期末にはその成果を
発表する。3年次までに修得した基礎科目、職業専門科目、展開科目に関
する技術・知識を集結して取り組むことで、総合的な制作能力や問題解決
能力を養う。

共同

同時受講学生数
最大想定　80人
(理由と必要性）
学生40名に対し教
員1名以上の教員充
足。

展
開
科
目

総
合
科
目
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学校法人日本教育財団　設置認可に関わる組織の移行表

平成31（令和元）年度
入学
定員

編入学
定員

収容
定員

入学
定員

編入学
定員

収容
定員

変更の事由

国際ファッション専門職大学 国際ファッション専門職大学
　国際ファッション学部 　国際ファッション学部
　　ファッションクリエイション学科 80 320 　　ファッションクリエイション学科 80 320

2年次 2年次

　　ファッションビジネス学科 38 2 158 　　ファッションビジネス学科 38 2 158
2年次 2年次

　　大阪ファッションクリエイション・ビジネス学科 38 2 158 　　大阪ファッションクリエイション・ビジネス学科 38 2 158
2年次 2年次

　　名古屋ファッションクリエイション・ビジネス学科 38 2 158 　　名古屋ファッションクリエイション・ビジネス学科 38 2 158

2年次 2年次

計 194 6 794 計 194 6 794

東京国際工科専門職大学 大学新設
　工科学部
　　情報工学科 120 480
　　デジタルエンタテインメント学科 80 320

計 200 800

東京通信大学 東京通信大学
　情報マネジメント学部 3年次 　情報マネジメント学部 3年次

　　情報マネジメント学科 400 200 2,000 　　情報マネジメント学科 400 200 2,000
　人間福祉学部 3年次 　人間福祉学部 3年次

　　人間福祉学科 400 200 2,000 　　人間福祉学科 400 200 2,000

3年次 3年次

計 800 400 4,000 計 800 400 4,000

東京モード学園 東京モード学園
 【昼間部】  【昼間部】
ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　4年制 35 - 140 ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　4年制 35 - 140
ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　3年制 35 - 105 ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　3年制 35 - 105
ﾌｧｯｼｮﾝ技術学科 35 - 105 ﾌｧｯｼｮﾝ技術学科 35 - 105
ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 3年制 35 - 105 ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 3年制 35 - 105
ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 2年制 35 - 70 ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 2年制 35 - 70
スタイリスト学科 35 - 70 スタイリスト学科 35 - 70
インテリア学科 35 - 70 インテリア学科 35 - 70
グラフィック学科 35 - 70 グラフィック学科 35 - 70
メイク・ネイル学科 35 - 70 メイク・ネイル学科 35 - 70
ﾓｰﾄﾞ基礎学科　専門 120 - 120 ﾓｰﾄﾞ基礎学科　専門 120 - 120
ﾍｱ･ﾒｲｸｱｰﾃｨｽﾄ学科 80 - 240 ﾍｱ･ﾒｲｸｱｰﾃｨｽﾄ学科 80 - 240
美容学科 80 - 160 美容学科 80 - 160
 【夜間部】  【夜間部】
ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 30 - 90 ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 30 - 90
ﾌｧｯｼｮﾝ技術学科 30 - 90 ﾌｧｯｼｮﾝ技術学科 30 - 90
ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 30 - 60 ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 30 - 60
ファッション学科 30 - 60 ファッション学科 30 - 60

計 715 - 1625 計 715 - 1625

大阪モード学園 大阪モード学園
 【昼間部】  【昼間部】
ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　4年制 30 - 120 ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　4年制 30 - 120
ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　3年制 35 - 105 ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　3年制 35 - 105
ﾌｧｯｼｮﾝ技術学科 35 - 105 ﾌｧｯｼｮﾝ技術学科 35 - 105
ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 2年制 35 - 70 ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 2年制 35 - 70
スタイリスト学科 35 - 70 スタイリスト学科 35 - 70
インテリア学科 35 - 70 インテリア学科 35 - 70
グラフィック学科 35 - 70 グラフィック学科 35 - 70
メイク・ネイル学科 35 - 70 メイク・ネイル学科 35 - 70
ﾓｰﾄﾞ基礎学科　専門 105 - 105 ﾓｰﾄﾞ基礎学科　専門 105 - 105
ﾍｱ･ﾒｲｸｱｰﾃｨｽﾄ学科 40 - 120 ﾍｱ･ﾒｲｸｱｰﾃｨｽﾄ学科 40 - 120
美容学科 40 - 80 美容学科 40 - 80
 【夜間部】  【夜間部】
ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 30 - 90 ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 30 - 90
ﾌｧｯｼｮﾝ技術学科 30 - 90 ﾌｧｯｼｮﾝ技術学科 30 - 90
ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 30 - 60 ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 30 - 60
ファッション学科 30 - 60 ファッション学科 30 - 60

計 580 - 1285 計 580 - 1285

令和2年度
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学校法人日本教育財団　設置認可に関わる組織の移行表

平成31（令和元）年度
入学
定員

編入学
定員

収容
定員

入学
定員

編入学
定員

収容
定員

変更の事由令和2年度

名古屋モード学園 名古屋モード学園
 【昼間部】  【昼間部】
ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　4年制 20 - 80 ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　4年制 20 - 80
ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　3年制 35 - 105 ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　3年制 35 - 105
ﾌｧｯｼｮﾝ技術学科 20 - 60 ﾌｧｯｼｮﾝ技術学科 20 - 60
ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 2年制 30 - 60 ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 2年制 30 - 60
スタイリスト学科 30 - 60 スタイリスト学科 30 - 60
インテリア学科 30 - 60 インテリア学科 30 - 60
グラフィック学科 30 - 60 グラフィック学科 30 - 60
メイク・ネイル学科 30 - 60 メイク・ネイル学科 30 - 60
ﾓｰﾄﾞ基礎学科　専門 80 - 80 ﾓｰﾄﾞ基礎学科　専門 80 - 80
ﾍｱ･ﾒｲｸｱｰﾃｨｽﾄ学科 40 - 120 ﾍｱ･ﾒｲｸｱｰﾃｨｽﾄ学科 40 - 120
美容学科 40 - 80 美容学科 40 - 80
 【夜間部】  【夜間部】
ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 30 - 90 ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 30 - 90
ﾌｧｯｼｮﾝ技術学科 30 - 90 ﾌｧｯｼｮﾝ技術学科 30 - 90
ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 30 - 60 ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 30 - 60
ファッション学科 30 - 60 ファッション学科 30 - 60

計 505 - 1125 計 505 - 1125

ＨＡＬ東京 ＨＡＬ東京
【昼間部】 【昼間部】
ゲーム4年制学科 40 - 160 ゲーム4年制学科 40 - 160
ＣＧ映像学科 40 - 160 ＣＧ映像学科 40 - 160
アニメ・イラスト学科 40 - 160 アニメ・イラスト学科 40 - 160
グラフィックデザイン学科 40 - 160 グラフィックデザイン学科 40 - 160
カーデザイン学科 40 - 160 カーデザイン学科 40 - 160
先端ロボット開発学科 40 - 160 0 - 0 令和2年4月 学生募集停止

高度情報学科 40 - 160 高度情報学科 40 - 160
ミュージック学科 40 - 160 ミュージック学科 40 - 160
ゲーム学科 40 - 80 ゲーム学科 40 - 80
ＣＧ学科 40 - 80 ＣＧ学科 40 - 80
ＷＥＢ学科 40 - 80 ＷＥＢ学科 40 - 80
情報処理学科 40 - 80 情報処理学科 40 - 80
ミュージック学科 40 - 80 ミュージック学科 40 - 80
国家資格学科 20 - 20 国家資格学科 20 - 20
【夜間部】 【夜間部】
ゲーム学科 30 - 60 ゲーム学科 30 - 60
CG映像学科 30 - 60 CG映像学科 30 - 60
グラフィックデザイン学科 30 - 60 グラフィックデザイン学科 30 - 60
WEBデザイン学科 30 - 60 WEBデザイン学科 30 - 60
ネットワーク学科 30 - 60 ネットワーク学科 30 - 60
情報処理学科 30 - 60 情報処理学科 30 - 60

計 720 - 2060 計 680 - 1900

ＨＡＬ大阪 ＨＡＬ大阪
 【昼間部】  【昼間部】
ゲーム4年制学科 70 - 280 ゲーム4年制学科 70 - 280
ＣＧ映像学科 35 - 140 ＣＧ映像学科 35 - 140
アニメ・イラスト学科 35 - 140 アニメ・イラスト学科 35 - 140
グラフィックデザイン学科 35 - 140 グラフィックデザイン学科 35 - 140
カーデザイン学科 35 - 140 カーデザイン学科 35 - 140
先端ロボット開発学科 35 - 140 先端ロボット開発学科 35 - 140
高度情報学科 35 - 140 高度情報学科 35 - 140
ミュージック学科 35 - 140 ミュージック学科 35 - 140
ゲーム学科 20 - 40 ゲーム学科 20 - 40
ＣＧ学科 20 - 40 ＣＧ学科 20 - 40
ＷＥＢ学科 20 - 40 ＷＥＢ学科 20 - 40
情報処理学科 20 - 40 情報処理学科 20 - 40
ミュージック学科 20 - 40 ミュージック学科 20 - 40
国家資格学科 20 - 20 国家資格学科 20 - 20
 【夜間部】  【夜間部】
ゲーム学科 30 - 60 ゲーム学科 30 - 60
CG映像学科 30 - 60 CG映像学科 30 - 60
グラフィックデザイン学科 30 - 60 グラフィックデザイン学科 30 - 60
WEBデザイン学科 30 - 60 WEBデザイン学科 30 - 60
ネットワーク学科 30 - 60 ネットワーク学科 30 - 60
情報処理学科 30 - 60 情報処理学科 30 - 60

計 615 - 1840 計 615 - 1840

2 



学校法人日本教育財団　設置認可に関わる組織の移行表

平成31（令和元）年度
入学
定員

編入学
定員

収容
定員

入学
定員

編入学
定員

収容
定員

変更の事由令和2年度

ＨＡＬ名古屋 ＨＡＬ名古屋
 【昼間部】  【昼間部】
ゲーム4年制学科 35 - 140 ゲーム4年制学科 35 - 140
ＣＧ映像学科 35 - 140 ＣＧ映像学科 35 - 140
アニメ・イラスト学科 35 - 140 アニメ・イラスト学科 35 - 140
グラフィックデザイン学科 35 - 140 グラフィックデザイン学科 35 - 140
カーデザイン学科 20 - 80 カーデザイン学科 20 - 80
先端ロボット開発学科 20 - 80 先端ロボット開発学科 20 - 80
高度情報学科 35 - 140 高度情報学科 35 - 140
ミュージック学科 20 - 80 ミュージック学科 20 - 80
ゲーム学科 20 - 40 ゲーム学科 20 - 40
ＣＧ学科 20 - 40 ＣＧ学科 20 - 40
ＷＥＢ学科 20 - 40 ＷＥＢ学科 20 - 40
情報処理学科 20 - 40 情報処理学科 20 - 40
ミュージック学科 20 - 40 ミュージック学科 20 - 40
国家資格学科 20 - 20 国家資格学科 20 - 20
 【夜間部】  【夜間部】
ゲーム学科 30 - 60 ゲーム学科 30 - 60
CG映像学科 30 - 60 CG映像学科 30 - 60
グラフィックデザイン学科 30 - 60 グラフィックデザイン学科 30 - 60
WEBデザイン学科 30 - 60 WEBデザイン学科 30 - 60
ネットワーク学科 30 - 60 ネットワーク学科 30 - 60
情報処理学科 30 - 60 情報処理学科 30 - 60

計 535 - 1520 計 535 - 1520

首都医校 首都医校
 【昼間部】  【昼間部】
救急救命学科 40 - 120 救急救命学科 40 - 120
臨床工学学科 40 - 160 臨床工学学科 40 - 160
臨床工学技士特科 40 - 40 臨床工学技士特科 40 - 40
高度専門士看護学科 80 - 320 高度専門士看護学科 80 - 320
実践看護学科Ⅰ 80 - 240 実践看護学科Ⅰ 80 - 240
実践看護学科Ⅱ 40 - 120 実践看護学科Ⅱ 40 - 120
高度看護保健学科 20 - 80 高度看護保健学科 20 - 80
助産学科 25 - 25 助産学科 25 - 25
歯科衛生学科 40 - 120 歯科衛生学科 40 - 120
理学療法学科 80 - 320 理学療法学科 40 - 160 入学定員変更（△40）
作業療法学科 40 - 160 作業療法学科 40 - 160
言語聴覚学科 40 - 80 言語聴覚学科 40 - 80
鍼灸学科 30 - 90 鍼灸学科 30 - 90
柔道整復学科 30 - 90 柔道整復学科 30 - 90
介護福祉学科 40 - 80 0 - 0 令和2年4月 学生募集停止

精神保健福祉学科 40 - 40 精神保健福祉学科 20 - 20 入学定員変更（△20）
社会福祉学科 40 - 40 社会福祉学科 20 - 20 入学定員変更（△20）
診療情報管理学科 30 - 90 0 - 0 令和2年4月 学生募集停止

医療秘書学科 30 - 60 0 - 0 令和2年4月 学生募集停止

歯科秘書学科 30 - 60 0 - 0 令和2年4月 学生募集停止

アスレティックトレーナー学科 30 - 90 アスレティックトレーナー学科 30 - 90
スポーツトレーナー学科 30 - 60 スポーツトレーナー学科 30 - 60
 【夜間部】  【夜間部】
救急救命学科 40 - 120 0 - 0 令和2年4月 学生募集停止

歯科衛生学科 40 - 120 歯科衛生学科 40 - 120
理学療法学科 40 - 160 理学療法学科 40 - 160
作業療法学科 40 - 160 作業療法学科 40 - 160
視能訓練士特科 40 - 80 0 - 0 令和2年4月 学生募集停止

鍼灸学科 30 - 90 鍼灸学科 30 - 90
柔道整復学科 30 - 90 柔道整復学科 30 - 90

計 1155 - 3305 計 865 - 2615
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学校法人日本教育財団　設置認可に関わる組織の移行表

平成31（令和元）年度
入学
定員

編入学
定員

収容
定員

入学
定員

編入学
定員

収容
定員

変更の事由令和2年度

大阪医専 大阪医専
 【昼間部】  【昼間部】
臨床工学学科 40 - 160 臨床工学学科 40 - 160
臨床工学技士特科 40 - 40 0 - 0 令和2年4月 学生募集停止

救急救命学科 40 - 120 救急救命学科 40 - 120
理学療法学科 40 - 160 理学療法学科 40 - 160
作業療法学科 40 - 160 作業療法学科 40 - 160
言語聴覚学科 40 - 80 言語聴覚学科 40 - 80
高度専門士看護学科 40 - 160 高度専門士看護学科 40 - 160
実践看護学科 80 - 240 実践看護学科 80 - 240
高度看護保健学科 80 - 320 高度看護保健学科 40 - 160 入学定員変更（△40）
鍼灸学科 30 - 90 鍼灸学科 30 - 90
柔道整復学科 30 - 90 柔道整復学科 30 - 90
介護福祉学科 40 - 80 介護福祉学科 40 - 80
精神保健福祉学科 40 - 40 精神保健福祉学科 40 - 40
診療情報管理学科 20 - 60 0 - 0 令和2年4月 学生募集停止

医療秘書学科 20 - 40 0 - 0 令和2年4月 学生募集停止

アスレティックトレーナー学科 20 - 60 アスレティックトレーナー学科 20 - 60
スポーツトレーナー学科 20 - 40 スポーツトレーナー学科 20 - 40
 【夜間部】  【夜間部】
理学療法学科 40 - 160 理学療法学科 40 - 160
作業療法学科 40 - 160 作業療法学科 40 - 160
言語聴覚学科 40 - 120 0 - 0 令和2年4月 学生募集停止

視能療法学科 40 - 160 視能訓練学科 40 - 120 修業年限変更（4⇒3年）/学科名称変更

鍼灸学科 30 - 90 鍼灸学科 30 - 90
柔道整復学科 30 - 90 柔道整復学科 30 - 90
精神保健福祉学科 40 - 80 0 - 0 令和2年4月 学生募集停止

計 920 - 2800 計 720 - 2260

名古屋医専 名古屋医専
 【昼間部】  【昼間部】
救急救命学科 28 - 84 救急救命学科 28 - 84
臨床工学学科 40 - 160 臨床工学学科 40 - 160
高度看護保健学科 80 - 320 高度看護保健学科 80 - 320
高度専門士看護学科 40 - 160 実践看護学科Ⅰ 40 - 120 名称変更/修業年限変更（4⇒3年）

実践看護学科 80 - 240 実践看護学科Ⅱ 40 - 120 名称変更/入学定員変更（△40）

保健学科 40 - 40 保健学科 40 - 40
助産学科 80 - 80 助産学科 40 - 40 入学定員変更（△40）
歯科衛生学科 25 - 75 歯科衛生学科 25 - 75
理学療法学科 40 - 160 理学療法学科 40 - 160
作業療法学科 40 - 160 作業療法学科 20 - 80 入学定員変更（△20）
言語聴覚学科 40 - 80 言語聴覚学科 20 - 40 入学定員変更（△20）
視能療法学科 20 - 80 0 - 0 令和2年4月 学生募集停止

鍼灸学科 30 - 90 鍼灸学科 30 - 90
柔道整復学科 30 - 90 柔道整復学科 30 - 90
臨床工学技士特科 40 - 40 0 - 0 令和2年4月 学生募集停止

介護福祉学科 40 - 80 0 - 0 令和2年4月 学生募集停止

精神保健福祉学科 40 - 40 精神保健福祉学科 40 - 40
診療情報管理学科 20 - 60 診療情報管理学科 20 - 60
医療秘書学科 20 - 40 0 - 0 令和2年4月 学生募集停止

歯科秘書学科 20 - 40 0 - 0 令和2年4月 学生募集停止

スポーツトレーナー学科 20 - 40 0 - 0 令和2年4月 学生募集停止

 【夜間部】  【夜間部】
歯科衛生学科 25 - 75 歯科衛生学科 25 - 75
理学療法学科 40 - 160 理学療法学科 40 - 160

視能訓練学科 20 - 60 学科の設置（認可申請）

鍼灸学科 30 - 90 鍼灸学科 30 - 90
柔道整復学科 30 - 90 柔道整復学科 30 - 90
社会福祉学科 40 - 40 社会福祉学科 40 - 40

計 978 - 2614 計 718 - 2034
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■都道府県における位置関係の図 （東京都新宿区）

東京国際工科専門職大学
工科学部（新宿区）

1



■最寄駅からの距離・交通機関

新宿駅
（ＪＲ・小田急・京王・地下鉄）

東京国際工科専門職大学

徒歩３分（各線新宿駅より地下道にて直結）

西口

東口

南口

2



校舎は東京通信大学と国際ファッション専門職大学、東京国際工科専門職大学、専修学校3校で共有する。
各フロア毎の配置状況は「校舎の平面図」にて示す。

至新宿駅→

校地
5,172㎡

■校舎の配置図

※校地は、東京国際工科専門職大学、東京通信大学、国際ファッション専門職大学、
専修学校3校（東京モード学園、HAL東京、首都医校）の共用面積。

校舎
7,136㎡

3

※校舎は、東京国際工科専門職大
学の専用面積。

東京通信大学、国際ファッション専
門職大学、専修学校3校（東京モー
ド学園、HAL東京、首都医校）との
共用面積は13,336㎡。
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東京国際工科専門職大学 学則（案） 

 

 

第１章  総則 

（目的） 

第１条 東京国際工科専門職大学（以下「本学」という。）は、工科分野において、日本の首都

東京で国際性を理解し、社会の発展と調和を踏まえた教育・研究・実践活動を行い、真

のイノベーションの実現者となるような人材を養成する。これらのイノベーションは、

日本社会の活性化と延いては持続可能な人類社会の実現に資することを目的とする。 

 

（自己点検及び評価） 

第２条 本学は、教育研究水準の向上を図り、前条の目的・使命を果たすため、教育研究活動等

について自ら点検及び評価を行う。 

２．自己点検及び評価に関する事項については、別に定める。 

 

（教育・研究の資質の維持と向上） 

第３条 本学は、常に教育の内容及び質を維持し、さらに改善し、向上させるための組織的な研

究を実施するものとする。 

２．教育と研究の資質を改善、向上させるための研修等の実施については、別に定める。 

 

 

第２章  学部学科及び修業年限 

（学部学科） 

第４条 本学に次の学部学科および別科を置く。 

（１） 工科学部 情報工学科 

（２） 工科学部 デジタルエンタテインメント学科 

（３） 工科学部 国家資格別科（１年制）   

２．学部学科の目的は、次に定めるものとする。 

（１） 工科学部  

創造力と実践力を兼ね備えた情報処理技術などのテクノロジー分野でグローバルに

活躍できる人材の教育・養成を目的とする。産業界や地域社会との連携・共創を通

じて、ビジネス感覚、倫理観など、技術者として備えるべき特質および能力の涵養

をはかる。 

（２） 情報工学科 

先端 ICT 技術分野における基礎教育・職業専門教育を、産業界や地域社会との共創

を通じて行い、デザイン思考を実践し高度なソフトウェア・インテンシブなシステ

ムを創出できる情報技術者を養成する。 
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（３） デジタルエンタテインメント学科 

デジタルコンテンツ分野における基礎教育・職業専門教育を、産業界や地域社会と

の連携・共創を通じて、デザイン思考を実践し競争力のあるコンテンツを創造でき

る情報技術者を養成する。 

（４） 国家資格別科（１年制） 

「情報処理の促進に関する法律」に基づき経済産業省が認定する国家資格（以下、

情報処理技術者試験）に対応した情報処理に関する基礎知識・専門知識を体系的に

教育することにより、情報処理技術者試験の合格者を輩出する。 

 

（修業年限） 

第５条 本学の修業年限は４年とする（別科を除く）。また、在籍期間は８年を超えることはで

きない。別科（修業年限１年）の在籍期間は最大３年とする。 

２．職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教

育課程を履修し卒業することを希望する旨の申し出あったときは、その計画的な履修

計画に関して学長が認定する。 

３．専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じて当該職業を担うための実践的な能

力を修得した者が本学に入学する場合において、当該実践的な能力の修得を授業科目

の履修とみなして単位を与えられた者に対し、与えられた当該単位数、その修得に要し

た期間その他本学が必要と認める事項を勘案し、１年を超えない範囲で本学が定める

期間を修業年限に通算することができる。 

 

 

 

第３章  学年、学期及び休業日 

（学年及び学期） 

第６条 学年は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

２．学年を前期と後期の２期に分ける。 

 

（始業及び終業） 

第７条 本学の始業及び終業の時刻は次のとおりとする。 

（１） 午前８時３０分から午後５時５０分を基本とし学部ごとに定める。 

（２） 臨地実務実習における始業、終業時刻は別に定める。 

２．前項の実施に関して必要な事項は学長が決定するものとする。 

 

（休業日）  

第８条 休業日は毎年度に定めるものとする。 

２．学長が必要と認めるときは、休業日を臨時に変更し、または臨時に休業日とすることが
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ある。 

 

 

第４章  学生の定員及び入学等 

（入学資格） 

第９条 本学に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

（１） 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

（２） 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程に

よりこれに相当する学校教育を修了した者 

（３） 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者

で文部科学大臣の指定した者 

（４） 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外

教育施設の当該課程を修了した者 

（５） 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定

める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学

大臣が定める日以後に修了した者 

（６） 文部科学大臣の指定した者 

（７） 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者

（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

（８） 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の

学力があると認めた者で、１８歳に達した者 

（９） 専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じて当該職業を担うための実践

的な能力を修得した者 

 

（編入学）  

第１０条 次の各号の一に該当する者で、本学への入学を志願するものがあるときは、欠員のある

場合において選考の上、相当年次に入学を許可することができる。 

（１） 大学を卒業した者（学校教育法第１０４条第４項に定める独立行政法人大学改革

支援・学位授与機構から学位を授与された者を含む。）又は大学に１年以上在学

し、所定の単位を修得した者 

（２） 短期大学を卒業した者 

（３） 高等専門学校を卒業した者 

（４） 専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した

者 

（５） 高等学校等の専攻科のうち、文部科学大臣が定める基準を満たすものを修了した

者 

（６） 専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じて当該職業を担うための実践
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的な能力を修得した者 

２．編入学後に在籍すべき期間は、卒業もしくは修了した前項各号に掲げる学校及び課程

における修業年限に相当する年数又は在籍していた年数のうち３年以内の期間を控除

した期間とする。 

３．編入学を許可された者（以下「編入生」という。）の在籍期間は、前項により控除され

た期間を合わせて８年を超えることができない。 

 

（入学定員及び収容定員） 

第１１条 本学の定員を次のとおりとする。 

 

学部 学科 入学定員 
編入学定員 
（2年次） 

収容定員 

工科学部 

情報工学科 120名 - 480名 

デジタルエンタテインメント学科 80 名 - 320名 

 収容定員計   800名 

別科 

学部 学科 修業年限 入学定員 収容定員 

工科学部 国家資格別科（１年制） １年 40 名 40 名 

 

２．欠員のある場合には、２年次、３年次に編入学を許可する場合がある。 

 

（入学時期） 

第１２条 本学の入学及び編入学の時期は、原則毎年４月とする。ただし、特別な場合は、他の月

での入学を認めることができる。 

 

（志望者の出願） 

第１３条 本学に入学を志願する者は、本学が別に定める選考料を添えて所定の期日までに入学

願書を提出しなければならない。 

２．選考料の納入等に関し、必要な事項は、別に定める。 

 

（合格者の決定） 

第１４条 入学志願者に対して、本学は別に定める選考を行い、教授会の意見を聴いた上で、学長

が合格者を決定する。 

２．入学志願者の選考方法については、別に定める。 
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（入学手続） 

第１５条 本学の入学手続は、次のとおりとする。 

（１） 選考の結果、学長が入学を許可した者で、本学に入学しようとする者は、許可

した日から指定日以内に、別表３に定める入学金を添えて必要な手続きを行う。 

（２） 納付された入学金は、返還しない。 

（３） 授業料その他規定費用に関しては、入学金納付後、指定日以内に納付する。 

 

（入学許可） 

第１６条 学長は、前条の規定により入学手続きを完了した者に対し、入学を許可する。 

 

 

第５章  休学、復学、再入学、転入学、転学科、留学、退学及び除籍等 

 

（休学）  

第１７条 学生が疫病その他やむを得ない事由によって３か月以上休学する場合は、休学願にそ

の事由を記して提出しなければならない。学生が未成年者の場合は保証人による連署

を要する。学長の許可により、当年度末まで休学することができる。 

２．休学期間は、連続２年までとし、通算して４年間を超えることができない。ただし、留

学等の事情による計画的な休学を希望する場合、あらかじめ学長の許可を得ることに

より本規定の期間を超えて休学を認める場合がある。 

３．休学期間中は、届出により、期首に限り復学することができる。 

４．休学期間は、第５条に規定する修業年限に算入しない。 

 

（復学） 

第１８条 前条の者が復学しようとする場合は、届け出て学長の許可を受けなければならない。 

２．復学を許可された者は、休学期間に応じて復学する学科の学費を免除する。 

 

（再入学）  

第１９条 退学者が再入学を願い出たときは、欠員のある場合に限り、学長がこれを許可すること

がある。 

２．第１０条第２項及び第３項の規定は、再入学を許可された者に準用する。 

 

（転入学）  

第２０条 他の大学に在籍している学生で、本学に転入学を志願する者があるときは、欠員のある

場合に限り、選考の上、転入学を許可することができる。 

２．第１０条第２項及び第３項の規定は、転入学を許可された者に準用する。 
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（転学科） 

第２１条 他の学科への転学科を志願する者は、定員に余裕のある場合に限り、選考の上これを許

可することがある。 

２．転学科した者の在学期間には、元の学科の在学期間の全部または一部を算入すること

ができる。 

（留学） 

第２２条 外国の大学等に留学を志願する者は、あらかじめ学長の許可を受けるものとする。 

２．前項の許可を得て留学した期間は、在学期間に通算することができる。 

（転学） 

第２３条 他の大学に転学しようとする者は、その事由を記し、学長の許可を受けなければならな

い。 

（退学） 

第２４条 退学しようとする者は、その事由を記し、学長の許可を受けなければならない。 

（除籍） 

第２５条 学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、学長は除籍することができる。 

（１） 本学が定めた指定日まで授業料等の納付を怠り督促しても納付しない者

（２） 第５条に定める在籍期間を超えた者

（３） 第１７条に定める休学期間を超えた者

（４） 学生が死亡した場合

第６章  授業科目、履修方法、試験及び成績の評価 

（授業科目） 

第２６条 授業科目は、基礎科目、職業専門科目、展開科目、総合科目とする。 

２．授業科目及び単位数は、別表１のとおりとする。 

３．授業科目の履修方法に関する事項は、別に定める。 

（履修方法） 

第２７条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用によ

り行うものとする。 

２．前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で
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行うことができる。 

３．臨地実務実習については、校舎及び附属施設以外の本学が指定する場所で行うことが

できる。 

 

（単位数の計算方法） 

第２８条 単位の計算方法は、次の各号のとおりとする。 

（１） １単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを

標準とする。 

（２） 講義および演習については１５～３０時間の授業をもって 1単位とする。 

（３） 実験、実習及び実技については、３０～４５時間の授業をもって１単位とする。 

（４） 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法

を併用して行う場合については、その組み合わせに応じ、前２号に規定する基準を

考慮して本学が定める時間の授業をもって１単位とする。 

（５） 卒業研究等の授業科目については、これらに必要な学修等を考慮して単位数を

定めることができる。 

 

（単位認定方法） 

第２９条 授業科目修了の単位認定は、所定の授業回数の８割以上の出席を前提とし、小テスト、

筆記試験、レポート課題、研究課題、制作物、実習評価の中から科目毎に適切な方法を

組み合わせることとする。 

 

（成績の評価） 

第３０条 授業科目の成績の評価は、秀、優、良、可、及び不可とし、秀、優、良及び可を合格と

する。 

 

（他大学等の授業科目の履修） 

第３１条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学において修得した授

業科目の単位を、６０単位を超えない範囲で本学において修得した単位と認めること

ができる。 

２．前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学で修得した授業科目の単位認定に際し

ても準用する。 

３．本条の実施に関して必要な事項は別に定める。 

 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第３２条 本学が教育上有益と認めるときは、専門職大学設置基準第２５条第１項に基づき文部

科学大臣が定める大学以外の教育施設等において、学生が行う学修を、本学における授

業科目の履修とみなし単位を与えることができる。 
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２．前項により与えることができる単位数は、前条により本学において履修したものとみ

なす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

３．本条の実施に関して必要な事項は別に定める。 

 

（既修得単位の認定） 

第３３条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に大学又は短期大学において履

修した授業科目について修得した単位及び前条第１項に規定する学修を本学における

授業科目の履修とみなし単位を与えることができる。 

２．学生が本学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職

業を担うための実践的な能力を修得している場合において、学長が教育上有益と認め

るときは、当該実践的な能力の修得を本学における授業科目の履修とみなし、３０単位

を超えない範囲で本学の定めるところにより単位を与えることができる。 

３．前２項により認定できる単位数は、編入学、転入学の場合を除き、第３１条及び第３２

条によりみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

４．本条の実施に関して必要な事項は別に定める。 

 

 

第７章  卒業及び学位授与 

（卒業要件） 

第３４条 本学に４年以上在学し、別表２に定める卒業要件を満たした者には、教授会の意見を聴

いた上で、学長が卒業を認定する。 

 

（卒業時期） 

第３５条 卒業時期は、４年以内で別表２の卒業要件を満たした者は４年の最終学期の最終日を

卒業日とし、そうでない者は卒業要件を満たした最終学期の最終日を卒業日とする。 

 

（学位）  

第３６条 本学を卒業した者には以下の学位を授与する。 

（１） 情報工学科：情報工学士（専門職） 

（２） デジタルエンタテインメント学科：デジタルエンタテインメント学士（専門職） 

２．学位及び学位の授与については、別に定める東京国際工科専門職大学学位規定による。 

 

 

第８章  賞罰 

（表彰）  

第３７条 学生として顕彰に値する行為があった者は、学長が教授会の意見を聴いた上で、表彰す

ることがある。 
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（懲戒）  

第３８条 学長は、本学の学則もしくは規定等に反し、または学生の本分に反する行為があった者

を懲戒に処することができる。 

２．前項の懲戒の種類は、戒告、停学及び退学とする。 

３．前項の退学は、次の各号の一に該当する場合に行うことがある。 

（１） 公序良俗に反した者 

（２） 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

（３） 成業の見込みがないと認められた者 

（４） 本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した者 

 

 

第９章  選考料、入学金及び授業料等 

（授業料等） 

第３９条 選考料、入学金及び授業料等の金額は、別表３のとおりとする。 

 

（授業料等の納付） 

第４０条 選考料、入学金及び授業料等は、別に定める期日までに納付しなければならない。 

 

（納付した授業料等の取扱い） 

第４１条 納付した選考料、入学金及び授業料等は返還しない。 

２．選考料、入学金及び授業料等の取扱いに関する事項は、別に定める。 

 

 

第１０章  履修証明プログラム 

（履修証明プログラム） 

第４２条 本学の教育研究上の資源を活かし、社会人等への学習機会を広く提供するため、学校教

育法第１０５条に規定する課程として履修証明プログラムを開設することができる。 

 

 

第１１章  公開講座等 

（公開講座等） 

第４３条 本学は、広く地域・社会に対し学習の機会を提供するとともに、一般市民の教養を高め

文化の向上に資するため、公開講座等を開設することができる。 

 

 

第１２章  教職員組織 



10 

 

（職員の種類） 

第４４条 学校教育法第９２条の定めに従い、本学に、学長、教授、准教授、専任講師、助教、助

手及び職員その他必要な教職員を置く。 

２．学長は、本学の校務をつかさどり、本学教職員を統督する。 

 

（副学長）  

第４５条 本学に、副学長を置くことができる。 

２．副学長は、学長の職務を助ける。 

 

（学部長）  

第４６条 学校教育法第９２条の定めに従い、本学の学部に、学部長を置くことができる。なお、

学部を構成する学科に学科長を置くことができる。 

２．学部長は、学部に関する事項を、学科長は学科に関する事項を統括する。 

 

（事務組織） 

第４７条 本学に事務組織として管理部を置く。 

 

 

第１３章  教授会等 

（教授会）  

第４８条 本学に教授会を置く。 

２．教授会に関する事項については、別に定める。 

 

（委員会）  

第４９条 本学に、大学運営に必要な専門委員会を置くことができる。 

２．委員会に関する事項については、別に定める。 

 

（大学評議会） 

第５０条 本学に、教学にかかわる全学的に重要な事項を審議することを目的とする大学評議会

を置く｡ 

２．大学評議会に関する事項については、別に定める。 

 

（教育課程連携協議会） 

第５１条 本学に、産業界および地域社会との連携による教育課程の開設・編成・実施に関する基

本的な事項やその実施状況の評価に関する事項を審議することを目的とする教育課程

連携協議会を置く｡ 

２．教育課程連携協議会に関する事項については、別に定める。 
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第１４章  附属施設及び附置組織 

（図書館）  

第５２条 本学に、図書館を置き、図書館長を置くことができる。 

２．図書館長は、図書館に関する事項を主管する。図書館に関する事項については、別に定

める。 

 

（附置組織・機関） 

第５３条 本学に、以下の全学的な附置組織・機関を置く。 

（１） アドミッション・センター 

（２） キャリア・サポートセンター 

（３） 地域連携センター 

 

２．附置組織・機関に関する事項については、別に定める。 

 

 

第１５章  雑則 

（施行の細目） 

第５４条 この学則に定めるものを除くほか、この学則の実施の手続きその他実施について必要

な細目は学長が別に定める。 

 

 

附 則 

この学則は、平成３２年４月１日から施行する。  

 



別表１　授業科目及び単位数　 （１）工科学部　情報工学科

授業科目の名称 配当年次 単位数 必修･選択 授業形態 備考

英語コミュニケーションⅠa 1前 2 必修 演習

英語コミュニケーションⅠb 1後 2 必修 演習

英語コミュニケーションⅡa 2前 2 必修 演習

英語コミュニケーションⅡb 2後 1 必修 演習

英語コミュニケーションⅢa 3前 2 必修 演習

英語コミュニケーションⅢb 3後 1 必修 演習

英語コミュニケーションⅣ 4前 1 必修 演習

コ
ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
ス
キ
ル

科
目

コミュニケーションツール 1後 1 必修 演習

倫
理

科
目 社会と倫理 3前 2 必修 講義

比較文化論 1前 2 必修 講義

感性をはかる 1前 2 必修 講義

コミュニケーションと記号論 1後 2 必修 講義

臨地実務実習Ⅰ 2通 5 必修 実習 臨地実務実習

臨地実務実習Ⅱ 3通 7.5 必修 実習 臨地実務実習

臨地実務実習Ⅲ 4通 7.5 必修 実習 臨地実務実習

ソリューション開発Ⅰ 3後 2 必修 実習

ソリューション開発Ⅱ 4前 4 必修 実習

人工知能システム開発Ⅰ 2前 2 選択 実習

メディア情報処理実習 2後 1 選択 実習

人工知能システム開発Ⅱ 3前 3 選択 実習

人工知能応用 3後 2 選択 実習

IoTシステム開発Ⅰ 2前 3 選択 実習

IoTシステム開発Ⅱ 3前 3 選択 実習

IoTサービスデザイン 3後 2 選択 実習

組込みシステム制御実習 2前 3 選択 実習

自動制御機械開発実習 3前 3 選択 実習

産業用ロボット実習 3後 2 選択 実習

情報工学概論 1前 2 必修 講義

デザインエンジニアリング概論 1前 3 必修 演習 ※講義

Ｃ言語基礎 1前 3 必修 演習 ※講義

エレクトロニクス工学 1前 3 必修 演習 ※講義

コンピュータシステム 1前 2 必修 講義

情報数学 1後 2 必修 講義

線形代数 1後 2 必修 講義

解析学 1後 2 必修 講義

組込C,C++言語 1後 3 必修 演習 ※講義

回路・プリント基板設計 1後 3 必修 演習 ※講義

確率統計論 2前 2 必修 講義

プログラミング概論 2前 1.5 必修 演習 ※講義

データベース基礎と応用 2前 2 必修 講義

技術英語 3前 2 必修 講義

ソフトウェアシステム開発 3前 2 必修 演習

情報セキュリティ応用 3前 2 必修 講義

講
義
・
演
習
科
目

職
業
専
門
科
目

実
習
科
目

実
習
科
目
A
群

実
習
科
目
B
群

実
習
科
目
C
群

科目区分

基
礎
科
目

グ
ロ
ー

バ
ル
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
科
目

基
盤
科
目
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別表１　授業科目及び単位数　 （１）工科学部　情報工学科

授業科目の名称 配当年次 単位数 必修･選択 授業形態 備考科目区分

人工知能基礎 2前 1.5 選択 演習 ※講義

自然言語処理 2前 1.5 選択 演習 ※講義

人工知能数学 2前 1.5 選択 演習 ※講義

機械学習 2後 2 選択 演習

深層学習 3前 2 選択 演習

画像・音声認識 3前 2 選択 演習

デバイス・ネットワーク 2後 1.5 選択 演習 ※講義

IoTデバイスプログラミングⅠ 2後 1 選択 演習

IoTデバイスプログラミングⅡ 2後 1 選択 演習

サーバ・ネットワーク 3前 1.5 選択 演習 ※講義

IoTデバイスプログラミングⅢ 3前 2 選択 演習

力学 1後 2 選択 講義

材料力学・材料工学 2後 2 選択 講義

機械設計 2後 2 選択 演習

ロボット機構 3前 2 選択 演習

ロボット制御 3前 2 選択 演習

Pythonプログラミング 1後 1.5 選択 演習 ※講義

データ解析 3前 1.5 選択 演習 ※講義

制御工学基礎 2前 2 選択 講義

センサ・アクチュエータ 2前 2 選択 講義

企画・発想法 1前 1.5 必修 演習 ※講義

プロジェクトマネジメント 1後 2 必修 講義

地域共創デザイン実習 2通 6 必修 実習

チームワークとリーダーシップ 2後 1.5 必修 演習 ※講義

知的財産権論 3前 2 必修 講義

グローバル市場化戦略 3後 2 必修 講義

企業経営論 3後 2 必修 講義

持続可能な社会 4前 2 必修 講義

ベンチャー起業経営 4前 1.5 必修 演習 ※講義

卒業研究制作 4通 4 必修 演習総合科目

職
業
専
門
科
目

講
義
・
演
習
科
目
A
群

講
義
・
演
習
科
目
B
群

講
義
・
演
習
科
目
C
群

講

義

・

演

習

科

目

B

・

C
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共

通

講

義

・

演

習

科

目

A

・
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共

通

展
開
科
目
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別表１　授業科目及び単位数　 （２）工科学部　デジタルエンタテインメント学科

授業科目の名称 配当年次 単位数 必修･選択 授業形態 備考

英語コミュニケーションⅠa 1前 2 必修 演習

英語コミュニケーションⅠb 1後 2 必修 演習

英語コミュニケーションⅡa 2前 2 必修 演習

英語コミュニケーションⅡb 2後 1 必修 演習

英語コミュニケーションⅢa 3前 2 必修 演習

英語コミュニケーションⅢb 3後 1 必修 演習

英語コミュニケーションⅣ 4前 1 必修 演習

コ
ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
ス
キ
ル

科
目

コミュニケーションツール 1後 1 必修 演習

倫
理

科
目 社会と倫理 3前 2 必修 講義

比較文化論 1前 2 必修 講義

感性をはかる 1前 2 必修 講義

コミュニケーションと記号論 1後 2 必修 講義

臨地実務実習Ⅰ 2通 5 必修 実習 臨地実務実習

臨地実務実習Ⅱ 3通 7.5 必修 実習 臨地実務実習

臨地実務実習Ⅲ 4通 7.5 必修 実習 臨地実務実習

デジタルコンテンツ制作応用 3通 6 必修 実習

デジタルコンテンツ総合実習 4前 3 必修 実習

ゲーム制作技術総合実習Ⅰ 2前 3 選択 実習

ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 2後 2 選択 実習

ＣＧアニメーション総合実習Ⅰ 2前 3 選択 実習

ＣＧアニメーション総合実習Ⅱ 2後 2 選択 実習

コンテンツデザイン概論 1前 2 必修 講義

コンピュータグラフィックスⅠ 1前 2 必修 講義

電子情報工学概論 1前 2 必修 講義

ゲーム構成論Ⅰ 1前 2 必修 講義

ゲームプログラム構成基礎Ⅰ 1前 3 必修 演習 ※講義

デジタル造形Ⅰ 1前 3 必修 演習 ※講義

ＣＧデザイン基礎 1前 1.5 必修 演習 ※講義

線形代数 1後 2 必修 講義

解析学 1後 2 必修 講義

コンピュータグラフィックスⅡ 1後 2 必修 講義

プログラミング言語基礎 1後 1.5 必修 演習 ※講義

デジタル造形Ⅱ 1後 3 必修 演習 ※講義

統計論 2前 2 必修 講義

ゲームアルゴリズム 2前 2 必修 講義

コンテンツ制作マネジメント 2前 2 必修 講義

映像論 2前 2 必修 講義

技術英語 3前 2 必修 講義

ゲームAIⅠ 3前 1.5 必修 演習 ※講義

エンタテインメント設計 3前 1.5 必修 演習 ※講義

科目区分

基
礎
科
目

グ
ロ
ー

バ
ル
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
科
目

基
盤
科
目

職
業
専
門
科
目

講
義
・
演
習
科
目

実
習
科
目

実
習
科
目

B
群

実
習
科
目

A
群
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別表１　授業科目及び単位数　 （２）工科学部　デジタルエンタテインメント学科

授業科目の名称 配当年次 単位数 必修･選択 授業形態 備考科目区分

ゲームプログラム構成基礎Ⅱ 1後 1.5 選択 演習 ※講義

ゲーム構成論Ⅱ 1後 1.5 選択 演習 ※講義

ゲームプログラム構成基礎Ⅲ 2前 3 選択 演習 ※講義

ゲームプログラミングⅠ 2後 1.5 選択 演習 ※講義

ゲームデザイン実践演習 2後 1 選択 演習

ゲームプログラミングⅡ 3前 1.5 選択 演習 ※講義

ゲームプログラミングⅢ 3後 1 選択 演習

ゲームAIⅡ 3後 3 選択 演習 ※講義

デジタル映像表現技法基礎 1後 1.5 選択 演習 ※講義

デジタル映像表現技法応用 2前 3 選択 演習 ※講義

デジタルキャラクタ実践演習 2後 3 選択 演習 ※講義

ＣＧアニメーション総合演習 3後 1 選択 演習

インターフェースデザイン 3前 1 選択 演習

ゲームハード概論 3前 1.5 選択 演習 ※講義

企画・発想法 1前 1.5 必修 演習 ※講義

プロジェクトマネジメント 1後 2 必修 講義

地域共創デザイン実習 2通 6 必修 実習

チームワークとリーダーシップ 2後 1.5 必修 演習 ※講義

知的財産権論 3前 2 必修 講義

グローバル市場化戦略 3後 2 必修 講義

企業経営論 3後 2 必修 講義

持続可能な社会 4前 2 必修 講義

ベンチャー起業経営 4前 1.5 必修 演習 ※講義

卒業研究制作 4通 4 必修 演習

展
開
科
目

総合科目

職
業
専
門
科
目

講
義
・
演
習
科
目
A
群

講
義
・
演
習
科

目
B
群

講

義

・

演

習

科

目

A

・

B

群

共

通
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別表２　卒業要件

工科学部　

（１）情報工学科

必修・選択 履修要領

グローバルコミュニ
ケーション科目

必修 11単位

コミュニケーション
スキル科目

必修 1単位

倫理科目 必修 2単位

基盤科目 必修 6単位

必修 26単位

選択必修 8単位以上（A～C群の内、1つを選択）

必修 36.5単位

選択必修 9単位以上（A～C群の内、1つを選択）

必修 20.5単位

必修 4単位

※本学は単位制を採用し、124単位以上を修得することを卒業要件とする。

（２）デジタルエンタテインメント学科

必修・選択 履修要領

グローバルコミュニ
ケーション科目

必修 11単位

コミュニケーション
スキル科目

必修 1単位

倫理科目 必修 2単位

基盤科目 必修 6単位

必修 29単位

選択必修 5単位以上（A, B群の内、1つを選択）

必修 39単位

選択必修 6.5単位以上（A, B群の内、1つを選択）

必修 20.5単位

必修 4単位

※本学は単位制を採用し、124単位以上を修得することを卒業要件とする。

※実習の選択必修科目で選択した科目群と、講義・演習科目で選択した科目群は同一でなくてはならない。

※実習の選択必修科目で選択した科目群と、講義・演習科目で選択した科目群は同一でなくてはならない。

※A, B群それぞれに、必ず単位を取得すべき科目として「コースコア科目」を設定する。コースコア科目に
ついては、履修要項などで別途定める。コースコア科目が未履修の場合、卒業要件を満たさない。

※A～C群それぞれに、必ず単位を取得すべき科目として「コースコア科目」を設定する。コースコア科目に
ついては、履修要項などで別途定める。コースコア科目が未履修の場合、卒業要件を満たさない。

総合科目

科目区分

基礎科目

職業専門科目

講義・演習科目

展開科目

実習科目

総合科目

科目区分

基礎科目

職業専門科目

実習科目

講義・演習科目

展開科目

16



別表３　授業料等

工科学部　

（１）情報工学科
選考料 30,000円

入学金 300,000円

授業料 1年目 1,440,000円

2年目 1,500,000円

3年目 1,560,000円

倫理科目 4年目 1,620,000円

（２）デジタルエンタテインメント学科
選考料 30,000円

入学金 300,000円

授業料 1年目 1,480,000円

2年目 1,540,000円

3年目 1,600,000円

4年目 1,660,000円

（３）国家資格別科（１年制）

選考料 30,000円

入学金 50,000円

授業料 930,000円

大阪工科学部　国家資格別科（１年制）

選考料

入学金

授業料
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  東京国際工科専門職大学 教授会規定（案）  

 

(目的) 

第 １ 条 本規定は、学校教育法第９３条、および東京国際工科専門職大学(以下「本学」)学則

第１３章第４８条に基づき、本学に設置する教授会の組織及び運営等について定め、

本学における教育研究の内容を向上させることを目的とする。 

 

（構成） 

第 ２ 条 教授会は、次の各号に定める教職員により構成される。 

（１） 教授 

（２） 学長に任命された教職員 

２． 議長は、学長または学長が任命する教授が担当し、議長が教授会を招集する。議長

が止むを得ない事情で教授会に出席できない場合には、学長の指名した者が議長の

職務を代行する。 

 

（開催） 

第 ３ 条 教授会は、定例会議及び臨時会議とする。 

２． 定例会議は、原則月に１回開催する。 

３． 臨時会議は、学長が必要と認めるとき、または、教授会員の３分の１以上の要求が

あったときに開催する。 

 

（役割） 

第 ４ 条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり審議のうえ意見を述

べる。 

（１）学生の入学、卒業及び課程の修了 

（２）学位の授与 

（３）学生の表彰 

（４）前三号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を

聴くことが必要なものとして学長が定めるもの 

２． 前項各号のほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、学長の

求めに応じ、意見を述べる。 

 

 

 

 



２ 

 

（定足数及び議決数） 

第 ５ 条 教授会の定足数は、構成員の過半数とし、議事は、議長を含む出席者の過半数でこれ

を決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 

２． 前項の定足数からは、休職中の者、その他長期にわたり出席できないものを除く。 

３． 前項の定足数には、委任状も含むものとする。 

４． 議長は、教授会構成員に直接利害のある事項について審議するときは、当該構成員の

退席を求めることができる。 

 

（委員会） 

第 ６ 条 教授会は、教授会に属する教職員のうち一部の者をもって構成される専門委員会を設

ける。 

２． 前項の委員会についての規則は別途定める。 

 

（非構成員の出席） 

第 ７ 条 議長は、必要があるときには、教職員を陪席させ、又は構成員以外の者を出席させて

意見を求めることができる。 

 

（守秘義務） 

第 ８ 条 学生の個人情報に関する事項及び人事に関する事項の審議内容については、秘密を漏

らしてはならない。 

 

付 則         

 

この規定は、平成３２年４月１日より施行する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

設置の趣旨等を記載した書類 

東京国際工科専門職大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人日本教育財団 
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1. 設置の趣旨及び必要性 

1.1 専門職大学設置の理由 

 専門職大学の設立の趣旨 

東京国際工科専門職大学（以下、本学）は工科分野において、日本の首都東京で国際性

を理解し、社会の発展と調和を目指した教育・研究・実践活動を行い、真のイノベーショ

ンの実現者となるような人材を養成する。これらのイノベーションは、卓越した機能によ

る技術的価値と、優れた芸術的表現による文化的価値とを兼ね備えた革新的な人工物の創

造を通じて行われる。ここで人工物とはハードウェア製品、ソフトウェア・システム、

サービス、コンテンツなどを含み、創造はマーケティング、デザイン、設計、インテグ

レーション、開発、生産などを含む人工物創造に必要な一切の過程を包含するものとす

る。 

このようなイノベーションを担う人材をここでは“Designer in Society（社会とともに

あるデザイナー）”と呼ぶが、“Designer”とは上述の創造過程すべてに関わる人材であっ

て、近年注目されている「デザイン思考 (design thinking)」1, 2を実践できる人である。

また“in Society”とは、例えば製品、ソフトウェアやコンテンツが社会で使われた結果、経

済効果を生み出す一方で自然環境や人間に様々な影響を及ぼすなど、社会の中であるいは

社会との関わりを必然的に持つが、そのことを明示的に理解している人を意味している。 

この養成には、専門職大学の特徴を生かし、職能教育と科学的な教育とを重要な教育要

素とし、これらを効果的に複合することが肝要である。なぜなら、“Designer in Society

（社会とともにあるデザイナー）”は主体的に問題を発見し論理的に問題を分析し、実践

的に問題を解決する、そして未解決の問題に貪欲な興味を持つ行動者だからである。そこ

で、この教育過程の実践を通し、学問（アカデミック）と実践（プラクティカル）の能力

を融合させる新たな大学教育を目指す本学を設置し、そこに 1 つの学部（工科学部）と 2

つの学科（情報工学科、デジタルエンタテインメント学科）を配す。（情報工学科には AI

戦略コース、IoT システムコース、ロボット開発コースの 3 履修モデルを、デジタルエン

タテインメント学科にはゲームプロデュースコース、CG アニメーションコースの 2 履修

モデルを設置する。なお AI は Artificial Intelligence、人工知能であり、IoT は Internet 

of Things のことでありモノのインターネットと訳される。CG は Computer Graphics の

略である）。ここでは、学校法人日本教育財団（以下、本法人）が培ってきた専修学校教

育とプロトタイプ制作等の実践教育を出発点にし、職業専門領域ならびにデザイン・創造

に関する科学的知見を教授する教育を行う。これによって、自律的に思索し「デザイン思

考」を実践する専門職人材を養成する。 

                                                   
1 Rowe, P. (1987). Design thinking. Cambridge MA: MIT Press. 
2 Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review, 86(6), pp. 84-92. 
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 本学の職業専門領域はソフトウェア領域であるが、その応用領域は当然のことながら

Society 5.0 に見られるように社会の全ての領域であり、「領域×IT」の融合によってデー

タ駆動型の新たな価値創造イノベーションを目指すものである3。ここで「データ駆動型

の価値創造」（data driven value generation）とは、製品やサービスを販売すること

で利益を得るだけでなく、その販売事象が消費者の属性や行動に関するデータと関連

付けられ、そのデータが新たな価値を生むようなメカニズムのことであり、例えば

Google などのインターネット企業に見られるビジネスモデルである4。 

これは、サイバーフィジカルシステム（CPS）や Industry 4.0 などの IoT 技法を用いて

膨大なセンサー群から大量の情報を収集し、データアナリティックスや人工知能などの手

法によって様々な制御を与えるソフトウェア・インテンシブな人工物の在り方とも軌を一

にしている。またロボットや自律運転自動車などに限定されず、従来、このようなアプ

ローチからは程遠いと思われていた構造物や都市などでも、例えばインテリジェントビ

ル、スマートシティとして応用範囲は急速に拡大している。一方で娯楽分野においても、

その制作は映像コンテンツやコンピュータゲームなどソフトウェアが中心になって久し

く、ソフトウェア・インテンシブ・エンタテインメントと呼ぶに相応しい。すなわち、本

学の教育研究領域は IT 技術固有の研究なのではなく、あらゆる「（応用）領域×IT」で行

われ、例えば情報工学科では AI 技術を応用した画像認識による物流ハンドリングを研究

し、デジタルエンタテインメント学科では 5G 技術を応用した新たなロールプレイゲーム

を開発するであろう。 

つまり、人工物の価値はハードウェアや物質ではなく、このようにソフトウェアそのも

の、ソフトウェア・インテンシブな人工物やエンタテインメント、サービスに重心が移動

している。従って現代におけるイノベーションにおいては、情報技術を駆使したソフト

ウェアそのものの機能的なイノベーション、ソフトウェアの斬新な応用におけるイノベー

ション、あるいはソフトウェア出力の画期的な情報によるイノベーションが占める割合が

非常に大きくなっている。すなわち、本学が目指す “Designer in Society（社会とともに

あるデザイナー）”は、「デザイン思考を実践できる情報技術者」なのであり、情報技

術、特にソフトウェア技術の応用に着目するのである。 

「デザイン思考」とは、通常の科学的な思考方法と工学的な設計あるいはアートとして

のデザインにおける思考方法が異なることに着目し、領域を問わず適用可能な一般的な思

考方法論として定式化されたものであり、その適用範囲は必ずしも人工物設計やインダス

トリアル・デザインに限定されない。先駆的な教育研究機関としてはスタンフォード大学

の D.School が有名であるが、近年我が国の大学においても、多くの分野に適用可能な考

                                                   
3 データ利活用推進のための環境整備を求める ~Society5.0 の実現に向けて~、日本経済

団体連合会（2016） 
4 我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（データ駆動型イノベーション創出に

関する調査事業）調査研究報告書、（株）構造計画研究所（平成 27年） 
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え方であることから、デザイン思考を謳った学科、専攻が見受けられるようになってきた

（例えば慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究科、慶應義塾大学メディアデ

ザイン研究科、千葉工業大学創造工学部デザイン科学科、京都大学デザインスクールな

ど）。 

デザイン思考のエッセンスは、課題の本質（ゴール）を精査し真に求められているもの

を明らかにし、それに対する解決策を数多く考案（発散過程）し、そしてそれらをプロト

タイプなどをインプリメントすることを通じて評価し、最終解を選択（収束過程）すると

いうプロセスを繰り返していくところにある。科学的な思考プロセスと異なるのは、解そ

のものを求めるプロセスよりも、より良い全体的なゴールに到達する解決策を求めること

にあり、時には相互に相反するような条件を全て満たすことも求められる。例えば、ある

機械の設計問題として考えていたのに、機械的な方法でなくソフトウェアでより良い結果

が出せる方法があるのであれば、それは従来の思考様式からは大きく異なる設計解である

が、機械技術者だけの世界では恐らくなかなか出てこない解であろう。またプロトタイプ

の構築を積極的に実践することが求められているが、これは本学が目的の一つとする実践

力教育との親和性は高い。 

したがって、本法人はソフトウェア技術の応用領域におけるイノベーションを目指し、

デザイン思考が実践できる情報技術者、“Designer in Society（社会とともにあるデザイ

ナー）”の養成を目的として本学を提案するものである。 

 

 

 専門職大学の設立の必要性 

技術革新の進展は新たな財やサービスを創出し生活圏に豊かさや手軽さを送り届けてく

れる。しかし、それは単に利便性改善の枠におさまらず、超高齢社会と向き合う我が国にお

いて喫緊の課題である生産性向上をはじめとする様々なイノベーションを誘発する起爆剤

としても期待されている。社会では、「イノベーション」の必要性が至る所で喚起されるが、

製品化や社会実装という現実創出のために知識を利用する構成的思考、すなわち「デザイン

思考」を実践可能な人材の教育はまだまだ不十分であるのが現実である。これからますます

複雑化する社会に対し確かな「イノベーション」を産み出していくためには、この核たる「デ

ザイン思考」を身につけた人材の教育・訓練がまずもって必要であるが、既存の高等教育機

関では科学的な知識の応用である分析やモデル化、あるいは科学的な知識の発見そのもの

を中心に据え、そこに主眼を置いた教育はなされていない。 

このことは例えば情報技術の教育においても見受けられる。IT 人材不足が喧伝されて久

しいが、2015 年には約 17 万人の不足が 2030 年には中位シナリオで約 59 万人不足すると

予測されている5。しかし人材の質的な面に向けると、IT 企業の受注する案件の多くは定型

システム開発、メンテナンスを受注するような課題解決型 IT 案件と、新たな製品開発、応

                                                   
5 IT 人材の最新動向と将来推計に関する調査結果、経済産業省（平成 28 年） 
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用開発を行う価値創造型案件とに分けられ、両者を比較すると後者の伸びが著しく、また後

者で必要な人材には業務を確実にこなすよりは、自発的に高い技術力で問題を探索しなが

ら解をデザインしていく能力が求められている。このような人材の教育こそが、我々が目的

とする“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”に求められている教育でも

ある6。また、ビッグデータ、AI、IoT あるいはロボットなどの今後の飛躍的な発展が期待

される領域における先端 IT 人材に限れば、今後、質、量ともに大幅に増加すると見られ、

2016 年に約 15,000 人の不足が 2020 年ですでに約 48,000 人の不足となると予測されてい

る 5。例えば、2015 年から 2025 年の間にロボット（産業用、清掃、介護、業務支援、コミュ

ニケーションの 5 種）は、世界全体で見ると年率 36.6％の市場規模の拡大が見込まれ、人

工知能では年率 41％の成長が見込まれているが7、このような市場の急激な成長は反面、人

材の顕著な不足を意味する。しかし、先端 IT 人材とは 

1. ビッグデータの分析・活用を担う人材 

2. IoT を活用した新たなビジネス創出を主導するプロデューサーとしての役割を果た

す人材 

3. 組込みソフトウェアからネットワーク、アプリケーションに携わる人材 

4. 機器やデバイスからネットワークを経由し、データ処理までを考慮した広範なアー

キテクチャを設計できるシステムアーキテクト 

5. 広範な知識やスキルを持ち、スピーディにシステムを構築できる“フルスタック人

材” 

と説明されている 6。したがって先端 IT 人材の不足とは単に数合わせの問題ではなく、と

りわけ「技術・サービスに関する十分な知識を持った人材」、「その技術・サービスを用いた

製品やサービスを具体化できる人材」の不足であると予想されている 7。すなわち、例えば

ロボット技術そのものあるいはロボットの応用技術の開発に致命的な影響が出ることが予

想されている。 

また、本学が対象とするもう一つのコンピュータ・ゲームや CG といった分野でも、IT

業界の部分集合として全体的基調は人手不足である。これに加えて、調査8によれば 2010 年

から 2017 年の 7 年間で売上高はほぼ倍増したにも関わらず、オンラインプラットフォーム

ゲームの約 5 倍の成長が大部分で家庭用ソフト及びハードウェアの売上はむしろ減少した。

そのような状況でゲームタイトル 1 本当たりの販売数は横並びもしくは減少しており、こ

れは開発に必要な人員は増加、すなわち人手不足を意味している。 

これらの事実は本法人の経験にも裏打ちされる。本法人の経営するHAL東京の例で 2018

年度卒業生（HAL にはグラフィックデザイン学科、アニメ・イラスト学科、カーデザイン

学科、ミュージック学科などが設置されているので、分野的には必ずしも卒業学科は本学と

                                                   
6 IT 人材白書 2018、情報処理推進機構（IPA）（2018） 
7 「IT 産業」と「企業が求める IT 人材」、（社）電子情報技術産業協会（2017） 
8 ファミ通ゲーム白書 2018、株式会社 Gz ブレイン（2018） 
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対応はしない）の就職状況は次のようになっている。全卒業生 776 名中、98 名がアーティ

スト系（CG アーティスト、アニメーターなど）に、116 名がデザイン系（ゲームデザイナー、

Web デザイナー、サウンドデザイナーなど）、351 名がエンジニア系（技術職、システムエ

ンジニア、必ずしも情報系に限定しないエンジニア一般など）、143 名がプログラマー系、

その他職種 68 名である。すなわち、全体の 9 割の職種がいずれもデザイン、設計といった

価値創造を担う職種であり、広義の“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”

に対応すると言って良い。またそのうちの相当部分がエンジニア、プログラマーなどの情報

技術関連職ないしは CG アーティストなどのデジタル・コンテンツ系の職業であるが、その

ような職種の求人が本法人とコンタクトのある企業からの期待なのであり、現状でも人手

不足が報告されている。 

しかし、このような人材不足が伝統的大学の卒業生によって充足できるかと考えると、い

くつかの点で疑問を呈さざるを得ない。彼らは学問の専門に依拠する教育組織の中で教育

を受けて卒業する。卒業後は、企業等において、それまでに学んだ専門領域に対応する部署

に配属され、実業に必要な知識を企業内の作業を通じて身につけてゆく。これが「大学で基

礎をしっかり身につければ、実践の能力は企業で育てる」と言われてきた我が国の専門家養

成の基本的様式である。しかし、近年、このような日本型人事システムの崩壊によって、卒

業生には高い即戦力的実践力が求められるようになった。また、技術の急激な進化と変化は

大学で学んだ専門を守りながら特定企業内で定年まで働くことを許さなくなっている。す

なわち、卒業生は生涯、専門分野において学修を継続し、常に自己の向上を求めるマインド

が求められる。場合によっては単に専門分野の新しい技術を学ぶだけでなく、新たな分野に

チャレンジすることも求められよう。これらの自己啓発・向上心の涵養は本学における教育

の大きな目標の一つとなる。 

すなわち、人事構造の硬直化を回避し、その結果生起した日本の製造業の国際競争力低下

を回復するためには、伝統的な専門教育の強化だけでは不十分であり、実践力や生涯学習へ

の希求を重視する専門職教育を主眼とする新しい型の大学の設置が不可欠なのである。 

しかし、このことは直ちに旧来の専門学校型教育のそのままの形での強化を意味しない。

専門学校の多くは、特に技術・スキル分野では実戦力、即戦力を重視した教育を行っている。

それゆえ、企業からは実戦力として歓迎され、卒業生も実社会で極めて早いうちから高い評

価を受けている。しかし、一方で実戦力を重視するあまり、最新技術の学修、スキルの獲得

に重点が置かれ、基礎理論の比重は小さく、応用展開可能性に欠けると評されることもある。 

そこで、本法人は今回制定された専門職大学の制度のもとに、新しい大学を設置する。

この大学の最大課題は、今後数十年にわたる社会の専門職の在り方を議論し新しい専門職

像を確立することである。それは我が国の将来において、制度、社会、産業、国際協力、

そして人々の生活などあらゆる側面への寄与を目指して働く専門職であり、教職員は学生

とその思想の共有を図りながら教育に従事する。現実的には次のような原則があげられ

る。 
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1. 学科の構成は学問領域に対応するのではなく、社会の需要領域に対応するものとす

る。学生は社会から大学への期待を実感することによって、需要領域を理解する。 

2. 伝統的専門分野にとらわれず、社会に有益なものを創出することを動機として持

ち、それを実現する専門職になるために学修することを動機として持つ者を入学さ

せる。 

3. 学修は動機の実現を軸とする。実現は数多くのプロトタイプ制作を行うこととし、

それに必要な基礎知識を身につけた結果が専門職としての資格を得るよう教育課程

を配置する。 

4. 卒業は、特定企業への就職を目的とするのでなく、身につけた専門職能力を社会の

ために発揮することができる場の選択の機会であるとする。また、その専門職能力

は不断の努力によって向上させることを期待する。 

5. 企業等の採用側には卒業の意味を理解してもらい、学生が大学から企業へと連続的

移動が可能な環境を設定するべく、大学との日常的な交流を求める。 

 

以上の原則を実現するために、入学時の動機として社会貢献の希望を持つものも歓迎す

るアドミッション・ポリシー、プロトタイプ制作・実現を多くの演習・実習科目において

ゴールとする、と言った施策を実施する。また、本学と企業が一体となって新しい人材を

我が国で育てるために企業と大学の綿密な連絡、協力を可能にする教育課程連携協議会を

強力に推進する体制を作る。 

  

 

 社会に必要とされる専門職人材の領域について 

本学の職業専門科目は工科（technology）と呼ばれる分野であり、さらにその中でも情

報技術と呼ばれる分野である。情報技術はほぼ全産業に応用され、日本標準産業分類の大

分類で言えば、鉱業、建設業、製造業、情報通信産業、運輸業、サービス業など、科学技

術によって高度化、高能率化を図る産業は全て含まれると言ってよい。Society 5.0 ではこ

れを「領域×IT」と表現したのである。 

だが、従来、産業に貢献する科学技術知識は工学（engineering）と呼ばれ相互不可侵と

言われる伝統的な体系的分類が定められており、教育がその分類ごとに行われて機械工学

を学べば領域知識に精通した機械技術者という専門家になり、機械工学が必要な企業の人

材となりしたがって就職の対象となる企業が限定される。しかし、専門職大学での教育は

このように分類された工学の専門家の養成ではなく、広義の現場において、あるテクノロ

ジー分野の知識を駆使して企業目的を達成する専門職の養成を目的とする。したがって、

時代に応じて変遷する企業のニーズに自由に応える人材である。この人材は、伝統的な工

学を身につけた人材と全く異なるが、それは両者の知識を比較すれば直ちに理解すること

ができる。このことは次のように示される。 
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伝統的教育において、例えば機械工学を学ぶのであれば、在学中に基本的な知識を身に

つける学修を終えることが可能なように学修課程が組まれている。しかし、専門職が社会

の期待に応えるデザイナーだとすると、期待は一般に多くの分野の知識を背景として持っ

ているから、例えば技術分野においても機械、電気、材料、制御、計算機など、あらゆる

領域を学修しなければならない。これは従来の教育課程を考えれば想像を絶する長い時間

を必要とするから不可能である。しかし、デザイナーの知識とは伝統的領域の単なる足し

算ではない。領域は、それぞれ他とは違う固有の機能に関する知識を含む。例えば機械の

知識は構造に、電気は信号に、材料は素子機能に関する記述である。デザイナーはこれら

の機能を総合して社会的期待に応えるソリューションを作り上げる能力が求められる。し

たがってデザイナーは各領域での機能に関する知識を用いてソリューションを創造するの

であるが、それはしかし同時に各領域知識を統合する操作を必要としている。これこそが

デザイン思考において「問題を解決する解候補をできるだけ多く考案する」ための前提で

ある。しかし、デザイナーは全ての領域知識に精通できない以上、デザインが領域内の細

部に及ぶ時点では領域専門家の協力を得ることが必要となる。幸い、現在は伝統的領域知

識が大幅に計算機による自動システムとして領域専門家によって提供されており、多くの

場合、デザイナーはそれらを利用する能力を持っていればよい。 

このことは教育に関する示唆に富む。例えば、工学の専門家は比較的狭い固有専門領域

における知識の習得と応用、その領域の設計ツール、また同じ領域の専門家間のコミュニ

ケーションができれば良い。しかし“Designer in Society（社会とともにあるデザイ

ナー）”を目指す本学では、固有専門領域（この場合、情報技術）だけではなく、例えば

物流システムのロボット自動化なのであれば対象領域技術として物流システムやそれが扱

う物体の知識を必要とするであろうし、ロボットの導入と作業の安全規則、さらには雇用

との関連など、法務やビジネス労務などの関連も熟知している必要に迫られる。このよう

な領域横断的な知識の統合が可能な人材の養成を目指さねばならない。すなわち、同じロ

ボット工学の専門家であっても、大学での教育の場合には、ロボット工学の専門家として

探求し技術を極める能力の涵養が重要になり、そして例えば凡そ考えつく限りの形状の物

体をハンドリングできるようなロボットハンドの開発が研究対象となるであろう。これに

対して、専門職大学では一定の深さの専門知識に加え、どのような応用分野（対象領域）

であっても情報技術と対象領域技術の知識の統合によるソリューションの開発に対応可能

な人材の養成を目的とするのであり、ロボットのハンドの改良では扱えない物体が存在す

るのであれば、パレット化などの手法でロボットでも扱えるようにする、まさに「デザイ

ン思考」による発想が求められるのである。 
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1.2 教育上の目的 

 養成する人材像 

本学の教育上の目的は、伝統的な意味での学問領域の専門家になることを目標とするの

ではなく、デザイン思考を駆使しながら専門固有領域の技術を対象領域に応用することが

可能な Designer in Society、「デザイン思考を実践できる情報技術者」を育てることであ

る。ここで専門固有領域は、情報工学（AI、 IoT、ロボット）とデジタルエンタテイメン

ト（コンピュータゲーム、コンピュータグラフィックス）であり、したがって人間の知的

基盤である論理的思考能力と芸術的感性の涵養を図る必要性がある。また対象領域とは例

えば IoT であれば生産現場における生産システムであり、CG であればデジタルで作成さ

れたテレビコマーシャルである。 

前節のロボットの例で比較したように、科学的な興味に導かれて分析を深化させ現象の

よりよい理解を求めることで課題を解決するアプローチと、デザインを実践し課題に対す

るソリューションを提供するアプローチでは、単にアプローチが異なる以上の差異が存在

する。それはこの両者では解いている問題がそもそも異なるのであって、前者では極めて

限定された範囲での深い厳密な解が期待できる問題であり、後者ではそもそも解の存在す

ら保障されていない。しかし、仮に解が得られるのであれば、豊かで安全に生活する場と

して必要な、制度、社会基盤、装置、サービスや、またそれらをつなぐシステムに調和す

るものであることが大前提となる。例えば、現代の我々は新しい製品を開発するといった

とき、その製品が単に新しいものであるだけでなく、企業にとってのビジネスケースが成

立していること、使用者や第 3 者に対するあらゆる危険性がなく、環境・エネルギー・資

源などの持続可能性を脅かさないなど、極めて多数の条件をリーズナブルな範囲で満足し

ていることはほぼ自動的に期待する。またその期待のハードルは年を追うごとに高くなっ

ている。 

したがって“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”は、ビジネスとして

の要求を充足しようとし、生産の仕組みを作る、快適な作業環境を作る、医療サービスを

作る、娯楽のサービスを作る、服飾のサービスを作るなど、全て人間に関する深い洞察に

基づくデザインを行う。その時、例えば平成 27 年の国連で決議された「持続可能な開発

のためのアジェンダ 2030（Sustainable Development Goals, SDGs）（資料 1）」等に視準

を合わせ、環境の保全、経済の開発、社会の発展と調和を踏まえ未来を視野においた実践

活動となることが重要である。これは、究極的には人口増、資源枯渇、気候変動などグ

ローバルな観点を反映するものであるから、日本の首都東京で行う“Designer in Society

（社会とともにあるデザイナー）”の養成には、単にサプライ・チェーン、バリュー・

チェーンの国際化以上の国際人としての優れた感覚を身につける必要がある。 

このように本学は、我が国を中心とした国際的な社会的期待の充足に専門職として応え

たいという強い意志と目標を持つ人を対象として、“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”としての期待に応える人材を養成する。 



 

16 

 

 修得させるべき能力 

Designer in Society たる「デザイン思考を実践できる情報技術者」は次のような能力を

備えている。はじめ 2 項は Designer として重要な部分であり、次の 2 項は Society の部

分である。 

1. 豊かな創造力：「豊かな創造力」は「デザイン思考を実践できる情報技術者」とし

て、真のイノベーションを目指し固有領域技術である情報技術をそれとは異なる対

象領域に応用した結果発揮するものである。それは科学的分析力とともに感性に

よって裏打ちされている。 

2. 確かな実践力：「確かな実践力」は専門職大学として目指すもう一つの能力であ

る。これは、一つにはデザイン思考がプロトタイプ制作によるアイデアの実現の検

証を包括しているからである。また、本学の原則（§1.1.2 参照）の一つとして、学

修が動機の実現を軸としており、そのために数多くのプロトタイプ制作による実現

を行う。 

3. 鋭敏なビジネスセンス：“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”は社

会の期待、あるいは自己の夢の実現を目指している。しかし、それはビジネス原則を

無視しては叶わないことも理解する必要があり、この能力を涵養するために展開科

目で経営関連の科目を配置する。 

4. 高い倫理観：最後に“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”は社会

が真に必要とするもの、それによって社会がより良くなる方向に向かうものを作る

ことが使命である。その理解、判断には倫理観が必要であることは言うまでもない。

そこには、例えば持続可能性など、グローバルな規模での社会的な使命を達成する努

力の実践も含まれる。 

 

また、これらとは別にいわゆる社会人基礎力の涵養も重要である。社会人基礎力は、「前

に踏み出す力（アクション）」（主体性、働きかけ力、実行力）、「考え抜く力（シンキング）」

（課題発見力、計画力、創造力）、「チームで働く力（チームワーク）」（発信力、傾聴力、柔

軟性、状況把握力、規律性、ストレスコントロール力）の 3 つからなり、企業は学生に対し

「前に踏み出す力」をまず期待し、能力では実行力に期待している。一方、学生は専門的な

知識やスキルに不安を感じているが、企業側は「主体性」、「粘り強さ」、「コミュニケーショ

ン能力」が不足と感じている9。具体的には、主体的に行動を起こし最後まで粘り強くやり

抜く力、またそのプロセスでのコミュニケーション能力の涵養が求められる。 

                                                   
9大学生の「社会人観」の把握と「社会人基礎力」の認知度向上実証に関する調査、経済産

業省（平成 22 年） 
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大学生（特に学部新卒者）が卒業時に持つべき知識・能力についての調査結果がある10。

この調査によると特に大学、企業の両方が重要と考える能力は、「チャレンジ精神」、「チー

ムワーク能力」、「コミュニケーション能力」などの一般的な社会人基礎力に加えて、「問題

解決・物を作り出していく能力」、「課題を見出す能力」、「倫理観」などの専門的能力である。

企業側からは、学部新卒者に不足する知識・能力として、「問題解決・物を作り出していく

能力」、「チャレンジ精神」、「コミュニケーション能力」、「専門分野に関する基礎的知識」、

「文系分野も含む幅広い教養」という指摘があった。 

さらに、日本経済再生本部第 4 次産業革命人材育成推進会議は、IT を中心とした必要人

材のスキル・コンピテンシーを次のように設定している11。 

(1) 課題設定力、目的設定力 

(2) データ活用や IT にかかる能力・スキル 

(3) コンピュータ等の IT リテラシー 

(4) コミュニケーション能力 

(5) 分野を超えて専門知や技能を組み合わせる実践力 

(6) リーダーになる資質 

 

 以上をまとめると、創造力や実践力、ビジネスセンス、倫理観と言った専門的な能力では、

特に創造力に関して「課題設定力・目的設定力」、「問題解決・物を作り出していく能力」（こ

れは実践力にも関連する）が重要となり、実践力では社会人基礎力である「前に踏み出す力

（主体的に行動を起こし最後まで粘り強くやり抜く力）」、「チャレンジ精神」、「コミュニ

ケーション能力」、「チームワーク能力」、「リーダーシップ」を重視する必要がある。また「幅

広い教養」や「分野を超えて専門知や技能を組み合わせる実践力」は創造力でもあるが、こ

の点については後に詳しく述べる。 

 次に本学の各学科の固有領域専門分野における知識・能力に関しては、職業専門科目の目

的が、専門職を伝統的工学領域固有に限定された問題に対応する者と位置づけるのでなく、

多くの種類の産業分野で活躍できる能力を身につけている者であるとすることから、情報

技術の基礎的知識に加えて、実習科目を通じて多くの応用領域に触れアプリケーションの

開発を目指したものとなる。上述の「課題設定力・目的設定力」、「問題解決・物を作り出し

ていく能力」、「前に踏み出す力（主体的に行動を起こし最後まで粘り強くやり抜く力）」、

「チャレンジ精神」、「コミュニケーション能力」、「チームワーク能力」、「リーダーシップ」

などは、これらの実習科目での経験から習得することになるが、もちろん講義・演習科目と

して学ぶ部分もある。ビジネスセンスも実習と展開科目としての講義科目で習得する。 

                                                   
10平成 28 年度文部科学省「理工系プロフェッショナル教育推進委託事業」工学分野におけ

る理工系人材育成の在り方に関する調査研究、千葉大学（2016） 
11第 4 次産業革命 人材育成推進会議（第 2 回）配布資料、日本経済再生本部（平成 29

年） 

 



 

18 

 

また職業専門科目は、基礎的な学科共通科目とコース（履修モデル）ごとにユニークな専

門科目に分かれる。前者は数学や物理学、情報数学と言った基礎を築く科目であり、後者は

各コース内の専門性を高めるが、単に理論の教授によるモデル構築とその分析という分析

力の教育を行うだけでなく、プログラミング演習で創造力と実践力の向上を図る。さらに演

習・実習科目の多くでは個別の要素技術、素子のデザインではなくシステムの視点が欠かせ

ない。例えば「IoT システム開発」は、IoT は多数の工学領域が集積された技術であるが、

デザイナーは各技術の詳細でなく、IoT というシステムが持つ機能についての知識を持ち、

それが機械、複合装置、工場、企業全体さらには企業間などのシステムで IoT を用いるデザ

インにおいて、それらの機能・性能の最適化を実現する能力を持つ。この科目では IoT とい

う技術が持つ機能の本質を学ぶが、そこで学んだ知識は、個々の IoT 向けの要素製品（例え

ばセンサー）を作る知識ではないが、IoT を使うどのような産業においても有効であり、IoT

によって最適化されるシステムのデザインに必要なものである。また、このシステム中心の

考え方は、物ごとを俯瞰的に捉える訓練となり、問題の新たな解法の模索や全体の俯瞰での

み可能なシステムレベルの問題点の発見などに有効であり、“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”の養成には不可欠でもある。このことは、人工知能システム、組

込みシステムの科目も同様であるが、情報工学科として選ばれたこれらの科目は現代の産

業で広く用いられている情報技術の代表的なものであり、これらを用いたシステムを学ぶ

ことによって、情報化時代のデザインを現実的に学ぶことになる。 

2 年次では学科の枠を超えた課題制作（地域共創デザイン実習）を行う。理論の学修に

とどまらず、教育課程連携協議会の協力と支援を得て、自治体や企業の課題を解決するプ

ロトタイプのデザインを通じて、制作や研究を実施し社会的な評価を求めるものである。

そのために制作結果の水準の高さと同時に自己の制作の論理的、感覚的、あるいは社会的

な意義を明確に表現する能力を磨くことが求められる。情報工学科 3 年次で行う「ソ

リューション開発 I」及びデジタルエンタテインメント学科 4 年次の「デジタルコンテン

ツ総合実習」は、「地域共創デザイン実習」での課題を発展させ最終的にはプロトタイプ

を学科内の学生のコースを問わないチーム編成で制作する。また、臨地実務実習は 2 年

生、3 年生、4 年生の各学習段階に応じて原則としては異なる企業で行う。 

 基礎科目は、職業専門科目における技術的実現行為の全てにわたって学生が求められる

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”のデザイン思索を体系的に身につ

けるための基礎として必要な科目群である。これは倫理、文化、心理、記号論、言語、構文

論、意味論、コミュニケーションなどの、科学や工学における基礎には現れない人間にかか

わる知識を含む科目を含む。「比較文化論」、「感性をはかる」、「コミュニケーションと記号

論」の 3 科目はデザイナーとしての感性の養成に資するものであるが、デジタルエンタテ

インメント学科の学生は言うに及ばず、情報工学科の学生にとっても例えばユーザーイン

ターフェース設計などに有用な知識となる。英語科目は 1 年次から 4 年次まで配置され、

語学としての英語の学習よりは、英語によるコミュニケーション能力の獲得に重きを置き、
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国際的なコミュニケーションと社会、文化・芸術への理解を通してグローバルに自己の研究

や制作を位置づけることのできる人材を養成する。なお、学生には卒業研究制作の最終発表

を英語で行うことを義務付け、外部英語能力試験において卒業時までに一定のレベルに到

達することを要請する。 

一方展開科目は、職業専門科目で学んだ情報技術を基礎とするデザイン能力を、社会に

おいて活用するために必要な科目である。したがってこの科目は、大学で学修した基礎的

知識を卒業後専門職として自ら展開し、専門職としての役割を充実するものであり、「企

画・発想法」、「プロジェクトマネジメント」、「チームワークとリーダーシップ」、「知的財

産権論」、「グローバル市場化戦略」、「企業経営論」、「ベンチャー起業経営」が準備され

る。現実に企業で仕事をする場合、“Designer in Society（社会とともにあるデザイ

ナー）”は当然のことながら企業の経営理念、社会に対する貢献を常に意識するのであっ

て、これらの科目を基礎として経営能力や貢献能力を向上していくとともに、社会におけ

る価値創造の方法についての見識を持つようになる。これは社会における自律的行動の確

立を意味し、ある段階ではデザイン思考を骨格として持ちベンチャー企業を設立するとい

う姿が想定される。 

学生はこれらのカリキュラムで学修を続けながら、創造力と分析力の両面から

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”に不可欠な機能的観点またシステ

ム的視点に基づく論理構造を把握する能力・スキルを学ぶ。その結果、自らプロトタイプ

を制作する実践の日々を送ることになるが、それは教授が遂行している研究の思想に共鳴

した学生がその教授の下で、すなわち、その教授を助言者（メンター）として自らプロト

タイプを制作することとする。卒業の要件は、変化する社会の要請に対し、主体的にまた

結果に対する倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応える、“Designer in Society（社会ととも

にあるデザイナー）”となることであり、同時にその職種が、基礎研究などで次々と出現す

る新知識の応用可能性を、社会と矛盾することなく利用する主役として、これからの社会

の繁栄に大きく貢献することに意欲を持つことである。 

その集大成として、「卒業研究制作」を 4 年次に取り組むが、確かな実践力の獲得を証明

するためにプロトタイプを制作する。それは AI 技術を応用した警備のための画像認識シス

テムであるかもしれないし、IoT 技術を用いて実装した工場内物流監視システムかも知れな

い。あるいは、CG アニメーションによる環境問題の啓発を目指すのかも知れない。これら

本学における学修の最終形と職業専門科目との関連を理解するために、本学では「学科包括

科目」と呼ぶ科目を 1 年前期に設けるが、それが「情報工学概論」、「デザインエンジニアリ

ング概論」及び「コンテンツデザイン概論」である。 

 以上、本学の教育で養成する人材の能力が持つべき能力をまとめた表を資料 2 として添

付する。 
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 産業界等の社会との共有 

本学は全体的な解決を目的とし、社会とともにある大学を基本理念の 1 つとして設定

し、それに基づき組織、管理、教育、研究の全てにわたり新しくデザインされた大学であ

る。そして大学経営と教育研究の協力的な相互独立関係、3 つのポリシーの全教員の協力

による合議的決定など、大学内は経営的にも学問的にも分断のないフラットな意思決定に

より、基本理念を貫くものである。その中で、様々な、そして変動する社会の期待や課題

を、経営側、教職員の対話を通じて共有し、それを経営、教育、研究に反映する。その方

法は、経営側と教職員側の代表で構成される大学評議会で開放的な対話、教員間の専門的

な課題の共有と解決方針の相互理解などにより、大学の社会貢献という抽象的課題を具体

的な教育研究課題へと凝縮し、学生自らの学習の中に浸透させてゆくとともに、有効な大

学社会連携を確立する。 

本学の目的に基づき、協調するべき社会の対象は次のように言えるであろう。工科とい

う点では、現代社会のあらゆるセクターでその知識が求められているのであって、本学は

それらに“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”である卒業生を送り出

すこと、さらには卒業後の本学との連携により、社会に本学のデザインを核とする思想、

行動を広め、社会の質の向上と、産業活動などの強化に貢献する。さらに実務経験を持つ

教員の主導による分野横断的なプロジェクトを立てて研究を実施し、社会の期待、あるい

は課題解決に有効な知識を創出する。これらは製造業、サービス業などの産業はもちろ

ん、政治における立法、行政における政策立案、健康産業と言われる医療、農業などの

様々な開発におけるデザインに広く貢献の対象があると考え、それらを教育、研究の上で

考慮して行く。 

これらを考慮しながら、本学では関連する産業界等との協力に努める。そのために、産

業人、自治体職員などと学内委員からなる教育課程連携協議会を置き、そこに各界の専門

家を招聘して現在の社会、産業の状況、産業からの期待、大学からの期待などについて討

議、議論を行い問題を共有する。また本学での研究プロジェクトの計画については、産

業、研究法人、既設の大学などとの連絡を行いつつ、既存の研究と補完的で我が国の将来

にとって有用なものとするべく討議する。また臨地実務実習については、学生にとって最

も効果の高い方法の探索のために、企業と緊密な討議を行って実行し、その結果の評価を

全学で把握する。 

 

 

 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

以下に記すディプロマ・ポリシーのうち、学部以下のディプロマ・ポリシーは、資料 2

でまとめたが総論が包括されているとともに、より詳細化、且つ、具現化されているべき

である。それを示すために、資料 3 は資料 2 をベースに、それぞれの要素を学力の 3 要素
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（「知識・理解」、「能力」、「志向・態度」）にブレイクダウンさせ、以下のディプロマ・ポ

リシーの各項目（以下、DP No.）に通し番号を振り、対応する DP No.を記した。 

 

1.2.4.1 東京国際工科専門職大学のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 

本学は、卓越した機能による技術的価値と優れた芸術的表現による文化的価値を備え、

ビジネス上の成功を目指しつつ社会や環境への配慮を欠かさない人工物の創造をする

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”となるために、定められた在籍期

間、及び、所定の単位を取得し、必修等の条件を満たすこと等を卒業要件とし、卒業を認

定し学位を授与する。 

 

1. 豊かな創造力 

 対象領域を俯瞰し、問題・課題を発見し科学的根拠をもって分析するとともに、分析し

た結果問題の本質を精査できる総合力と、解決を複数考案できる創造力、感性、倫理観を

有している。 

2. 確かな実践力 

 問題・課題解決に対し、実際にプロトタイプを開発し複数インプリメントすることで実

際に解決案を創造するとともに、最適解を選択できる社会的倫理観を持ちながら判断でき

る知識・能力を有している。 

3. 鋭敏なビジネスセンス 

 現代社会のビジネスの仕組みを知り、専門職人材として、顧客や品質を第一に考えら

れ、現実的判断をもって遂行することのできるビジネススキルとともに、自身が持つ好奇

心の実現に向け協調性をもって、主体的に行動することができる。 

4. 高い倫理観 

 倫理観をもって社会の責務を認識した行動指針を有しているとともに、顕在する問題解

決のみならず、社会の持続性・発展性まで考慮することのできる専門職人材である。 

 

1.2.4.2 工科学部のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 

本学部は情報技術を応用する領域における専門職を養成する。そのため、本学の「ディ

プロマ・ポリシー」を踏まえた上で、定められた課程において以下の知識・能力を修得

し、教育の理念である「Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）」に従い、も

のを創ることができる学生に対し、卒業を認定し学位を授与する。 

【知識・理解】 

1. 発見した問題・課題を正しく分析する基本理論を理解し、本質（ゴール）を精査す

るためにモデルを構築できる。 

2. 問題・課題解決のために知識を総合し、価値創造の方法論について理解している。 
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3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している。 

4. 情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、対象領域を俯瞰する能力を

有する。 

【能力】 

5. 情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、問題を発見・設定する力を

有している。 

6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。 

7. プロトタイプを実際に開発する能力を有している。 

8. 科学的判断力を持って最適解を決定することができる。 

9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している。 

10. 協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダーシップを発揮

することができる。 

【志向・態度】 

11. 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる。 

12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している。 

13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げる。 

14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で行動でき

る。 

 

1.2.4.3 情報工学科のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 

情報工学科では、人工知能システム、IoT システム、ロボット中心とした情報工学にお

ける教育・研究・実践活動を通して、情報工学分野における基礎及び専門技術に関する知

識と創造力を身につける。さらに、それらを俯瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニ

ケーション能力を有し、グローバルに活躍できる技術者を養成する。 

卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生に学位を授与する。 

【知識・理解】 

1. 問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とともに、コンピュータシ

ステムの構成に関する知識を有している。 

2. AI、IoT、ロボットの各分野において、価値創造のためのソフトウェアアルゴリ

ズムやシステム構成方法論について理解している。 

・AI 戦略コースに所属する学生は、人工知能システムに関する論理的・数学的

知識を有している。 

・IoT システムコースに所属する学生は、ソフトウェア、ハードウェア、ネット

ワークとデータ解析の知識を有している。 
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・ロボット開発コースに所属する学生は、ハードウェアとソフトウェアのバラン

スした知識を有している。 

3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している。 

【能力】 

4. 本学科が扱う 3 履修モデル（AI、 IoT、ロボット）と社会との接点を理解し、

情報システム技術をコアとして、システムインテグレーションに関する知識を

総合的に俯瞰することができる。 

5. 情報工学を主導する専門職人材として問題を発見する力を有している。 

6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。 

7. 情報技術を応用して対象領域の課題を解決するソリューションのプロトタイプ

を開発する能力を有している。 

・AI 戦略コースに所属する学生は、人工知能システムの応用に着目する。 

・IoT システムコースに所属する学生は、IoT システムのプロトタイプ開発を行

い、サービスデザインにも着目する。 

・ロボット開発コースに所属する学生は、ロボットの応用に関する実践的プロ

トタイプ開発に着目する。 

8. 論理的思考能力と科学的知識によって最適解を判断することができる。 

9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している。 

10. 協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダーシップを

発揮することができる。 

【志向・態度】 

11. 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる。 

12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している。 

13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げる。 

14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で行動で

きる。 

 

1.2.4.4 デジタルエンタテインメント学科のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の

方針） 

デジタルエンタテインメント学科では、デジタルコンテンツ分野における歴史的・社会

的背景、および、デジタルコンテンツの役割や職能を理解し、プロトタイプ開発を行うこ

とで、グローバルに発信可能なデジタルコンテンツのクリエイターを養成する。 

卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生に学位を授与する。 
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【知識・理解】 

1. 問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とともに、コンピュータシステ

ムの基本構成やデジタルコンテンツに関する知識を有している。 

2. デジタルゲーム、およびコンピュータグラフィックス技術を用いた価値創造のため

のアルゴリズムや表現方法論について理解している。 

・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コンピュータゲームに関するデ

ジタルコンテンツ制作に特化した知識を有している。 

・CG アニメーションコースに所属する学生は、映像制作、キャラクターデザイ

ン等、コンピュータグラフィックスに特化した知識を有している。 

3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している。 

【能力】 

4. 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、CG）と社会との接点を理解し、デジタルコン

テンツ、情報システム技術、ビジネスに関する知識などを総合的に俯瞰することが

できる。 

5. デジタルコンテンツを主導する専門職人材として問題を発見し設定する能力を有し

ている。 

6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。 

・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コンピュータゲームデザインおよ

びプログラミングなどゲーム開発に関する総合力を有している。 

・CG アニメーションコースに所属する学生は、CG 映像に関する一連のプロセスと

制作のための総合力を有している。 

7. デジタルコンテンツのプロトタイプを開発する能力を有している。 

・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、プロトタイプを制作する目的を理

解し、デジタルゲームに関して企画・開発する能力を有している。 

・CG アニメーションコースに所属する学生は、プロトタイプを制作する目的を理解

し、CG 映像に関して企画・制作する能力を有している。 

8. 論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最適解を判断することができる。 

9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している。 

10. 協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダーシップを発揮

することができる。 

【志向・態度】 

11. 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる。 

12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している。 

13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げる。 

14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で行動でき

る。 
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1.3 研究対象とする中心的な学問分野 

本法人は情報処理、情報通信、デジタルコンテンツ分野における実践教育において成果

を上げてきたのであり、有能な実務的デザイナーを多数輩出してきた歴史を持っている。

本学においては、この歴史における経験を存分に活かし、従来重視されなかった学問分野

の開拓を図り、また現在の学問分野の強化に加えて分野間のつながりを開発し、現代社

会、現在の産業に貢献する学問分野へと進化させることを目標としている。 

よって、中心的な学問分野を特定の 1 つとして言及することや、従来の大学同様に明確

に説明することは難しいが、現在の我が国の研究分類として科研費の審査区分表をもちい

て、本学における研究対象とする学問分野を述べるのであれば、小区分 90010 のデザイン

学（情報デザイン、環境デザイン、工業デザイン、空間デザイン、デザイン史、デザイン

論、デザイン規格、デザイン支援、デザイン評価、デザイン教育、など）として分類さ

れ、それに対応する大・中区分である A1（思想、芸術及びその関連分野）、 C23（建築学

およびその関連分野）、J61（人間情報学およびその関連分野）に関連している。また類似

小区分としては設計工学関連(18030, C18「材料力学、生産工学、設計工学およびその関

連分野」)がある。さらに情報工学科およびデジタルエンタテインメント学科の固有技術領

域に関して次の通りである。 

AI については「ソフトコンピューティング関連」（61040）、「知能情報学関連」

（61030）、「知覚情報処理関連」（61010）、「統計科学関連」（60030）などが関係が深い。

IoT に関連しては「情報ネットワーク関連」（60060）、「計測工学関連」（21030）、「統計科

学関連」（60030）を挙げることができる。ロボットは、「ロボティクスおよび知能機械シ

ステム関連」（20020）、「知能ロボティクス関連」（61050）、「制御およびシステム工学関

連」（21040）などである。コンピュータゲームに関連しては「エンタテインメントおよび

ゲーム情報学関連」（62040）並びに「ヒューマンインターフェースおよびインタラクショ

ン関連」（61020）が、最後に CG については「エンタテインメントおよびゲーム情報学関

連」（62040）ならびに「高性能計算関連」（60090）が関連する。 

アブダクション（仮説形成）は、デザイン思考において重要な役割を果たす。既存の領

域として長い歴史がある設計学（「設計工学関連」（18030）で包含）でも、設計解を求

めるプロセスが演繹を中心とする科学的な思考過程とは異なり、それはアブダクションと

して定式化できることがよく知られている12, 13, 14, 15。 

                                                   
12 Takeda, H., Veerkamp, P., Tomiyama, T., & Yoshikawa, H. (1990). Modeling Design 

Processes. Ai Magazine, 37–48. 
13 Roozenburg, N. F. M., & Eekels, J. (1995). Product design: Fundamentals and 

methods. Chichester, England: Wiley. 
14 Schurz, G. (2007). Patterns of abduction. Synthese, 164(2), 201–234. 
15 Dorst, K. (2011). The core of `design thinking' and its application. Design Studies, 

32(6), 521–532. 
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分析を目的とした通常の科学では単一の知識体系のみを用いれば充分であるのに対し、

人工物の創造の際にはいくつかの異なる知識体系群を用いる必要がある。このことは例え

ばロボットを設計するには、機械工学だけではなくセンサーや制御回路に関する電子工学

の知識、フィードバック制御システムを構築するための制御工学の知識、画像からアーム

のパスを決定するための画像認識、応用領域である作業プラニングの知識といった具合

に、目的に応じて多くの知識体系群を有機的に統合して、最後に制御ソフトウェアシステ

ムとしてインプリメントすることが必要であることが分かる。すなわち、創造の過程では

「細分化された知識を統合して創造する」ことが求められ、そこで統合される知識は高度

に専門化された数学や物理学に基づく科学的知識のみならず芸術的感性や感受性、ビジネ

スに関する知識、さらには倫理観、社会や環境に与える影響などにも亘る。アブダクショ

ンはこのような知識を統合して創造するという過程を説明するのである。 

 

 

1.4 教育研究上の到達目標 

本学は教育上の目的を達成することに加え、専門職大学の第一人者として、従来の研究

領域や体系ではない、より複合化した新領域や実践を伴う教育効果の研究を行う。そし

て、成果を広く社会に提供し発展に寄与するために、教員の研究・制作活動指針につい

て、下記に到達目標を定める。 

 

1. 本学教員は第一に、本学の定めた教育理念の実現に資する知識創出のための研究を

行う。本学の教育は社会の期待に高い感受性を持ち、現代社会を特徴づける 

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”と呼ぶ専門職を教育するの

が目的であり、その教育の方法論の研究を行う。それは歴史的に確立された科学の

領域の外の研究であり、研究方法も定められたものはない。したがって研究対象の

設定、研究方法の考案、研究実施の方法などの考案に始まり、未開の教育論を展開

する研究を行う。それが実際の教育に有効である水準まで到達することが求められ

る。 

2. 本学教員としてのものづくりを実施する研究においては、その研究で行われた思考

過程を客観的に記録し表現する論文も本学にふさわしい研究である。しかし、このよ

うなものづくりの背後に隠れている論理を抽出できる対象として貴重な研究は、伝

統的学問の領域に対応する一般の学会では論文として認められないことが多い。し

かし、ものづくりの背後から抽出してデザイン思考の要素の重大性による評価を基

準にして査読をする雑誌もあらわれていて、本学教員は、それらの雑誌に採択される

ことによって本学の新しい研究の社会的価値を高めるところまで到達することが期

待される。 
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3. 本学の FD の一環として、教員の間で研究課題についての討論を常時行う。研究は

基本的に孤独な世界であるが本学の教員は教育についての認識を共有している仲間

であり、教員同士の対話の中からふさわしい研究課題が発掘されることが期待され

る。また相互の研究における情報交換のため、研究紀要（論文・作品論文を含む）

や持ち回りの研究会を実施し、日常的に研究情報を交換しお互いに研鑽をつむこと

により、教育機関としての独自の教育方式を確立する。 

4. 本学教員は学内のみならず、科学者コミュニテイの 1 人として自己の研究に責任を

負う。これは研究者として現在の研究状況の中で自分の研究の意義を認識し、コ

ミュニテイにおいて発言することであり、特に学会においては、1 人の研究者とし

て行動することが求められる。実際の学会活動においては積極的な活動を行うとと

もに、内外の関係学会において原著論文の採択を目指すとともに、研究発表を積極

的に行う立場に立つ。 

5. 教育の質の向上のために、競争的環境の中に身を置き、科学研究費助成事業への応

募や他の公的資金の獲得、産学連携研究の推進等、自立した研究環境の構築を実現

する。 

6. 本学教員においては、審査機構のある関連学会の原著論文の採択を目指す。ここに

は審査機構のある内外の著名なコンペティションへの応募・採用・入選や、オリン

ピック・万博等の公的な展示会への出品等、作品等の応募・採用・入選を含める。 

7. 社会活動や研究活動、教授法の研究、教育効果評価等を通して到達目標を定め年度

ごとに個人業績や活動実績を記録し目標達成度とともに評価する。 

 

 

1.5 既存学校との違い目的 

 専門職大学と専門学校・大学の違い 

本学は、職と密接に関連し即戦力を養成する専門学校や、教養教育によって幅広い知

識・教養を培い専門教育によって理論に重きを置いて学術的な研究を行う大学のいずれで

もない。専門職大学とは、学生の興味・関心あるいは動機などの意欲に着目し、かつ実

践・実務に重きを置いて学ぶべき内容を体系的に整理した上で、実現者としての自立した

信念を持って行動可能な人材を輩出する教育機関である。本学が提案する専門職大学は、

ソフトウェア・インテンシブな製品、サービス、エンタテインメント、コンテンツの製作

を実践、実現する論理的思考能力とものづくりに必要な感性を備えた Designer in 

Society、感性豊かなクリエイターを養成しようとする試みである。 

既に我が国においてもこのような専門職が求められ始めているが、それはまだ緒に就い

たばかりである。既存の伝統的職業構造の中でその職種が正当にかつ順調に育つために

は、教育を受けた若者の先進的努力も必要である。新しい職を我が国社会に創出するため
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に、教育機関とそこで学ぶ若者の共同作業が必要であり、その共同作業を可能とする機関

であることも我々の目標である。 

 

 

 修得する能力の違い 

専門職大学が養成する人材と、専門学校が養成する人材像の違いは端的に述べると「専

門職大学：潜在的な社会問題への対応を得意とする人材」「専門学校：顕在的な社会問題

への対応を得意とする人材」である。 

専門職大学と専門学校の立ち位置を明確にし、益々混沌とする未来社会に対し専門職大

学の必要性を明示するためには、はじめに大学と専門学校で養成されている人材の違いに

ついて明記する必要がある。基本的に大学は人類の宝と言われる学問体系の各分野に特化

した学問領域を身につけて、その分野で教育し（教育人材）、研究し（研究人材）、応用す

る（実務人材）者を養成する役割を持った教育機関であり、専門学校は社会に明示的に存

在する需要を実現するために必要な知識を学習し、それをもとに、その需要を満たす産業

に身を置いて学習結果を生かしつつ実現者の役割を果たす者を養成する教育機関である。

大学は上記の使命を学問体系とともに区分し、特に科学においては「分析」能力に重きが

置かれ、学問の進化という大きな役割を担ってきた。その結果、ノーベル物理学賞を受賞

するような人物を数多く輩出し、科学を更に極める道をたどっている。一方で、それは

「総合」能力の涵養が不十分であったと見ることもでき、分野別に細分化された教育体系

は現実社会のニーズに的確に応えることができなかったことも否定できない。ここを補う

役割を担ったのが専修学校である。「職業若しくは実際生活に必要な能力を養成し、又は

教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行う（学校教育法 

第 124 条）」とされる専修学校の中でも、専門課程を置く専修学校は専門学校と称され

る。専門学校では現代社会のニーズに即応した柔軟かつ実用的なカリキュラムによってよ

り高度な専門的技術・技能の習得がなされ、養成された人材は総合力を持って企業の即戦

力として現代社会に寄与している。 

大学、専門学校それぞれが必要な役割を担い人材を輩出してきたが、流動が激しくより

複雑化、複合化する現代社会においてはそれだけでは不十分で、社会に存在する可視的な

需要だけでなく、未来を見据えた潜在的な需要をも感受し探索し、それらを顕在化した上

で必要な知識を選出・創出して実現する能力を持った、現代に求められる真のイノベー

ションの実現者が必要である。ここでいう真のイノベーションの実現者とは、変化する社

会の要請に対し、主体的にまた結果に対する倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応える、

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”のことである。そこで、本学では

専門職大学として本学を設立し、上記の人材を養成することを目的とする。 
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 出口の違い 

先に述べた実現者とは、自らが専門とする分野知識で実現可能な需要を見出して実現す

る伝統的技術者に対し、実現のために必要な知識が不明の需要に取り組み、その実現過程

で自ら新しい知識を創出しつつ需要を満たす解を作り出す技術者であるが、この能力を

持った人材が最も必要とされるのは社会が求める工科領域である。これは平成 31 年度か

ら初等教育ではじまるプログラミング教育からも明らかなように、情報教育は社会的要求

で、現在の産業における最大の関心事は情報化であり、大学に対する期待は情報技術者養

成の抜本的対策である。情報化は企業の産業競争力を決めるのみならず、産業の収益構造

に大きな影響を与え、その結果産業構造を変え、さらに産業の牽引者を、かつての「個別

ハード製品」の生産企業から、「データ・情報型のプラットフォーム」産業へと変えつつ

ある。この変化の重大性は、ものが情報に変わったという表面的な技術変化を見るだけで

は理解できず、実はその背後にある企業経営の根幹の変化である「物理的な製品製造中心

を脱してデザイン志向へ」という思想の変化があることを知る必要がある。物理製造は伝

統的工学の文化に従って構成されるリアルな世界の主役であるが、デザインはそれを包括

するサイバーな世界の主役である。本学が目標とする“Designer in Society（社会とともに

あるデザイナー）”は、デザインの「期待（サイバー）から解（リアル）を創出する」とい

う新しい思考原理を身につけた専門職である。彼らは、単に分野としての情報技術を身に

つけたデザイナー、情報技術者という専門家に止まらず、ビジネス面においても新たなビ

ジネスの創出も視野に入れたビジネスリーダーとしても期待される。 

以上の事柄と、従来の高等教育機関ではない専門職大学で学びを受け、規程の要件を満

たし卒業する人にとって、卒業は身につけた専門職能力を社会のために発揮することがで

きる場の選択の機会であって、特定企業への就職が必ずしも目的にならない。強いて言及

すると、日本標準産業分類の大分類で言えば、情報通信産業は勿論、鉱業、建設業、製造

業、サービス業など科学技術によって高度化、高能率化を図る産業は全て含まれ、直近の

就職先は工学や情報系の大学、工業系専門学校の卒業生と似た企業が想定されるが、専門

学生の大きな実践力といった感覚を持って活躍でき、かつ、フレキシブルに職を移れる時

代の流動性に対応できる点から、未来の出口に大きな違いが表れることが容易に想定され

る。加えて、専門学校を卒業し専門技術に特化したスペシャリストの道を歩む人材とは違

い、本学の卒業生は組織のリーダー的位置になる意味で、キャリア構想に違いが出る。 

本学と既設専門学校の HAL 東京の比較に限ると、本学で輩出する人材は学士となるた

め、単なる専門家ではなく、ジェネラリストとしても見識を持つことは必須となってお

り、学士が採用条件で必須であった企業が新たな就職先になる他に、実際に理論の学修強

化や研究要素が新たに加わったために、物事を俯瞰できる能力が強化されることによっ

て、例えば、具体的な業種で述べると、データアナリストやシンクタンクといった業種の

企業が新たに加わることが想定される。更に、大学機関として研究要素が新たに加わって
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おり、“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”を学んだ人材が、研究機関

や大学院へ進学することにより、新たな価値が生まれることも想定される。 

 

 

 専門学校と専門職大学の教育課程の比較 

既に述べてきたフレキシブルな人材になるためには、例えば機械工学を確固たる信念で

学び誰にも負けないというような、高い専門性や現代社会のニーズに特化することではな

く、未来を見据えて学びを使い実践する、例えば、電気工学に越境し現実問題に入ってい

き、さらに流動性の高い社会に対応できる志向性を持たなければならない。そういった人

材を養成するためには、研究とともに職能教育が重要な教育要素になり、これらを効果的

に複合することによって、興味を持って、自ら問題を発見し、論理的に問題を解決するま

での過程を実践することで、アカデミックとプラクティカルとを融合させた、これまでに

ない新たな教育機関が必要であり、それこそが専門学校と専門職大学の教育課程の違いで

ある。 

 

1. 医療の進歩によって高寿命化は確実に起こり、それに伴って近未来で現実化となる

であろうキャリアのパラレル化や、全く違う職業への転身といった現代を生き抜く

力として、フレキシブルに対応できる能力は重要であり、そこには必ず人生の途中

での学び直しが発生する。よって、働く専門職の分野に関わらず共通して必要とさ

れる能力を修得する必要がある。本学では具体的に、教養科目として「コミュニ

ケーション力（外国語）」、“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”

の根幹となる「倫理」、デザイン思考を支える創造力の源の一つとしての「感性」、

の 3 つの能力について強調する。これは、専門学校に求められてこなかった、つま

り学士力の 1 つとして従来の大学に求められる一般教養である。 

2. 社会的要求である情報教育には、専門学校が担ってきた実践力養成の教育が有効で

ある。特に、多くの制作を通しプロトタイプを生み出す授業スタイルは非常に効果

的である。ただし、本学は潜在的社会問題にも対応できるデザイン思考を中心とし

た教育課程が編成される必要があって、そこには包括的な技術力の強化と、より良

い価値創造を生み出すためにその時々で必要な理論を修得する要素を加えるととも

に、習得した知識を総合してものを創出するデザイン能力の養成に必要な、論理的

思考力が涵養される教育体系であることが重要である。具体的には、動機づけが明

確化した後の各種演習科目は Problem Based Learning（以下、PBL）で数多くの

プロトタイプの制作を行う他、工科領域で絶対的に必要な理論を学ぶ科目として

「統計論」「線形代数」等の科目を体系的に配する。 

3. 今この時点の社会理解はビジネスの現状を知る分析力が最も重要であるが、専門職

大学が担うのは不確実性が更に増加する未来社会に重心があって、そこには調査だ
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けではなく未来を見据えた戦略を立てられる能力が求められる。特に、イノベータ

として社会のリーダー的存在になる者には、組織を後世に持続できる長期的な時間

幅で戦略を立てられるビジネス展開能力が必要である。これは、従来の大学に求め

られてこなかった職能教育のうちの 1 つであり、かつ、専門学校がその役割を担っ

てきた現代社会の顕在的問題への対応力の応用である。 

4. 研究によって科学は進化し、それは社会発展に大きく寄与している。その一連の流

れは教育機関においては従来の大学がその殆どを担ってきた。新たな大学機関とな

る専門職大学もその役割を担うことは重要で、大学では補完することが難しかった

ビジネスとの接点に重きを置いた研究を行うことが、専門職大学の使命である。 

 

上記の項目は、本学の教育課程の体系として、(1)を主に基礎科目に、(2)を主に職業専門

科目に、(3)を主に展開科目に、(4)を主に総合科目として体系立てることによって実現す

る。特に、(1)は学士力の養成にあたり、主に従来の大学における教養科目で一部垣間見る

ことのできる科目、(3)は専門学校が得意とする顕在的社会問題に対応できる実践力の養成

を未来志向へ展開することで達成できる。よって、主に従来の専門学校で一部垣間見るこ

とのできる科目が含まれる。 

本学はこれを実現した教育課程の編成することで “Designer in Society（社会とともに

あるデザイナー）”を養成する。実際に編成した教育課程については、専門学校（本法人既

設学校 HAL 東京）との比較として明示することで明らかにする。（資料 4-1、資料 4-2） 

 

 

 既設学校の計画 

本学の設置に伴い、同建物に位置している IT・デジタルコンテンツの「HAL 東京」にお

ける一部学科等の廃止・縮小・拡大を行う。詳細については資料 5 に添付する。 

 

 

1.6 法人の沿革 

本法人は、昭和 41 年に「名古屋モード学園」を開校し、その後、専修学校として、ファッ

ションの「東京モード学園、大阪モード学園」、IT・デジタルコンテンツの「HAL 東京、

HAL 大阪、HAL 名古屋」、医療福祉の「首都医校、大阪医専、名古屋医専」を設立、中核

的専門人材を輩出してきた。そして平成 30 年に、本法人初となる大学「東京通信大学」が

開学し、今年の平成 31 年 4 月に「国際ファッション専門職大学」を開学している。 

本法人の理念は「創造力」と「豊かな人間性」を教育の根幹とした「人間教育」である。

この理念のもと、本法人は自立した人格を育て、学ぶ意欲を持つ学生に応えるべく、学生を

中退させない教育・最後まで学生の面倒を見る教育を実践し、職業人としての遂行能力を獲

得させる知識教育や技術教育を提供し、各業界で活躍できる人材の育成に努めてきた。 



 

32 

 

このように本法人の歩みは、知識教育や技術教育のみならず、日本学術会議による「21 世

紀の教養と教養教育」（平成 22 年（資料 6））で述べられている「実践知」、つまり市民

的・職業的活動に参加して自らの在り方を自省し調整できる知のあり方を重視した教育基

盤を提供し続けてきたと言える。 

本法人はこれまでも、我が国が進める職業教育政策に沿った形で教育課程を編成してき

た。その証として平成 6 年には 2 年制以上の専門課程全学科に対して文部大臣（当時）か

ら専門士称号の付与が認可され、平成 17 年には 4 年制の専門課程に対して文部科学大臣か

ら高度専門士称号の付与が認可された。その後、平成 26 年には申請可能な全学科に対して

文部科学大臣から「職業実践専門課程」にも認可され、現在に至っている。 

 

 

1.7 設置しようとする大学・学部・学科等に関連する別科 

本学は一つの学部（工科学部）と二つの学科（情報工学科、デジタルエンタテインメン

ト学科）を設置するとともに、国家資格別科を設置する。 

 

≪概要≫ 

名称  ：国家資格別科〔Department of National Examination〕 

入学定員：40 名 

収容定員：40 名 

所在地 ：東京都新宿区西新宿一丁目 7 番 3 号 

 

≪意義・目的≫ 

情報処理の促進に関する法律第 29 条第 1 項に基づき、経済産業大臣が行う情報処理技

術者試験（基本情報処理技術者試験）に合格し、当該国家資格の取得を目的とする「国家

資格別科」を配する。1 年制の国家資格別科を設置することで、本学での 4 年間という学

修期間や学費を確保するのが難しい社会人や学生などに対して選択肢の幅を広げる効果が

あると想定する。 

なお本別科は、独立行政法人情報処理推進機構に対し、基本情報処理技術者試験の午前試

験免除が適用される修了試験を実施できる講座として認定申請を行う。 

 

≪学部・学科等との関係≫ 

幅広い工学の中でも情報を固有領域とした専門職を養成する工科学部と同様の固有領域

を専門としているという関係性を持つ。一方で、本科（情報工学科、デジタルエンタテイ

ンメント学科）とは違い、国家資格取得という特定の学びの目的を持ち、特別な技能教育

を行うのが国家資格別科である。 

 



 

33 

 

2. 学部・学科等の特色 

2.1 工科学部における教育の特色 

本学は工科学部という 1 学部を構える。この学部は、校名にもあるように工科領域を取

り扱う。ここでは学生側から見た特色という視点で述べる。 

若者が高等教育を受けるとき、最初の関門は入学試験である。この競争に勝ち抜くため

には一定の受験準備が必要で、若者は受験勉強の時は自分の趣味や関心は棚に上げるとい

う。めでたく入学すると、そこには整然とした学問が準備されていて、それを手順通りに

学ぶ日々が待っており、それをマスターして社会で教養もあり特定分野の専門家として認

められて妥当な職業ににつく、という。これは教育の基本形で、就職までの正規の過程と

認識されていて、多くの学生が疑わない。 

しかし大学で学ぼうとしている若者にはこの過程になじまない者がいる。彼らはなんで

も学べる能力を持っているわけではないが、おそらく多様であろう出来事との出会いを契

機として将来自分が歩む道を想定していて、その道を生き生きと歩むことの実現のための

学習を望み、それが大学に入学する動機になっている者がいる。これは実感的動機である

が、学問を学んでそれを人々に理解してもらえる論理的動機にしたい。 

他の項で述べた教育内容、想定される人材像、社会との連携の経験などの教育は、この

ような若者を歓迎するものである。そのためにアドミッション・ポリシーとして面接によ

る動機の評価を行う。アドミッション・ポリシーについての詳細は後の 9 章で述べる。こ

のような若者の入学を受けて本学では、実感的動機を尊重し、それが他人に説明可能な、

しかも具体的なものづくりの実施が可能な説明を獲得する動機へと進化することを目標と

して、学修の最初に一人一人の学修動機を私秘的なものから顕在化されたものへと変換す

る教育を行う。それは各学科が対象とするもの、技術が、社会にどのような意味を持つか

を中心に、学科の特徴とそこでそのような動機が実現されるかを学んでゆく。顕在化した

動機は、学生本人に何を学ばなければならないかを考えさせ、科目学習の動機を持つよう

になる。これが本学そして各学科において学生が動機をもって各科目を履修することを可

能にする。これは本人にとっては動機の実現であるが、教育する側から見れば、最も効率

的な学修環境が得られることとなる。 

 

 

2.2 学科の特色と重点的機能 

2.1 節を本学の柱とし、学部学科の特色と重点的な機能を下記に記す。 

本学は産業界及び地域社会との連携を生かすために「工科学部」を設置し「情報工学科」、

「デジタルエンタテインメント学科」を設置する。以下、学部・学科ごとに教育の特色を明

記する。 
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 工科学部 情報工学科の特色 

情報通信技術（ICT : Information Communication Technology）の発展により、インター

ネットとモバイルシステムが爆発的に普及し、産業界や一般の生活に深く浸透してきた。そ

のために、ICT 技術と物理的なシステムの融合であるサイバーフィジカルシステム（CPS：

Cyber-Physical System）が、あらゆるシステムにおいて急速に指導的な構築原理となった。

CPS とは、実世界（フィジカル空間）にある多様なデータをセンサーネットワーク等で収

集し、サイバー空間で大規模データ処理技術等を駆使して分析／知識化を行い、そこで得ら

れた新たな情報を実世界に作用させる循環によって、産業の活性化や社会問題の解決を

図っていく情報処理システムである。これまで経験と勘で行っていた作業や判断を効率化

し、生産性の向上、新産業・サービスの創出、社会システムの課題解決などを図ることを目

指している。少子高齢化やエネルギー制約などの課題先進国である我が国でこれらの社会

的課題を解決することが出来れば、社会の持続的発展に資するだけでなく、先進技術として

国際競争力を維持した経済発展が期待できる。 

情報工学科では、様々な社会問題の解決と持続可能な経済発展を目指し、そのために必

要となるサイバーフィジカルシステムの実現に必要な、AI、IoT、ロボットなどの先端

ICT 技術を高度に活用できる人材の育成を行う。その際、ICT 技術の基礎理論を探求した

り基盤的な技術を創出したりするよりも、実世界の課題解決のために何が必要になるかア

イディアを考え、基盤的な情報技術を組み合わせてプロトタイプを開発し、解決策を可視

化する「基盤技術を応用する情報技術」を探求することに重きを置く。これを第１の特徴

とする。 

また CPS 実現に際しては、実世界での経済効果や環境・人間に及ぼす影響が大きいこと

を深く考慮した「デザイン思考」の実践が必須である。そこで第２の特徴として、広い技術

分野を俯瞰し、課題解決のための新しい産業システムや社会サービスを自ら考案できる能

力と、ICT 技術によりそれらを実現する論理的思考能力を備えた人材“Designer in Society

（社会とともにあるデザイナー）”の育成に重点を置く。 

以上の考え方に基づき、情報工学科には「AI 戦略」、「IoT システム」、「ロボット開発」の

3 つのコースを設置する。様々な産業や社会課題が実在するフィジカル空間と、サイバー空

間が密接につながる CPS を実現することで諸問題を解決する方法を探るためには、1)実空

間の情報を高度に分析し解を求めるする AI 技術、2)実空間をセンシングしたデジタル情報

をサイバー空間につなぐ IoT 技術、3)サイバー空間の情報を再びフィジカル空間に戻して

産業に応用、社会に作用させるロボット技術、この 3 つの技術要素が不可欠なためである。 

「AI 戦略コース」は、自動車の画像認識技術による自律走行や膨大な医学的根拠を元に

正確な診断を行う医療システムの応用事例に見るように、ビッグデータから目的の情報を

学習し推論する理論を理解し応用する技術を身につける。 

「IoT システムコース」は、スマートメータ等の IoT 機器を通じて電力供給を効率化するス

マートグリッド、日常の生活に関する情報を加えて拡張したスマートシティ、ドローンを用
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いて建機を自動で動かすスマートコントラクション等の応用に見るように、クラウド・サー

バとセンサデバイス間のネットワーキング、デバイス制御、データベース構築の理論を理解

し応用、ビッグデータを生成する技術を身につける。 

「ロボット開発コース」は、ファクトリオートメーションの中核となる産業ロボット、家

事をサポートするホームロボット、対話ができるコミュニケーションロボット、介護ロボッ

ト、災害対応の救助ロボット、農業や建設現場で利用される作業ロボットの応用事例に見る

ように、ロボットの技術要素であるセンサ系、知能・制御系、駆動系の 3 つを有する知能化

した機械システムの理論を理解し応用する技術を身につける。 

加えて、コース共通として、プロトタイプによって実証されたシステムやサービスが市中

で持続するために考慮すべきビジネスの仕組みや、人々に受け入れられるための社会倫理

について学ぶ。 

情報工学科の第 3 の特徴は、各コースに設けるプロトタイプ開発の実習である。学生の

自発的な取り組みで自らの興味や好奇心を具現化し、機能を可視化するために、ソフト

ウェアとハードウェア、ネットワークを統合したシステムのプロトタイプ開発を反復す

る。この実習により、グループメンバと連携して開発できるコミュニケーション能力と、

トライアルアンドエラーをいとわず途中で諦めない“やりきる力“も身につける。 

これらの特徴により、「理論と実践の架橋による職業教育」を実現し、環境や社会に配

慮した最適解を選択する倫理観を持って新規の社会サービスを自ら考案し発信できる能力

を醸成する。また、この分野の技術革新は早く、日々、研究・開発が進められている。国

内及び海外の先進的な研究・応用事例や標準化動向を視野に入れカリキュラムへ反映する

ことで、基礎から応用までを集中して実施するだけではなく、「実践」に重きをおきつつ

もアカデミックな学びもできる新たな教育機関である専門職大学として差別化を図る。 

 

 

 工科学部 デジタルエンタテインメント学科の特色 

エンタテインメントは演劇や音楽・映像等、人々を楽しませる娯楽である。デジタルエ

ンタテインメントは従来のエンタテインメントに IT 技術を応用することで、今までに見

たことのなかった表現や新しい体験を提供する。だが、単に IT 技術を付け足すだけでは

デジタルエンタテインメントは成立せず、人々を楽しませるというエンタテインメントの

本質を理解し、適切に IT 技術を用いる必要がある。 

本学科では、そのための知識や技術を講義、演習、実習を通して学び、デジタルエンタ

テインメントコンテンツを創造するための人材の育成を目指す。そこで、インタラクティ

ブコンテンツを生成するための知識・技術を学ぶ「ゲームプロデュースコース」とデジタ

ル映像を生成するための知識・技術を学ぶ「CG アニメーションコース」の 2 コースを設

置する。 
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 「ゲームプロデュースコース」では、ビデオゲームを企画・開発するために必要な知識

や技術を学ぶ。インタラクティブネスが特徴であるビデオゲームは、コンピュータソフト

ウェアとして動作するためプログラミングなどの技術スキルが必要になるが、エンタテイ

ンメントでもあるため技術以外の知識も必要となる。プログラミングの授業に加え、ビデ

オゲームのソフトウェアやハードウェアの歴史、ゲームデザイン（ジャンル、ゲームメカ

ニクス等）、高い没入感を提供するコンテンツであるためクリエイターとしての倫理感

等、幅広い知識を修得できる授業を構成している。また、近年注目されている AI につい

ては、一般的な AI について学ぶと共に、ゲーム内での AI や開発時に使用する AI 等、こ

れからのコンテンツ開発に影響を与えるため特別に授業を配してある。3 年次以降では

CG アニメーションコースの学生と共同で実習を行う事で、表現力の高いアセットを用い

た高品質なインタラクティブコンテンツ制作の実習を実施する。 

「CG アニメーションコース」では、映像コンテンツを制作するための基本である、表

現や技術の歴史、映像理論や関連する技術（収録、表示等）を学ぶと共に、コンピュータ

グラフィックスのアルゴリズムや関連する数学や物理を理解しアセット等を生成する技術

を修得する。モデリング・アニメーション・レンダリング等の CG 制作の一連のプロセス

を学ぶことに加え、プログラミングの基本を学ぶ事で、リアルタイム CG やツール拡張の

スキルも習得する。3 年次以降では、ゲームプロデュースコースの学生と共同でインタラ

クティブな映像やゲームコンテンツ制作の実習を学ぶ。これは HMD (Head Mounted 

Display)や HUD (Head-Up Display)を使用した映像やプロジェクションマッピングを状況

に合わせて変化させる映像など、最新エンタテインメントに関する、もしくは将来に一般

的となるエンタテインメントを創造する機会となる。 

 

 

 

3. 大学・学部・学科の名称及び学位の名称 

本学設置の趣旨、教育課程等を踏まえ、各名称を以下とする。 

 

3.1 大学の名称 

名称：東京国際工科専門職大学 

   International Professional University of Technology in Tokyo 

理由： 

本学は、工科分野において、日本の首都東京で国際性を理解し、社会の発展と調和

を踏まえた研究・教育・実践活動を行い、真のイノベーションの実現者となるよう

な人材を養成することで、社会の期待に答えるとともに、社会の発展に寄与するこ

とを目的とする。 
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これを広く一般的に理解しやすくかつ簡潔に本学が目指す事柄を伝えるために、

「東京国際工科専門職大学」とする。工科系分野を駆使できる人材として、国際的

なコミュニケーションや社会、文化・芸術への理解を通してグローバルに活躍する

人材を養成するという意図と、我が国で最もインターナショナル人材を養成するに

相応しい日本の首都東京で、自己の研究や制作をとらえることのできる人材を養成

する意図を表す名称である。 

また、東京都が掲げる「東京都長期ビジョン」の都市戦略 6『世界をリードするグ

ローバル都市の実現』（平成 26 年 12 月策定、資料 7）には、『東京発・世界を変

えるベンチャーの創出』（P. 216, 添付資料 P.8/24）といった戦略が掲げられており、

日本の首都、“東京”と“国際”の親和性は非常に高い。さらに、同戦略には『西新宿地

区の地下歩行者専用道の整備により、国際的なにぎわいと交流を創造する、歩行者

中心の回遊性の高いまちづくりを推進する。』（P.227, 資料 7 P.19/24）とあり、本

学の立地する東京都西新宿地区が、今後、さらなる国際的な交流地点になる等、地

域との親和性も高いと考える。 

 

この新しい専門職大学は、現に人材が不足していることに鑑み、設立が急務であることか

ら、次の年月日及び位置に設置する。 

設立年月日：  令和 2 年 4 月 1 日 

校地校舎の位置： 東京都新宿区（東京） 

 

 

3.2 学部の名称 

東京国際工科専門職大学に配する学部名称は以下とする。 

 名称：工科学部 

Faculty of Technology  

理由： 

1 章で既に述べたように、本学では、工科領域社会に必要とされる専門職人材の目

的としている。 

本学部の職業専門科目は工科（technology）と呼ばれる分野であり、対応する職業

は日本標準産業分類の大分類でいえば、鉱業、建設業、製造業、情報通信産業、運

輸業、サービス業など、科学技術によって高度化、高能率化を図る産業はすべて含

まれるといってよい。専門職大学での教育は工学の専門家の育成ではなく、広義の

製造企業の現場において、広い工学系知識を駆使して企業目的を達成する専門職

の育成を目的としているため、学部名称を「工学科」とし、英訳名称については上

記の経緯と、1 章で述べた工科（Technology）の趣旨、国際的な通用性も踏まえた

上で「Faculty of Technology」とする。 
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3.3 学科の名称 

東京国際工科専門職大学 工科学部に配する学科とその名称は以下とする。 

名称：情報工学科 

Department of Information Technology 

理由： 

本学科の目的は、工学科先端 ICT 技術分野における基礎教育・職業専門教育と、

その産業界や首都・国際都市である東京を中心とする地域社会との連携による実

践教育を通じて、デザイン的思考を主として持ちつつ論理的思考も備えたグロー

バルに活躍できる「情報化デザイナー」を養成することを目的とする。 

本学新設の情報系学科では、情報処理学会の科目ガイドライン「J97」「J07」に

ある科目（情報処理学会、大学の理工系学部情報系学科のためのコンピュータサイ

エンス教育カリキュラム J97、1.1 版 (Sep. 1999)等）を多く含み、AI、IoT、ロ

ボットの講義科目と演習科目を強化し、専門職に向かう学生の力となるカリキュ

ラムを備えるように設計している。よって、名称を「情報工学科」とする。 

英訳名称については上記の経緯と、1 章で述べた工科（Technology）趣旨や、国際

的な通用性も踏まえた上で「Department of Information Technology」とする。 

 

名称：デジタルエンタテインメント学科 

Department of Digital Entertainment 

理由： 

本学科の目的は、デジタルコンテンツ分野における基礎教育・職業専門教育と、そ

の産業界や首都・国際都市である東京を中心とする地域社会との連携による実践

教育を通じて、デザイン的思考を主として持ちつつ論理的思考も備えたグローバ

ルに活躍できる「デジタルコンテンツデザイナー」を養成することを目的とした学

科であり、エンターテイメント業界の主力といえるゲーム・CG を扱う学科である

ため、学科名称を「デジタルエンタテインメント学科」とし、英訳名称については

国際的な通用性も踏まえた上で、「Department of Digital Entertainment」とす

る。 

  

 

3.4 学位の名称 

 

工科学部 情報工学科 

 

学位名称：情報工学士（専門職） 

Bachelor of Information Technology  
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理由： 

学科名称の理由でも既に述べたとおり、情報工学科での教育課程は、情報処理学会

の科目ガイドライン「J97」「J07」にある科目（情報処理学会、大学の理工系学部

情報系学科のためのコンピュータサイエンス教育カリキュラム J97、1.1 版 (Sep. 

1999)等）を多く含むように設計されており、社会の要請の強い AI、IoT、ロボッ

ト等の産業にフォーカスがあたっている。よって、学位名称を情報工学士（専門職）

とする。 

英訳名称については上記の経緯と、1 章で述べた工科（Technology）趣旨や、国際

的な通用性も踏まえた上で「Bachelor of Information Technology」とする。

 

 

 

 学位名称：デジタルエンタテインメント学士（専門職） 

Bachelor of Digital Entertainment 

理由： 

デジタルエンタテインメント学科は、同業界を牽引するデジタルゲームおよびコ

ンピュータグラフィックス（CG）を専攻分野とし、それぞれの分野における基礎

教育・職業専門教育と、関連産業および地域社会との連携による実践教育を施す。

こうした教育の目的は、グローバル規模に拡大しているデジタルエンタテインメ

ント業界において、競争力のあるコンテンツを生み出すことができる技術者の養

成である。 

このような教育研究上の目的・内容に鑑み、学位名をデジタルエンタテインメント

学士（専門職）とし、英訳名称については、BSc in Digital Entertainment 

Technology（Abilene Christian University, USA）といった他大学の事例や、

国際的な通用性を踏まえた上で「Bachelor of Digital Entertainment」とする。 

 

 

3.5 教育の質の同等性を確保するための仕組み 

 本学は教員間連携により課題点を共有するのはもちろんの事、教員の違いによる教育手

法の違いから生まれる教育効果の違いを分析し、各教員にフィードバックすることで教育

内容の改善・向上を図る組織体制を組む。具体的には、専門職大学設置基準第 20 条に則り、

授業内容及び方法の改善を図ることを目的に FD 委員会を設置し、FD 活動を推進すること

で、それを達成する。例えば、学生によるアンケート等の分析やそれを踏まえての対策を法

人本部学務室と連動して担うものとし、教員相互の授業参観・授業評価、外部講師を招聘し

て教育方法改善のための講習会の企画等も含め、教員の教育技能の向上及び能力開発を図

るものとする。 

また、系列校である「東京通信大学」の開講科目について、法人が負担して聴講できる制

度を活用し、教員の能力向上を図る。 
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4. 教育課程の編成における考え方及び特色 

4.1 教育課程の編成及び実施の方針 

 カリキュラム・ポリシー（大学教育課程の編成・実施方針） 

本学では以下のようにカリキュラム・ポリシーを定め、教育課程を編成、実施する。参考

資料として教育課程の進行が把握しやすいカリキュラム配置（資料 8 ）や、教育課程の科

目群が把握しやすいカリキュラムツリー（資料 9）を添付する。また、各ディプロマ・ポリ

シーに対して以下のカリキュラム・ポリシーがどのように対応しているのかが明確になる

ように（資料 10, 11）を添付する。 

 

4.1.1.1 東京国際工科専門職大学のカリキュラム・ポリシー（大学教育課程の編成・実施方

針） 

東京国際工科専門職大学では、ディプロマ・ポリシーに掲げた学修成果を得るために、デ

ザイン思考の教育課程を編成する。 

学修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のように定める。 

 

＜教育課程の区分＞ 

・教育課程は①対象領域を俯瞰し、②問題・課題を発見し、③解決策を考え、④プロトタイ

プを開発し、⑤評価から①に戻る一連の過程に必要な知識、能力を得られる教育課程とす

る。 

・専門職人材としてプロトタイプ開発を行う実践力とビジネスセンスを磨き倫理観をもっ

て対象領域にアプローチするために必要な科目を配する。 

・実習科目を中心として志向・態度を学び、チャレンジ精神、向上心、探究心を涵養する。 

 

＜教育内容・方法＞ 

（教育方法） 

本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修を円滑に運営するための人間環境を整え「個に

対する教育」を行う。 

（学修方法） 

科目が初歩的なものから専門的なものへと進行する配置の中で、初歩的過程で学んだ科

目内容が、どのようにして専門的な科目の基礎をなすか、また専門的科目の内容がどのよう

にして社会にどのように役立つかを実習科目や総合科目を通じて学ぶ。この実感が、

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の基礎となる。したがって、科目

配列は特に１年次では最初に動機付け及びトピックへのエクスポージャを目的とした科目
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によって原理や理論を深く学ぶのではなく、何に使われているかを中心に理解する。その後

に原理や理論を学ぶ科目を配置している。これは自分が持っている社会に役立ちたいとい

う動機が、学問によって裏付けられることを経験し、実感的動機を科目学修動機に変換させ

ることでもある。それに基づいて、専門的な科目は動機を満たすものとして自発的に学習す

ることが可能となる。これを実現するために、実務経験のある教員から何を学ぶかを知り、

また実習、演習、臨地実務実習なども、漫然と課題に向かうのでなく、自発的に学習するも

のとして位置づけることができるものとなる。 

 

4.1.1.2 工科学部のカリキュラム・ポリシー（大学教育課程の編成・実施方針） 

工科学部では、ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学修

方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のように定める。 

 

＜教育課程の区分＞ 

【基礎科目】 

・広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理解の科目を置く。 

・“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確立す

る科目を置く。 

・グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの汎用的技能を育成する科目

を置く。 

【職業専門科目】 

・設定された問題を解決するための理論科目と、正確な判断力を養成する科目を置く。こ

れらの科目は職業専門科目の講義科目として配する。 

・問題・課題解決のために知識を総合し、価値創造の方法論を学ぶ科目を配する。 

【職業専門科目と展開科目における実習科目】 

・プロトタイプ開発を主軸とする実習科目を配置する。 

・俯瞰力と問題発見力を涵養する実習科目を配置する。 

・多くの実習科目を通し、新しいモノ・コトでも躊躇せず、変化を好んで対応し、対話を

通じて他者と協力し、机上のデータだけではなく、自分の目で見て耳で聞く行動指針を

養成する。 

【展開科目】 

・ビジネスの仕組みと関連する知識を養成する科目を配置する。 

・環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知識を学ぶ。 

・実習による実践だけではなく、協調性をもって、チームメンバーとして主体的に行動す

る、または、リーダーとして、指導力を発揮する原理を学ぶ科目を配する。 
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【総合科目】 

・キャップストーン科目として「卒業研究制作」を実施する。この科目は、英語での発表

を義務付けている。 

 

＜教育内容・方法＞ 

（教育方法） 

 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修を円滑に運営するための人間環境を整え「個に

対する教育」を行う。 

（学修方法） 

科目が初歩的なものから専門的なものへと進行する配置の中で、初歩的過程で学んだ科

目内容が、どのようにして専門的な科目の基礎をなすか、また専門的科目の内容がどのよう

にして社会にどのように役立つかを実習科目や総合科目を通じて学ぶ。この実感が、

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の基礎となる。したがって、科目

配列は特に１年次では最初に動機付け及びトピックへのエクスポージャを目的とした科目

によって原理や理論を深く学ぶのではなく、何に使われているかを中心に理解する。その後

に原理や理論を学ぶ科目を配置している。これは自分が持っている社会に役立ちたいとい

う動機が、学問によって裏付けられることを経験し、実感的動機を科目学修動機に変換させ

ることでもある。それに基づいて、専門的な科目は動機を満たすものとして自発的に学習す

ることが可能となる。これを実現するために、実務経験のある教員から何を学ぶかを知り、

また実習、演習、臨地実務実習なども、漫然と課題に向かうのでなく、自発的に学習するも

のとして位置づけることができるものとなる。 

 

＜学修成果の評価＞ 

【通常授業】 

 単位認定は所定の授業回数の 8 割以上の出席・課題提出を前提とし、その上で、各授業に

応じて評価することとする。詳細の評価については、各種シラバスで明示する。 

【臨地実務実習】 

 臨地実務実習科目においては、受け入れ先の企業との連携の重要性から、必ずルーブリッ

ク評価表を用い、公平で客観的かつ厳格な成績評価を行うこととする。詳細の評価について

は、各種シラバスで明示する。 
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4.1.1.3 情報工学科のカリキュラム・ポリシー（大学教育課程の編成・実施方針） 

情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。 

 このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 

 

＜教育課程の区分＞ 

【基礎科目】 

・広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理解の科目を置く。 

・“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確立す

る科目を置く。 

・グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの汎用的技能を育成する科目

を置く。 

【職業専門科目】 

・設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理論科目として数学や、物理学

と共に、情報技術の基礎的な知識に関する理論科目を配置する。 

共通：「エレクトロニクス工学」「コンピュータシステム」「情報数学」「線形代数」「解

析学」「確率統計論」「データベース基礎と応用」「技術英語」「情報セキュリティ応用」 

A 群：「人工知能基礎」「自然言語処理」「人工知能数学」「データ解析」 

B 群：「制御工学基礎」「センサ・アクチュエータ」「データ解析」 

C 群：「力学」「制御工学基礎」「センサ・アクチュエータ」「材料力学・材料工学」 

・問題解決のために情報技術を統合し、価値創造の方法論を学ぶ科目を配する。 

共通：「C 言語基礎」「組込み C, C++言語」「回路・プリント基板設計」「プログラミン

グ概論」「ソフトウェアシステム開発」 

A 群：「Python プログラミング」「機械学習」「深層学習」「画像・音声認識」 

B 群：「Python プログラミング」「デバイス・ネットワーク」「サーバ・ネットワーク」

「IoT デバイスプログラミングⅠ～Ⅲ」 

C 群：「機械設計」「ロボット機構」「ロボット制御」 

【職業専門科目と展開科目における実習科目】 

・デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ知的好奇心を向上させながら

探究心を身につけるとともに、チャレンジ精神を養成する。 

・本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロボット）と対象領域が抱える問題を見つけるた

めの俯瞰力と問題発見力、その問題を解決するための知識の総合力を養成する科目を

配する。 

共通：「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」「地域共創デザイン実習」

A 群：「人工知能システムⅠ、Ⅱ」「メディア情報処理実習」「人工知能応用」 
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B 群：「IoT システム開発Ⅰ、Ⅱ」「IoT サービスデザイン」 

C 群：「組込みシステム制御実習」「自動制御機械開発実習」「産業用ロボット実習」 

【展開科目】 

・専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する手法を講義と演習を組み合わ

せて学ぶ。 

・環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知識を養成する。 

・社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経営資産についての知識を習得

する科目を配する。 

【総合科目】 

・キャップストーン科目として「卒業研究制作」を実施する。この科目は、英語での発表

を義務付けている。 

 

＜教育内容・方法＞ 

 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修を円滑に運営するための人間環境を整え「個に

対する教育」を行う。 

 

＜学修成果の評価＞ 

1. 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指したそれぞれの科目は、カリキュラム・ポ

リシーに従って作成されたシラバスによって学修進行し、シラバスに予め記され

た評価の方法によって科目の合否を決定する。 

2. 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目においては定められた順序に科目取得

を行う。 

3. 各学年進級時に定められた単位数を取得していなければならない。 

4. 個々の学生の学びの過程と評価についてはスタディーログとして記録し、教育の

評価や点検の材料として積極的に利用した教育方法論の開発を行う。 

5. 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学生に開示する。評価の客観性を得るた

めに必要な科目にはルーブリック評価を取り入れる。 

6. 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取得を判定し進級の判断を行う。履修状況

に基づき学生指導を実施する。学生アンケートによりカリキュラムの評価を行い

次年度に活かす。 
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4.1.1.4 デジタルエンタテインメント学科のカリキュラム・ポリシー（大学教育課程の編成・

実施方針） 

デジタルエンタテインメント学科ではディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につける

ことができるように、以下のように教育課程を編成する。このように体系立てられ編成され

る教育課程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のように定める。 

 

＜教育課程の区分＞ 

【基礎科目】 

・広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理解の科目を置く。 

・“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確立す

る科目を置く。 

・グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの汎用的技能を育成する科目

を置く。 

【職業専門科目】 

・設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理論科目として数学とともに、

技術の基礎的な知識に関する理論科目を配置する。 

共通：「コンピュータグラフィックスⅠ、Ⅱ」「電子情報工学概論」「ゲーム構成論Ⅰ」

「線形代数」「解析学」「統計論」「ゲームアルゴリズム」「コンテンツ制作マネジメント」

「映像論」「技術英語」 

A 群：「ゲーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」 

B 群：「ゲームハード概論」 

・問題解決のためにデジタルゲーム、およびコンピュータグラフィックス技術を統合し、

価値創造の方法論を学び芸術的感性を涵養する科目を配する。 

共通：「ゲームプログラム構成基礎Ⅰ」「デジタル造形Ⅰ」「CG デザイン基礎」「プログ

ラミング言語基礎」「デジタル造形Ⅱ」「ゲーム AIⅠ」「エンタテインメント設計」 

A 群：「ゲームプログラム構成基礎Ⅱ、Ⅲ」「ゲームプログラミングⅠ～Ⅲ」「ゲーム AI

Ⅱ」「ゲームデザイン実践演習」「インターフェースデザイン」 

B 群：「デジタル映像表現技法基礎」「デジタル映像表現技法応用」「デジタルキャラク

タ実践演習」「インターフェースデザイン」「CG アニメーション総合演習」 

【職業専門科目と展開科目における実習科目】 

・デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ知的好奇心を向上させながら

探究心を身につけるとともに、チャレンジ精神を養成する。 

・本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、CG）と対象領域が抱える問題を見つけるための

俯瞰力と問題発見力、その問題を解決するための知識の総合力を養成する科目を配す

る。 
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共通：「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテンツ制作応用」「デジタルコンテンツ総

合実習」「地域共創デザイン実習」 

A 群：「ゲーム制作技術総合実習Ⅰ、Ⅱ」 

B 群：「CG アニメーション総合実習Ⅰ、Ⅱ」 

【展開科目】 

・専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する手法を講義と演習を組み合わ

せて学ぶ。 

・環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知識を養成する。 

・社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経営資産についての知識を習得

する科目を配する。 

【総合科目】 

・キャップストーン科目として「卒業研究制作」を実施する。この科目は、英語での発表

を義務付けている。 

 

＜教育内容・方法＞ 

 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修を円滑に運営するための人間環境を整え「個に

対する教育」を行う。 

 

＜学修成果の評価＞ 

1. 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指したそれぞれの科目は、カリキュラム・ポ

リシーに従って作成されたシラバスによって学修進行し、シラバスに予め記された

評価の方法によって科目の合否を決定する。 

2. 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目においては定められた順序に科目取得

を行う。 

3. 各学年進級時に定められた単位数を取得していなければならない。 

4. 個々の学生の学びの過程と評価についてはスタディーログとして記録し、教育の評

価や点検の材料として積極的に利用した教育方法論の開発を行う。 

5. 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学生に開示する。評価の客観性を得るため

に必要な科目にはルーブリック評価を取り入れる。 

6. 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取得を判定し進級の判断を行う。履修状況

に基づき学生指導を実施する。学生アンケートによりカリキュラムの評価を行い次

年度に活かす。 
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 教育課程の体系 

本学は学生が持つ知的好奇心を起点とした教育課程の体系をとる。具体的には 1 年次前

期に動機を定着させる科目を配し、1 年次後期に理論の科目を配する。 

本学の教育課程の編成における考え方と特色は以下である。 

まず１年次については、1 年次前期に学修の動機づけ及び専門技術の紹介（エクスポー

ジャ）に当たる科目（学科包括科目）を基本的に配置し、理論的な内容等を学ぶ科目につ

いては 1 年次後期から基本的に学修が始まるようにしている。このような教育課程にした

理由は、従来の大学では 1 年次前期から、卒業に向けて段階的に理論を積み上げていく

が、数学などの基礎的科目の関連性の欠如から学習興味が喪失することが往々にしてあ

る。そこでこれらの科目の前に動機付け科目を配することで、学生が入学時に持つ学修の

動機、好奇心、興味関心をより鮮明にさせるとともに、理論が未定着であるがゆえに可能

になる創造的な制作・開発の体験をする。その体験を一度経た上で、学生は工科学部に相

応しい線形代数や解析学などの理論を学ぶ。 

2 年次以降は、極力 PBL を意識し、ディプロマ・ポリシーにある「分析」と「判断」を

涵養する理論系科目と、ディプロマ・ポリシーにある「創造（力）」と「プロトタイプ開

発」を涵養する演習科目と同時に学べるように留意するとともに、講義・演習が実習と交

互に配置されるように配慮した。このように、教育課程が体系立てられることによって、

分析、判断、創造、プロトタイプ開発という 4 つの項目が効果的に学べる。よって、本学

の科目には、講義や演習といった区分が明確化された授業のみならず、講義・演習科目が

混在している。  

加えて、実習系の教育課程にも留意した。情報工学科では 1 年次前期の動機づけと 1 年

次後期の理論の定着を踏んだ後に始まる 2 年次以降の教育課程は、コースごとの履修モデ

ルも始まるため、それに特化した実習が配されている。一方で、展開科目に配した学部横

断の実習科目である「地域共創デザイン実習」によって、特定の学問領域に囚われること

なく、課題を俯瞰し問題解決を体感的に同時に学ぶことも可能となっている。さらに、2

年間の学びの集大成として、2 年次の最終科目を「臨地実務実習Ⅰ」とすることによっ

て、最低限のコースごとの知識と教養とともに、社会を俯瞰し問題解決する前に重要な問

題発見のための社会のプロセスを、実社会での学びを通して学ぶという段階的な教育と

なった。 

 3 年次からは、これまでに学修した知識や能力のさらなる深化とともに、実社会に対し

ての理解を深めることのできるような教育課程に変更することで、専門職人材の養成によ

り近づく体系になった。例えば、情報工学科で言えば、実社会でソフトウェア・インテン

シブな製品を開発する場合、システムエンジニア、プログラマー、データ分析者、企画

者、ソフトウェア開発部門とハードウェア開発部門、といった具合に、それぞれの専門職

が集まりプロジェクトを進める。そこで、情報工学科の実習科目においては、AI 分野、

IoT 分野、ロボット分野のコースごとの実習科目を 3 年次で高度化するが、引続いて実施
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する 3 年次後期の「ソリューション開発Ⅰ」、4 年次前期の「ソリューション開発Ⅱ」で

は、これらの専門職グループの共同作業として 1 つのプロジェクトに取り組むことを体験

するために、学科横断でのチーム編成を行う。これはデジタルエンタテインメント学科で

も同様で、例えば、実社会でデジタルゲームを開発する場合、ゲームプランナー、プログ

ラマー、アーティスト、ビジュアルエフェクトエンジニア、ソフトウェア開発部門とハー

ドウェア開発部門、といった具合に、それぞれの専門職が集まりプロジェクトを進める。

そこで、デジタルエンタテインメント学科の実習科目においては、ゲーム分野と CG 分野

のコースごとの実習科目を 3 年次で高度化するが、引続いて実施する 3 年次後期の「デジ

タルコンテンツ制作応用」、4 年次前期の「デジタルコンテンツ総合実習」では、これらの

専門職グループの共同作業として１つのプロジェクトに取り組むことを体験するために、

学科横断でのチーム編成を行う。 

さらに 2 学科共通の展開科目には、実社会を理解する科目を置いている。先に述べた、

コース横断の実習科目は、社内の能力を結集し創造する能力や隣接他部署とのコミュニ

ケーション力を高めることはできるが、実社会での課題を俯瞰し創造するための知識・理

解、能力や、クライアント、顧客、仕入れ先、業務委託先など、社外と効果的なコミュニ

ケーションを取るための実社会の深い理解が不足しているであろう。そこで、3 年次以降

の展開科目には、知的財産権、ファイナンス、企業組織、法務、人材、CSR などを学ぶ科

目を配している。 

 3 年次からの教育課程は 1 年次や 2 年次に見られる、学問の追及、分析ではなく、創造

（統合）にシフトされており、養成する人材像と整合性が高いと考える。さらに、これら

を強化するために、これらの創造も講義・演習、学内実習と臨地実務実習とを往復するこ

とでより、専門職として確かな実践力を養成することができるような教育課程となってい

る。 

 「臨地実務実習Ⅱ」は 3 年次の後期に配され、コース別の学修が終盤に差しかかり、専

門職として必要な知識をある程度修得しているタイミングで取り組むことができる。加え

て、展開科目の一部によって、対象社会のビジネスルールやプロセスの理解も最低限備え

ている。よって、3 年次後期に配された「臨地実務実習Ⅱ」の到達目標は「製品、業務内

容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や課題の理解」が相応しい。 

 先に述べた「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」や「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジタ

ルコンテンツ総合実習」は、2 年次に配された「地域共創デザイン実習」での課題を発展

させ、最終的にプロトタイプを生み出すための学内実習の総まとめとして位置づけてお

り、専門技術の習得のまとめであると同時に、最終課題と言ってもよい「臨地実務実習

Ⅲ」と「卒業研究制作」を繋ぐ科目として、重要な位置づけとなっている。 

 先に述べた「臨地実務実習Ⅲ」は 4 年次前期に配され、総合科目に配された「卒業研究

制作」を除く全ての教育課程が履修されたタイミングで行われる。「臨地実務実習Ⅲ」の

到達目標は、学部・学科以下のディプロマ・ポリシーの 7 項に直結している。 
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 そして、今までの学びの総まとめとして位置する科目が「卒業研究制作」である。1 年

次の学修の動機づけと身につけた理論、2 年次の「地域共創デザイン実習」による自治体

や地域企業などの課題を解決するプロトタイプのデザインを通して制作や研究を実践し、

3、4 年次の「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」、「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジタルコ

ンテンツ総合実習」によって「地域共創デザイン実習」での課題を専門職として発展さ

せ、「卒業研究制作」で学生一人一人がまとめる。そのような重要な位置づけとなってい

るのが、「卒業研究制作」である。 

  

上記で明記した教育を具現化するために、例えば、「線形代数」「解析学」「確率統計論」

等の数学における理論科目は、1 年前期の「情報工学概論」を前段の科目として後期に実施

する。まずは手を動かしモノに触れるような授業として情報工学科では「情報工学概論」を、

デジタルエンタテインメント学科では「コンテンツデザイン概論」等を配し、従来の工学系

大学において 1 年次前期によく見られる理論系の科目を後期に配する。これによって学生

が入学前に持っていた創造への期待を学修への動機へと転換する。 

さらに「情報工学概論」、と「コンテンツデザイン概論」は学科包括科目として、1 年次

後期から始まる、コース体系をアナウンスする科目でもある。各学科内でもさらにコース別

に細分化される本学特有の教育課程をガイダンスする科目である。加えて、学科の特性上情

報工学科について更に「情報工学概論」を補佐する「デザインエンジニアリング概論」も学

科包括科目として据える。この科目は、コース体系をアナウンスしつつ、演習要素を含んだ

科目である「情報工学概論」の講義部分を補佐する役目を果たす。 

このような、体験かつ学科を包括する科目を置くことで、何ができるようになるのかを体

感し、体験を通して当該技術が何に役立てられるのかを技術の応用側面から理解すること

ができる。これらにより、学修の動機付けと自らが新たな利用価値を見いだす第一歩を作り

出す。 

加えて、均質な教育が入学する学生に施されるためには、入学時の学力差について補うこ

とが重要と考えている。そこで、本学では本申請書にある教育課程として配する科目以外に

も、入学時の学力差補助のために「基礎数学」、「基礎物理」、「基礎英語」といった補講科目

を配する。 

 

4.1.2.1 実践的能力と応用的能力の育成・展開 

本学では既に述べたカリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリシーに定める専門知識と

専門技能、国際コミュニケーション力、価値創造力、職業的倫理観等を修得させるために、

職業に密接に関連した学際的な教育内容を、順次性を考慮し基礎科目、職業専門科目、展開

科目、総合科目の区分で編成する。 
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それぞれの科目ではその教育内容に応じて講義・演習・実習を適切に組み合わせた授業体

系とし、特に、実践力の育成と学修内容の定着度向上を図るため、座学（講義）だけの科目

は極力減らし演習と講義を組み合わせた科目とする。また、実制作実習科目は教育課程連携

協議会の協力や支援を必ず求めることで、実社会の課題解決経験も得られる実践的な教育

体系にする。 

設置の趣旨及び必要性等、様々なところで述べてきた通り、本学の教育は「学修が動機の

実現の軸」となるように設計されている。具体的には、教育課程の体系の全体構想として、

動機の定着がはじめに行われるように、1 年次前期に学修の動機づけ及び専門技術の紹介

（エクスポージャ）に当たる科目（学科包括科目）を基本的に配置し、理論的な内容等を学

ぶ科目については 1 年次後期から基本的に学修が始まるようにしている。それらは、教育

課程の全体構想だけではなく、例えば実習だけにフォーカスを当ててもそのように設計さ

れている。 

実習科目は 2 年次から始まり、職業専門科目と展開科目に配されている。具体的には、職

業専門科目に臨地実務実習各種、専攻分野に係る実習各種、そして展開科目に「地域共創デ

ザイン実習」の 3 つの大きな柱で構成され、中でも、専攻分野に係る実習各種については、

各学科で共通科目の「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」（情報工学科）、もしくは、「デジタルコ

ンテンツ制作応用」、「デジタルコンテンツ総合実習」（デジタルエンタテインメント学科）

と、各コース別の実習科目にさらに細分化される。 

職業専門科目における実習は、両学科どちらもまずコース別科目から始まる。その理由は、

学生の各コースへの配属が確定するタイミングであり、かつ、コース別に細分化されると同

時に始まるコースに特化した理論的な科目によって知識が完全に定着する前に、学生が持

つ好奇心や興味関心の先を明確にするのが狙いである。その後、学年が進行するにつれて、

学修が深化するように内容が高度化しているのが、各専攻分野に係る実習の教育課程体系

の特徴である。 

それに加えて、展開科目にも「地域共創デザイン実習」という 2 学科が共同して行う実習

科目が 2 年次に配されている。この科目が目指すのは、専攻分野に特化した専門的な学修

の対局側にある能力、つまり、自己の制作の論理的、あるいは社会的な意義を明確に表現す

る能力を磨くことである。 

このように、2 年次スタート時の教育課程の体系は、専攻分野に係る実習科目では動機の

明確化を、そして展開科目の実習では社会的な倫理観やその意義を、そして講義系の科目で

は理論を、といった 3 方向から同時に学べるよう綿密な教育課程の体系を設計している。

さらに重要なのは、これらの学びが机上で終わることがないように、実際に社会に出る科目

を 2 年次の最後に配していることである。2 年次の最終科目は、1～2 月に配している、は

じめての臨地実務実習「臨地実務実習Ⅰ」である。この科目を通して実社会での学びを受け

ることで、学生らがそれまでの学びを集約しながら、社会の責務を実感できるように設計さ

れている。 
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3 年次から 4 年次は、さらに各コース別の科目で知識・理解・技術などを深めつつ、全学

生がプロトタイプを制作するための最終的な学修に入っていくような教育課程として、職

業専門科目の「臨地実務実習Ⅱ、Ⅲ」と、学科別の総まとめの実習となる「ソリューション

開発Ⅰ、Ⅱ」（情報工学科）、もしくは「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジタルコンテン

ツ総合実習」（デジタルエンタテインメント学科）が組まれている。ここで重要なのは、コー

ス別で細分化し深化した科目だけで終わるのではなく、途中にこうした科目を配すること

で、効果的に「卒業研究制作」に引き継ぐ教育課程の体系にしていることである。すなわち、

専攻分野の深化の過程で「臨地実務実習Ⅱ、Ⅲ」を挟むことで実社会と学校での学びを往復

させるとともに、共通必修の実習科目として、情報工学科では「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」

を、もしくはデジタルエンタテインメント学科では「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジ

タルコンテンツ総合実習」を配し、「地域共創デザイン実習」での課題に発展させることに

よって、「卒業研究制作」とのつながりを果たしている。 

各授業科目の単位数は、専門職大学設置基準第 14 条に則り、本学では講義 30 時間で 2

単位、演習と実習は 30 時間で 1 単位を基本とする。講義 15 時間と演習を 15 時間合わせた

授業の場合には 1.5 単位としている。総合科目ではそれまでに学び得た知識、実践力、職業

倫理観等の集大成となる応用的な科目を配し、さらに、2 学科それぞれが横断することで部

門を越えた応用力等も涵養されるように配慮した。 

この教育編成によって、専門領域や特定のマーケット等に縛られることのない問題発見・

解決思考回路や他業種との交流が図れるような人材を育み、実社会を価値創造へ導くこと

のできる応用力を育成する教育編成とする。 

 

 

4.2 教育課程を開発・不断の見直しと反映を行う仕組み 

本学の教育課程において、臨地実務実習を除く全ての授業は、基本的に本学が契約した教

員によって行われている。また、臨地実務実習先（受け入れ先）は、全て臨地実務実習施設

使用承諾書を交わすとともに、臨地実務実習施設の概要に明記がある通り、実習指導者・事

業の概要・該当施設の選定理由等を、本学に所属する教職員によって確認し適切と判断でき

る企業や団体等に限定している。加えて、海外臨地実務実習を除く全ての臨地実務実習では、

複数人の教職員による巡回によって、適切に教育が行われているかが確認される等、実習水

準の確保の方策も取っている。これら臨地実務実習に関する詳細については後の 11 章で言

及する。以上のことから、本学で必要な授業科目を自ら開講しているといえる。 

教育課程連携協議会についての詳細は後の 7 章で述べるが、今回、編成・設置される教育

課程は、現代社会特有の複雑化した問題に対峙できるように教育課程連携協議会の意見等

を反映させ、その時世に合った体系に常に変化させることで教育課程を開発する。 

例えば、教育課程連携協議会の構成員には、学校教育法第 11 条 2 項（エ）で定義されて

いるように、臨地実務実習先として本学と連携を取る事業者が含まれる。この構成員によっ
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て臨地実務実習の実態として教育課程に反映すべき意見が出された場合は、必要に応じて

再検討され、所定の手続きをもって「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」に反映されるようにする。この

ように本学では教育課程の開発を行う。 

加えて、臨地実務実習を含む全ての実習科目は必ず教育課程連携協議会の協力や支援を

求める。教育課程連携協議会では、産業界及び地域社会との連携による授業科目の開設や、

その他の教育課程の編成に関する基本的な事項などについて議論される。議論に基づき設

置される臨地実務実習や各学科の職業専門科目に配した実習科目、並びに、産学官の連携を

目的とする「地域共創デザイン実習」によって、学生は技術の社会性を現実的に学ぶ。具体

的な関係性は、科目ごとに以下に記す。 

 

「地域共創デザイン実習」 

情報工学科とデジタルエンタテインメント学科の双方に配置したこの科目については、

教育課程連携協議会の主に「地域」・「協力」区分に該当するメンバーから協力と支援を得る。

ここで指す協力と支援とは、実習テーマ等の共同策定や、そのテーマに取り組む際の企画提

案の場の提供等である。 

 

「ソリューション開発Ⅰ」、「ソリューション開発Ⅱ」 

情報工学科に配したこの科目については、教育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」区

分に該当するメンバーから協力と支援を得る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ等の

共同策定や、そのテーマを取り組む際の共同製品・共同制作物の開発、あるいは企画提案・

報告の場の提供等である。 

 

「デジタルコンテンツ制作応用」 

デジタルエンタテインメント学科に配したこの科目については、教育課程連携協議会の

主に「職業」・「協力」区分に該当するメンバーから協力と支援を得る。ここで指す協力と支

援とは、実習テーマ等の共同策定や、そのテーマを取り組む際の共同製品・共同制作物の開

発、あるいは企画提案・報告の場の提供等である。 

 

「人工知能応用」、「IoT サービスデザイン」、「産業用ロボット実習」 

情報工学科に配したこの科目については、教育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」区

分に該当するメンバーから協力を得る。ここで指す協力とは、実習テーマ等の共同策定等で

ある。 
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「デジタルコンテンツ総合実習」 

デジタルエンタテインメント学科に配したこの科目については、教育課程連携協議会の

主に「職業」・「協力」区分に該当するメンバーから協力を得る。ここで指す協力とは、実習

テーマ等の共同策定等である。 

 

以上のように、上記の科目については必ず教育課程連携協議会との関係を持つとともに、

開発・不断の見直しを行う。不断の見直しを行う体制についての詳細は、7 章にて説明する。 

 

ここまで述べてきた実習系授業と、教育課程連携協議会が効果的に連携を取るための機

能として、本学では分科会を設置している。例えば、「地域共創デザイン実習」の授業実施

おいては地域区分構成員だけでなく、その関連企業・団体が複数関わることになるため、

「地域共創デザイン実習」の協力企業・団体からなる分科会を組織し、授業運営に向け

た取り組みを行うこととしている。その分科会の位置づけは、教育課程連携協議会規定

で以下のように示している。なお、その分科会は、授業担当の専任教員も構成員となる。 

 

教育課程連携協議会規定に追加する規定【抜粋】 

（分科会） 

第７条 本協議会は、教育課程の見直しなど特定の分野・目的毎に審議するため、必要

に応じ分科会を置くことができる。 

  ２ 分科会長は、本協議会の構成員から学長が指名する。 

  ３ 分科会に所属する者は、本協議会の構成員、専任教員及び教育課程の実施にお

いて本学と協力する事業者から学長が指名する。 

  ４ 分科会長は当分科会での審議の内容について協議会に報告し、協議会の了承を

得るものとする。 

 

 

4.3 4 つの科目区分の目的と科目配置 

専門職大学設置基準第 13 条に規定された 4 科目区分ごとに各種科目の配置を行い、それ

ら該当科目の目的が果たされるように配置されている（資料 8, 9）。以下、科目区分別に詳

細を記す。 

 

 基礎科目 

 本学を卒業したものが、専門職として社会に身を置き成長する過程において常に基礎と

するべく、学科にかかわりなく共通して学ぶ基礎的な必修科目である。 

本学が養成する“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”を養成するために

は、学問領域の専門家になることを目標とするのではなく社会的期待の充足に専門職とし
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て応えたいという強い意志と目標を持った人に対し、その目標の実現に必要な論理的思考

能力とデザイン思考の涵養が必要で、モノづくりの経験や分析を通し社会との共創を行う

ことによって、未来志向の発想力や創造性を期待している。 

加えて、経済産業省による「大学生の『社会人観』の把握と『社会人基礎力』の認知度向

上実証に関する調査」（平成 22 年（資料 12））によると、企業が学生に不足していると挙

げる能力と学生自身が不足していると挙げる能力に明らかなギャップが生じている。企業

側は学生に対し、「主体性」「粘り強さ」「コミュニケーション力」といった内面的な基本能

力の不足を感じているが、学生は、技術・スキル系の能力要素が企業から見たときに不足し

ていると考えている。このギャップを埋めるために、コミュニケーション力といった能力の

養成には注力する必要がある。 

そこで本学の基礎科目には、カリキュラム・ポリシーにもある通り“Designer in Society

（社会とともにあるデザイナー）”となる為に最低限必要な能力、例えば、ファッションや

医療といった専門職の分野に関わらず、新しい思考形式を持ち続けられる人材に必要な能

力、つまり「生涯にわたり自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要

な能力を育成する」科目を配置する。また、基礎科目に配当する科目には、新しい教育機関

の大学として学士力の養成に必要な科目とも捕えることができる。よって、主に従来の大学

における教養科目で一部垣間見ることができる授業でもある。 

 

(1) 「専門職のための倫理学」。専門職は、社会的期待に対する回答を社会に提供すること

を使命とするのであるから社会に対して責任を持つ。したがって組織内で協調的仕事

を行う場合も、個人として仕事をする場合もともに倫理的であることが必要条件であ

り、専門職が社会に対して持たなければならない倫理について学修する。 

(2) 「専門職であるために必要な人格の形成」。専門職は組織の一員として行動するだけで

なく個人としての責任において社会的に行動することを基本とする者である。そのた

めには専門職に課せられる固有の人格を持つことが求められ、社会と人間についての

洞察力、行動がもたらす社会への影響の予測力、未来社会を描き出す構想力などを基礎

として持つ必要がある。これは分野でいえば、文化人類学、比較文化論、認知心理学、

記号学、科学哲学、社会哲学、など、職能人として基礎的・汎用的な知識・教養を持つ

ことで達成される。 

(3) 「専門職のためのコミュニケーション論」。社会的期待の探索のために必要な理解力、

及びデザイン結果とその背景の思想についての社会への正確な発信力は、専門職に

とって不可欠の条件であり、生涯にわたり深化させるべき能力であって、その基礎を学

修する。具体的には、コミュニケーションツールの修得とともに、国際的活動のために

は英語力が必要で、この学修も必修である。 
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 職業専門科目 

職業専門科目は、理論的かつ専門性の高い即戦力人材を育成するために、演習・実習を重

視した実践的教育を行うための各種科目を配置する。各学科内でもさらにコース別に細分

化され、より専門的で実践力に富んだ科目を配置した。また、学科包括科目を職業専門科目

に配し、各学科の分野全般に精通するための科目を設置した(資料 8, 9)。学科包括科目は、

それら分野へのイントロダクションと同時にデザイン思考を支える科目であって、各学科

の分野全般に精通する要素を含んだ科目でもある。 

これらの配置によって、学生が専攻する分野において理論的かつ実践的な能力や、専攻す

る学科の全般を俯瞰できるように配慮している。 

 職業専門科目は基本的には学生本人が関心を持つ課題、すなわち本人の学修動機を実現

するためのプロトタイプ制作を最終目標とする 4 年間の学修において、その実現に必要な

関連教科を、専門家になるためでなく実現に必要なものとして学ぶ。そしてその学修が将来

にわたりより広い分野で活躍できる専門職として有用な基礎知識を学修するように配置さ

れる。 

 情報工学科を例にとれば、この関係は以下のようになる。現在急速に進行中の情報通信技

術についての概説科目の履修を通じて、情報通信技術を理解するとともにそれによって社

会の進展の可能性を知り、“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の倫理観

のもとに自分の使命を認識する。この使命の実現を目標として科目を学ぶ。各科目の講義・

演習・実習を、自分の関心分野、実現したいと考えるプロトタイプが含まれる技術分野の背

景知識と位置付けて理解し、特に制作課題に関連する専門的理論、制作理論などの知識を実

際に使用してプロトタイプの高度化を図ることによって個別知識の有効性を実感し、さら

に使用法について第三者に説明可能なように理解を深める。また特に情報工学科の学生が

共通に持つ関心分野、例えば現在急速に進歩しているビッグデータ、IoT、AI、ロボットな

どの先端分野の進展が社会に及ぼす影響について理解する。これらは行政、公共サービス、

企業における設計、製造、製品サービス、物流などに及ぼす強力な効率化と質的変化、それ

が人々の生活に及ぼす効果などが予想されるが、それについての分析、評価、予測などを演

習・実習を通じて学ぶ。これらを通じて将来に起こる変化に対して的確な判断をすることが

できる専門職になるために必要な知識を獲得すると同時に、直観力・感受性を身につける。 

 デジタルエンタテインメント学科においても、制作プロトタイプの高度化に必要な科目

を中心に、関心領域の背景知識に関する科目、学科に関係する先端分野の科目を各学生の学

修計画に対応する配置を定めて学修する。これらの学修の実現のためには、各専門教科にお

いて学術的な実績を持つ教員が協力しつつ専門知識を教育することと並行して、プロトタ

イプ制作という学生の動機にかかわる教育を担当する実務経験のある教員が協力して、職

業専門科目の配置や教育内容などについて常時検討しつつ各学生にとってそれぞれ最適な

教育をすることが必要である。 
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 展開科目 

本学は工科分野において日本の首都東京で国際性を理解し、社会の発展と調和を目指し

た教育・研究・実践活動を行い、真のイノベーションの実現者となるような人材を養成す

ることを目的としている。そのような、人材を養成するために展開科目区分で修得すべき

能力は、「鋭敏なビジネスセンス」である。真のイノベーションの実現者となるような人

材、つまり、“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”は社会の期待、ある

いは自己の夢の実現を目指しているが、それはビジネス原則を無視しては叶わないことも

理解する必要があり、この能力を涵養するべきである。 

1 章で述べたことの繰り返しになるが、加えて、専門職大学では、いわゆる社会人基礎

力の涵養も重要である。ここでいう社会人基礎力とは、「前に踏み出す力（アクション）」

（主体性、働きかけ力、実行力）、「考え抜く力（シンキング）」（課題発見力、計画力、創

造力）、「チームで働く力（チームワーク）」（発信力、傾聴力、柔軟性、状況把握力、規律

性、ストレスコントロール力）の 3 つからなり、企業は学生に対し「前に踏み出す力」を

まず期待し、能力では実行力に期待している。一方、学生は専門的な知識やスキルに不安

を感じているが、企業側は「主体性」、「粘り強さ」、「コミュニケーション能力」が不足と

感じている16。具体的には、主体的に行動を起こし最後まで粘り強くやり抜く力、またそ

のプロセスでのコミュニケーション能力の涵養が求められる。 

大学生（特に学部新卒者）が卒業時に持つべき知識・能力についての調査結果がある

17。この調査によると特に大学、企業の両方が重要と考える能力は、「チャレンジ精神」、

「チームワーク能力」、「コミュニケーション能力」などの一般的な社会人基礎力に加え

て、「問題解決・物を作り出していく能力」、「課題を見出す能力」、「倫理観」などの専門

的能力である。企業側からは、学部新卒者に不足する知識・能力として、「問題解決・物

を作り出していく能力」、「チャレンジ精神」、「コミュニケーション能力」、「専門分野に関

する基礎的知識」、「文系分野も含む幅広い教養」という指摘があった。 

さらに、日本経済再生本部第 4 次産業革命人材育成推進会議は、IT を中心とした必要人

材のスキル・コンピテンシーを次のように設定している18。 

1. 課題設定力、目的設定力 

2. データ活用や IT にかかる能力・スキル 

3. コンピュータ等の IT リテラシー 

4. コミュニケーション能力 

                                                   
16大学生の「社会人観」の把握と「社会人基礎力」の認知度向上実証に関する調査、経済

産業省、平成 22 年 6 月 
17平成 28 年度文部科学省「理工系プロフェッショナル教育推進委託事業」工学分野におけ

る理工系人材育成の在り方に関する調査研究、千葉大学(2016) 
18第 4 次産業革命 人材育成推進会議（第 2 回）配布資料、日本経済再生本部、平成 29 年

2 月 
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5. 分野を超えて専門知や技能を組み合わせる実践力 

6. リーダーになる資質 

 

 よって、社会人基礎力にはビジネスの原則を知るだけではなく、「前に踏み出す力（主

体的に行動を起こし最後まで粘り強くやり抜く力）」、「チャレンジ精神」、「コミュニケー

ション能力」、「チームワーク能力」、「リーダーシップ」も重視する必要もある。 

 

以上をまとめると、展開科目を中心として「鋭敏なビジネスセンス」を養成するその必

要性とは、 

1. ビジネスの仕組みを知らないといけない 

2. 協調性を持って行動できないといけない 

3. リーダーになる資質を持っていないといけない 

4. 新しいものでも躊躇せず、新しい働きや変化に好んで対応できないといけない 

5. 机上のデータのみならず、働きかけられないといけない 

6. 社会の問題解決だけではなく、真のイノベータとして持続可能かつ発展性まで考慮

できないといけない 

が列挙でき、そのために具体的には、 

1. 経営資源の知識・理解 

2. チームワーク力 

3. リーダーシップ力 

4. チャレンジ精神 

5. 三現主義 

6. 社会倫理 

といった、「知識・理解」、「能力」、「志向・態度」を養成するべきである。 

 

これらの能力の養成の内、本学では展開科目に最も重要な科目として「地域共創デザイン

実習」を配する。この科目は実体験に則することが重要で、実際には産学官連携の授業とし

て本学が配する。本学が立地する地域が抱える問題に対して産学官連携で取り組み、授業評

価については指導教員のみならず、連携した企業や地域団体にも評価を求める。この実体験

によって、我が国の将来において、制度、社会、産業、国際協力、そして人々の生活などあ

らゆる側面への寄与を肌で感じることが可能となる。加えて、この「地域共創デザイン実習」

は 2 学科が協力して学ぶ展開的な科目で、学部横断で取り組むことによって、それぞれの

学科における創造的な役割を担うための能力を展開させるための授業である。 
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 総合科目 

総合科目は、それまでに学んだことを、変化する社会の要請に対し主体的に、また結果に

対する倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応える“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”となるべく、実践的かつ応用的な能力を総合的に高めるための集大成となる科

目を配置する。 

 

 

4.4  4 つの科目区分の観点と体系的教育課程の編成 

体系的教育課程の編成については資料 8、9 に概念図を記すとともに、以下に説明する。 

 

 4 つの科目区分における体系的教育課程の編成 

4.4.1.1 基礎科目における体系的教育課程の編成 

本学の基礎科目は、4 本柱として以下を配置する。教養にあたる基礎的科目のため、英語

を除く科目は主として 1, 2 年次に配置される。国際的コミュニケーション力の養成に重き

を置く本学における英語に関連する科目については 4 年間の学びの場を配置している。 

 

① グローバルコミュニケーション科目 

グローバルに活躍するための汎用的技能を育成する科目で構成される。専門職にとって

国際的活動のためには英語力が必要で、この学修は必修である。以下の配置による、臨地実

務実習の期間と卒業間近の 4 年次後期を除く期間において、2 単元/週以上英語を学ぶこと

が可能となる。 

＜配置科目＞ 

1 年次 前期：「英語コミュニケーションⅠa」後期：「英語コミュニケーションⅠb」 

2 年次 前期：「英語コミュニケーションⅡa」後期：「英語コミュニケーションⅡb」 

3 年次 前期：「英語コミュニケーションⅢa」後期：「英語コミュニケーションⅢb」 

4 年次 前期：「英語コミュニケーションⅣ」 

 

② コミュニケーションスキル科目 

①の能力を最大限に生かすためには、社会への正確な発信力が重要である。そこで、発信

力を養成する科目を配する。この科目は、プレゼンテーションスキルなどを養成し、単なる

発信力のみではなく、効果的な発信力の養成を目指す。 

＜配置科目＞ 

1 年次 後期：「コミュニケーションツール」 
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③ 倫理科目 

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する

科目を据える。 

専門職は、社会的期待に対する回答を社会に提供することを使命とするのであるから社

会に対して責任を持つ。したがって組織内で協調的仕事を行う場合も、個人として仕事をす

る場合もともに倫理的であることが必要条件であり、専門職が社会に対して持たなければ

ならない倫理について学修する。 

＜配置科目＞ 

3 年次 前期：「社会と倫理」 

 

④ 基盤科目 

広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理解の科目を基礎科目の中に加え

る。本学で要請する専門職は情報技術分野であるがゆえに特有の感性に基づく判断を求め

られる。これを涵養するために、感性そのものの取り扱いに加え、比較文化論、記号学、な

どに関する、職能人として基礎的・汎用的な知識・教養を持つことで達成される。また比較

文化論は文化に対する感性、記号論はコミュニケーションにおける基礎的な理論の役割を

果たす。これは情報工学科（例えばユーザーインターフェース設計などで有益）、デジタル

エンタテインメント学科（例えば CG やデジタルゲーム制作では直接必要となる）の両学科

の学生に有益である。 

＜配置科目＞ 

1 年次  前期：「比較文化論」、「感性をはかる」 

後期：「コミュニケーションと記号論」 

 

4.4.1.2 職業専門科目における体系的教育課程の編成 

本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもって、職業専門科目は学科内で共通する科目を

集めた学科共通科目と、各学科に据えたコースに呼応したコース別科目の 2 種類に分類さ

れる。その中でも共通科目についてはデザイン的思考に対し中核的な科目となる「学科包括

科目」となる「情報工学概論」、「デザインエンジニア概論」、「コンテンツデザイン概論」を

体系的に用意し編成する。プロトタイプを作成する能力が身につく職業専門科目は、年次が

上がるにつれ内容が高度化する。 

また、臨地実務実習科目も職業専門科目内に体系的に用意し編成する。臨地実務実習科目

に当たる「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」については、後の 11 章「実習の具体的な計画」で明記す

る。 

 

 



 

60 

 

職業専門科目は、各学科に特徴が出る科目である。以下に、学科別に記す。 

 情報工学科は、最も大きな分類として AI、IoT、ロボットといった、本学科が用意した 3

コースと呼応し、大きく 2 つの科目群に分かれる。全コースに共通して修得すべき能力を

養成する科目を「共通（必修）」科目群、コース別でより一層技術力を深化させる科目を「コー

ス別（選択）」科目群とし、「共通（必修）」科目群はさらに、該当分野全般に精通する「学

科包括」科目群、工学に絡んだ数学や英語の理論を修得する「数理英」科目群の他に、「電

子回路」「プログラム言語」「情報通信」といった科目群が揃う。選択科目は AI, IoT, ロボッ

トといった 3 コースに呼応する履修モデルである。AI 戦略コース（資料 9-1-1）の特徴は、

学科共通で学ぶ解析学や確率統計論などの理論科目に続き、「人工知能数学」という AI 戦

略コースに特化した数学が配されていることや、「人工知能基礎」とった、学科包括科目の

AI コースを俯瞰する歴史的背景など導入部分の科目があること、加えて、他コースとは違っ

た実習の動きをし、自然言語処理に特化した実習「メディア情報処理実習」が、講義科目を

踏まえた後に実施されるように教育課程が体系だっている。IoT システムコース（資料 9-1-

2）の特徴は、資料 9-1 を見ると分かるように、AI 戦略コースと、ロボット開発コースの双

方に共通の科目が配されていることが特徴である。段階的に、ハードウェア側とソフトウェ

ア側両方を学びながら、最終的に IoT サービスデザインといった、他コースには感性も必

要とする科目が配されている。ロボット開発コース（資料 9-1-3）の特徴は、物理の理論科

目「力学」に加え、「材料力学・材料工学」といった、理論科目が順序だてて配されている

ことが他コースには無い特徴であるといえよう。 

デジタルエンタテインメント学科も、最も大きな分類としてゲームと CG といった、本学

科が用意した 2 コースと呼応する形で、共通して修得すべき科目と、各コースに特化した

科目の大きく 2 つの科目群に基本的に分かれる。情報工学科と同様に、本学の工科学部と

して「学科包括」、「数理英」、「情報通信」が配され、その他はコースごとにさらに細分化さ

れ学年の進行とともに深化していく。選択科目は、情報工学科同様、ゲームと CG の 2 コー

スに呼応する履修モデルが配されている。ゲームプロデュースコース（資料 9-2-1）の特徴

は、このコースの中でも 2 つの履修モデルが想定できるところが特徴である。これは、産業

界がプログラマーとプランナーそれぞれに特化した人事配置などを行っていることを鑑み

他結果でもある。CG アニメーションコース（資料 9-2-2）の特徴は、段階的に積み上げら

れた最後に総合演習が組まれていることである。CG 映像の基礎から、表現について段階的

に学び、キャラクタデザインのみならず、UI/UX やゲーム AI についても学び、最終的にそ

れらを統合する力がより求められているといえよう。 

 

4.4.1.3 展開科目における体系的教育課程の編成 

本学の展開科目は、社会的期待を探索しつつ、その実現について学ぶために、課題を達成

するための知識に加え、社会に発信し説明するために必要な知識を学修する。国内のみなら
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ず世界の社会的期待を感知し、その解決をビジネスとして実現するためには鋭敏なビジネ

スセンスが必要であることは言うまでもない。 

基礎科目、職業専門科目の学修によって得た思考能力及び知識を身につけて卒業し、それ

を源泉として自ら専門職の仕事をする場を設定したとき、その能力・知識を有効に発揮・使

用し、さらに能力を深化させていくためには、その場で遭遇する多様な社会、組織、協力者

などの環境と矛盾することなく行動することが必要である。これは専門職としての仕事を

する場において関与する環境とそれに対応する方法に関する知識であるといってよい。 

それは卒業後専門職として歩む道として、専門職の能力を高めつつ成長を続け、最終的に

はリーダーとして社会に寄与するという一つの典型を考えた時、その計画を現実化する道

で身につけてゆくべきものであり、入学時の動機を成熟させて卒業時の動機とするために

必要な科目である。 

 

①  ビジネス教養科目群 

アイデアはアイデアであって、アウトプットによってビジネスに変換することで実社会

に初めて価値がもたらされるものである。そこで、行動に関する知識や指針となる、企画力、

発信力、マネジメント力、市場戦略力、知的財産の保護、現在の諸問題から鑑みる潜在的社

会問題を察知するビジネス展開力などを配する。 

＜配置科目＞ 

1 年次 前期：「企画・発想法」 

後期：「プロジェクトマネジメント」 

 2 年次 後期：「チームワークとリーダーシップ」 

3 年次 前期：「知的財産権論」 

3 年次 後期：「企業経営論」「グローバル市場化戦略」 

4 年次 前期：「ベンチャー起業経営」「持続可能な社会」 

 

「企画・発想法」はプロジェクトの企画方法、アイデアの発想法のツールやテクニックに

関する科目である。 

これに対して、プロジェクトやチームといった比較的小さな組織単位におけるマネジメ

ント手法やツールについて議論する科目が２つあり、「プロジェクトマネジメント」は科目

の名の通り、プロジェクトマネジメントの手法やツールに関する一般的、実践的な科目であ

る。一方、「チームワークとリーダーシップ」はチーム内でのチームワーク力やリーダーシッ

プ力といった個人の能力の養成を意図している。 

これらに対し、「知的財産権論」では特許、著作権、意匠権などの知的財産権を取得、保

護する法令、メカニズムについて、これらに直接かかわることの多い専門職として学修する。

最近は個人情報の保護なども関連してきておりこの科目の重要性は増している。 
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残りの科目はビジネスを企業という単位で見たときの重要なトピックをカバーする。ま

ず「企業経営論」では特に企業のビジネスプラン、ビジネスモデル、経営戦略と言った経営

の根幹にかかわる事項を学修する。「グローバル市場化戦略」は商品マーケティング、市場

開拓、海外進出、海外市場戦略などについて論じる。最後に「ベンチャー起業経営」はおそ

らく本学の卒業生の長い人生の中で経験するかもしれぬベンチャー企業の起業について、

特に「ヒト」「モノ」「カネ」に関する基本的知識を学ぶ。 

 

② 地域ビジネス実践科目 

産学官連携による実習科目で、テーマ選定、プロジェクト指導、成果評価などを教育課程

連携協議会のメンバー機関に協力と支援を依頼する。 

企画発想・制作・評価の一貫した制作過程を実践することを通して、地域産業、さらに広

く社会一般において価値が創造される過程を実感的に学び、社会の中で働く専門職として

地域創生力や国際力といった価値創造を牽引する能力を身につける。 

＜配置科目＞ 

2 年次 通期：「地域共創デザイン実習」 

 

 

4.4.1.4 総合科目における体系的教育課程の編成 

本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもって、「卒業研究制作」を 4 年次に配すること

で、本学の学びの集大成となるように体系的な教育課程を編成する。 

＜配置科目＞ 

4 年次 通期：「卒業研究制作」 

 

 

 臨地実務実習を含む実習について 

本学では専門職大学設置基準に則り、実習による授業科目を 40 単位以上配している。加

えて、実習科目は全て 30 時間から 45 時間までの範囲時間の授業をもって 1 単位としてお

り、実習が適切に教育課程に含まれている。 

また、後の 11 章で詳細を述べるが、全学部全学科に共通で配置されている臨地実務実習

にあたる「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」の臨地実務実習先の確保状況は、平成 30 年 10 月時点で

既に定員数を上回っており、十分数確保しているといえる。さらに、学生の希望に応じて実

習先を選択できるよう、開学に向けてさらに実習先を確保する。加えて、「臨地実務実習 Ⅲ」

の実習先については、海外における臨地実務実習も一定数確保しており、一定の条件を満た

すことで海外での実習も参加可能である。 
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4.5 教育課程編成上の工夫 

 臨地実務実習実施における教育上の工夫 

臨地実務実習に当たる「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」において、受け入れ先企業の新規開拓は特

別な期間を定めることなく実施するとともに、学生が望む企業にて実習ができるように受

け入れ先企業の希望調査を事前に行い、必要に応じて新規開拓に努める。加えて、海外臨地

実務実習に参加する学生について、各インターン実施期間に対し時間的余裕をもたせて確

定させることで、ビザの取得といった諸手続きの不足等で参加できないといった事態にな

らないように配慮する。 

また、初めての臨地実務実習が行われる「臨地実務実習Ⅰ」の事前指導として、名刺交換、

電話の受け答え、メールのやり取りといった社会人のマナー基礎や、臨地実務実習で知り得

た機密事項の取り扱い等について学内でオリエンテーションを行い、学生が実習をスムー

ズに始められるように配慮する。 

加えて、オプション授業として（単位を与えるものではない）「海外インターンシップ」

を設置する。詳細は 11 章にて説明する。 

 

 

 入学時の学力差異の補助 

入学生の基礎学力格差等を解消できるように、高校の数学・物理・英語を補う「基礎数学」、

「基礎物理」と「基礎英語」を開講する。これらは卒業要件に含まれない科目であるが、入

学直後に基礎学力の確認を行い、各学科の 1 年次における授業の習熟に影響が出ると判断

される学生に対しては受講を促す。上記で説明した通り、「基礎数学」、「基礎物理」及び「基

礎英語」については、入学時の学力差を担保するための科目であり、補講にあたる科目であ

る。よって、大学教育として適切な水準となっていない科目に当たるため、卒業要件に係る

単位を与えていない補講科目として設定している。加えて、本学は留学生の入学も想定し、

場合に応じて「基礎日本語」といったような、日本語を母国語としない学生に対しての補講

も必要に応じて実施する予定である。 

 

 

4.6 研究活動に関する考え方 

本学が掲げる“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”を養成するために、

数学、物理学、制御工学、機械設計など工科における基礎知識に加え、情報科学として、情

報数学、人工知能、情報システム、機械学習、コンピュータグラフィックス、ソフトウェア

工学など、またより高度な階層をもつ IoT、ロボテイックス、などを学ぶ。これらは社会の

中のデザイナーとなるために必修の科目である。またデザイナーは、専門分野を熟知するだ

けの専門家でなく、実際に社会の中で行為する人であるから、これらの学んだ知識を使って

デザインという行為をするとき、それが外界に与える効果について十分な理解を持つため
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に、３年次に配当された「社会と倫理」、４年次の「持続可能な社会」などの科目を学ぶ。

さらに、自分のデザインのための広いコミュニケーションを可能にする外国語（英語）を学

ぶ。また 2 年次に配当され産学官連携を目的とした「地域共創デザイン実習」、3 年次には

グローバルな視野を養成する「グローバル市場化戦略」は、幅広い連携相手、手段を知る機

会である。 

このように、デザイン行為のための必要な能力、デザイナーとして社会で行動するときに

必要なグローバルな思考や地域文化と国際性の理解に必要な能力が習得される。それら

を前提とし、4 年間の学びの集大成の科目として 4 年次に「卒業研究制作」を全学部全学

科に必修科目として配置し、研究・制作を行う教育課程を編成している。 

 このような教育を支えるために必要な研究をすべての教員が行う。研究は科学的知識生

産のための領域別に固有の方法による研究でなく、「領域×IT」という応用領域において社

会的期待に対しデザイナーとして応える創造行為のための研究である。科学的知識生産の

ための研究は分析的、説明的であるが、「領域×IT」という応用領域におけるデザインは、

異なる複数の領域に関わる知識を運用し説明ではなく新たな人工物を創造する。例えば、電

気モータの性能を電磁気学の知識を応用して分析的に説明するのが科学的知識であるが、

モータの設計はそのような性能を満たすモータの諸元を電磁気学、モータの回路理論、モー

タの冷却の知識、モータの制御工学といったありとあらゆる知識を動員して導出する。モー

タの設計ですらこうなのであるから、ロボットの設計ではこれをはるかに超える深さと幅

の知識が必要となり、ロボットを一つのエージェントとする IoT システムの設計はさらに

複雑になることは言うまでもない。そのことはロボット・デザイナーになるための知識量が

極めて膨大となることを意味するが、一方で幸いなことにコンピュータの力やチームワー

クのおかげですべてを必ずしも知る必要もなく、チームワークやリーダシップを実習の過

程で学ぶことの重要性が正当化される。 

このようないわば複合領域、多領域融合における知識の統合、それはデザイン思考に基づ

くシステムインテグレーションの結果、ソフトウェアとしてインプリメントする過程であ

ると言えるが、このような研究が両学科での研究の主要な形態の一つであると予想され、4

年次総合科目「卒業研究制作」において行う学生の研究でも、スケールは小さくなるものの

そのことは変わらないであろう。つまり、その時点までに修得した基礎科目、職業専門科目、

展開科目に関する技術・知識を集結し、テーマ選定におけるニーズ調査、分析においては学

術論文・特許調査、学会等での研究発表の聴講、専門技術展での情報収集、アンケート等に

よるユーザー調査を基に行う。これまでに学んできたグローバル性や地域性を考慮しビジ

ネスとの接点に重きを置いた応用研究がテーマとなるのである。 

学生の研究成果は卒業制作や卒業論文としてまとめ、制作物つまりプロトタイプは学内

に展示し継承するが、研究成果を対外コンペティションや企業向けプレゼンテーション、学

会などで公開し評価を受け、参加者との交流により情報交換及び人脈作りを行うことも本

人の成長のために重要である。 
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 一方、特にデジタルエンタテインメント学科での作品制作は人工物の設計とは、やや色合

いが異なる。これは科学的知識、工学的知識だけを統合してプログラムの動作原理としてイ

ンプリメントするのが情報工学科における研究であるのに対比して、デジタルエンタテイ

ンメント学科での作品制作は、科学的知識、工学的知識に加えて感性に基づく判断が大きな

役割を果たす。もちろん、感性に基づく判断は情報工学科の人工物設計でも必要である。例

えばユーザーインターフェースの設計やユーザビリティの考慮といった時、客観的に計測

できる物理量以外のファクタを考慮せねばならない。それは情報工学科でも同様の事情で

あり、したがって両学科ともに感性を涵養する科目群を学び、また演習や実習、卒業研究制

作でも感性に基づく判断を求められ、最終的には研究にも反映していく。 

 

 

 

5. 教員組織の編成の考え方及び特色 

5.1 教員組織の編成方法と教員の配置計画 

本学における教員組織の編成方針と配置計画は、保証する資質を持った教員を必要な人

数をもって組織し配置することが基本的な考え方である。 

その中でも、設置の趣旨、特色、教育体制等、様々な面において新しい試みである専門職

大学という点を考慮し、開学時は教育・研究経験年数や実務経験が豊富な人材を中心に教員

を組織し配する。その教員らを中心として組織を編成・配置することによって、プラクティ

カルかつアカデミックな人材育成に対し、どちらの面もその経験をもって対応できるよう

にする。他方、1 章に明記した通り、教員には具体的な到達目標の 1 つとして研究を奨励す

るが、特にそれは若手教員にフォーカスされ、ベテラン教員は学生のみならず若手教員の育

成にも注力する。これにより、教員の学位取得等を支援していくことで、開学時以降の教員

組織の新陳代謝にも注力する。 

 これら教員は、本学が中心的学問分野に置いている工学系の学位保有者を中心に、芸術系

や社会文化系や科学系と多岐にわたる。加えて、本学の教員組織において特徴的なのは、外

国語科目の専任教員を組織に組み込む点である。本学は国際工科として英語コミュニケー

ションを教授できる専任の教員を配することで、グローバルな視野を持って社会に羽ばた

けるような人材を養成するための教員組織を強固にしている。 

 以上のことから、本学は保証する資質を持った教員を中心に編成されるとともに、そこに

配される若手教員らの融合によって、急速な時代変化へも柔軟に対応できるように配置し、

理系ならではの論理的思考能力と、芸術家ならではの美的感性が涵養されるとともに、英語

の専門家によって身につく語学力から生まれるグローバルな目線、そして豊富な実務家教

員による実践力の育成によって、本学の目指す人材が育成・輩出されるような教員組織とす

る。 
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本学の完成年度における収容人数は 800 名であり、必要専任教員数は 30 名である。本学

の完成年度における専任教員数の構成の他、職位構成、年齢構成については、資料 14 に記

す。 

 

 

5.2 授業科目の開発や教育課程の編成・不断の見直しのための「適切な体制」 

本学は、授業科目の開発、教育課程の編成・不断の見直しは、既に 4 章で述べた通り、教

育課程連携協議会の意見を反映し授業の開発や教育課程の編成を行うとともに、不断の見

直しを行う。この教育課程連携協議会の構成員には、既に言及した臨地実務実習先の事業者

のみならず、授業の実施等において本学と連携する事業者や、本学の中心的学問分野におい

て広範囲に事業を行う団体の関係者といった本法人の外部者が含まれる。他方、教育課程連

携協議会には実務経験や教育実績がある教授クラスであることはもちろん、本学の中でも

最も中核的であるような教員と、本法人の中でも役職を持つ職員も過半数を超えない範囲

で配しており、学外関係者の意見や専門領域に関わる社会ニーズが、教育現場で実際に働く

教職員も含めて適切に開発・編成・見直され反映されるような体制となっている。 

 

 

5.3 中核的な科目に対する教員配置について 

本学の教育目標を達成するための重要科目は、原則として専任教授、専任准教授が担当す

る。例えば、各学科における分野全般に精通するための学科包括科目は専任教員の中でも中

核的な教員が担当し、教育の理念と各学科で学ぶ内容との関連について述べ、その分野を俯

瞰する。また、本学における、「地域共創デザイン実習」、及び、「卒業研究制作」は複数の

教授・准教授を主に配置し最終審査を行う。 

加えて、非常勤講師については、豊富な実務経験または研究実績を有し、教育実績を持つ

教員を配置する。 

 

 

5.4 実務経験を有する教員の編成 

本学の教員の中でも実務経験を有する教員（以下、実務家教員）は、必ず 5 年以上の業務

経験を持ち、かつ、例えば業績が認められる実務経験の有無等から判断し、高度な実務の能

力を持った者としている。加えて、在籍する若しくは在籍していた企業や組織において責務

ある職位での業務経験を持つ者等には、専門職大学設置基準第 37 条から第 42 条に則り、

その職位に応じて、教授、准教授、講師、助教、助手としている。 

これら実務家教員のうち専任教員数は、専門職大学設置基準第 35 条と第 36 条に則り既

定の人数以上を配する。 
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5.5 研究業績のある実務家教員数 

本学において 5 章 4 節で言及した実務家教員のうち、大学において教授、准教授、専任

の講師、助教といった経歴や、博士、修士または学位規則第 5 条の 2 に規定する専門職学

位を有する者、加えて企業等に在籍し実務に係る研究上の業績を有する者を、専門職大学設

置基準第 36 条に則り、一定数含み配する。 

 

 

5.6 みなし専任教員の責任 

みなし専任教員の職位が教授の場合、みなし専任であっても本学における教育研究の内

容を向上させることを目的とした教授会の構成員にあたり責任を担う者となる。加えて、教

授会の構成員でないみなし専任においても、後の 14 章で明記する「自己点検・評価」にお

いて、本学の目的に照らして適切な教育研究活動が行われているか定期的に自己点検・評価

を行い、学部の運営等について責務が全うされたかの確認が行われる。よって、本学におけ

るみなし専任は学部等の運営について責任を担う者である。 

 

 

5.7 教員の研究分野と研究体制 

1.4 節に明記した通り、教員に具体的な到達目標をもって研究を奨励し、研究発表を積極

的に推進するため、個人研究費及び共同研究費を設けるとともに、科学研究費等の競争的資

金の獲得のための研修会等を開催する。個人研究費については職位による区別は設けず、特

に若手研究者の育成に注力し、完成年度に昇任させることを目指す。そのために、教員の研

究時間を確保するとともに、研究成果の発表の機会を設け、学位取得を支援していく。また、

学内の研究発表を定期的に開催する機会を設ける。以上の方法により、ディプロマ・ポリ

シーの実現を組織として担保するバランスのとれた教員組織の編成を行う。 

 

 

5.8 教員組織の年齢構成 

教員組織の年齢構成については資料 14 に記す。 

なお、本学は 65 歳になる誕生日をもって定年となるが（資料 15）、専門職大学運営を円

滑に行うために、開学時には定年を越える経験豊富な教員を配置し、完成年度までその役割

を担う。また、教員の退職時期を予め考慮の上、後任者については、「①科目に適した教員

を採用する」、「②公募により広く適任者を求め公正な採用を行う」、「③学内教員の昇格に

よって補充する」ことを行い、バランスのとれた年齢構成となるように教員組織の継続性に

留意する。 
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5.9 教員組織の計画 

完成年度において高齢の教員が偏ることとなるものの、完成年度以降は教育・研究の継

続および教育研究内容の質の向上を維持するとともに新規採用により適正な年齢構成、職

位構成で教員組織が保持できるよう努める。 

 

本学では、後任者について 

①科目に適した教員を採用する 

②公募により広く適任者を求め、科目に適した教員を公正な審査にて採用する 

③学内教員の昇格によって補充する 

を行う予定である。 

 

①科目に適した教員を採用する 

本学の教育課程の編成・体系を加味し、担当いただく科目に適した教員を採用することと

する。加えて、本学はコースに沿った選択科目を複数用意しているため、学生の希望に添え

るように学生のコース希望の変動も加味した教員採用を行う。 

 

②公募により広く適任者を求め、科目に適した教員を公正な審査にて採用する 

本法人や本学の採用ホームページだけではなく、民間事業者やコンサルタント会社など

も利用した公募により適任者を求める。教育・研究の中心となる教授については 40 代の教

員を中心に採用することを検討し、また同時に若手教員の採用も行うことで年齢の平準化

を図っていく。 

 

③学内教員の昇格によって補充する 

完成年度以降は、実績を積み上げた教員の内部昇格を行い教員組織の新陳代謝にも注力

し、教授、准教授、講師、助教の職位のバランスに配慮した教員組織となるよう編成する。

この内部昇格に向けて、ベテラン教員による若手教員の学位取得等を支援していく。教育研

究の継続性が図られるよう、教育手法について専任の教授等が若手教員に対し直接的に指

導を行うとともに、研究水準確保や若手教員の学位取得に資するよう、専任の教授等の指導

のもと、定期的に講習会を実施する。 

 

 

5.10 リーダーシップを発揮できる教員組織体制の整備 

学長の選考と異なり、学部長の選考については法令上は規定されていないが、本学では

学長等選考規定（案）によって、学部長、学科長についても基準を設けている。特に完成

年度までは、以下のような方針としている。 
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■学部長予定者について 

学部長は教員組織のトップとして工科学部にある 2 学科をまとめてマネジメントするこ

とが求められるため、大学教授の経験者（アカデミア教員）から選ぶことを予定している。

学部長はその大学組織での経験を活かして本学の教員組織をまとめ上げ、円滑に業務を進

める。 

 

■学科長予定者について 

学科長はアカデミア教員から選抜される学部長に対し、専門職大学の制度趣旨を鑑み、実

務家教員の専任教授を配置し、産業界からの意見を反映させやすい組織を目指す。さらに完

成年度まで学科長の業務を継続し安定した組織づくりを率先できるよう、完成年度までに

定年をむかえることがない教員から選ぶこととしている。 

 

 

 

6. 教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

6.1 卒業要件 

本学の卒業要件は、既に述べたディプロマ・ポリシーに準じており、このディプロマ・ポ

リシーに明記した項目は、卒業要件の単位を修得すると得られるものである。よって、学生

は本学に 4 年以上在籍し、所定の単位を取得した者、つまり、ディプロマ・ポリシーを満た

した者は学長が卒業を認定することとし、これを学則に規定する。加えて、本学の履修設定

の要点をまとめた資料を添付する（資料 16-1、16-2）。 

 

 コース運用に基づいた卒業要件と履修設定 

本学では、ディプロマ・ポリシーにおいて、各コースに求める能力を設定している。

よって、本学の卒業要件は、ディプロマ・ポリシーで求める能力を学生が修得できるよう

に、コースに係る履修設定を配しているところに特徴がある。 

 

＜情報工学科の卒業要件＞ 

基礎科目 

   必修科目  20 単位 

職業専門科目 

 実習科目 

   必修科目  26 単位 

   選択必修科目 8 単位以上（A～C 群の内、1 つを選択） 

 講義・演習科目 
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   必修科目  36.5 単位 

   選択必修科目 9 単位以上（A～C 群の内、1 つを選択） 

展開科目  20.5 単位 

総合科目  4 単位 

以上、合計 124 単位以上を取得。 

 

※1 実習の選択必修科目で選択した科目群と、講義・演習科目で選択した科目群は同一

でなくてはならない。 

※2 A～C 群それぞれに、必ず単位を取得すべき科目として「コースコア科目」を設定す

る。コースコア科目については、履修要項などで別途定める。コースコア科目が未履修の

場合、卒業要件を満たさない。 

情報工学科は必修科目 107 単位、選択科目 17 単位以上、計 124 単位以上を取得するこ

とを卒業要件とする。内訳は、「基礎科目」の 20 単位は全て必修、「職業専門科目」のう

ち実習科目は必修 26 単位、選択必修 8 単位以上、講義・演習科目は必修 36.5 単位、選択

必修 9 単位以上、「展開科目」は必修 20.5 単位、「総合科目」の 4 単位は必修とする。 

また、選択必修科目には、A～C 群の内、1 つを選択することとしている。ここでいう A

～C 群とは、学生が所属するコース、つまり、各コースに据えた科目群のことで、A 群が

「AI 戦略コース」、B 群が「IoT システムコース」、C 群が「ロボット開発コース」に当た

る。注書きについては後述する。 

 

＜デジタルエンタテインメント学科＞ 

基礎科目 

  必修科目  20 単位 

職業専門科目 

   実習科目      

    必修科目 29 単位 

    選択必修科目 5 単位以上（A、B 群の内、1 つを選択） 

  講義・演習科目 

    必修科目 39 単位 

    選択必修科目 6.5 単位以上（A、B 群の内、1 つを選択） 

展開科目  20.5 単位 

総合科目  4 単位 

以上、合計 124 単位以上を取得。 

※1 実習の選択必修科目で選択した科目群と、講義・演習科目で選択した科目群は同一

でなくてはならない。 
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※2 A、B 群それぞれに、必ず単位を取得すべき科目として「コースコア科目」を設定す

る。コースコア科目については、履修要項などで別途定める。コースコア科目が未履修の

場合、卒業要件を満たさない。 

デジタルエンタテインメント学科は必修科目 112.5 単位、選択科目 11.5 単位以上、計

124 単位以上を取得することを卒業要件とする。内訳は、「基礎科目」の 20 単位は全て必

修、「職業専門科目」のうち実習科目は必修 29 単位、選択必修 5 単位以上、講義・演習科

目は必修 39 単位、選択必修 6.5 単位以上、「展開科目」は必修 20.5 単位、「総合科目」の

4 単位は必修とする。 

また、選択必修科目には、A、B 群の内、1 つを選択することとしている。ここでいう

A、B 群とは、各コースに据えた科目群のことで、A 群が「ゲームプロデュースコース」、

B 群が「CG アニメーションコース」に当たる。注書きについては後述する。 

 

 

 コースコア科目について 

本学では、情報工学科、デジタルエンタテインメント学科どちらにもコースを設置してお

り、それに伴ってディプロマ・ポリシーに各コースに求める能力も設定しているため、この

ディプロマ・ポリシーで求める能力を学生が修得できるように、選択必修科目の内、必ず取

得すべき科目を「コースコア科目」として設定する。 

 

本学は、工科学分野において学問のみならず実践の能力を融合させる新たな大学教育を

目指す専門職大学である。ここでいう本学における実践の能力とは、ディプロマ・ポリ

シーにおいて“プロトタイプ開発力”、“俯瞰力”、“問題発見力”、“チャレンジ精神”、“三

現主義”が特に該当し、これらの能力・志向・態度を重要視している。この能力を養成す

る主要科目は、実践的な科目に位置する実習科目であるため、どのコースにおいても非常

に重要な科目であることは明らかである。以上のことから、実習科目については全てコー

スコア科目とする。 

加えて、本学のディプロマ・ポリシーにある“分析”、“判断”、“創造”の養成を中心に

担っている職業専門科目の講義・演習科目についても、同様にコースコア科目を設定す

る。ただし、講義・演習科目については、共通科目（全コース必修科目）でディプロマ・

ポリシーをある程度満たせるため、実習のようにコース別科目群を全てコースコア科目に

する必要はない。重要なのは、どの科目を履修すればディプロマ・ポリシーに明記ある基

準に到達できるか、ということであるから、講義・演習科目については一律ではなく、以

下の科目をコースコア科目として設定する。卒業要件におけるコース科目の説明について

は注釈を追記することで対応する。 
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＜情報工学科＞ 

AI 戦略コース   ： 「機械学習」、「深層学習」、「画像・音声認識」、 

「データ解析」 

IoT システムコース ： 「デバイス・ネットワーク」、「サーバ・ネットワーク」 

「IoT デバイスプログラミングⅢ」、「データ解析」 

ロボット開発コース ： 「機械設計」、「ロボット機構」、「ロボット制御」 

 

＜デジタルエンタテインメント学科＞ 

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽコース： 『「ゲームプログラミングⅠ」、「ゲームプログラミング

Ⅱ」』もしくは『「ゲームデザイン実践演習」、「ゲームハー

ド概論」』のどちらか 2 科目と「ゲーム AI Ⅱ」 

CG ｱﾆﾒｰｼｮﾝコース ： 「デジタルキャラクタ実践演習」、「CG アニメーション総

合演習」 

 

これらコースコア科目のうち、デジタルエンタテインメント学科のゲームプロデュース

コースにおいては、コースコア科目に『「ゲームプログラミングⅠ」、「ゲームプログラミ

ングⅡ」』もしくは『「ゲームデザイン実践演習」、「ゲームハード概論」』のどちらか 2 科

目を取得することとしている。このようなコースコア科目の中でさらに選択必修と設定さ

れている科目を「準コースコア科目」と呼ぶこととする。 

準コースコア科目を設定した理由は、ディプロマ・ポリシーにある“コンピュータゲー

ムに関するデジタルコンテンツ制作に特化した知識を有している”に対し、対象業種・業

界として、プログラムを実際に組むプログラマーと、ゲームづくりの上流から下流まで関

わるプランナーが想定でき、それに沿った形でディプロマ・ポリシーを充たしている必要

があるため選択式としている。 

 

 

6.2 授業方法に適した学生数の設定 

 クラス数について 

専門職大学設置基準第 17 条に則り、基本的に 1 つの授業に対し 40 人以下の編成として

いる。 

入学定員が 120 名の工科学部の情報工学科については 3 クラス以上、入学定員 80 人のデ

ジタルエンタテインメント学科については 2 クラス以上にクラス分けすることで、1 クラス

が 40 名以下となるように配慮する。 
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 40 名を超える学生が同時に受講することの必要性とその教育効果  

40 人を超える学生が同時に受講することとしている科目について、十分な教育効果を上

げることができるよう、例えば、工科学部情報工学科では、「臨地実務実習Ⅰ」、「臨地実務

実習Ⅱ」、「臨地実務実習Ⅲ」、「地域共創デザイン実習」、「卒業研究制作」、「ソリューション

開発Ⅰ」「ソリューション開発Ⅱ」などの科目について、1 名以上の教員を補充、若しくは

教員が複数回にわたって授業を行うことで、実質 40 名以下の授業体制とする。 

加えて、各学科の産業界分野や研究分野における著名人をゲストスピーカーとして招集

し登壇する場合に限り、40 名を超える学生数での授業を行う。ただし、これは卒業単位に

係る通常授業とは別に実施する特別授業として行うことを想定している。通常授業の中で

ゲストスピーカーを招集することが想定されるのは各学部・各学科の 1 年次前期に配して

いる学科包括科目であるが、これについては、必ず各科目の担当指導教員とともに、専任の

教員が補助として着くことで、実質 40 名以下となるようにする。 

 

 

6.3 履修モデル 

1.3 節等でも言及したが、情報工学科は「AI 戦略コース」と「IoT システムコース」と「ロ

ボット開発コース」に、デジタルエンタテインメント学科は「ゲームプロデュースコース」

と「CG アニメーションコース」に分かれている。さらに、「ゲームプロデュースコース」は

“プランナー系”と“プログラマー系”に細分化される。そこで本学では、受験生が入学を検討

している段階から、本学ホームページで履修モデル等を示し、卒業までの道筋を入学検討者

が想定・理解しやすいように入学前指導として活用する。 

卒業後の進路について、情報工学科における「AI 戦略コース」ではディープラーニング

やニューラルネットワーク等に代表される人工知能技術を用いて、事業化している企業や

それらに関連した機関を、「IoT システムコース」ではクラウドサービス等における IoT 技

術を活用したシステムやサービスを展開している企業やそれに関連した機関を、「ロボット

開発コース」では自動運転や介護ロボットのみならず、将来を見据えたロボットを利用した

サービス分野等の企業やそれに関連した機関を想定している。また、この 3 コースは密接

に関連しており、例えば、ロボットの学習データをクラウドに蓄積するといった一連の先端

技術を横断できる人となるようにカリキュラムが組まれている。 

「ゲームプロデュースコース」の進路先は、ゲーム産業はもちろんのこと、VR や AR と

いった 3D 市場、「CG アニメーションコース」の進路先は映画業界や漫画・アニメといった

メディア市場を主に想定しており、どちらもその市場におけるプランナー・デザイナー・エ

ンジニアといった人材を養成するようなカリキュラムとなっている。 

上記に記した各種コースの履修モデルは資料 17 に添付する。加えて、コース運用におけ

る詳細については、後に記す。 
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6.4 入学前における実務経験の単位換算 

実務経験を有する者の単位換算については、実務経験歴および編転入学試験をもって行

う。詳細については、後の 12.1 節 既修得単位等の認定方法（3）「実務の経験を通じた実践

的な能力」（4）「編転入学試験」に記載する。 

 

 

6.5 履修科目の年間登録上限等 

本学ではプロフェッショナル人材の育成に向け、大学のように広く教養を身につける科

目編成ではなく、学生の興味・関心が置かれる分野に重きを置き、その多くが必修科目で固

められた編成となっている。また、履修科目の年間上限を設定するほどの選択科目も配置し

ていないため、CAP 制度を設けなくても、学修時間を確保できる編成となっている。 

多くの必修科目で固められたカリキュラムのため、一見、学生の選択肢があまりない教育

課程に見えるが、配置された授業の多くは学生自身が課題を自主的に見つけそれを解決す

る PBL の授業体系になっており、個々の意欲が置かれる分野において自由度がある授業内

容のため、選択肢は学生の可能性に応じて無限大とも言える。 

 

 

6.6 授業内容に応じた授業方法の設定 

本学は専門職大学設置基準に則り、科目区分を「基礎科目」、「職業専門科目」、「展開科目」、

「総合科目」とし、「基礎科目」は全学科に共通する英語コミュニケーション力強化のため

の授業と、一般教養として基礎に位置する講義を中心とした授業、「職業専門科目」は各学

科における実践力の育成に位置する講義・演習・実習の授業、「展開科目」は工学分野外の

座学を中心に学び、他方、今までの学びを実習を通して価値創造力を体感する授業、「総合

科目」は 4 年間の学びの集大成に位置する授業としている。 

これらの授業は、本学ではアウトプットを意識し、座学と演習の反復による知識の定着・

深化を図る。 

 

 

6.7 コースについて 

 コースごとの教育課程について 

 教育課程の詳細を資料 8, 9, 16, 17 にて示す。本学が配置するコースとは履修モデルで

あって、何かの資格取得などには一切紐付いていない。つまり、コースの違いは職業専門

科目の選択科目（卒業要件で 17 単位分）にあり、本学におけるコースはその選択科目の

履修方法を指定する「履修上の区分」に過ぎない。 
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 コースの定員について 

コースごとの定員は設けないが、運用上の目安として次の上限を設けている。 

＜情報工学科：入学定員 120 名＞ 

AI 戦略コース   ： 上限 80 名 

IoT システムコース： 上限 80 名 

ロボット開発コース： 上限 40 名 

＜デジタルエンタテインメント学科：入学定員 80 名＞ 

ゲームプロデュースコース： 上限 60 名 

CG アニメーションコース： 上限 60 名 

 

なお、これらの上限の違いは、各学科の入学定員、および、本法人内の同種専門学校の

類似する学科への近年の入学者数を勘案したためである。仮に、希望者数が上限枠を超え

るような事態が生じた場合には選抜を行う。選抜方法ついては、後述「コース運用につい

て」において説明する。 

 

 

 コースの運用について 

＜学生の配置時期＞ 

2 年次より行う。なお、各コースに対応する授業科目の履修は 1 年次後期に始まるもの

の、学生の習熟度や進路選択にかかる時間に配慮し、1 年次後期のコース別選択科目の定員

は設けない。したがって、1 年次後期の選択科目は情報工学科で最大 120 名、デジタルエン

タテインメント学科で最大 80 名となる。よって、情報工学科で年間開講数 3 回、デジタル

エンタテインメント学科で年回開講数 2 回を想定する。（資料 18） 

 

＜学生の選抜方法＞ 

仮にコース上限を超える学生の希望があった場合、まずは希望する学生と教職員との面

談によって調整を図る。調整がつかない場合は、必要に応じて選抜を行う。選抜では、基

本的に 1 年次の成績を重視する。選抜が行われる可能性があることを予め告知しておくた

めに、入学後すぐに行うオリエンテーションにてコース選択についての時期や運用方法を

伝達する。 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

 その他、コース運用における注意事項について 

＜2 年次以降のコース変更について＞ 

2 年次以降、コース変更は基本的に認めない。仮に、コース変更を希望する場合は、未履

修の科目について在席期間中に履修可能であること、かつ、変更先コースの定員枠に余裕が

あることが条件となる。 

 

＜受講生が 40 名を超える場合の運用補法について＞ 

本学では、各授業について 40 名を超えて履修登録がある場合、当該科目については

複数名の教員を配置するもしくは同じ授業を 2 回以上に分けて行う。したがって、すべ

ての授業科目において、教員 1 人が同時に授業を行う学生数は 40 名以下とする。 

 

 

 

7. 教育課程連携協議会 

7.1 教育課程連携協議会の位置づけ 

本学は、産業界及び地域社会との連携により、教育課程を編成、及び円滑かつ効果的に実

施するために、教育課程連携協議会を設ける。構成員の任期は申し出があった段階で交代、

年間の開催回数は 1 回とし場合に応じて臨時に開催する。 

 

教育課程連携協議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 

(1) 学長が指名する教員その他の職員 

(2) 当該専門職大学の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う

者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務

に関し豊富な経験を有するもの 

(3) 地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者 

(4) 臨地実務実習（専門職大学設置基準第 29 条第 1 項第 4 号に規定する臨地実務実習をい

う。）その他の授業科目の開設又は授業の実施において当該専門職大学と協力する事業

者 

(5) 当該専門職大学の教員その他の職員以外の者であって学長が必要と認めるもの 

 

また、教育課程連携協議会の構成員における役割・権限として、次の事項について審議し、

学長に意見を述べる。 

(1) 産業界及び地域社会との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する

基本的な事項 
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(2) 産業界及び地域社会との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本

的な事項及びその実施状況の評価に関する事項 

 

 

7.2 構成員の規定区分 

 本学の教育課程連携協議会は、専門職大学設置基準第 11 条第 2 項に規定する各区分の要

件に合致した構成員で組織する。 

本学は教育課程連携協議会を編成・開催し、各学科に関する専門職能分野の団体の職員

（職業区分）、自治体若しくはそれに準ずる地域に関係する団体の職員（地域区分）、教育課

程編成や臨地実務実習等に協力する事業者（協力）、本学の教育課程編成にかかわる専任教

授（教職員）、及び統轄責任者（教職員）で構成する。構成員の所属・役職一覧を資料 19 に

示すとともに、各構成員の正当理由を以下に説明する。なお、教育課程連携協議会構成員名

簿にある番号と統一して記載する。 

 

 

 「職種」区分における構成員の正当性 

（1） 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事 

 人材育成委員会 副委員長 

当該団体は、IT 関連企業 500 有余社から構成され、我が国のソフトウェア産業の活性化

に貢献。活動分野もビジネスマッチング、スタートアップ支援など多岐にわたり、来るべき

第 4 次産業革命に備えた事業創出、人材育成に尽力している。 

また当該人物においては、業界において豊富な経験を有し、特段 IT 人材の育成分野にお

いての造詣は深い。IoT 時代のビジネス課題において、企業へのソリューションシステムを

導入、先導するなど産業界との連携も豊富である。 

以上の事柄から、本学の情報工学科における「職業」区分の構成員として合致している。 

 

（2） IEEE 日本支部 理事会承認理事 

 特定非営利活動法人ブロードバンド・アソシエーション（NPO 法人 BA）理事長 

 特定非営利活動法人映像産業振興機構（NPO 法人 VIPO） 理事 

NPO 法人 BA においては、産官学を基軸としたネットワークを構築し、新たなブロード

バンドサービス・ビジネスを展開、情報化社会の発展及び、21 世紀型産業の創生に寄与し

ている。また、課題先進国ともいわれる我が国において、ICT 技術での最適ソリューション

の創出を目指し、その活動領域を拡げている。 

NPO 法人 VIPO においては、我が国のコンテンツ産業の国際競争力向上及び、活性化に

寄与することを目的として設立された組織である。「人材育成」と「市場開拓」を柱に掲げ、

業界ジャンルを超えた幅広いネットワークを有している。 
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当該人物においては、上記にもある権威ある団体組織にて要職を担う者である。加えて、

民間研究機関、大学研究機関、その他 NPO 法人においても重要な役割を歴任、豊富なキャ

リアを有する者であり、且つ産業界との連携も強い。 

以上の事柄から、本学における「職業」区分の構成員として合致している。 

 

（3） 公益財団法人画像情報教育振興協会 

 教育事業部 教育企画推進部 部長 

当該団体は、「画像情報分野において優れた人材を育成すること」を理念に掲げ、CG 関

連のクリエイター、エンジニアの育成と文化振興を目的とする公益法人である。また、30 余

年の歴史をもつ権威ある団体であり、団体主催の「CG 検定」は当該職を志す者の登竜門と

もいわれるべき存在でもある。同分野での人材育成においては相当量のノウハウを有して

いる。 

当該人物においては、同団体の前身となる研究会より携わり、設立メンバーとして従事。

検定試験、教材作成やセミナー等の企画運営に尽力するなど、教育普及にも大いに貢献する

優れた有識者である。 

以上の事柄から、本学のデジタルエンタテインメント学科における「職業」区分の構成員

として合致している。 

 

 

 「地域」区分における構成員の正当性 

（4） 新宿区文化観光産業部 産業振興課 課長 

新宿区は、本学立地の自治体であり、地域社会との連携を図るものである。同区は東京都

庁を始め、都市機能の中枢を担う存在であり、企業オフィス群と我が国有数の商業地を併せ

持つ、世界的にも特異な地域といえる。また、近年はインバウンドの急増から一層のグロー

バル化が進み、多種多様な文化の集合地でもある。ローカル及びグローバルでの情報収集・

発信をおこなうためにも同区との密な連携は必要不可欠である。 

当該人物は、同区産業振興課で従事しており、専門職大学の根幹たる産業界との連携を円

滑に図るためにも有効な人選である。 

以上の事柄から、本学における「地域」区分の構成員として合致している。 

 

（5） 東京商工会議所 新宿支部 事務局長 

当該事務局長は東京商工会議所における業務の経験が長く、新宿支部としても若年層を

対象としたビジネスプランコンテスト「SHINJUKU DREAM ACTIVATION」を主導し、

区内所在の大学で参加促進セミナーを実施するなど、産学公連携の実績が豊富な人物であ

る。東京商工会議所新宿支部の協力を得ることにより、地元企業とより密接な関係を構築で

きることで、「地域共創デザイン実習」が計画する「教育課程連携協議会の協力と支援のも
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とに実施」の実現性が高まるともに、本授業科目に相応しい課題が広く集まると見込んでい

る。 

 

 

 「協力」区分における構成員の正当性 

（6） 日本電信電話株式会社 

 研究企画部門 人材戦略担当 担当部長 

当該企業は、明治より官営企業として発足し、民営化された現代に至るまで我が国の通信

基盤の根幹を構築した。同社は、今日においても不断の研究開発を重ね、通信技術の先駆者

としてその地位を確立している。また、次世代の ICT 時代を見据えた人材育成・教育事業

にも注力しており、強力なパートナーとなる。さらに、本学の臨地実務実習先の一つである。 

 

当該人物においては、同社研究開発部門でのキャリアを重ねており、豊富な経験を有する

者である。現在はその経験から後身の教育、育成にも尽力している。 

以上の事柄から、本学の情報工学科における「協力」区分の構成員として合致している。 

 

（7） 富士通デザイン株式会社 

 デザイン・ビジネス推進室 シニアディレクター 

当該企業は、富士通株式会社 100％出資の系列企業である。「人・社会・ICT 技術のより

良い関係構築」を企業命題に掲げ、急速に進化するデジタル革新時代において、新たな ICT

システムを構想し、サービス及びプロダクト展開に繋げている。同分野の次世代トレンドを

教育課程に反映する上で有効である。 

当該人物は、母体である富士通株式会社から同社に出向、現在は「デザイン思考」の推進

者として、ソリューション・ベースドの観点から先進的なプロダクトを創造、発信しており、

近現代的な社会課題アプローチを実践している。 

以上の事柄から、本学の情報工学科における「協力」区分の構成員として合致している。 

 

（8） 株式会社バンダイナムコスタジオ 取締役 

当該企業は、株式会社バンダイナムコエンターテインメント 100％出資の系列企業であ

る。家庭用ゲームソフト、業務用ゲーム機、モバイルコンテンツなどの企画・開発・運営を

手掛けている。同社の展開するゲームタイトルは日本のみならず、世界を魅了する作品も数

多い。優れたエンターテインメントコンテンツを創造する人材を育成する上で、強力なパー

トナーとなる。さらに、本学の臨地実務実習先の一つである。 

当該人物は、ゲームハード機のパイオニアである初期ファミリーコンピュータから現在

は SONY プレイステーション、任天堂 Wii、ソーシャルゲームに至るまで、多種のタイト
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ルをディレクション・プロデュースしている。人々を魅了するコンテンツ制作において、優

れた経験と知識を有している。 

以上の事柄から、本学のデジタルエンタテインメント学科における「協力」区分の構成員

として合致している。 

 

（9） 株式会社スクウェア・エニックス 執行役員 

当該企業は、ゲーム、アミューズメント、出版、マーチャンダイジングなどのコンテンツ

サービスを提供している。ゲームにおいては、「ドラゴンクエスト」や「ファイナルファン

タジー」シリーズ等、世界を魅了する作品を数多くリリースしている。本法人の専門学校

HAL においては、毎年同社による特別講義を開催、また多数卒業生も同社に就職しており、

当法人の人材教育への理解も深い。さらに、本学の臨地実務実習先の一つである。 

当該人物は、同社人事部担当執行役員を務める者であり、人材育成及び発掘の分野におい

て優れた経歴を有する者である。 

以上の事柄から、本学のデジタルエンタテインメント学科における「協力」区分の構成員

として合致している。 

 

（10） 株式会社コスモ・コンピューティングシステム 代表取締役 

当該企業は、ナショナル企業から教育機関、医療機関など幅広いラインアップの取引先に

対してシステムソフトウェアを開発している。近年の急速な技術革新に伴う複雑化した事

業課題に最適なソリューションを提供しており、その知見も豊富である。また、次世代を担

う若手エンジニアを対象とする海外研修にも注力しており、グローバルでの人材育成ノウ

ハウは相当の蓄積がある。本学の海外での臨地実務実習先の一つである。 

当該人物は、同社において海外販路開拓、支社設立にも携わっており、豊富且つ高度な専

門知識に併せて、グローバルなキャリアを積んでいる。また、現在は同社経営者として優れ

たビジネス手腕を発揮している。 

以上の事柄から、本学のデジタルエンタテインメント学科における「協力」区分の構成員

として合致している。 

 

 

 「教職員」区分における構成員の正当性 

（11） 東京国際工科専門職大学（仮称） 副学長 兼 工科学部長 

工科学部情報工学科 教授 

当該教員は情報工学科の教授として就任予定であるとともに、教育課程編成に関わって

いる。これまで、東京大学及びオランダ・イギリスの大学での教育経験があり、教育課程編

成に関する審議を行うことができる教員として適している。 
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（12） 東京国際工科専門職大学（仮称） 

工科学部 デジタルエンタテインメント学科 学科長、教授 

当該教員は、ゲーム業界で長らく実務家として活躍するとともに、一般社団法人コン

ピュータエンターテインメント協会（CESA）やコンピュータエンターテインメントデベ

ロッパーズカンファレンス（CEDEC）での技術委員、人材育成部会副部長などを歴任し、

業界での技術教育に関しての深い知見を有しており、本学のデジタルエンタテインメント

学科における「教職員」の区分の構成員として教育課程編成に関する審議を行うことができ

る教員として適している。 

 

（13） 東京国際工科専門職大学（仮称）統轄責任者 

当該職員は、本学の経営的観点から大学運営に責任をもってあたる職務を持ち、教育課程

連携協議会の意見を大学評議会や理事会に伝える役割を担っており、経営の観点から意見

を述べ、審議に参加する構成員として適している。 

 

 

7.3 産業界等との連携におけるその役割 

 本学の教育課程連携協議会が、産業界等との連携という役目を果たす組織として十分に

機能することを以下に説明する。 

 

 各区分における機能と役割 

7.3.1.1 「職業」にかかる連携機能 

本学が扱う領域は変化の激しい業界であり、必要な最新情報を得るためには、特定企業か

らの情報よりも業界団体が情報を有する企業とのパイプ役となることが望ましく、各団体

には産業界とのパイプ役を期待している。実際には、それを教育課程に落とし込むために、

各学科における実習科目で扱うテーマについての助言を得る等を想定している。これに

よって、現状の産業界のニーズを吸い上げるとともに、それを実際の制作系科目で取り扱う

ことが可能となり実践知が養成される。 

以上の事柄から、この区分における構成員は産業界とのパイプを有する団体を優先し、役

職者若しくは過去の役職者が望ましい。よって、本学における職業区分の構成員は、例えば、

各学科に関連する産業界の公益社団法人若しくは一般社団法人に所属する者としており、

情報工学科では一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）と特定非営利活動法

人ブロードバンド・アソシエーション（BA）、デジタルエンタテインメント学科では公益財

団法人画像情報教育振興協会（CG－ARTS）と特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

の現役職員等が構成員として、「職業」に係る機能を十分に担うことができる。 
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7.3.1.2 「地域」にかかる連携機能 

本学の地域の課題にも取り組むという方針を踏まえ、「地域」に区分される構成員には、

地域課題に取り組む教育課程に関して意見を得る他、産学官連携先、若しくは産学官連携先

の紹介窓口としての役割を期待している。実際には、それを教育課程に落とし込むために、

学科問わず本学の展開科目に配された「地域共創デザイン実習」で扱うテーマについての助

言を貰うこと等を想定している。これによって、地域が抱える問題や、取り組んでいる現状

の課題を直接的に吸い上げるとともに、それを実際に取り扱う実習に取り組むことで地域

に還元する実践知が養成される。 

 担当教員は、授業開始に先立ち、教育課程連携協議会の「地域の関係者」区分の構成員

からの紹介を受け、「地域共創デザイン実習」が取り組むべき地域課題を抱える企業・

団体をピックアップする。分科会にて課題内容や実施の難易度などを考慮して検討

し、複数の課題を選定する。 

1. 協力企業・団体は、オリエンテーションにて学生全体に対し課題についての説

明を行う。 

2. 中間報告等で学生の取り組みに対して中間チェックを行う。 

3. 最終成果物に対して、評価を行う。 

4. 学期末には分科会にて教育課程連携協議会の構成員及び担当教員などと当該授

業科目を振り返り、翌年度に向けて授業の質の向上を図る。 

以上の事柄から、この区分における構成員は本学が立地する地域課題に実際にかかわる

ような行政若しくはそれに準ずる団体の役職員が望ましい。よって、本学における職業区分

の構成員には、申請時現在、新宿区文化観光産業部の産業振興の役職者が協議会構成員とし

て、「地域」に係る機能を十分に担うことができる。 

 

7.3.1.3 「協力」にかかる連携機能 

各業界に属し、人材需要動向や最新技術動向を有する企業に協力を貰うことは、教育課程

の開発のみならず、教員の交流や養成など、様々な面において非常に有効であると考える。 

以上を踏まえ、本学では「協力」の区分に、臨地実務実習受け入れ先や産学官連携提携先

のうち、人材需要動向や最新技術動向を有する企業、特に、人材需要動向については、東京

を中心とする全国的な動向のみならず、世界的な視点も把握できる企業に所属する人物が

構成員として、「協力」に係る機能を十分に担うことができる。 

 

7.3.1.4 「教職員」にかかる連携機能 

教育課程連携協議会の審議を正しく本学に反映するためには、本学の役職者を据えるべ

きである。 
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そこで、本学では、外部委員からの地域の意見や業界・職種の意見を正しく吸い上げるた

め、教育課程編成に中心的な役割を果たす教授を構成員として配置する。加えて、統轄責任

者を経営側構成員として配置する。統轄責任者は会議の招集・開催・議事進行・議事録・及

び大学評議会や理事会への報告など責任を持って行う。このような構成員にすることで、

「教職員」に係る機能を十分に担うことができる。 

 

 

 産業界等との連携 

産学・官学の連携について教育課程連携協議会がその役割を十分に果たす組織となるよ

うに、教育課程連携協議会は原則として東京近郊の構成員とし、地域に関する議論も行われ

るように配慮する。 

 

 

 教育課程の不断の見直しを行うために必要な体制の整備 

教育課程の不断の見直しについては、学長が議長を務める大学評議会（学長、統轄責任者、

学部長、担当理事から構成される）からの方針・指示を受け、教授会及び教授会の下部組織

として設置される教育課程に関する専門委員会が推進する。 

自己点検・自己評価による教職員からのフィードバック意見や教育課程連携協議会から

の意見、及び年 2 回実施される学生アンケートからの意見などは教授会に情報が集約され、

専門委員会が教育課程連携協議会（及びその分科会）などの関係部署と連携して詳細な分

析・改善案策定を進める。改善案が大学評議会に提案がなされ、大学評議会ではそれを受け

検討がなされる。結果を詳細に分析することにより、教育課程編成に適切な方向性、あるい

は FD 活動の方向性などを判断する有用な情報とする。 

教育課程連携協議会は、外部構成員のほか、本学教員として学部長や学科責任者が中心と

なって出席し、地域の意見や業界・職種の意見を吸い上げる機能の一つとして存在する。最

低年 1 回の定例会議を開催し、そこで、産業界、地域社会の構成員などから出た改訂意見に

ついて大学評議会・理事会へと報告され、対応検討要否の方針を立案し、理事会の審議事項

にかかるものは理事会で検討される。教育課程連携協議会を補う組織として、必要に応じて

特定の目的のための分科会を設置する。実際に実習等の教育実施に関わった産業界や地域

社会の関係者および本学教員が分科会メンバーとなり、教育実施下で生じた問題点・改善点

などが議論される。それらは教育課程連携協議会・大学評議会へと報告・提案がなされ、大

学評議会からの方針・指示を受け専門委員会にて対策・検討を進める。その後、理事会にて

決議を経てカリキュラム改訂、学則変更となる。 
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7.4 複数学科に跨る実質的な審議 

 本学は 1 学部 2 学科構成になっており、教育課程連携協議会の構成委員の「職業」「協力」

「教職員」の区分においてはそれぞれの学科に対応したメンバーを、「地域」の区分におい

ては、両学科に跨るメンバーを構成することによって、「職業」「地域」「協力」「教職員」全

ての区分において、情報工学科とデジタルエンタテインメント学科の双方について審議が

可能なメンバーを配している。さらに、協力には両学科とも海外制作プロジェクトや技術提

供など、国際的な活動を行った経験のある委員を据えており、本学特有の“国際”の部分に関

しても専攻する産業に絡めて議論することが可能であり、実質的な審議を行うことができ

る構成である。 

 

 

 

8. 施設、設備等の整備計画 

8.1  校地、運動場の整備計画 

  校地 

本学は、本法人の“環境が人を育てる”といった教育理念や、日本の首都東京から発信する

グローバルに活躍できる人材の養成等、様々な面を考慮し、本法人が所有する既存校舎を利

用した校地とする。 

 

本学は、本法人が東京都新宿区に保有する総合校舎「モード学園コクーンタワー」の敷地

を校地として使用し、当該校舎の 27 階、31 階、36 階、37 階を専有し、1 階から 6 階及び

15 階、25 階、26 階、29 階、30 階、35 階、42 階、50 階を共有する。当該校舎は新宿（西

口）駅前徒歩 3 分に位置し、駅から東京都庁方面へ通ずる地下通路に直結している。また、

新宿駅は JR 等多くの路線が乗り入れるターミナル駅でもあり、通学する学生や学び直しを

する社会人、教職員にとっても利便性が極めて高い場所である。 

 

また、学生が休息や交流できるように 3 フロア分の高さを保持した学生サロンや、緑を

設置した学生サロン、外の景色を一望できる学生サロンなど、様々な形の開放感あふれる空

間を複数フロアに設置する。 

本学の校舎は縦に高い都市型キャンパスであり、校舎面積は専門職大学設置基準を充足

している。 

安全性を含めた学生への配慮として、以下の取り組みを行う。 

①共有スペースへの配慮 

既存学校である東京モード学園、HAL 東京、首都医校、東京通信大学、国際ファッショ

ン専門職大学の計 5 校と本学の学生へ配慮し、授業開始時間・終了時間ならびに休憩時間
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を異なった時間帯に設定することにより、登下校時や休憩時の校舎入口や共有スペースの

混雑を避ける。 

②エレベーターの複数配置 

校舎内に、停止階が異なる高層エレベーターを 14 基（50 階まで全階に停まるエレベー

ター2 基、48 階まで 3 階ごとに停まるエレベーター4 基、39 階まで 3 階ごとに停まるエレ

ベーター8 基）、低層エレベーター4 基（6 階まで 2 基、5 階まで 2 基）計 18 基のエレベー

ターを設置し、学生がスムーズに縦に移動できるようにする。 

時間割・利用教室の編成では教室間移動の動線を考慮し、授業間移動はできる限り上下 2

フロア移動で済むようにするとともに、その教室間移動にはできる限り階段を利用するこ

とを推奨することで校舎全体としての EV の円滑運用に配慮している。 

 

 

 運動場 

本学は運動場は所有しない代わりに、13 階にトレーニングルームを使用することができ

る。トレーニングマシンやフリーウエイト等、様々なフィットネス機器がそろう。 

 

 

 本校舎以外での教育 

専門職大学設置基準第 29 条第 1 項第 4 号に定める臨地実務実習について、実習受け入れ

施設にて実施する。 

 

 

8.2 校舎等施設の設備計画 

本学は、教育課程が十分に遂行できる校舎等の整備を行い、本学の目指す人材育成に必要

な施設・設備を確保する。以下、具体的な施設利用予定から学修上支障のないことを説明す

る（資料 20、21、22）。詳細については、8.2.1 項、8.2.2 項に記すとともに、資料 23「時

間割表（案）」には主に使用する教室名を明記する。 

事務組織を構成する教職員は、モード学園コクーンタワー1 階管理室を他校と共有し、学

生の教学等の支援を行う。また、既設学校とは、一部の設備を共有する。モード学園コクー

ンタワー1 階には主に入学検討者や来客が利用するエントランスがあり、また応接室（サロ

ン）が設置されており、本学への入学検討者や来客にも活用する。2 階には学生エントラン

スがあり、本学の学生と既設学校の学生が共有する。このように、エントランスを分けるこ

とは、学生のみならず、来客などへの配慮にもつながる。その他、共有設備の詳細について

は 8.2.4 項で記す。 

 

 



 

86 

 

 教員の研究室 

専任教員については、研究執務に専念できるように、そのために必要な各教員専用として

利用できる個室研究室を 25 階、27 階、35 階、37 階、38 階に合計 38 室（9.7～15.9 ㎡、

平均 11.9 ㎡）確保している。それに加え、その他スペース（ミーティング・交流の場）と

して 27 階に 2 か所（計 240.8 ㎡）を確保する（資料 20①、資料 21①）。これらの個室は、

施錠管理ができる仕様で秘匿性は担保される。教員が専用する研究スペースとして合計

766.35 ㎡、36 名の専任教員１人当たりで算出すると 21.3 ㎡のスペースを確保している。 

 

8.2.1.1 教員の研究領域 

1.4 項「教育研究上の到達目標」、4.6 項「研究活動に関する考え方」、5.1 項の「教員

組織の編成方法と教員の配置計画」等にて既に言及したが、教員は具体的な到達目標の 1

つとして研究を奨励するが、特にそれは若手教員にフォーカスされ、ベテラン教員は学生

のみならず若手教員の育成にも注力する。これにより、教員の学位取得等を支援していく

ことで、開校時以降の教員組織の新陳代謝にも注力する。さらに、本学では『Getting 

started with the SDGs in Universities（資料 13）』を参考に、SDGs の指針に合った研究

を推奨する。 

以上のことを踏まえ、本学では、教員用個室の研究室のうち、一部の個室研究室は、4

年次の学生が基本的に専有する共同研究室に隣接させる。これにより、ベテラン教員は学

生と若手教員を同時に指導できるような導線を整え、教員組織の新陳代謝を促す。加え

て、SDGs の指針に合った研究に対応できるように、個室研究室の他に、共同研究室(304) 

（合計 75.0 ㎡）も用意する。ここの設備については、フレキシブルに対応できるように、

開校年次はテーブル、イス、キャビネットのみとし、就任する教員が持ちこむ設備等に配

慮する。 

 

8.2.1.2 個室研究室 

専任教員 36 名に対し、教員増も見越し 38 室の個室研究室を確保する。各個室研究室は、

講義準備や各種調査、研究活動等のための執務スペースとして専有利用することができる。 

個室研究室には専用大型キャビネット（施錠可能）を１台以上とサイドキャビネット（施

錠可能）１台、書棚１台を設置し、研究資料、教育資料、機材などを保管・管理できる環境

を用意する。加えて、専任教員それぞれが簡単な打ち合わせや面談ができる座席を 2 席配

置する。 
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8.2.1.3 共同研究室 

30 階に共同研究室（304）を 2 室確保する（合計 75.0 ㎡）。この共同研究室の特徴は可

動式パーティションであり、利用状況に応じて結合し１室としても利用可能となる。 

本室は施錠管理できる機密性の高いスペースであるため、産学連携企業先とのミーティ

ングやプロジェクト推進のための占有利用を想定している（資料 22 配置図 3）。 

 

8.2.1.4 その他スペース 

27 階 271、274 には、個室研究室以外のスペースを確保している（資料 22 配置図 1、2）。

ここには、コピースペース、ロッカースペース、ミーティングルーム 2 室、ライブラリ、パ

ントリー（2 箇所）、オープンワーク（8 人席の大型テーブル 2 セット）、ソファーミーティ

ング席（4 席）などを配置している。教員、学生、企業人の交流の場として、学科、分野を

超えたシームレスなシナジー、共創を促進させる。ミーティングルームについては機密性を

保持し、NDA（秘密保持契約）を締結しなければならない産学連携先との打ち合わせなど

で優先して利用する。 

打ち合わせ等の予定が同時間に重なった場合には、本校舎に共用施設として、1 階の応接

室 7 室と会議室 5 室、ならびに 3 階に 3 つの会議室（104 ㎡、34 ㎡、34 ㎡）も利用するこ

とができる（校地校舎等の図面 6～7 ページ参照）。共用の会議室については、共通予約表

で利用を管理する運用を行っており、必要に応じて利用が可能である。 

 

8.2.1.5 専任教員へのノート PC の貸与 

教育活動や研究活動サポートの一環として専任教員一人一人が自由に携帯、利用可能な

ノート PC を貸与する。膨大な教育・研究資料のデジタル化、小型化、軽量化、ネットワー

ク化を実現しており、スムーズな研究環境移動を可能とする。これにより、時と場所を選ば

ず、フレキシブルに教育・研究開発を効率よく行うことができる。また、Wi-Fi などのネッ

トワーク設備を充実させ、どこからでもデータにアクセスできるようにし、教育・研究、ひ

いては会議等の自由度をも向上させることができる。 

 

 

 必要な教室の整備計画 

教室数の詳細については資料 20 で一覧にて示すとともに、以下で本学の教育カリキュラ

ムに支障がないことを記す。 

8.2.2.1 講義室、演習室、情報処理施設、実験・実習工場などの整備 

専用の講義室として 5 室、共用の講義室 2 室の合計 7 室を確保する（資料 20②）。専用

の講義室は床固定の机・椅子がいわゆるスクール形式で配置されており、各席は有線 LAN
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及び電源のコンセントを有する（資料 21 ②）。主に 40 人以下で行う講義で使用する。さ

らに共用の大講義室 2 室があり、2 学科合同の授業（地域共創デザイン実習）や臨地実務実

習のオリエンテーション・発表会など、大人数が一堂に会する場合に使用する。完成年度で

の時間割案（資料 23）から算出した専用講義室の授業利用の平均稼働率は 22.7％であり、

修学上支障のない運用が可能である。 

なお、稼働率（資料 21）は、上限を設けたコース運用で想定される授業回数を考慮した

時間割案（資料 23）から算出している。 

 

表 1  時間割案（資料 23）の前提条件 

学科 情報工学科 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科 

コース AI 戦略 IoT ｼｽﾃﾑ ﾛﾎﾞｯﾄ開発 ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰ

ｽ 

CG ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 

１年 120 名(3 ｸﾗｽ) 80 名(2 ｸﾗｽ) 

２年 50 名(2 ｸﾗｽ) 50 名(2 ｸﾗｽ) 20 名 50 名(2 ｸﾗｽ) 30 名 

３年 50 名(2 ｸﾗｽ) 50 名(2 ｸﾗｽ) 20 名 50 名(2 ｸﾗｽ) 30 名 

４年 50 名(2 ｸﾗｽ) 50 名(2 ｸﾗｽ) 20 名 50 名(2 ｸﾗｽ) 30 名 

 

表 2  教室稼働率（資料 20） 

教室分類 専用教室 平均稼働率 備考 

講義室 5 室 23％ 
別科用講義室を除く。空き時間

を自習室として運用。 

演習室 9 室 57％ 授業のみで運用。 

情報処理施設 3 室 27％ 
空き時間を研究活動及び自習用

に開放。 

実験・実習工場 3 室 16％ 空き時間を研究活動で利用。 

上記合計 20 室 34％ 他校と共有する教室は除外 

 ※完成年度における臨地実務実習が行われていない前期前半（4～6 月）の時間割案から算出。 

 

演習室はすべて専用で 9 室確保している（資料 20 ③）。固定されていない机・椅子を配

置しており、授業に応じて配置も変更可能な仕様となっており、アクティブラーニング形式

の演習などに利用しやすい（資料 21 ③）。37 階 371～376 の 6 教室は、床に有線 LAN 及

び電源のコンセントを整備している。35 階 354、355 は机上に有線 LAN と電源のコンセン

トを整備している。演習室の授業利用の平均稼働率は 57.4％であり、修学上支障のない運

用が可能である。 
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情報処理施設はすべて専用で 3 室を確保し、新たに整備する開発用 PC266 台を整備する

（資料 20④、資料 21④）。情報処理施設全体の授業利用の平均稼働率は 27.2％であり、修

学上支障のない運用が可能である。 

実験・実習工場は専用で 3 室を確保している（資料 20⑤）。364、251 は情報工学科で主

に利用する設備を配置している（資料 21 ⑤）。291 はデジタルエンタテインメント学科で

主に利用する設備を整備している。実験・実習工場の授業利用の平均稼働率は 15.6％であ

る。実験・実習工場については通常授業での稼働率を抑えている代わりに、教員や学生が研

究や政策活動などで必要に応じて利用するような仕組みを想定しており、修学上支障のな

い運用が可能である。 

 

8.2.2.2 共同研究室（卒業制作研究用専有スペース）の整備 

4 年次には、学科共通で通期科目の「卒業研究制作」を配置しており、4 年次学生の研究

活動を推進するスペースとして、36 階に専用室 3 室、及び共同研究スペースとして 37 階

378、36 階 365、25 階 252 の 3 室を確保している（資料 20 ⑥）。 

36 階の 3 室は可動式パーティションをオープンにして 186 ㎡の 1 部屋としても利用でき

る（資料 21 ⑥、資料 22 配置図 4）。ここは終日 4 年次学生が専用できる部屋として、研

究や制作活動を行ったり制作物などを保管したりしておくことが可能となっている。さら

に同フロアにもう 2 室共同研究スペース（366-367）を確保している（資料 22 配置図 5）。

こちらは、グループでの研究・制作活動を行う学生に対して教員が指導をを行うためのグ

ループ指導に適したスペースであり、8～10 名程度のグループで活動しやすいような机・椅

子を配置している。仕切りは可動パーティションであるため、グループ学生人数に応じてフ

レキシブルな利用が可能である。この部屋には収納棚も設置しており、制作物の仮保管ス

ペースも確保している。 

研究活動に利用する PC 設備については、情報処理施設の設備を授業外で利用する。 

この共同研究スペースは、主に研究用の設備を配置している。教員の個室研究室を側に配

置しており、特に教員立ち合いのもとで行うべき実験・作業を行う場所として利用する。 

 

8.2.2.3 学生の自習活動についてのサポート 

上記で明記した研究活動以外に、主に 1～3 年次学生の日々の課題制作や自主学習、自主

的なコンテンツ制作活動についても同様に環境を提供するために、予約することなく自由

に利用できる自習教室を開放する（資料 20 ⑦）。 

   311 学生自習室 224.98 ㎡ １室 183 席（講義室を兼ねる※） 

   312 学生自習室 224.98 ㎡ １室 183 席（講義室を兼ねる※） 
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授業時間帯（9：50～18：50 予定）における授業外学生の平均は 326 人であり、その 100％

の学生の利用を想定してもそれに足る座席数を確保している。また講義室・演習室も授業外

の時間帯は自習教室として運用可能であり、自習室は十分確保できている。 

また、これらの全ての環境や機材を学生に開放することで、学生個々の各種学習活動に十

分な環境を提供する。 

 

8.2.2.4 学生面談のスペースについて 

学生の進路指導、就職指導など、プライバシーを確保したうえでの面談専用の個室スペー

スを 17 室設置している（資料 20⑧）。個室面談室の一部はロールカーテンで視線を防ぐ対

策を講じ、カウンセリング等に配慮したつくりとする。また面談が可能なオープンなスペー

スも 10 か所を確保している。さらに各教員の個室研究室でも学生との面談が可能であり、

学生面談のスペースは十分に確保できている。 

 

8.2.2.5 学生控室の整備 

学生控室はモード学園コクーンタワーの共用として 4 か所（459 ㎡）を確保しているほか

（資料 20⑨）、27 階と 31 階の専用フロアにベンチを配備したくつろぎスペースを配置し

ている。またこれら以外にも、講義室や演習室は授業時間外及び放課後の時間帯に学生に開

放することでさらにスペースを確保する。 

 

 

 実験等に関する器具等の整備 

本学は実習、演習などの授業に対し、様々な設備投資を行う。まず以下に、主な大規模設

備投資について明記する。 

最も大きな設備投資として大規模 AI サーバの導入が挙げられる。これらは主に情報工学

科における人工知能開発等の実習で利用される。また、先端工学技術として 3D プリンタも

導入し、IoT、ロボット系の授業においてプロトタイプ制作を推進する。 

本学では 2 学科に共通してコンピュータでの実習・演習が大きなウエイトを占めるため、

開発用 PC を大規模に導入する。特にデジタルエンタテインメント学科では、高機能なソフ

トウェアやそれが動作する高性能な開発用 PC を必要とする。授業で一人一台環境を実現

し、さらに授業時間外の自習で利用するのに必要な台数分を整備する。また、ゲームや動画

の先端技術として注目されている仮想現実と訳される Virtual Reality などの制作に欠かせ

ないモーションキャプチャシステムや撮影機材等も導入し、先端技術の技能を習得できる

ように設備を整える。 

その他、CNC フライス盤、プリント基板加工機、ロボットアームキット、オシロスコー

プ、SIM フリーandroid タブレット、双腕ヒューマロイドロボット、ドローン開発キット、
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レゴマインドストーム、実習用ロボット、工具類一式、4K 対応カメラ、一眼レフカメラ等、

様々な機材を新たに導入する。これらの機材・設備における設置場所については資料 21 に

記す。 

 

 

 同一設置者によるほかの学校との共有 

本法人の既存学校と共有する施設は、主に学生が利用する図書室や学生のエントランス、

主に教員が利用する会議室等、授業を行う際に基本的には使用しない設備である。学生の修

学には支障がないだけでなく、ファッションや医療といった分野を学ぶ系列校の学生や教

員組織との交流が見込まれ、幅広い知識と教養が身につきやすい環境となっている。下記の

通り明確な使用ルールを定め、学生が支障なく使用できるよう運用する。 

【図書室】 

追加購入の書籍は電子図書を中心にそろえ、自宅でも 24 時間 365 日閲覧可能とする。 

【運動施設】 

運動場は所有していないが、校舎内にトレーニングルームを有しており、学生は運動施設

として使用することができる。平日は、国際ファッション専門職大学 18：00～19：00、

東京国際工科専門職大学 19：00～20：00 の時間帯で、土曜日は 10：00～18：00 の時

間帯で開放する。 

 

 

8.3 図書等の資料及び図書館の設備計画 

 図書館の整備 

本学では、既設専修学校の図書室及びインターネットラウンジ等の関連設備を大学図書

館として共同利用する。図書室は、閲覧席、蔵書検索用 PC、DVD 等視聴席を備えている。

無線 LAN が使える環境を整備し、学生は自習できる環境となっている。施設を共同利用す

るが、図書室は平日 9:00～21:00 まで利用できるため双方の修学に支障なく問題はない。 

また、今後は電子図書を主体に図書を整備していく。本学の学生であれば 24 時間 365 日

電子図書の閲覧が可能であるため、学生の利便性を更に高めることとなる。 

 

 

 図書等の資料整備 

本学の図書室には、開学時に図書 65,774 冊、雑誌 206 種（電子図書含む）を配架し、学

生が図書館で閲覧できる環境を整備する。本学の専門図書の学科毎の整備状況の詳細は資

料 24 に添付する。あわせて開学時の新規購入図書一覧を資料 25 に添付する。 
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上記に加え、視聴覚資料 15 点（情報工学科）、データベースとして「J dreamⅢ」「Academic 

One File」「情報学広場」（学科共通）を導入する。以上から、各学科に対して十分な図書

や資料等が整備されていると言える。 

充実に向けては教員からの提案の他、学生向けに「リクエストカード」を設置し学生の興

味関心や意向も確認する。視聴覚資料は技術習得に欠かせないものであり、授業での活用の

他、学生の自己学習で活用できるよう整備を図る。管理については、既に導入している図書

管理システムを継続活用し、書誌情報をデータベース化し、適切な貸出・返却サービス、蔵

書点検等、図書館としての機能と利用者の利便性が担保されるシステムを維持する。 

 

 

 学術雑誌の整備状況 

今回新たに情報工学科として 29 誌（うち海外書 13 誌）、デジタルエンタテインメント学

科として 9 誌、学科共通として 5 誌（うち海外書 2 誌）、合計 43 誌（うち、外国書 15 誌）

の学術雑誌を整備することとした（資料 26-1,2）。具体的な新規購入図書一覧を資料 26 に

示す。購入図書についてもより専攻分野に照らして適切なものを精選したが、開学後も状況

に応じて追加・見直しを継続して行う。 

本学キャンパス内で図書室を共用する系列校がそれぞれ整備する学術雑誌も利用が

可能である。例として、関連分野の 30 誌を資料 26-3 に示す。 

本学キャンパスの 27 階 271 にはオープンラックを配置したライブラリースペースがあ

る（資料 21）。専任教員から継続寄贈を受ける主要学会誌や書籍を配置し、他教員や学生に

も閲覧できるような環境を整えることで学術雑誌を一とする図書や研究資料の更なる充実

を図る。 

 

 

 図書館の利活用の充実 

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の育成には本質的に図書の利活用

は重要で、本学は既に多くの図書が導入されているが、さらに図書を増やすことを予定して

いる。 

8.3.2 項で説明した図書などの資料整備計画ですでに触れたが、これらは、抄録のみなら

ず本文もダウンロード可能な科学技術工学・医学関係 6000 万件にアクセスできる J-Dream 

III、自然科学から人文社会科学の論文誌 1800 誌にアクセスできる Academic OneFile、情

報処理学会発行の出版物のうち会誌・論文誌・研究報告・シンポジウム論文集・欧文誌・英

文誌の創刊号から最新号まですべてのデータが閲覧できる「情報学広場」、電子書籍

Maruzen eBook も含まれる。これらや国立研究開発法人科学技術振興機構の電子ジャーナ

ル検索システム「J-STAGE」によって、国内及び海外の学術文献や論文情報を検索するこ
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とが可能となる。さらに国立情報学研究所が提供している図書館間相互貸借サービス

（NACSIS-ILL）にも加盟し、他大学所蔵の学術雑誌取り寄せや論文複写依頼が可能である。 

  

上記の図書に関して、本学ではデジタルライブラリ技術よる資料アクセスの提供を予定

している。流動が激しくより複雑化、複合化する現代社会において、本学が目指す、変化す

る社会の要請に対し、主体的にまた結果に対する倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応える、

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の養成のためには、従来の図書館と

は違う、未来を見据えた図書館を設置するべきである。 

ここでいう、未来を見据えた図書館とは、例えば、“環境が人を育てる”と考える本法人が

重要視する「将来自分はこうなりたい」という学生各々が持つ確固とした信念が、現在置か

れている住居といった環境に阻害されることなく、ひとりでも多くの人に提供できるよう

な図書館である。この実現のためには、ICT 技術を活用し電子書籍の提供など、デジタルラ

イブラリ技術を活用した、図書館サービスの提供に注力していくことが重要である。 

 

これらを通じて、例えばロボット工学や IoT 分野、若しくはゲーム研究やなどの本専門

職大学の学生や教員が必要とする、最新の研究・知見にアクセス可能になる。これは例えば、

これまでの専修学校内の図書室では持ち得なかった機能であり、さらには書店でも代替し

得ない機能である。その利活用を促進する大きな魅力の一つになると想定している。 

また、電子書籍に限らず、電子ジャーナルの提供も予定している。このような電子書籍や

電子ジャーナルなど、電子資料へのアクセスは図書館という場所に縛られず、提供される予

定である。加えて、入学時オリエンテーションにおける図書館利用ルール周知、専任教員研

究室前における図書室利用案内の掲示、定期的なメールによる図書館利用告知、新着図書情

報の更新などで学生の利活用を十分に引き出す計画をしている。 

 

上記のような図書館の充実を予定しているが、その上でも図書室の共有利用に支障はな

いと考える。それは、既設の専修学校の教育課程の大半は制作であり、その際学生が自習す

る場合の成果物は、特殊なソフトウェアや装置を必要とする場合が多いために、主に校内の

実習室や自己所有の PC において制作されるものが多いことや、電子書籍を中心に図書の充

実をはかるため、図書館の閲覧席の利用動向に大きな変化はないと考えられるからである。 

加えて、以下のような理由から専門職大学の学生もまた図書室に滞在するよりも、コン

ピュータが使用できる環境も積極的に選択すると考えられる。 

・デジタルコンテンツ制作はもちろんのこと、アーカイブ等の調査も図書室ではなく高性能

の PC がある環境が望ましい。情報工学分野においても文献よりも機材を使用しながらの

調査研究が主体となる。 
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・キャンパスはすべて交通アクセス至便の立地条件を備えているため、学生には遠方からの

通学者が多く見込まれる。文献は電子書籍を中心にそろえ、自宅からでも閲覧が可能とす

ることで、大学に居残らずとも学習研究が可能である。 

 

以上の点から、図書の充実は図書館という限定された空間だけではなく、時・場所を選ば

ない工科大学ならではの利活用計画が設計されているため、図書館の利用が学生にとって

支障ないと考えられる。 

 

 

 

9. 入学者選抜の概要 

9.1 入学選抜における入学者の多様性の確保への配慮 

入学選抜における入学者の多様性の確保に向け、「入学検討者へのアナウンス」と「入学

者選抜」の 2 点を配慮することで本学は対応する。 

「入学検討者へのアナウンス」については、ホームページや学校案内書で本学及び学部・

学科の教育内容等を示すとともに、必要に応じてアドミッション・センターで入学前の相談

にも応じ学修目的を明確にした上で志望動機等を確認できるように配慮する。 

「入学者選抜」においては、学生受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）のもとで

行う。「入学者選抜」と AP との関係性は、後述で詳しく説明するが、多種多様な入学者の

確保に向け、留学生・帰国生や社会人といった背景で入試を特別に細分化し枠を設けること

はせず、大枠として「アドミッション・オフィス入試（以下、AO 入試）」「推薦入試」「一般

入試」の 3 つの枠を設けることで広く門戸を開く。 

 

 

 アドミッション・ポリシー 

以下に、本学におけるアドミッション・ポリシーを記す。 

 

9.1.1.1 東京国際工科専門職大学のアドミッション・ポリシー（入学者受入方針） 

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”という教育理念の下、ディプロマ・

ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに示す教育を行っている。こうした教育を受けるため

の条件として、次に掲げる基礎的学力や目的意識・意欲等を備えた学生を入学させる。 

【知識・技能】 

高校卒業程度の「基礎学力」「思考力」「読解力」を有する人 

【思考力・判断力・表現力】 



社会的課題に強い関心をもつ人 

【主体性・協働性】 

社会や地域に貢献したいと考える人 

グローバルな視点で世界に向けて活躍しようとする人 

【意欲】 

制作意欲を含み、学修動機が明確な人 

9.1.1.2 工科学部のアドミッション・ポリシー（入学者受入方針） 

工科学部で学修する者は、本学の使命に共感し、「社会とともにあるデザイナー」になろ

うとするものである。よって、自分は社会の中で何をしたいのかという動機を持ち、本学の

学修過程を履修することでそれが実現されることを理解している学生を入学させる。 

【知識・技能】 

高校卒業程度の学習を終えている人 

本学で学ぶに必要な日本語力を有している人 

【思考力・判断力・表現力】 

どのような専門職になりたいかという意志を持っている人 

自分の考えを伝えるためのコミュニケーション力を有している人 

【主体性・協働性】 

社会にどのような貢献をしたいかという動機を持っている人 

【意欲】 

制作意欲を含み、学修動機が明確な人 

9.1.1.3 情報工学科のアドミッション・ポリシー（入学者受入方針） 

 “Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”という教育理念の下、ディプロ

マ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに示す教育を行っている。こうした教育を受ける

ための条件として、次に掲げる基礎的学力や目的意識・意欲等を備え、社会の発展に寄与し

ようとする学生を求める。 

【知識・技能】 

理数・語学の基礎的学力を有する人 

【思考力・判断力・表現力】 

主にテクノロジー分野の学修に強い興味と意欲を持っている人 

自分の考えを論理的に表現し、伝える能力を持つ人 

【主体性・協働性】 

テクノロジーを通して、社会や地域に貢献したいと考える人

自立した姿勢で社会の課題に取り組もうと考えている人 
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【意欲】 

制作意欲を含み、学修動機が明確な人 

9.1.1.4 デジタルエンタテインメント学科のアドミッション・ポリシー（入学者受入方針） 

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”という教育理念の下、ディプロマ・

ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに示す教育を行っている。こうした教育を受けるため

の条件として、次に掲げる基礎的学力や目的意識・意欲等を備え、社会の発展に寄与しよう

とする学生を求める。 

【知識・技能】 

理数・語学の基礎的学力を有する人 

【思考力・判断力・表現力】 

様々な対象観察や工作、先端的な技術や芸術的な表現に対して好奇心を持っている人 

自分の考えを論理的に表現し、伝える能力を持つ人 

【主体性・協働性】 

多様な人々と協働して学ぶ態度を持っている人 

自立した姿勢で社会の課題に取り組もうと考えている人 

【意欲】 

制作意欲を含み、学修動機が明確な人 

 入学者選抜の趣旨 

本学は上記アドミッション・ポリシーを掲げているが、学力の 3 要素である「1. 知識・

技能の確実な習得」、「（1.を基にした）2. 思考力、 判断力、表現力」、「3. 主体性を持っ

て多様な人々と協働して学ぶ態度」と共に、「4. 意欲」を非常に重視しており、これは本

学の特徴的な点でもある。 

さらに本学では、これらアドミッション・ポリシーに掲げる条件を全て満たしているこ

とは勿論、多種多様な人材確保に向けて、以下に記す 3 つに特化した人材を確保するため

に入試選抜を行う。 

① 関心を持つ課題の現実性、正当性とその実現に対する意欲が大きい人

② 制作を意図する対象に関する基礎的知識の水準と、動機を持つに至った経過に正当

性がある人

③ これまでの学修に真摯に取り組み、社会が持つ問題に関する知識と自分の意図との

関連性がある人
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上記 3 つの項目に特化した人材の確保が重要と考えた理由は、本学が養成を目指す人材

像に基づく。すなわち、本学の教育理念である“Designer in Society”に向け、社会の発

展と調和を目指した教育・研究・実践活動を行い、真のイノベーションの実現者となるよ

うな人材を養成するには、何かを“実現”するための能力が欠かせない。その能力につい

ては、未来に対する「意欲」、現状持ちあわせる「基礎的知識の水準」、過去に努力してき

たという「真摯な態度」にそれぞれ特化した学生がいると考えたためである。 

 

 

 入学者選抜方法 

本学の入学者選抜はそれぞれの受験生の状況を鑑み、上記 3 項目にそれぞれ特化した学

生を確保するために、本学では①を AO 入試、②を一般入試、③を推薦入試の対象として、

募集人数の割合は①40％～60％、②30％～60％、③10％～20％程度で計画する。 

①を AO 入試に据えた理由は、本学がアドミッション・ポリシーに記す全ての項目にお

いて基準を満たしているだけではなく、特に“学習意欲”を持ち、本学の教育理念に相応

しい学生を選抜しようとするところにあるため、①から③のうち、【意欲】を最大に尊重

している①が AO 入試に最も相応しいと考えるためである。 

②を一般入試に据えた理由は、本学がアドミッション・ポリシーに記す全ての項目にお

いて基準を満たしているだけではなく、特に数理や語学といった“基礎的知識の水準”が

高く、本学の教育理念に相応しい学生を選抜しようというところにあるため、①から③の

うち、【知識・技能】を最大限尊重している②が一般入試に最も相応しいと考えるためで

ある。 

③を推薦入試に据えた理由は、本学がアドミッション・ポリシーに記す全ての項目にお

いて基準を満たしているだけではなく、特にこれまでに真摯に勉学に励み、主体的に部活

動や委員会活動といった学校社会の中での役割や、ボランティア活動などの社会的な活動

を通し、得られた責任感等を高く持った学生を選抜しようとするところにあるため、①か

ら③のうち、【主体性・協働性】を尊重している③が推薦入試に最も相応しいと考えるた

めである。 

 

以上、ここまでの説明をまとめると以下となる。 

＜AO 入試＞関心を持つ課題の現実性、正当性とその実現に対する意欲が大きい人 

本学がアドミッション・ポリシーに掲げる 4 項目のうち、【意欲】つまりは学習意欲の

正当性について重視する入学選抜とする。 

＜一般入試＞制作を意図する対象に関する基礎的知識の水準と、動機を持つに至った経過

に正当性がある人 

本学がアドミッション・ポリシーに掲げる 4 項目のうち、【知識・技能】つまりは基礎

的知識の水準について重視する入学選抜とする。 
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＜推薦入試＞ 社会が持つ問題に関する知識の広さと自分の意図との関連の正当性がある

人 

本学がアドミッション・ポリシーに掲げる 4 項目のうち、【主体性・協働性】つまりは

これまでの真摯な学習態度と、社会に対する責任感について重視する入学選抜とする。 

 

一方、独立行政法人日本学生支援機構による、平成 29 年度 外国人留学生在籍状況調

査結果（資料 27）によると外国人留学生数は急激な右肩上がりで、結果として学習意欲や

日本語力といった問題を抱える留学生を安易に受け入れているのではないかという懸念が

一般的に増している（文部科学省 Web ページより一部抜粋 「留学生交流の現状と課題」

（最終閲覧日：平成 30 年 10 月 16 日）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/attach/1345223.htm）。   

本学ではそれに対応するために、工科学部のアドミッション・ポリシーにて“本学で学

ぶに必要な日本語力を有している人”と記すだけでなく、具体的に、日本語を母国語とし

ない受験者については、日本語能力試験 N2 以上、日本留学試験の日本語科目「読解・聴

解・聴読解」の合計得点 200 点以上、BJT ビジネス日本語能力テスト 400 点以上等、本

学で学修するに必要な日本語能力を証する書類を 1 つ以上提出することを別途出願条件に

加えることとする。 

 

 

 アドミッション・ポリシーと各検査項目の関係、内容の詳細 

本学では、アドミッション・ポリシーに掲げる内容を多面的・総合的に評価するため

に、学生選抜において「適性等に関する検査」、「受講式検査」、「面接」、「書類審査」を設

けている。以下に各検査項目について、具体的に説明する。 

 

＜適性等に関する検査＞ 

[目的]：主に学力の 3 要素のうち「知識・技能」を確認 

一般入試でのみ実施する。AO 入試と推薦入試における「知識・技能」については、適

性等に関する検査の代わりに、調査書などを用いた書類審査をもって確認する。 

適性等に関する検査は、基礎的知識の水準を計るために、数理の問題となる“①数理処

理力”と、語学力を問う問題として“②語学力”、“③読解力と論理的思考力”の 3 項目同

一検査内に実施する。 

[試験形態]：筆記試験 

[試験方式]：マークシート式 

[試験内容]：  

[一般入試]：40 分間 25 問程度（①10 問程度、②5 問程度、③10 問程度）、基礎学力の

有無と共に、知識の水準も計るレベル。 
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＜受講式検査＞ 

[目的]：主に学力の 3 要素のうち「思考力・判断力・表現力」を確認 

AO 入試と一般入試で実施する。この検査には、学習意欲の正当性や、志望動機に係る

“思考力”を問う記述式の問題が配される。推薦入試における「思考力・判断力・表現

力」については、受講式検査の代わりに、調査書、推薦書や、これまでの活動歴等といっ

た書面上の審査と、面接での質疑応答内容で総合的に判断する。 

「思考力・判断力・表現力」の具体的な検査内容とは、「思考力」についてはテクノロ

ジー分野に関する興味関心とその正当性、社会問題への責任感、国際的な視点等、答えが

ない自身の考えを書くような問題である。それに加えて、「判断力」については物事を判

断するための観察力等、「表現力」については論理的な表現力について確認する。AO 入試

と一般入試で内容に違いはない。 

[試験形態]：筆記試験 

[試験方式]：記述式 

[試験内容]：  

[AO 入試]：「思考力・判断力・表現力」を問う。50 分 5 問程度 

[一般入試]：「思考力・判断力・表現力」を問う。50 分 5 問程度 

 

＜面接＞ 

[目的]：主に学力の 3 要素のうち「主体性・協働性」と「学習意欲の正当性」を確認 

アドミッション・ポリシーでも明確なように、本学は「意欲」を非常に重視している。

よって、どの入試区分でも、学習意欲に関する個別質問が実施される。 

AO 入試では特に重視される項目であるため、「意欲」に関する質問事項が多い。それに

伴い、「主体性・協働性」のうち、主体性に関しても問うこととなる。推薦入試は、「意

欲」に加えて、「これまでの学修に真摯に取り組んでいるか」という過去の実績に重きを

置いているため、それに関する事柄や、それに伴う「主体性・協働性」という観点の質問

も実施され、その他、「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力」についても、必要に

応じて書類審査とあわせて総合的に問う。一般入試は「主体性・協働性」と「学習意欲の

正当性」について最低限のラインを充たしているかという観点で行うため、他の入試と違

い、集団面接で行う。 

[試験形態]：面接 

[試験方式]：個別、もしくは集団 

[試験内容]： 

[AO 入試]  ：個別面接。「学習意欲の正当性」に重きを置き、「主体性・協働性」につい

ても問う。 

[一般入試]：学生 5, 6 人程度が同時に行う集団面接。「学習意欲の正当性」、「主体性・協

働性」について確認する程度。 
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[推薦入試]：個別面接。「これまでの学修態度」に重きを置き、「学習意欲の正当性」、

「主体性・協働性」についても問う。必要に応じて「知識・技能」、「思考力・判断力・

表現力」についても書類審査とあわせて総合的に問う。 

 

＜書類審査＞ 

[目的]：主に受験資格の確認と「学習意欲の正当性」、「知識・技能」等を中心的に確認 

 一般入試においては、書類審査は「学習意欲の正当性」の事前の確認と、受験資格につ

いて確認するために行う。AO 入試は上記に加えて「知識・技能」を、推薦入試は「知

能・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・協働性」についても、調査書を中心と

し、推薦書、これまでの活動歴等がわかる書類と共に、面接での質疑応答内容で総合的に

判断する。ただし、推薦入試では、推薦書とこれまでの活動履歴がわかる書類の提出を必

須とする。 

 また、日本語を母国語としない受験者については日本語能力試験 N2 以上、日本留学試

験の日本語科目「読解・聴解・聴読解」の合計得点 200 点以上、BJT ビジネス日本語能力

テスト 400 点以上等、本学で学修するに必要な日本語能力を証する書類を 1 つ以上提出す

ることを別途定めているため、それらも書類審査に含まれる。（入学の基準に満たしてい

るが、入学後の語学力の差異を補完するために、「基礎数学」、「基礎英語」、「基礎物理」

に加えて、必要に応じて「基礎日本語」も卒業要件に関係しない（単位を与えない）補講

として行う。） 

[試験形態]：志望理由書や調査書等、事前書類の提出  

[試験内容]： 

[AO 入試]：調査書や志望理由書等によって、「知識・技能」と「学習意欲の正当性」を

総合的に確認する。加えて、受験資格について確認する。 

[一般入試]：調査書や志望理由書等によって、「学習意欲の正当性」の確認と、受験資格

について確認する程度。 

[推薦入試]：推薦書、調査書や内申書、志望理由書等によって、「知識・技能」と「思考

力・判断力・表現力」と「主体性・協働性」と「学習意欲の正当性」を総合的に確認す

る。加えて、受験資格について確認する。 

 

 

 

上述した本学の入学者選抜について、まとめると表 3 となる。 
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表 3 入学者選抜要点まとめ 

検査項目 
試験

形態 

試験

方式 

試験区分 

AO 入試 一般入試 推薦入試 

適性等に関する検査 

筆
記
試
験 

マ
ー
ク
シ
ー
ト
式 

－ 25 問/40 分 
100

点 
－ 

【知識・技能】 

・数理処理力 

・語学力 

・読解力、論理的思考力 

受講式検査 

筆
記
試
験 

記
述
式 

5 問/50 分 
100

点 
5 問/50 分 

100

点 
－ 

【思考力・判断力・表現力】 

・テクノロジーに関する思考力 

・判断するのに必要な観察力 

・相手に伝える表現力 

面接 

面
接 

個別 

or 

集団 

15 分/1 人 

（個別） 

150

点 

30 分/5 人 

（集団） 

50

点 

20 分/1 人 

（個別） 

150

点 

【意欲】 
・学修意欲の

正当性 
◎ ◎ ◎ 

【主体性・協働性】 

・主体性 ◎ ○ ◎ 

・協働性 ○ ◎ ◎ 

書類審査 

書
類
事
前
提
出 

調
査
書
、
志
望
理
由
書
な
ど 

調査書、 

志望理由書 

等 

調査書、 

志望理由書 

等 

推薦書、 

調査書、 

志望理由書 

等 

【知識・技能】 

・基礎学力 

【思考力・判断力・表現力】 

・社会的、国際的活動等 

【意欲】 

・学修意欲の正当性 

 

面接とあわ

せて総合判

断 

 

参考程度で

実施 

面接とあわ

せて総合判

断 
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9.2 社会人等の要件や定義 

本学における社会人の定義は、「教育機関に属さず、一定の役割・責任をもって社会と関

わり、活動を行った経験のある者」であり、その期間やそれにより対価を得たかどうかには

よらない。よって、帰国生、大卒者や社会人経験を有するような 18 歳以上の人を社会人と

定義し、それらの学生にも広く門戸を開く。 

 

 

9.3 留学生への対応 

 本法人では、本学を日本語能力が十分にある者に対し主に日本語で教育を行う専門職大

学と位置付けており、入学定員に対する留学生の割合は、以下に示す通り 1 割程度になる

ことを想定している。 

同法人・同種・同立地の専門学校（以下、HAL 東京）における在籍者数データを参考に

すると、IT 系学科（本学であれば情報工学科が近い）における留学生の割合は約 2 割、

ゲーム・CG 系学科（本学であればデジタルエンタテインメント学科が近い）では約 3 割

であり、確かに可能性としては、本学でも最大で同水準の留学生比率が見込まれることも

考えられなくもない。 

しかし、本学と HAL 東京とは入学方法の違いがあり、また留学生も日本人と同様の入

試を受験しなければならないことから、HAL 東京に比して大幅に留学生の割合は下がると

予測される。すなわち、HAL 東京では本学の日本語能力の試験に相当する検査のみが行わ

れているのに対し、本学では AO 入試で面接と書類審査に加え受講式試験、一般入試では

さらにマークシート式試験が課されている。そもそも、本学は留学生に限定した入試区分

は特に設けておらず、これらの相違から本学において留学生比率は高々１割程度になると

予測している。 

参考として、平成 31 年 4 月に開学した国際ファッション専門職大学と、同法人・同

種・同立地の専門学校（東京モード学園）との留学生比率を示す。平成 31 年 4 月時点の

在校生データによると、東京モード学園の関連学科での留学生比率は約 4 割程度なのに対

し、国際ファッション専門職大学では、留学生のための入試区分を設けているにも関わら

ず、東京・大阪・名古屋の 3 キャンパス全体で留学生比率は約 3%、東京キャンパスだけ

に限定しても 5%未満に留まっている。ちなみに国際ファッション専門職大学は、本学と

似たような広報戦略や学生確保活動を行っている。これらのことから、本学でも留学生の

入学割合は同種専門学校と比較して留学生比率は下がると予想される。 

 

本学は、留学生の入学者数に関係なく「出入国管理及び難民認定法」及び関係法令を遵

守し、直近の社会情勢を踏まえた「留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針（文

部科学省・出入国在留管理庁、令和元年 6 月 11 日）」にも適合するべく、確実な在籍管

理を実施する。ここでいう確実な在籍管理とは、留学生担当職員による在籍管理はもちろ
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んのこと、カリキュラム・ポリシーでも定めている担任制度に基づき担任教職員を通した

各種手続きの進捗管理などを指す。当然ながら、入国管理局への定期報告は確実に実施す

る。 

日常においては留学生の出欠管理を徹底し、長期欠席者や出席状況の良好でない者には

注意指導、警告を行い、本国の緊急連絡先とも連携して対応する。また在留期限の近づい

てきた留学生全員にリマインドを実施し、期限の満了前に確実に査証の更新手続きをする

よう指導する。卒業後、日本で就職する留学生には在留資格の変更手続きを適切にサポー

トする。 

HAL 東京ではいずれも上記のような方針を徹底しており、法務省入国管理局より留学生

の在籍管理状況における「適正校」の認定を受けており、参考で上記した東京モード学園

も同様に「適正校」である。 

 

 

 

10. 取得可能な資格 

資格は、学修成果を評価する一環と位置付けている。社会で実務上必要とされている知識

体系をベンチマークする指標の 1 つであるため、学生に対してはこれらの資格について周

知し、本学の科目履修によって資格取得のきっかけとする。その際には、同校舎の専修学校

で開講・実施している国家試験対策講座の活用を促し、効率よく資格取得できるようバック

アップする。 

 

(1) 基本情報技術者（国家資格） 

(2) 応用情報技術者（国家資格） 

(3) データベーススペシャリスト（国家資格） 

(4) ネットワークスペシャリスト（国家資格） 

(5) エンベデッドシステムスペシャリスト（国家資格） 

(6) 情報処理安全確保支援士（国家資格） 

(7) 情報セキュリティマネジメント試験（国家資格） 

(8) 情報検定 情報システム試験 基本スキル/プログラミングスキル/システムデザイン

スキル 

(9) 情報検定 情報活用試験 3 級/2 級/1 級 

(10) CG クリエイター検定 エキスパート/ベーシック 

(11) CG エンジニア検定 エキスパート/ベーシック 

(12) 画像処理エンジニア検定 エキスパート/ベーシック 
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11. 実習の具体的な計画 

11.1 実習の目的 

本学の実習の骨格と実際に企業と調整した実施例を資料 28、29 に添付する。本学の実習

の位置づけは、特にディプロマ・ポリシーの以下の項目の養成である。 

 

＜工科学部ディプロマ・ポリシー【抜粋】＞ 

4. 情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、対象領域を俯瞰する能力を有

する。 

5. 情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、問題を発見・設定する力を有

している。 

7. プロトタイプを実際に開発する能力を有している。 

13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げる。 

14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 

 

＜情報工学科ディプロマ・ポリシー【抜粋】＞ 

4. 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロボット）と社会との接点を理解し、情報シス

テム技術をコアとして、システムインテグレーションに関する知識を総合的に俯瞰す

ることができる。 

5. 情報工学を主導する専門職人材として問題を発見する力を有している。 

7. 情報技術を応用して対象領域の課題を解決するソリューションのプロトタイプを開発

する能力を有している。 

13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げる。 

14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 

 

＜デジタルエンタテインメント学科ディプロマ・ポリシー＞ 

4. 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、CG）と社会との接点を理解し、デジタルコンテ

ンツ、情報システム技術、ビジネスに関する知識などを総合的に俯瞰することができ

る。 

5. デジタルコンテンツを主導する専門職人材として問題を発見し設定する能力を有して

いる。 

7. デジタルコンテンツのプロトタイプを開発する能力を有している。 

13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げる。 

14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
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つまり、keywords は「俯瞰力」、「問題発見力」、「プロトタイプ開発力」、「チャレンジ精

神」「三現主義」である。本学では以下に詳細を記すが、「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」を配し、そ

れらは 2 年次～4 年次まで段階的に配され、上記の keywords が段階的にクリアできるよう

に設定されているところである。別途、実習の内容で具体的に説明する。 

加えて、一定の英語力等における水準等をクリアし海外臨地実務実習に参加する学生に

対しては、ディプロマ・ポリシーの「9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有

している」に対し、実体験をもって国際情勢やグローバル視野を育成することも目的となる。 

 

 

11.2 実習先の確保状況 

 実習先の確保状況について 

全学部全学科に共通で配置されている臨地実務実習「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」における、臨

地実務実習先の確保状況は、定員数を上回っており、十分数確保していると言える。加えて、

コース別の上限にも達している。又、本学では学生の希望に応じて実習先を選択できるよう、

開学に向けてさらに実習先を確保する。また、「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」の実習先については、

海外における臨地実務実習も一定数確保しており、条件を満たすことで海外での実習も参

加が可能である。企業の選定理由については資料 30 に、その結果の実習先の確保状況につ

いては資料 31 に記す。実習先の選定（妥当性）については、次の項で説明する。 

ちなみに、本学は情報工学科とデジタルエンタテインメント学科の 2 学科構成であるた

め、企業によっては 2 学科の学生を同時に受け入れる企業もあるが、「臨地実務実習先の確

保状況の説明書」にある受け入れ人数は、学科ごとの最大受け入れ人数である。つまり、例

えば、ある企業で「臨地実務実習Ⅲ」における受け入れ学生数が情報工学科で 3 名、デジタ

ルエンタテインメント学科で 2 名であるとすると、その企業は「臨地実務実習Ⅲ」では最大

5 名の学生を受け入れるということである。加えて、詳細は後述するが、臨地実務実習先の

受け入れ人数は基本的に実習指導者 1 名に対し学生 6 名、最大学生数 8 名としているため、

9 名以上になる場合は、8 名増加ごとに 1 名の指導教員をつけることにしており、本学は教

育の質が担保できるように重複も加味して各企業に承諾書を得ている。 

もちろん、「臨地実務実習先の確保状況の説明書」にある各施設の学生受け入れ人数は最

大受け入れ人数として設定・記載しているが、受け入れ先の業務・業績状況によって実際の

受け入れ可能人数が変動する可能性があるため、毎年必ず配属先調整前に確認を行い、学生

6 人に対し 1 名、最大でも学生 8 名に対し 1 名以上の実習指導者という体系を必ず維持す

る。加えて、本学は開学後も実習先の新規確保に努め、実習先の質と量の更なる向上を図る。 
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 実習先の妥当性 

以下に、実習先の選定理由について明記する。 

11.2.2.1 全科目、全学科、全コースで満たされるべき基準  

① 臨地実務実習先となるそれぞれの企業が、専門職大学の授業科目水準として相応

しい実習指導を行うことができる人物を、実習指導者として配置できるか。 

② 臨地実務実習先となるそれぞれの企業は、本学が主体的に学修内容を決定するこ

と、また、実習を大学教育の一環として行うことについて十分な理解を示している

か。 

③ 臨地実務実習先となるそれぞれの企業及び施設が、『専門職大学等の臨地実務実習

の手引き（平成 31 年 1 月）』等で定められているその他の要件についても満たし

ているか。 

 

11.2.2.2 各学科で満たされるべき基準 

＜情報工学科＞ 

① 臨地実務実習先となるそれぞれの企業の事業内容が、情報工学科の学生が専攻す

る AI、IoT、ロボット分野に該当している。加えて、科目の到達目標の全てを達

成する指導を行うことができる。 

＜デジタルエンタテインメント学科＞ 

① 臨地実務実習先となるそれぞれの企業の事業内容が、デジタルエンタテインメン

ト学科の学生が専攻するゲームプロデュース、CG アニメーション分野に該当し

ている。加えて、科目の到達目標の全てを達成する指導を行うことができる。 

 

ここでいう、「科目の到達目標の全てを達成する指導を行うことができる。」と

は、例えば、情報工学科における「臨地実務実習Ⅲ」の場合シラバスにある到達

目標の一つにある「専攻する学科・コースの技術（AI、 IoT、ロボット）を主に

用いた最適解に対し部分的であってもプロトタイプを実現し、評価することがで

きる。」に対し、実際の実習指導者が指導を行えるかどうかである。審査意見

7(6)も加味し、例えば、実習指導者によっては、AI 戦略コースの学生の制作物に

対して適切なアドバイスや評価を行うことが難しいため、その場合に該当すると

判断した場合、AI 戦略コースの学生は当該施設を選択することの内容にリストか

ら外す。 

以上の事柄を精査し、それぞれの科目と企業ごとにコース別で実施可否を資料

30-1, 2 にまとめる。 
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11.2.2.3 各科目で満たされるべき基準 

以下に、授業毎に満たされる基準を記す。各科目に関する評価についてはそれぞれ別に

用意したルーブリック評価表（資料 32-1, 2, 3）を用いる。それについては、「11.3.4 成績

評価方法」にて説明する。 

 

「臨地実務実習Ⅰ」 

本学の臨地実務実習として初めて取り組む「臨地実務実習Ⅰ」は本学の教育課程の比較

的早期段階にある。よって、学生に対しての技術指導や課題提示に対して、高度な技術レ

ベルを教えられるのではなく、指導の充実が求められる。 

加えて、当該科目の到達目標は、「相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの

理解」である。ここで言う相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスは企業ごとに様々

であるが、当該科目では特殊なビジネスプロセスではなく一般的なビジネスプロセスの理

解を求めている。 

以上の事から、ビジネスプロセスが特殊になりがちな小企業は適切な実習先に満たない

可能性が高い。 

 

「臨地実務実習Ⅱ」 

「臨地実務実習Ⅱ」は本学の教育課程の 3 年次後期に配されている。よって、実習科目

で産学連携等を経験してきた学生へ適切な難度の目標設定などを指導できることが求めら

れる。 

加えて、当該科目の到達目標は、「製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点

の発見や課題の理解」である。よって、企業の性質だけ見れば「臨地実務実習Ⅰ」ほど、

学生の専攻分野にマッチングしている必要性や一般的なビジネスプロセスを踏んでいる企

業に限定されるような基準は必要ない。一方で、課題解決のために学生が専攻する分野の

技術を用いた提案をする手前の段階である課題の発見・理解に位置づけられる当該科目

は、課題解決のために学生が専攻する分野の技術を用いた提案を目的としていないが、そ

れを想定して指導できる必要性はあるため、指導者の資質として学生へ適切な難度の目標

設定などが指導できる必要性がある。 

以上の事から、実習指導者の資質が重要である。別審査意見 7(2)で詳細は述べるが、指

導者について適切に見直しを計ったため、既に申請している企業で現状問題ないと考え

る。ただし、教育課程の進行度から、学生の語学（特に英語）関する能力が当該科目の実

習内容を国外で行ったとしても同等でできるレベルに達していないと判断したため、「臨

地実務実習Ⅱ」から、海外実習先を全て外す。 
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「臨地実務実習Ⅲ」 

「臨地実務実習Ⅲ」は本学の教育課程の終盤にある学生に対し、相応に程度の高い要求

をしながら指導することが求められる。 

当該科目の到達目標は「プロトタイプの実現及び評価を理解する」である。よって、

学生が専攻する分野に置ける制作物に対し、的確な評価ができること求められる。加え

て、学生のプロトタイプ開発に対し、適切な指導を行う必要性があるため、当該科目の実

習先や実習指導者は学生の専攻に対して「臨地実務実習Ⅰ、Ⅱ」と同等かそれ以上のマッ

チング度が求められる。 

 

 

 実習施設における適切な指導者の配置 

基本的に実習施設に本学の担当指導教員は配置せず受け入れ先の企業が用意することと

する。本学における実習指導者とは、受け入れ先の実務経験年数が必ず 5 年以上であり、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持つ者とする。また、責任者として人事部などの

後方部門が実習指導責任者となる場合があるが、実際の指導にあたる者は、先に述べた条件

をクリアしている、受け入れ先の実務経験年数が必ず 5 年以上の実務経験を有し、その実

習において豊富な業務経験や実績等を持つ、指導者として相応しい者とする。 

既に述べたが、施設の実習指導者と学生の人数比率については、実習指導者 1 名につき 6

名程度までを基本とし、多人数受け入れの場合には実習指導者を増員するよう施設に要請

し、実習指導者 1 名につき最大で 8 名とする。 

ここでいう実習指導者について、本学では一部企業について、代表取締役を据えてい

る。こうした企業はすべて、必然的に従業員規模が 20 名以下の企業になった。当該実

習先の代表取締役は技術者でもあり、各臨地実務実習にある到達目標にある項目を学

生が達成するために必要な専門的（この場合は、各学科、各コース）指導も可能なた

め、実習内容に適した実習指導を行うことが十分にできる実習指導者であると判断し

た。 

 

 

 実習中の教員の指導について 

「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」における実習中の指導は受け入れ先企業の立地、教職員のスケ

ジュール、臨地実務実習に参加する学生の特徴等を踏まえ、海外臨地実務実習を除き、教職

員が協力して巡回し、企業側の担当者による指導がいきわたっているのか等を確認する。 

原則、実習先への移動方法は徒歩、若しくは公共交通機関を利用する。加えて、2 週間に

1 回は学生と担当教員が本学の校地に集まってコミュニケーションを取り、不測の事態が起

こっていないか、臨地実務実習先で水準をクリアしたレベルの教育が施されているのか等

を確認する。また、海外臨地実務実習については現地視察を行わない代わりに、電話やメー
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ルといった手段を利用して綿密に学生や企業と連絡を取り合い教員が指導をすることとす

る。具体的な教員による巡回指導方法については、以下に臨地実務実習授業ごとに記すとと

もに、実際の巡回計画（臨地実務実習）（案）を資料 33 に記す。 

 

・「臨地実務実習Ⅰ」 

実施時期は原則として 2 年次 1～2 月、実施日数は 20 日間（期間は 4 週間）であり、そ

の間に 2 回の巡回指導と 2 回の帰校日指導（本学キャンパスにおいて教員が学生に対して

行う実習指導）を実施する。 

 

・「臨地実務実習Ⅱ」 

実施時期は原則として 3 年次 10 月～11 月、実施日数は 30 日間（期間は 6 週間）であり、

実習先が国内の場合は、その間に 3 回の巡回指導と 3 回の帰校日指導を実施する。 

実習先が海外の場合は、スカイプといったインターネットを介したビデオ通話等の通信

手段を用いて面談を週 1 回実施する。帰校日は設けない。 

 

・「臨地実務実習Ⅲ」 

実施時期は原則として 4 年次 7～9 月、実施日数は 30 日間（期間は 6 週間）であり、実

習先が国内の場合は、その間に 3 回の巡回指導と 3 回の帰校日指導を実施する。 

実習先が海外の場合は、スカイプといったインターネットを介したビデオ通話等の通信

手段を用いて面談を週 1 回実施する。帰校日は設けない。 

 

 

 臨地実務実習実施期間 

大学での授業運用との兼ね合いから、臨地実務実習Ⅰ～Ⅲの臨地実務実習は、基本的にそ

れぞれ決められた時期に実施される。「臨地実務実習Ⅰ」は 1 月から 2 月末まで、「臨地実

務実習Ⅱ」は 10 月から 11 月下旬まで、「臨地実務実習Ⅲ」は 7 月から 9 月末までとし、そ

の期間内に規定時間以上の実習時間を確保する。そのため、臨地実務実習受講日時は受け入

れ先施設や団体によって異なる。 

ただし、臨地実務実習はそれぞれ通年で配当する。これは、学生が希望する受け入れ先の

受け入れ態勢などを考慮したためであり、企業や学生の都合に合わせてフレキシブルに実

習実施を可能とするためである。よって、上記期間に限定されるものではない。 

また、臨地実務実習を 4 年次にも配当したのは、基本的に多くの科目が履修済みであり、

即戦力として最も重要な実践力を強化するためである。加えて、企業とのミスマッチ防止は

もちろん、学生個々の得意・不得意の明確化によって、卒業に向けた教員の最終的なフォ

ロー、入社後の充実度といった部分に寄与する。よって、4 年次にも臨地実務実習（臨地実

務実習Ⅲ）を配当することは大きな意味があると言える。 
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11.3 実習水準確保の方策 

大学教育としてふさわしい実習水準を確保するために、本学では臨地実務実習実施準備

期間を十分に確保すると同時に体制を整える。以下、詳細を明記する。 

 

 実習内容について 

本学の臨地実務実習については、全学科とも 2 年次に「臨地実務実習Ⅰ」、3 年次に「臨

地実務実習Ⅱ」、4 年次に「臨地実務実習Ⅲ」を段階的に編成している。以下に、本学の

臨地実務実習にあたる「臨地実務実習Ⅰ」、「臨地実務実習Ⅱ」、「臨地実務実習Ⅲ」の

授業の到達目標及びテーマを記すとともに、これら到達目標に対して、具体的業務内

容がどのように設定されているのかを以下に説明する。 

 

＜情報工学科＞ 

「臨地実務実習Ⅰ」 

授業の到達目標及びテーマ 

「相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解」 

【到達目標】 

（知識・理解） 

・実習先事業者の製品、業務内容、ビジネスプロセスを理解し説明することができ

る。 

（能力） 

・実習先の業務内容、ビジネスプロセスに基づいた基本技術を習得している。 

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、期日を守っ

て業務を遂行することができる。 

（志向・態度） 

・社会人としての最低限のビジネスマナー身につけている。 

・三現主義（現場・現実・現物）とは何かを体感し理解している。 

「臨地実務実習Ⅰ」のシラバス（本学の実習骨格）にある到達目標授業の到達目標及

びテーマは上記のとおりである。「臨地実務実習Ⅰ」は初めての臨地実務実習として 2

年次の後期に配されており、基本的なビジネスプロセス等の理解に主題を置いてい

る。その中でも、専門性に関する到達目標に関しては『ビジネスプロセスに基づいた

基本技術を習得している』という項目で、これを充たすために実施計画（臨地実務実

習先個別実施計画）では、その企業の業務を実践してみることが業務に盛り込まれる

ことになる。 

それが満たされていることを示すために、情報工学科における受け入れ企業の一例

として、実際の実施計画書を資料 29-1-1 として添付する。この会社を例にとると、実

習の内容は 
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 ① 企業が対応可能な業務の理解（15 時間） 

② 企業が納入したシステムの簡易版の開発計画（22.5 時間） 

③ 企業が納入したシステムの簡易版における要求分析、ソフトウェア設計業務の

実践（45 時間） 

④ 企業が納入したシステムの簡易版におけるソフトウェアテスト、ソフトウェア

保守業務の実践（45 時間） 

⑤ 企業が納入したシステムの簡易版の製作発表（22.5 時間） 

となっており、「ビジネスプロセスに基づいた基本技術を習得している」を充たすため

に、ソフトウェア設計業務の実践やソフトウェアテスト、ソフトウェア保守業務の実

践といった基本技術を実践する授業内容が盛り込まれている。 

 

＜情報工学科＞ 

「臨地実務実習Ⅱ」 

授業の到達目標及びテーマ 

「製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や課題の理解」 

【到達目標】 

（知識・理解） 

・実習先事業者の既存サービスが抱える課題を理解して要点を説明することができ

る。 

・実習先事業者の既存サービスが抱える課題解決に必要な手法やツールには可能性と

してどのようなものが存在するかの知識を修得して文言でまとめることができる。 

（能力） 

・所属する受け入れ先の部署やチームが担当業務において抱える課題を、局所的に限

定せずに全体を俯瞰しつつ分析することができる。 

・既存サービスにおける課題を専攻する学科・コースの技術（AI、 IoT、ロボット）

を主に用いて解決する案を複数提示することができる。 

・改善策を実現する手法やツール（のプロトタイプ）を探索、考察することができ

る。 

（志向・態度） 

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、自分が担当

するプロセスの要求条件を明確に理解し期日を守って業務を遂行することができ

る。 

・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組むことができる。 

・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、他人に説明することができる。 

「臨地実務実習Ⅱ」のシラバス（本学の実習骨格）にある到達目標授業の到達目標及

びテーマは上記のとおりである。「臨地実務実習Ⅱ」の到達目標は問題点や課題を発見
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し、それについて理解することである。「臨地実務実習Ⅱ」は「臨地実務実習Ⅲ」の最

終目的である社会の問題・課題解決のために、学生が専攻する領域（コース）のプロ

トタイプ開発が正しく実践されるために必要な、問題・課題発見に主軸が置かれてい

る。 

よって、専門性に関する到達目標に関しては「既存サービスにおける課題を専攻す

る学科・コースの技術（AI、 IoT、ロボット）を主に用いて解決する案を複数提示す

ることができる。」ということや、「改善策を実現する手法やツール（のプロトタイ

プ）を探索、考察することができる。」という項目で、これを充たすために実施計画

（臨地実務実習先個別実施計画）では、その企業の業務を実践してみるだけではな

く、改善点の発見といった項目が業務に盛り込まれることになる。 

それが満たされていることを示すために、情報工学科における受け入れ企業の一例

として、実際の実施計画書を資料 29-1-2 として添付する。この会社を例にとると、実

習の内容は 

① 企業が納入実績のあるシステムの開発計画（30 時間） 

② 企業が納入実績のあるシステムにおける要求分析、ソフトウェア設計業務の実

践（75 時間） 

③ 企業が納入実績のあるシステムにおけるソフトウェアテスト、ソフトウェア保

守業務の実践（75 時間） 

④ 企業が納入実績のあるシステムの製作発表（22.5 時間） 

⑤ 企業が納入実績のあるシステムの改善点の発見（22.5 時間） 

となっており「既存サービスにおける課題を専攻する学科・コースの技術（AI、 

IoT、ロボット）を主に用いて解決する案を複数提示することができる。」を充たすた

めに、企業が納入実績のあるシステムの製作発表を通し、複数案を考えその中の最善

案を実際に制作する他、「改善策を実現する手法やツール（のプロトタイプ）を探索、

考察することができる。」を充たすために、制作のみならず実際に改善点を発見させる

期間が実習内容に盛り込まれている。 

 

＜情報工学科＞ 

「臨地実務実習Ⅲ」 

「プロトタイプを実現して評価する」 

【到達目標】 

（知識・理解） 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な技術上の条件を理解して要点を説明できる。 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な手法やツールには可能性としてどのようなものが

存在するかの知識を修得して要点を説明できる。 

（能力） 
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・所属する受け入れ先の部署やチームの担当業務のさらなる成果向上手段について、情報工学技

術をもちいた複数の解候補から最適性を考慮しながら解を選択することができる。 

・専攻する学科・コースの技術（AI、IoT、ロボット）を主に用いた最適解に対し部分的であって

もプロトタイプを実現し、評価することができる。 

・実現したプロトタイプに対して得られた評価を理解し、修正を加えてより良い問題解決案を考

えることができる。 

（志向・態度） 

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、自分が担当するプロセ

スの要求条件を明確に理解し期日を守って業務を遂行することができる。 

・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組むことができる。 

・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、それに沿った行動をすることができる。 

「臨地実務実習Ⅲ」のシラバス（本学の実習骨格）にある到達目標授業の到達目標及

びテーマは上記のとおりである。「臨地実務実習Ⅲ」はディプロマ・ポリシーにある

“プロトタイプの開発”を実践するだけでなく、評価を正しく理解することで、改め

て問題発見につながるように考えられることを到達目標に定めている。 

よって、専門性に関する到達目標に関しては「専攻する学科・コースの技術（AI、IoT、

ロボット）を主に用いた最適解に対し部分的であってもプロトタイプを実現し、評価することが

できる。」ということや、「実現したプロトタイプに対して得られた評価を理解し、修正を加え

てより良い問題解決案を考えることができる」という項目が特に重要で、これを充たすため

に実施計画（臨地実務実習先個別実施計画）では、例えば、システム改良版の制作と

発表などの項目が業務に盛り込まれることになる。 

それが満たされていることを示すために、情報工学科における受け入れ企業の一例

として、実際の実施計画書を資料 29-1-3 として添付する。この会社を例にとると、実

習の内容は 

① 企業が納入実績のあるシステムの改良版の開発計画（37.5 時間） 

② 企業が納入実績のあるシステムの改良版における要求分析、ソフトウェア設計

業務の実践（82.5 時間） 

③ 企業が納入実績のあるシステムの改良版におけるソフトウェアテスト、ソフト

ウェア保守業務の実践（82.5 時間） 

④ 企業が納入実績のあるシステムの改良版の製作発表（22.5 時間） 

となっており「専攻する学科・コースの技術（AI、IoT、ロボット）を主に用いた最適解に対し

部分的であってもプロトタイプを実現し、評価することができる。」ということや、「実現した

プロトタイプに対して得られた評価を理解し、修正を加えてより良い問題解決案を考えることが

できる」を充たすために、納入実績のあるシステムの改良版の製作発表が実習内容に盛

り込まれている。 

 



 

114 

 

＜デジタルエンタテインメント学科＞ 

「臨地実務実習Ⅰ」 

授業の到達目標及びテーマ 

「相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解」 

【到達目標】 

（知識・理解） 

・実習先事業者の製品、業務内容、ビジネスプロセスを理解し説明することができ

る。 

（能力） 

・実習先の業務内容、ビジネスプロセスに基づいた基本技術を習得している。 

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、期日を守っ

て業務を遂行することができる。 

（志向・態度） 

・社会人としての最低限のビジネスマナー身につけている。 

・三現主義（現場・現実・現物）とは何かを体感し理解している。 

「臨地実務実習Ⅰ」のシラバス（本学の実習骨格、資料 28-2-1）にある到達目標授業

の到達目標及びテーマは上記のとおりである。「臨地実務実習Ⅰ」は初めての臨地実務

実習として 2 年次の後期に配されており、基本的なビジネスプロセス等の理解に主題

を置いている。その中でも、専門性に関する到達目標に関しては「ビジネスプロセス

に基づいた基本技術を習得している」という項目で、これを充たすために実施計画

（臨地実務実習先個別実施計画）では、その企業の業務を実践してみることが業務に

盛り込まれることになる。 

それが満たされていることを示すために、デジタルエンタテインメント学科におけ

る受け入れ企業の一例として、実際の実施計画書を資料 29-2-1 として添付する。この

会社を例にとると、実習の内容は 

 

① オリエンテーションとして、実習説明、環境構築及び企業業務を理解する。

（7.5 時間） 

② 企業が提示した課題（プロジェクト分析、アセット制作、プログラム開発等）

を実現するための必要技術を理解し、実習計画を立案する。（30 時間） 

③ 計画に沿って実習を進める。適宜、企業担当者に報告しフィードバックを受け

ながら、成果物を制作する。（75 時間） 

④ 最終プレゼンテーションに向け、成果物のブラッシュアップ、資料作成を進め

る。（30 時間） 

⑤ 最終プレゼンテーション、及びフィードバックを受ける。（7.5 時間） 
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となっており、「ビジネスプロセスに基づいた基本技術を習得している」を充たすため

に、企業が提示した課題（プロジェクト分析、アセット制作、プログラム開発等）を

実現するための必要技術を理解し、実習計画を立案するといった基本技術を実践する

授業内容が盛り込まれている。 

 

＜デジタルエンタテインメント学科＞ 

「臨地実務実習Ⅱ」 

授業の到達目標及びテーマ 

「製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や課題の理解」 

【到達目標】 

（知識・理解） 

・実習先事業者の既存サービスが抱える課題を理解して要点を説明することができ

る。 

・実習先事業者の既存サービスが抱える課題解決に必要な手法やツールには可能性と

してどのようなものが存在するかの知識を修得して文言でまとめることができる。 

（能力） 

・所属する受け入れ先の部署やチームが担当業務において抱える課題を、局所的に限

定せずに全体を俯瞰しつつ分析することができる。 

・既存サービスにおける課題を専攻する学科・コースの技術（ゲームプロデュース、

CG アニメーション）を主に用いて解決する案を複数提示することができる。 

・改善策を実現する手法やツール（のプロトタイプ）を探索、考察することができ

る。 

（志向・態度） 

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、自分が担当

するプロセスの要求条件を明確に理解し期日を守って業務を遂行することができ

る。 

・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組むことができる。 

・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、他人に説明することができる。 

「臨地実務実習Ⅱ」のシラバス（本学の実習骨格、資料 28-2-2）にある到達目標授業

の到達目標及びテーマは上記のとおりである。「臨地実務実習Ⅱ」の到達目標は問題点

や課題を発見し、それについて理解することである。「臨地実務実習Ⅱ」は「臨地実務

実習Ⅲ」の最終目的である社会の問題・課題解決のために、学生が専攻する領域

（コース）のプロトタイプ開発が正しく実践されるために必要な、問題・課題発見に

主軸が置かれている。 

よって、専門性に関する到達目標に関しては「存サービスにおける課題を専攻する

学科・コースの技術（ゲームプロデュース、CG アニメーション）を主に用いて解決
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する案を複数提示することができる。」ということや、「改善策を実現する手法やツー

ル（のプロトタイプ）を探索、考察することができる。」という項目で、これを充たす

ために実施計画（臨地実務実習先個別実施計画）では、その企業の業務を実践してみ

るだけではなく、改善点の発見といった項目が業務に盛り込まれることになる。 

それが満たされていることを示すために、デジタルエンタテインメント学科におけ

る受け入れ企業の一例として、実際の実施計画書を資料 29-2-2 として添付する。この

会社を例にとると、実習の内容は 

① オリエンテーションとして、実習説明、環境構築及び企業業務（コンテンツ、

サービス）を理解する。（7.5 時間） 

② 既存業務の改善提案（サービス、プロセス等）をもとに、目的と実施手段、必

要技術、計画をまとめる。（30 時間） 

③ 立案した計画に基づき、改善に向けた実習を遂行する。中間発表に向けての準

備及び発表を行い、フィードバックを受ける。（75 時間） 

④ フィードバックを受けて計画を修正し、修正後の計画に基づき実習を遂行す

る。（75 時間） 

⑤ 最終プレゼンテーションに向けて、成果物のブラッシュアップ及び資料作成を

行う。（30 時間） 

⑥ 最終プレゼンテーションを行い、フィードバックを受ける。（7.5 時間） 

となっており「既存サービスにおける課題を専攻する学科・コースの技術（ゲームプ

ロデュース、CG アニメーション）を主に用いて解決する案を複数提示することがで

きる。」を充たすために、既存業務の改善提案（サービス、プロセス等）をもとに、目

的と実施手段、必要技術、計画をまとめる他、「改善策を実現する手法やツール（のプ

ロトタイプ）を探索、考察することができる。」を充たすために、立案した計画に基づ

き、改善に向けた実習を遂行する。中間発表に向けての準備及び発表を行い、フィー

ドバックを受ける期間が実習内容に盛り込まれている。 

 

＜デジタルエンタテインメント学科＞ 

「臨地実務実習Ⅲ」 

「プロトタイプを実現して評価する」 

【到達目標】 

（知識・理解） 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な技術上の条件を理解して要点を説明できる。 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な手法やツールには可能性としてどのようなものが

存在するかの知識を修得して要点を説明できる。 

（能力） 
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・所属する受け入れ先の部署やチームの担当業務のさらなる成果向上手段について、情報工学技

術をもちいた複数の解候補から最適性を考慮しながら解を選択することができる。 

・専攻する学科・コースの技術（ゲームプロデュース、CG アニメーション）を主に用いた

最適解に対し部分的であってもプロトタイプを実現し、評価することができる。 

・実現したプロトタイプに対して得られた評価を理解し、修正を加えてより良い問題解決案を考

えることができる。 

（志向・態度） 

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、自分が担当するプロセ

スの要求条件を明確に理解し期日を守って業務を遂行することができる。 

・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組むことができる。 

・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、それに沿った行動をすることができる。 

「臨地実務実習Ⅲ」のシラバス（本学の実習骨格、資料 28-2-3）にある到達目標授業

の到達目標及びテーマは上記のとおりである。「臨地実務実習Ⅲ」はディプロマ・ポリ

シーにある“プロトタイプの開発”を実践するだけでなく、評価を正しく理解するこ

とで、改めて問題発見につながるように考えられることを到達目標に定めている。 

よって、専門性に関する到達目標に関しては「専攻する学科・コースの技術（ゲームプ

ロデュース、CG アニメーション）を主に用いた最適解に対し部分的であってもプロトタイプ

を実現し、評価することができる。」ということや、「実現したプロトタイプに対して得られた

評価を理解し、修正を加えてより良い問題解決案を考えることができる」という項目が特に重

要で、これを充たすために実施計画（臨地実務実習先個別実施計画）では、例えば、

競合会社を意識した改善提案などの項目が業務に盛り込まれることになる。 

それが満たされていることを示すために、デジタルエンタテインメント学科におけ

る受け入れ企業の一例として、実際の実施計画書を資料 29-2-3 として添付する。この

会社を例にとると、実習の内容は 

① オリエンテーションとして、本実習の目的、環境構築、業務内容の説明（業界

説明と企業の位置や価値とビジネス、コンテンツ構築プロセスにおける受入部

署の役割等）を理解する。（7.5 時間） 

② 扱っているサービスや構築プロセスを対象に、競合会社を意識した改善提案及

び計画を立案する。（30 時間） 

③ 計画に基づき、改善に向けた実習を遂行する。中間発表に向けての準備及び発

表を行い、フィードバックを受ける。（75 時間） 

④ フィードバックを受けて計画を修正し、修正後の計画に基づき実習を遂行す

る。（75 時間） 

⑤ 最終プレゼンテーションに向けて、成果物のブラッシュアップ及び資料作成を

行う。（30 時間） 

⑥ 最終プレゼンテーションを行い、フィードバックを受ける。（7.5 時間） 
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となっており「専攻する学科・コースの技術（ゲームプロデュース、CG アニメーショ

ン）を主に用いた最適解に対し部分的であってもプロトタイプを実現し、評価することができ

る。」ということや、「実現したプロトタイプに対して得られた評価を理解し、修正を加えてよ

り良い問題解決案を考えることができる」を充たすために、フィードバックを受けて計画

を修正し、修正後の計画に基づき実習を遂行するといった内容が実習内容に盛り込ま

れている。 

 

 

 実習における事前・事後の指導計画 

事前の指導として、社会人としてのマナーや実習の心得、守秘義務等についての教育を、

初回臨地実務実習にあたる「臨地実務実習Ⅰ」が行われる 2 年次に行う。 

また、各臨地実務実習の前に必ず学内オリエンテーションを実施し、実習の心構えや必要

書類の準備や諸手続き等についてアナウンスし必要に応じて個別面談を実施し、各臨地実

務実習の目的を明確化し、実習に関する認識を深め学生が達成度を明確に体感できるよう

に配慮する。加えて、実習先、つまり受け入れ先企業の意見も考慮の上、必要に応じて受け

入れ先でも事前にオリエンテーションを行い、実習先への通学方法、必要な書類や持ち物の

確認、受け入れ先企業の予備知識の習得も指導する。 

事後の指導は、次の臨地実務実習が有効になるように、若しくは社会に出てからも役立つ

ように振り返りを行う。加えて、指導を受けた受け入れ先企業へのお礼状の送付、実習要項

の提出といったアナウンスとともに、実習を通して得た機密情報の取り扱い方等について

再度注意喚起を行い、外部に情報が漏れないように徹底する。 

また、臨地実務実習報告会を実施することで、他学生が臨地実務実習を通して得た知識や

教養や体験談を知り、新たな発見からの創意工夫や価値創造が生み出されるようにする。 

 

 

 臨地実務実習先と学生のマッチング方法 

学生が実際に赴く企業は、上記観点によって選定された企業であるが、さらに学生が望む

将来像や、学生個々の能力を考慮し、本学の養成する“Designer in Society（社会とともに

あるデザイナー）”になるに相応しい企業で実習ができるよう、受け入れ先の希望調査を事

前に行う。本学ではこの調整・準備に必要な時間に余裕を持たせている。それは、学生のみ

ならず企業とも連携を密に取るためである。これは、本学で養成する人材が身につける必要

がある職業倫理観のみならず、学生自身に目的意識が明確化されることによって、より主体

的・能動的な実習を可能にするとともに、企業側に臨地実務実習の目的を理解してもらうた

めでもある。 

 先に述べた、事前に行う受け入れ先の希望調査については、資料 34 の臨地実務実習フ

ローチャートに則った運用とする。これは、2 学科に跨ぐ全ての学生が、満足のいく企業で
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臨地実務実習を行えるようにするために、数多く用意されている受け入れ先連携企業の選

考フローを明確にすることで対応する。具体的なオペレーションは以下を想定しており、2

学科から学生を受け入れる施設においては、施設ごとに主管となる担当教員・キャリアサ

ポートセンターを決め、連携を図りながら参加学生の確定を行う。 

 

11.3.3.1 受け入れ企業の公開・確定 

各臨地実務実習約 2～3 ヶ月前に受け入れ可能企業と最大受け入れ人数、臨地実務実習で

の実習内容を学生に公開する。それをもって、学生に対して、第 1 希望から第 3 希望まで

の企業をヒアリングし、担当教員、キャリアサポートセンター職員による学生面談、選考を

実施する。 

選考結果については、必要に応じて受け入れ施設とも調整を行う。この時、受け入れ人数

を超えた企業については、担当教員、キャリアサポートセンター職員による協議を実施し、

予め受け入れ施設と選考基準の優先順位付けを調整し、その基準に沿って選考を実施する。

なお、選考基準については、学業成績、特定科目の成績、資格保有状況、出席率、面談内容

とする。 

 

 

 成績評価方法 

学則に明記があるように、単位認定は所定の授業回数の 8 割以上の出席を前提としてい

るため、学生の出欠状況については、企業側と連絡を取りあって認識するのはもちろんのこ

と、実習時に利用する書類のうち、出席の詳細が確認できる「実習出席表」（資料 35 p.8）

をもって実施終了後も確認を取ることとする。その上で、成績の評価については、習熟度に

合わせてルーブリック評価（資料 32-1, 2, 3）を利用し、公平で客観的かつ厳格な成績評価

を行うこととする。 

ここで重要なのは、評価はもちろんのこと、次につながるような振り返りである。よって、

必要に応じて実習先の指導者からの報告や、臨地実務実習終了後の個別学生面談も実施し、

成績評価とは別に学生にフィードバックを行う。 

 

 

 複数施設の場合における一定水準の確保 

臨地実務実習に当たる「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」における臨地実務実習実施先は基本的に単

一施設とし、複数にわたることのないように配慮する。例外として複数に及ぶ場合は、臨地

実務実習実施先企業の実習指導責任者やその企業の長等と打ち合わせの上、学生の負担に

ならないように配慮するとともに、事前に学生に複数拠点にわたることを説明する。 
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 実習指導者の配置 

既に述べたが、実習指導者は受け入れる学生 6 名、最大 8 名に対して 1 名以上とするこ

とで、学生に対して実習指導者の目が確実に届く体制を必ず維持することで、実習水準が適

切に確保される。 

 

 

11.4 実習先との連携体制 

受け入れ先企業との連携体制については、指導教員の巡回によって、企業側の担当者と直

に接して連携を取る。加えて、不測の事態や天災などによる集中的な問い合わせにも対応で

きるように、担当外の教員や職員と手分けをし、メールや電話等の通信手段も利用する。 

また、実施前の実習内容の確認、実施後のフィードバック等、実習期間外も受け入れ先企

業と打ち合わせを重ね、情報交換を行うことで、実施先の教育の質を担保するとともに、時

代の変化に呼応した実習内容になるように方策する。以下に、項目別で詳細を説明する。  

 

 

 実習先との協議・連絡体制 

11.4.1.1 実習前の協議 

実習先との事前の協議として、臨地実務実習実施前にやり取りを行う書類の 1 つに、資

料 36 の本学が求める臨地実務実習の業務内容を組み立てるために書面のやり取りを行う。

この書面を基に、後に説明する学生と企業のマッチングを図る。受け入れ企業選定方法につ

いては、後に詳細を記す。受け入れ先企業が決まった学生については、既に述べたように学

生へ事前指導を個別に行う他、教職員は受け入れてもらう学生も必要に応じて同行させた

上で企業に訪問し、具体的な実習内容について協議する。 

 

11.4.1.2 実習中の連絡体制 

実習中の連絡体制については、既に述べた巡回計画とは別に、本学はキャリアサポートセ

ンターを設置し、受け入れ先企業からの連絡が必ず受けられる体制とし、実習の質を担保で

きるようにする。 

キャリアサポートセンターの構成員は、本学の教職員で構成され、実習前から連携する企

業の現地視察や各種契約書類の整理などに携わることで、指導教員の負担軽減のみならず、

企業と密な連携を可能とする。さらに、キャリアサポートセンターは複数人で構成されるた

め、不測の問題が発生したとしても、迅速な対応が可能となる。万が一、実習内容が不適切

であるなどの問題が認められたた場合は、受け入れ先への状況改善を依頼する、場合によっ

ては受け入れ先の変更など、速やかに事態の改善を図る役目も担う。 
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11.4.1.3 実習における指導の方針 

 実習における指導方針は、本学の教育理念やカリキュラム・ポリシーと同等であるべきで

ある。例えば、科目認定のためには出席率について学則に定める通り 80%以上であるため、

各種臨地実務実習もその出席率を求める。一方で、実際の企業で業務に当たる姿勢として、

各企業が定める休暇連絡を上司に当たる指導教員に入れることは社会人としては当たり前

のマナーである。よって、本学が求める指導方針の他に、各受け入れ企業の受け入れ方針も

本学では必ず考慮する。これは企業によって様々あるが、既に述べた事前協議でのすり合わ

せの他、企業側の希望に応じて臨地実務実習受け入れ選考面接を事前に行うことで企業と

学生の間に齟齬が生まれないようにする。特に、文化的背景が違うため海外臨地実務実習に

ついては必ず選考面接を実施し、それに通過した学生がその企業の臨地実務実習を実施で

きることとする。 

 

 

 実習先での教育の質の保証の方策 

11.4.2.1 実習指導者の選任基準 

実習指導者の選任基準は、必ず実務経験が 5 年以上であり、その実習において豊富な業

務経験や実績等を持つ、指導者として相応しい者とする。この質を担保するために、本学で

は、既に述べた教職員が事前に訪問する事前協議にて、その実習指導者が各臨地実務実習の

指導者として相応しいかも同時に判断することとする。この事前協議にて基準に満たない

場合は、実習指導者の変更の依頼をキャリアサポートセンターが行い、企業側と調整をする

などの対応を行ったり、必要に応じて、受け入れ先企業の選定から再度行ったりすることで、

基準に満たない実習指導者が教鞭をとることがないようにする。 

 

11.4.2.2 実習指導者に対する研修 

 実習指導者に対する研修は、事前協議で述べたとおり、教職員による企業への事前訪問時

に研修を併せて実施することとする。加えて、先方からの研修依頼や、事前協議時に実習指

導者として不適合と判断した場合は、キャリアサポートセンターからその旨を通達すると

ともに、必要に応じて本学に招集し研修を別途行う。受け入れ先が海外や遠隔地の場合でも、

その指導者が過去に本学で実習指導者として経験がない場合は、事前に教職員が必ず訪問

し実習指導者の適性確認と研修を実施する。 
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11.5 その他、特記事項 

 保険加入による安全の確保と守秘義務について 

本学の学生は入学時から、臨地実務実習活動中やその往復において、物損や他者への怪我

も含め補償するような保険に加入する。ただし、海外臨地実務実習に参加する場合において

は、その範囲も保証となる保険に追加で加入することとする。 

加えて、受け入れ先企業で得た情報が外部に知られることのないように学生に注意喚起

を行うことはもちろん、企業側が不要とする場合を除いて、秘密保持契約をそれぞれの臨地

実務実習先と学生が結ぶ。この書類における書式は本学が既に確保した受け入れ先企業が

海外も含め多種多様に及ぶため、基本的に企業側のフォーマットに合わせることとする。 

 

 

 単位認定方法と適切な単位数の設定 

情報工学科、デジタルエンタテインメント学科は、教育課程において定めた「臨地実務実

習Ⅰ～Ⅲ」を履修する。この「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」は「インターンシップの更なる充実に

向けて 議論の取りまとめ」（文部科学省 Web ページ インターンシップの推進等に関する

調 査 研 究 協 力 者 会 議 （ 掲 載 日 ： 平 成 29 年 6 月 16 日 ）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/076/gaiyou/1386864.htm）にも明記

があるように、就業体験を満たすことはもちろんのこと、社会の発展に寄与する人材を輩出

するために、少なくとも 2 週間以上の期間とし、学生の目的を明確化させた上で行うこと

とする。それぞれの概要、成績評価方法、単位認定方法を下記に記す。また、「実習日誌」

や「臨地実習報告書」といった実習授業で主に使用する書類を資料 35 に添付する。 

成績評価方法は、80%以上の出席率を前提とし、評価が 60 点以上を取得した場合に単位

を認定する。単位数は「臨地実務実習Ⅰ」は期間が 4 週間で実働時間が 150 時間以上とい

う観点から 5 単位、「臨地実務実習Ⅱ」は期間が 6 週間で実働時間が 225 時間以上という観

点から 7.5 単位、「臨地実務実習Ⅲ」は期間が 6 週間で実働時間が 225 時間以上という観点

から、7.5 単位を与えることとする。 

 

 

 国外における臨地実習について 

以下、海外の臨地実務実習について記す。海外臨地実務実習は学生の英語に関する学修

度を考慮し「臨地実務実習Ⅲ」にのみ実施を行う。 

 

11.5.3.1 国内での実習との同等性について 

 海外の臨地実務実習施設において国内の施設と同等の質で実習を行えるかどうかについ

て、①事前協議の実現性、②実習指導者の確保、③適切な指導の実現性、④依頼内容が実
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習指導者へ正しく伝わるか、加えて、以下に詳細を記すが、学生の安全面の確保できるよ

うに、⑤現地に日本語対応ができる指導員、若しくは指導員の補助（メンター）が確保で

きるのか、といった点や、⑥学生のトラブルに対応できるのか（実習先の施設から数時間

で学生のもとにかけつけることのできるエージェントが確保できるのか等）などを検証

し、厳選した企業のみとしている。 

一方、同等の質を確保できるどうかについて、現時点では十分な確認ができなかった実

習先施設にについては、特別プログラム（単位は与えない、オプション海外授業）として

「海外インターンシップⅠ～Ⅲ」として用意し実施する。これらテスト期間を経ること

で、今回、対象から外れた施設においても国内と同等の質で実習を行えると確認できた場

合、改めて「臨地実務実習Ⅲ」に配置する、もしくは新たに科目を配置する予定である。 

 

11.5.3.2 学生の選考について 

海外臨地実務実習は、希望する学生全てが参加することはできない。参加を希望す

る学生の内、一定の基準を満たし、かつ、受け入れ先企業による面接（必要に応じて

実施する）に合格し、海外臨地実務実習でかかる追加の学費（海外臨地実務実習用の

保険への追加加入などが必要なため）が払える学生のみが参加することができる。

よって、海外臨地実務実習を希望しない学生が海外の実習先に配属されることはな

い。 

ここでいう、一定の基準とは、3 年次前期までの「英語コミュニケーション」の成

績や TOEIC®テストの成績等をクリアしたものが受講可能とする。加えて、受け入れ

先企業による面接とは、「受け入れ先企業による学生の危機管理能力の判定」を主に測

るための面接であって、企業が学生を選抜する面接ではない。 

海外臨地実務実習の選考は実際に実習が始まる半年～1 年程度前に実施し、国内の臨

地実務実習先選考が行われる前に、海外臨地実務実習の可否が確定させる。よって、選考

から漏れた学生は海外企業を希望しなかった学生と同タイミングで、国内臨地実務実習の

希望調査に参加できる。よって、選考に漏れた場合でも学生に不利益が生じることは基本

的にない。 

 

11.5.3.3 学生の安全確保等について 

 海外施設での臨地実務実習における学生の安全確保等については、以下の対策を講ず

る。 

 ①教職員が、実習開始前に現地を視察する（最低 1 回）。 

 ②本学に据えるキャリア・サポートセンターが、現地の留学エージェント等も活用

して、実習開始前に実習先国及び実習施設が存在する地域の治安情勢（テロや暴
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動の発生、衛生状態、社会問題等）に問題がないことを確認する。さらに、実習

期間中、治安情勢のモニターを継続する。 

 ③学生に何らかのトラブルが生じたあるいはトラブルに巻き込まれた場合、数時間

以内に現地の留学エージェントが、実習施設もしくは学生の宿泊先に駆けつける

ことのできる態勢を整備する。さらに、必要に応じて教職員が現地に赴き対応に

あたる。ここで言うエージェントは、実施する海外臨地実務実習先に必ず準備す

る。 

④本学の学生は入学時から、臨地実務実習活動中やその往復において、物損や他者

への怪我も含め補償するような保険に加入する。ただし、海外臨地実務実習に参

加する場合においては、その範囲も保証となる保険に追加で加入する。 

 

11.5.3.4 海外の実習施設との事前の協議について 

実施是非の再確認や事前協議については、以下の通り国内の実施企業とほぼ同様に

行うことができる。 

①教職員は、事前にメールや電話などを通じて実習指導者と連絡を取り合うほか、

現地を視察する（最低 1 回）。 

②学生自身も実習先事業者の調査を行い、事前に実習施設を訪問することを基本と

する。ただし、実習指導者の都合などで訪問が難しい場合のほか、通常授業との

兼ね合いや学生の交通費負担などの観点から訪問が困難であると認められる場合

に限り、テレビ電話やメールなどを代替手段として認める。なお、事前訪問を省

略する学生に対しては、実習先事業者の認識を深める課題を追加的に課すととも

に、臨地実務実習初日の出勤にかかる認識を担当教員及びキャリア・サポートセ

ンターの職員と共有する。 

 

11.5.3.5 実習指導者について 

 海外臨地実務実習での指導者は、学生への指導の充実やフォロー、安全面の確保な

どの観点から日本語にも対応できる指導者としている。特に完成年度までは、学生の

さらなる安全面を考慮し、指導者全員を日本人としている。勿論、現地での学修は基

本的に全て英語で行われるが、学生の安全面等に何か生じた場合は、日本語でも対応

可能となっている。 
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12. 編入学定員を設定する場合の具体的計画 

本学おいては、欠員がある場合は定員充足まで編入学を認める。 

さらに、本法人は同校地内に HAL 東京、東京通信大学を有している。よって、編入にと

どまらず、入学希望者のニーズによって様々な学びの体系を案内することも可能である。こ

れは本法人ならではの優位点である。 

 

 

12.1 既修得単位等の認定方法 

既修得単位等について本学が教育上有益と認めるときは、本学における授業科目の履修

より修得したものとみなす。認定方法については主に「他大学・専修学校・短期大学での履

修科目」、「保有・取得資格」、「実務の経験を通じた実践的な能力」、「編転入学試験」に分類

される。詳細は下記に記す。 

 

(1)「他大学・専修学校・短期大学での履修科目」 

他大学等での履修科目の単位認定は、原則取得した単位名ではなく授業の内容で判

断する。すなわち、科目名が異なっていても、授業内容が同じであれば認定する。一

方、科目名が同じであっても授業内容が異なる場合は認定できない。 

 

(2)「保有・取得資格」 

保有・取得資格による単位認定は、特定の科目に限る。 

  詳細については、資料 37 に記す。 

 

(3)「実務の経験を通じた実践的な能力」 

実務経験者の学び直しを考慮し、その実務経験を通じた実践的な能力の修得を本学

の授業科目の履修とみなし、単位を認める場合がある。社会人としての実務経験には

必ず個性があることから、編転入学試験時にヒアリングを行う。 

この場合、臨地実務実習以外の職業専門科目・展開科目については、情報処理技術者

試験等、法令の規定に基づく職業資格、技能検定、技能審査若しくはこれらと同等以

上の社会的評価を有する実務の能力に関する審査（国、地方公共団体、独立行政法人

その他の公益的法人が行うもの）で認定を受けていることを証する書面を求める。臨

地実務実習の単位認定については、実務経験により修得した実践的能力が本学の教

育相当水準であることを判断するため、実務経歴書等の提出を求める。 
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(4)「編転入学試験」 

編転入学試験の結果、及びこれまでの学修歴や実務経験歴を総合的に判断し、一部科

目の認定を行う場合がある。 

 

 

12.2 履修指導方法 

編転入学生については、1 年次から入学する学生よりもさらに多様な学生の入学が見込ま

れる。具体的には、大学・短期大学・専修学校等を卒業し、本学が教育する専門知識をある

程度有している者や、TOEIC®や TOEFL®で一定のスコアを保有している者、第四次産業

革命において ICT 業界等で専門的な業務を担っていた社会人の学び直しや新たな専門知識

の習得したい者等を想定している。既修得単位等は入学時に認定され、卒業の要件となる単

位の区分や数が定まらないため個別の学生に対して固定的な履修モデルを当てはめること

は現時点では難しいが、例として、主に社会人の学び直しを想定した履修モデルを添付する

（資料 38）。 

 

 

12.3 教育上の配慮等 

本学への編転入学生の受け入れは学科の定員数を超えない若干名とし、入学時期は基本

的に 4 月のみとしている。よって、履修タイミングは既存学生と同じになる。加えて、専門

職大学設置基準等に則り、入学時に認める単位数の上限を超えない範囲で認定し、編転入を

認めることで、社会人の学び直しといった面に対し、習得済み知識・教養・技術について単

位を与え学修期間を短縮することで配慮する。 

 

 

 

13. 管理運営 

13.1 教学面における管理運営体制 

 教授会等の役割 

本学は、学校教育法第 93 条に従い、教育研究等に関する重要事項を審議するための教授

会を設置する。また、教授会に属する教員で構成される専門委員会を設置する。 

 

 

 運営等 

大学運営においては、学校教育法に従い学長がリーダーシップを発揮し、所属教職員を統

督する。また、教授会は、定例会議を月 1 回、臨時会議を学長が必要と認めたときまたは教
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授会員の 3 分の 1 以上の要求があった場合に開催し、以下の事項を審議したうえで、学長

に意見を述べる。 

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了 

(2) 学位の授与 

(3) 学生の表彰 

(4) 前三号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くこ

とが必要なものとして学長が定めるもの 

前項各号のほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、学長の求めに

応じ、意見を述べる。 

 

 

13.2 関連委員会の設置と役割 

教授会の下部組織として教学等を審議するための委員会を設置し、専門職大学運営の健

全性を確保する。必要に応じて特別委員会を設置し、専門職大学の管理運営を適切に行う。 

 

 

 

14. 自己点検・評価 

本学は、学則第 1 条（目的）において、「東京国際工科専門職大学（以下「本学」とい

う。）は、工科分野において、日本の首都東京で国際性を理解し、社会の発展と調和を踏ま

えた研究・教育・実践活動を行い、真のイノベーションの実現者となるような人材を養成す

ることで、社会の期待に答えるとともに、社会の発展に寄与することを目的とする。」と定

めている。 

学則に基づき、本学の目的に照らして適切な教育研究活動が行われているか、定期的に自

己点検・評価を行う。 

本学では、学長の下に置かれた自己点検・評価委員会で定期的・継続的に自己点検・評価

を行う。またこの資料とするために、学生による授業アンケートを実施し、結果の検証等を

毎年行う。自己点検・評価の他に、学長から委嘱された外部評価委員によって第三者評価を

適切に実施する。 

自己点検・評価及び外部評価委員会による評価の結果は、本学のホームページ上で公表す

る。また、これらの評価を踏まえて中期的な教育研究の改善方針を策定し、PDCA サイクル

を確立する。 
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14.1 SD 活動 

本学は、専門職大学設置基準第 58 条に則り、SD（スタッフ・ディベロップメント）委員

会を設け、大学の教育活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、大学職員に必要な能力及

び資質を向上させるための SD 活動を推進し、学長を補佐し教育研究を支援する体制作りを

行っていく。 

SD 委員会では、経理総務、入学、就職、システム、研究支援の各業務に関する事務職員・

技術職員の能力向上と業務改善・部署間連携の強化のため、SD 活動の計画、実施、推進に

必要な事項を審議し、その結果を学長に報告する。具体的な SD 活動として、以下の事を実

施する。 

・「教育・学生支援」「学校及び私学関係法規類」「研究支援」「公的研究費の運営・管

理」「経理財務関係」「コンプライアンス」「情報リテラシー」などを実施する。 

・職務遂行上関連のある内容について、大学関係団体や関係学会が実施する講座、セミ

ナー、研修会への参加を奨励する。参加者は、受講レポートを作成し学内で共有する。 

・新任職員に対し、大学職員として必要な基礎的知識・技術を習得させるため、業務マ

ニュアルをもとに指導を行う。 

・担当する業務の改善を提案し、業務マニュアルを作成・更新する。 

・学生アンケートを実施し、アンケート結果を踏まえた改善計画を策定する。 

・系列校である「東京通信大学」の開講科目について、法人が負担して聴講できる制度を

活用し、職員の業務知識向上を図る。 

 

 

14.2 FD 活動 

本学は、専門職大学設置基準第 20 条に則り、授業内容及び方法の改善を図ることを目的

に FD（ファカルティ・ディベロップメント）委員会を設置し、FD 活動を推進する。 

FD 活動では、実施授業の学生目線から見た分かりやすさの確認、就職状況から本学が目

指す教育目標達成の確認、学生によるアンケート等の分析やそれを踏まえての対策等、教員

相互の授業参観・授業評価、外部講師を招聘して教育方法改善のための講習会の企画等も含

め、教員の教育技能の向上及び能力開発を図るものとする。 

また、系列校である「東京通信大学」の開講科目について、法人が負担して聴講できる制

度を活用し、教員の能力向上を図る。 

FD 活動としてどのような活動が必要かについては、主に教育課程連携協議会での意見及

び学生アンケート結果の 2 軸から検討を行う。 

学生アンケートは、年に 2 回実施され、教員指導に対する評価項目と教育内容に対する

評価項目の 5 段階マークシートと各科目及び各教員に対する自由記述形式のフリーアン

サーで構成される。学生アンケート実施後、自由記述形式コメントについては指導教員に速

やかにフィードバックされ、意見を集計・分析したうえで学科責任者・学部長に報告する。
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速やかに対応すべきものについてはすぐに対応を行うとともに、回答が必要な内容につい

ては必ずフィードバックを行う。学生へのフィードバックが必要な内容については、担当教

員、学科責任者、学部長で返答内容を検討し、速やかにフィードバックを行うこととしてい

る。このような取り組みや、教育指導及び教育内容に関するアンケートの集計結果の分析に

より、FD 活動として取り上げるべき課題が明確となる。 

 

加えて、各学科の教員は相互の研究における情報交換のため、研究紀要（論文・作品論文）

や持ち回りの研究会を実施し、日常的に研究情報を交換し研鑽を積むことによって、教育内

容の見直しのみならず新教員の育成にも努め、定年退職等での教員の入れ替えに対しても

対応する。 

 

他にも、自己点検・評価委員会による学内評価に加え、定期的に第三者委員会による評価

も実施し、その内容を公表、活用する。 

学内評価と他者評価の結果を活用して教育研究計画の改善をおこなう PDCA サイクルを

確立することで教育・研究水準の確保を行う。 

 

 

14.3 開学に向けた FD・SD の取り組み 

大学開学にあたっては、教職員が本学の理念や方針を共有し、開学までの期間にしっかり

と開学準備を行わなければならない。教職員それぞれが大学でも専門学校でもない新しい

学校種としての位置づけをしっかりと理解し、認識しておかなければならない。 

本学の在り方については、学長自らが教職員に対して伝える研修会を設け、教育の理念の

浸透を図る。制度発足初年度に開学する大学に身を置く教職員の責務として、それぞれの教

職員は、入学検討者や連携先企業・団体といった外部に対し、専門職大学とはどういう教育

機関で、さらに本学がどのような大学であるかを自らが語れるようにならなければならな

い。そのために教職員間でのグループワークも開催し、理解を深める。 

 

開学準備として、FD の最も中心的な活動として模擬授業を位置づける。基本的に全ての

教員に模擬授業を課し、相互でチェックをしあうことで教授法のレベルアップを図るほか、

教員によって指導内容が異なることがないようにするチェック機能も兼ねている。例えば

プログラミング系科目では、本学としてのコーディングルールの統一化などである。単位認

定方法など学生にかかわるルールについては学生要覧にまとめているが、学生からの問い

合わせに適切に回答できるよう、必要に応じて理解を深めるための読み合わせも実施する。 
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14.4 研究に関する FD・SD の取り組み 

研究活動に対する基本的な考えとして、各教員独自の研究活動とは別に専門職大学なら

ではの研究活動に取り組むという方針を持っており、産官学連携や異分野の専門性をもつ

教員同士の共同研究を推進するために必要な取り組みを行う。 

その端緒として研究能力に強みをもつアカデミア教員と、産業界での実戦経験や社会と

のかかわりに強みをもつ実務家教員が、それぞれの強みを相互に教授しあうための講習会

を学内で実施する。 

その取り組みの中で相互の専門性や志向性を確認しあい、共同研究の可能性を探る。 

 

 

 

15. 情報の公表 

本学は、教育研究活動等の状況を、在学生や保護者、受験生の他、広く社会へ提供する。

利便性や適時性の観点から、このような情報の公開を、ホームページを中心とする媒体を通

じて行うこととする。具体的な項目は、次の通りである。 

(1) 専門職大学の教育研究上の目的に関すること 

(2) 本学の目的・理念 

(3) 教育研究上の基本組織に関すること 

(4) 学部・学科の名称 

(5) 教職員編成、教職員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

(6) 入学者に関する受け入れ方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒

業又は課程を修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等

の状況に関すること 

(7) 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

(8) 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定にあたっての基準に関すること 

(9) 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

(10) 授業料、入学料その他の専門職大学が徴集する費用に関すること 

(11) 専門職大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

(12) 学則 

(13) その他 

 

なお、次の事項についてもホームページ上で閲覧できるようにする。 

• 教育上の目的に応じた学生が習得すべき知識及び能力に関する情報 

• 自己点検・評価報告書 

• 財務情報 
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16. 教育内容等の改善を図るための組織的な研究等 

本学は 2 学科において、一部の共通科目はほぼ同一のシラバスで編成されている。よっ

て、各学科の教員間連携により課題点を共有し、教育者や教育手法による教育効果の違いを

分析し、各教員にフィードバックすることで教育内容の改善・向上を図れる組織体制になっ

ている。 

加えて、各学科の教員は相互の研究における情報交換のため、研究紀要（論文・作品論文）

や研究会を実施し、日常的に研究情報を交換し研鑽をつむことによって、教育内容の見直し

のみならず新教員の育成にも努めており、定年退職等での教員の入れ替えに対しても対応

している。 

 

 

 

17. 社会的、職業的自立に関する指導及び体制 

17.1 教育課程内の取り組み 

本学では、学生の社会的・職業的自立を支援するため、ビジネススキル、知的生産の技術

等の科目を開設し、入学後の早い段階からの進路に関する意識付けを行っており、必修の臨

地実務実習を通じて就業観等の形成を支援している。 

具体的には、「専門職大学設置基準」の内容に基づき、臨地実務実習を実施する。社会に

慣れ、学んだことが生かせるよう 2 年次に「臨地実務実習Ⅰ」を実施することで、一度身に

つけた知識・教養と技術力を実社会で実践する機会を与える。さらに、3 年次と 4 年次には

「臨地実務実習Ⅱ」、「臨地実務実習Ⅲ」を配置し、希望する学生に対しては海外での臨地実

務実習も参加可能である。ただし、海外での臨地実務実習においては TOEIC® IP のスコア

等を求めることで、海外の臨地実務実習にただ参加するだけではなく、職能人として学びを

受けられるように配慮した。 

 

 

17.2 教育課程外の取り組み 

臨地実務実習に先立ち、2 年次に臨地実務実習制度に関する説明会を開催するとともに、

社会人に求められるビジネスマナー等について学び、臨地実務実習のスムーズな実施を担

保する。具体的には、名刺交換の練習や電話の受け答え等の実質的なスキルから、社会人と

しての身だしなみについて等、教育する。 
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17.3 適切な体制の設備について 

本法人が培ってきた専修学校での組織体制をもとに、全学学生支援組織であるキャリア・

サポートセンターが中心となって対応していく。企業・団体の人材需要動向を常に調査・把

握し、就職先の確保に努めるものとする。 

また、本学の教職員及び学生は、地域における社会的問題に積極的に関与し、社会貢献し

ていく。学生は、臨地実務実習・学内実習/演習等の科目において地域で学ぶ機会が提供さ

れるが、これを円滑にしていくために地域連携センターも設置する。同センターは、公開講

座の開設、各種の研修会・講習会の企画・実施、学生ボランティアの調整・実施等を行う。

加えて、海外企業や海外教育機関との交渉・提携等の窓口としての機能も担う。海外での臨

地実務実習先の開拓、交渉等を行う他、実施に際して必要となる宿泊先等の手配等を担当す

る。 

 

 

17.4 大学と法人の連携の充実 

教学にかかる重要事項は、学長、副学長、学部長、統轄責任者、及び担当理事で構成する

大学評議会で審議し、その結果は担当理事が理事会に報告することとしている。また、審議

内容により学長が理事会に参加のうえ、理事会に建議する。また、定期的に、理事長と学長

をはじめとする大学評議会構成員との会議を設け、教学の意向として学長の意見を確認し、

必要に応じて理事会に報告する。大学評議会規定に関する資料を資料 39,40 に添付する。 
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United Nations 

◎ General Assembly 

Seventieth session 
Agenda items 15 and 116 

Integrated and coordinated implementation of and follow-up 
to the outcomes of the majo1·United Nations conferences and 
summits in the economic, social and related fields 

Follow-up to the outcome of the Millennium Summit 

資料1 AnotL.1

Dish·.: Limited 
18 September 2015 

Original: English 

Draft resolution referred to the United Nations summit for the adoption of the 
post-2015 development agenda by the General Assembly at its sixty-ninth session 

Transforming our world: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development 

The General Assembly 

Adopts the following outcome document of the United Nations su皿nit for the 
adoption of the post-2015 development agenda: 

Transforming our world: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development 

Preamble 

This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity. It also seeks 
to stt·engthen universal peace in 1紅ger freedom. We recognize that eradicating 
pove1ty in all its forms and dimensions, including extt'eme poverty, is the gi·eatest 
global challenge and an indispensable requil·ement for sustainable development. 

All countt·ies 皿d all stakeholders, acting in collaborative partnership, will 
implement this plan. We are resolved to free the human race from the tyt·anny of 
poverty and want and to heal and secure our plattet. We are determined to take the 
bold and transformative steps which are urgently needed to shift the world on to a 
sustainable and resilient path. As we embark on this collective journey, we pledge 
that no one will be left behind. 

The 1 7 Sustainable Development Goals and 169 targets which we 紅e
announcing today demonstt·ate the scale and ambition of this new universal Agenda. 
They seek to build on the Millennium Development Goals and complete what they 
did not achieve. They seek to realize the human rights of all and to achieve gender • . · • 
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equality and the empowerment of all women and girls. They are integrated and 
indivisible and balance the three dimensions of sustainable development: the 
economic, social and environmental. 

  The Goals and targets will stimulate action over the next 15 years in areas of 
critical importance for humanity and the planet. 

 

   People 
 

  We are determined to end poverty and hunger, in all their forms and 
dimensions, and to ensure that all human beings can fulfil their potential in dignity 
and equality and in a healthy environment. 

 

   Planet  
 

  We are determined to protect the planet from degradation, including through 
sustainable consumption and production, sustainably managing its natural resources 
and taking urgent action on climate change, so that it can support the needs of the 
present and future generations. 

 

   Prosperity 
 

  We are determined to ensure that all human beings can enjoy prosperous and 
fulfilling lives and that economic, social and technological progress occurs in 
harmony with nature. 

 

   Peace 
 

  We are determined to foster peaceful, just and inclusive societies which are 
free from fear and violence. There can be no sustainable development without peace 
and no peace without sustainable development. 

 

   Partnership 
 

  We are determined to mobilize the means required to implement this Agenda 
through a revitalized Global Partnership for Sustainable Development, based on a 
spirit of strengthened global solidarity, focused in particular on the needs of the 
poorest and most vulnerable and with the participation of all countries, all 
stakeholders and all people. 

  The interlinkages and integrated nature of the Sustainable Development Goals 
are of crucial importance in ensuring that the purpose of the new Agenda is realized. 
If we realize our ambitions across the full extent of the Agenda, the lives of all will 
be profoundly improved and our world will be transformed for the better. 

 
 

   Declaration 
 
 

   Introduction 
 

1. We, the Heads of State and Government and High Representatives, meeting at 
United Nations Headquarters in New York from 25 to 27 September 2015 as the 
Organization celebrates its seventieth anniversary, have decided today on new 
global Sustainable Development Goals.  
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2. On behalf of the peoples we serve, we have adopted a historic decision on a 
comprehensive, far-reaching and people-centred set of universal and transformative 
Goals and targets. We commit ourselves to working tirelessly for the full 
implementation of this Agenda by 2030. We recognize that eradicating poverty in all 
its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global 
challenge and an indispensable requirement for sustainable development. We are 
committed to achieving sustainable development in its three dimensions — 
economic, social and environmental — in a balanced and integrated manner. We 
will also build upon the achievements of the Millennium Development Goals and 
seek to address their unfinished business.  

3. We resolve, between now and 2030, to end poverty and hunger everywhere; to 
combat inequalities within and among countries; to build peaceful, just and 
inclusive societies; to protect human rights and promote gender equality and the 
empowerment of women and girls; and to ensure the lasting protection of the planet 
and its natural resources. We resolve also to create conditions for sustainable, 
inclusive and sustained economic growth, shared prosperity and decent work for all, 
taking into account different levels of national development and capacities. 

4. As we embark on this great collective journey, we pledge that no one will be 
left behind. Recognizing that the dignity of the human person is fundamental, we 
wish to see the Goals and targets met for all nations and peoples and for all 
segments of society. And we will endeavour to reach the furthest behind first. 

5. This is an Agenda of unprecedented scope and significance. It is accepted by 
all countries and is applicable to all, taking into account different national realities, 
capacities and levels of development and respecting national policies and priorities. 
These are universal goals and targets which involve the entire world, developed and 
developing countries alike. They are integrated and indivisible and balance the three 
dimensions of sustainable development. 

6. The Goals and targets are the result of over two years of intensive public 
consultation and engagement with civil society and other stakeholders around the 
world, which paid particular attention to the voices of the poorest and most 
vulnerable. This consultation included valuable work done by the Open Working 
Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals and by the 
United Nations, whose Secretary-General provided a synthesis report in December 
2014.  

 

   Our vision 
 

7. In these Goals and targets, we are setting out a supremely ambitious and 
transformational vision. We envisage a world free of poverty, hunger, disease and 
want, where all life can thrive. We envisage a world free of fear and violence. A 
world with universal literacy. A world with equitable and universal access to quality 
education at all levels, to health care and social protection, where physical, mental 
and social well-being are assured. A world where we reaffirm our commitments 
regarding the human right to safe drinking water and sanitation and where there is 
improved hygiene; and where food is sufficient, safe, affordable and nutritious. A 
world where human habitats are safe, resilient and sustainable and where there is 
universal access to affordable, reliable and sustainable energy. 
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8. We envisage a world of universal respect for human rights and human dignity, 
the rule of law, justice, equality and non-discrimination; of respect for race, 
ethnicity and cultural diversity; and of equal opportunity permitting the full 
realization of human potential and contributing to shared prosperity. A world which 
invests in its children and in which every child grows up free from violence and 
exploitation. A world in which every woman and girl enjoys full gender equality and 
all legal, social and economic barriers to their empowerment have been removed. A 
just, equitable, tolerant, open and socially inclusive world in which the needs of the 
most vulnerable are met. 

9. We envisage a world in which every country enjoys sustained, inclusive and 
sustainable economic growth and decent work for all. A world in which 
consumption and production patterns and use of all natural resources — from air to 
land, from rivers, lakes and aquifers to oceans and seas — are sustainable. One in 
which democracy, good governance and the rule of law, as well as an enabling 
environment at the national and international levels, are essential for sustainable 
development, including sustained and inclusive economic growth, social 
development, environmental protection and the eradication of poverty and hunger. 
One in which development and the application of technology are climate-sensitive, 
respect biodiversity and are resilient. One in which humanity lives in harmony with 
nature and in which wildlife and other living species are protected. 

 

   Our shared principles and commitments 
 

10. The new Agenda is guided by the purposes and principles of the Charter of the 
United Nations, including full respect for international law. It is grounded in the 
Universal Declaration of Human Rights, international human rights treaties, the 
Millennium Declaration and the 2005 World Summit Outcome. It is informed by 
other instruments such as the Declaration on the Right to Development. 

11. We reaffirm the outcomes of all major United Nations conferences and 
summits which have laid a solid foundation for sustainable development and have 
helped to shape the new Agenda. These include the Rio Declaration on Environment 
and Development, the World Summit on Sustainable Development, the World 
Summit for Social Development, the Programme of Action of the International 
Conference on Population and Development, the Beijing Platform for Action and 
the United Nations Conference on Sustainable Development. We also reaffirm the 
follow-up to these conferences, including the outcomes of the Fourth United 
Nations Conference on the Least Developed Countries, the third International 
Conference on Small Island Developing States, the second United Nations 
Conference on Landlocked Developing Countries and the Third United Nations 
World Conference on Disaster Risk Reduction. 

12. We reaffirm all the principles of the Rio Declaration on Environment and 
Development, including, inter alia, the principle of common but differentiated 
responsibilities, as set out in principle 7 thereof. 

13. The challenges and commitments identified at these major conferences and 
summits are interrelated and call for integrated solutions. To address them 
effectively, a new approach is needed. Sustainable development recognizes that 
eradicating poverty in all its forms and dimensions, combating inequality within and 
among countries, preserving the planet, creating sustained, inclusive and sustainable 
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economic growth and fostering social inclusion are linked to each other and are 
interdependent. 

 

   Our world today 
 

14. We are meeting at a time of immense challenges to sustainable development. 
Billions of our citizens continue to live in poverty and are denied a life of dignity. 
There are rising inequalities within and among countries. There are enormous 
disparities of opportunity, wealth and power. Gender inequality remains a key 
challenge. Unemployment, particularly youth unemployment, is a major concern. 
Global health threats, more frequent and intense natural disasters, spiralling 
conflict, violent extremism, terrorism and related humanitarian crises and forced 
displacement of people threaten to reverse much of the development progress made 
in recent decades. Natural resource depletion and adverse impacts of environmental 
degradation, including desertification, drought, land degradation, freshwater 
scarcity and loss of biodiversity, add to and exacerbate the list of challenges which 
humanity faces. Climate change is one of the greatest challenges of our time and its 
adverse impacts undermine the ability of all countries to achieve sustainable 
development. Increases in global temperature, sea level rise, ocean acidification and 
other climate change impacts are seriously affecting coastal areas and low-lying 
coastal countries, including many least developed countries and small island 
developing States. The survival of many societies, and of the biological support 
systems of the planet, is at risk. 

15. It is also, however, a time of immense opportunity. Significant progress has 
been made in meeting many development challenges. Within the past generation, 
hundreds of millions of people have emerged from extreme poverty. Access to 
education has greatly increased for both boys and girls. The spread of information 
and communications technology and global interconnectedness has great potential 
to accelerate human progress, to bridge the digital divide and to develop knowledge 
societies, as does scientific and technological innovation across areas as diverse as 
medicine and energy. 

16. Almost 15 years ago, the Millennium Development Goals were agreed. These 
provided an important framework for development and significant progress has been 
made in a number of areas. But the progress has been uneven, particularly in Africa, 
least developed countries, landlocked developing countries and small island 
developing States, and some of the Millennium Development Goals remain off-
track, in particular those related to maternal, newborn and child health and to 
reproductive health. We recommit ourselves to the full realization of all the 
Millennium Development Goals, including the off-track Millennium Development 
Goals, in particular by providing focused and scaled-up assistance to least 
developed countries and other countries in special situations, in line with relevant 
support programmes. The new Agenda builds on the Millennium Development 
Goals and seeks to complete what they did not achieve, particularly in reaching the 
most vulnerable. 

17. In its scope, however, the framework we are announcing today goes far 
beyond the Millennium Development Goals. Alongside continuing development 
priorities such as poverty eradication, health, education and food security and 
nutrition, it sets out a wide range of economic, social and environmental objectives. 
It also promises more peaceful and inclusive societies. It also, crucially, defines 
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means of implementation. Reflecting the integrated approach that we have decided 
on, there are deep interconnections and many cross-cutting elements across the new 
Goals and targets. 

 

   The new Agenda 
 

18. We are announcing today 17 Sustainable Development Goals with 
169 associated targets which are integrated and indivisible. Never before have world 
leaders pledged common action and endeavour across such a broad and universal 
policy agenda. We are setting out together on the path towards sustainable 
development, devoting ourselves collectively to the pursuit of global development 
and of “win-win” cooperation which can bring huge gains to all countries and all 
parts of the world. We reaffirm that every State has, and shall freely exercise, full 
permanent sovereignty over all its wealth, natural resources and economic activity. 
We will implement the Agenda for the full benefit of all, for today’s generation and 
for future generations. In doing so, we reaffirm our commitment to international law 
and emphasize that the Agenda is to be implemented in a manner that is consistent 
with the rights and obligations of States under international law. 

19. We reaffirm the importance of the Universal Declaration of Human Rights, as 
well as other international instruments relating to human rights and international 
law. We emphasize the responsibilities of all States, in conformity with the Charter 
of the United Nations, to respect, protect and promote human rights and 
fundamental freedoms for all, without distinction of any kind as to race, colour, sex, 
language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, 
birth, disability or other status. 

20. Realizing gender equality and the empowerment of women and girls will make 
a crucial contribution to progress across all the Goals and targets. The achievement 
of full human potential and of sustainable development is not possible if one half of 
humanity continues to be denied its full human rights and opportunities. Women and 
girls must enjoy equal access to quality education, economic resources and political 
participation as well as equal opportunities with men and boys for employment, 
leadership and decision-making at all levels. We will work for a significant increase 
in investments to close the gender gap and strengthen support for institutions in 
relation to gender equality and the empowerment of women at the global, regional 
and national levels. All forms of discrimination and violence against women and 
girls will be eliminated, including through the engagement of men and boys. The 
systematic mainstreaming of a gender perspective in the implementation of the 
Agenda is crucial. 

21. The new Goals and targets will come into effect on 1 January 2016 and will 
guide the decisions we take over the next 15 years. All of us will work to implement 
the Agenda within our own countries and at the regional and global levels, taking 
into account different national realities, capacities and levels of development and 
respecting national policies and priorities. We will respect national policy space for 
sustained, inclusive and sustainable economic growth, in particular for developing 
States, while remaining consistent with relevant international rules and 
commitments. We acknowledge also the importance of the regional and subregional 
dimensions, regional economic integration and interconnectivity in sustainable 
development. Regional and subregional frameworks can facilitate the effective 



 A/70/L.1 

 

7/35 15-15900 

 

translation of sustainable development policies into concrete action at the national 
level. 

22. Each country faces specific challenges in its pursuit of sustainable 
development. The most vulnerable countries and, in particular, African countries, 
least developed countries, landlocked developing countries and small island 
developing States, deserve special attention, as do countries in situations of conflict 
and post-conflict countries. There are also serious challenges within many middle-
income countries.  

23. People who are vulnerable must be empowered. Those whose needs are 
reflected in the Agenda include all children, youth, persons with disabilities (of 
whom more than 80 per cent live in poverty), people living with HIV/AIDS, older 
persons, indigenous peoples, refugees and internally displaced persons and 
migrants. We resolve to take further effective measures and actions, in conformity 
with international law, to remove obstacles and constraints, strengthen support and 
meet the special needs of people living in areas affected by complex humanitarian 
emergencies and in areas affected by terrorism. 

24. We are committed to ending poverty in all its forms and dimensions, including 
by eradicating extreme poverty by 2030. All people must enjoy a basic standard of 
living, including through social protection systems. We are also determined to end 
hunger and to achieve food security as a matter of priority and to end all forms of 
malnutrition. In this regard, we reaffirm the important role and inclusive nature of 
the Committee on World Food Security and welcome the Rome Declaration on 
Nutrition and the Framework for Action. We will devote resources to developing 
rural areas and sustainable agriculture and fisheries, supporting smallholder farmers, 
especially women farmers, herders and fishers in developing countries, particularly 
least developed countries. 

25. We commit to providing inclusive and equitable quality education at all 
levels — early childhood, primary, secondary, tertiary, technical and vocational 
training. All people, irrespective of sex, age, race or ethnicity, and persons with 
disabilities, migrants, indigenous peoples, children and youth, especially those in 
vulnerable situations, should have access to life-long learning opportunities that 
help them to acquire the knowledge and skills needed to exploit opportunities and to 
participate fully in society. We will strive to provide children and youth with a 
nurturing environment for the full realization of their rights and capabilities, helping 
our countries to reap the demographic dividend, including through safe schools and 
cohesive communities and families. 

26. To promote physical and mental health and well-being, and to extend life 
expectancy for all, we must achieve universal health coverage and access to quality 
health care. No one must be left behind. We commit to accelerating the progress 
made to date in reducing newborn, child and maternal mortality by ending all such 
preventable deaths before 2030. We are committed to ensuring universal access to 
sexual and reproductive health-care services, including for family planning, 
information and education. We will equally accelerate the pace of progress made in 
fighting malaria, HIV/AIDS, tuberculosis, hepatitis, Ebola and other communicable 
diseases and epidemics, including by addressing growing anti-microbial resistance 
and the problem of unattended diseases affecting developing countries. We are 
committed to the prevention and treatment of non-communicable diseases, including 
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behavioural, developmental and neurological disorders, which constitute a major 
challenge for sustainable development. 

27. We will seek to build strong economic foundations for all our countries. 
Sustained, inclusive and sustainable economic growth is essential for prosperity. 
This will only be possible if wealth is shared and income inequality is addressed. 
We will work to build dynamic, sustainable, innovative and people-centred 
economies, promoting youth employment and women’s economic empowerment, in 
particular, and decent work for all. We will eradicate forced labour and human 
trafficking and end child labour in all its forms. All countries stand to benefit from 
having a healthy and well-educated workforce with the knowledge and skills needed 
for productive and fulfilling work and full participation in society. We will 
strengthen the productive capacities of least developed countries in all sectors, 
including through structural transformation. We will adopt policies which increase 
productive capacities, productivity and productive employment; financial inclusion; 
sustainable agriculture, pastoralist and fisheries development; sustainable industrial 
development; universal access to affordable, reliable, sustainable and modern 
energy services; sustainable transport systems; and quality and resilient 
infrastructure. 

28. We commit to making fundamental changes in the way that our societies 
produce and consume goods and services. Governments, international organizations, 
the business sector and other non-State actors and individuals must contribute to 
changing unsustainable consumption and production patterns, including through the 
mobilization, from all sources, of financial and technical assistance to strengthen 
developing countries’ scientific, technological and innovative capacities to move 
towards more sustainable patterns of consumption and production. We encourage 
the implementation of the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable 
Consumption and Production Patterns. All countries take action, with developed 
countries taking the lead, taking into account the development and capabilities of 
developing countries. 

29. We recognize the positive contribution of migrants for inclusive growth and 
sustainable development. We also recognize that international migration is a 
multidimensional reality of major relevance for the development of countries of 
origin, transit and destination, which requires coherent and comprehensive 
responses. We will cooperate internationally to ensure safe, orderly and regular 
migration involving full respect for human rights and the humane treatment of 
migrants regardless of migration status, of refugees and of displaced persons. Such 
cooperation should also strengthen the resilience of communities hosting refugees, 
particularly in developing countries. We underline the right of migrants to return to 
their country of citizenship, and recall that States must ensure that their returning 
nationals are duly received. 

30. States are strongly urged to refrain from promulgating and applying any 
unilateral economic, financial or trade measures not in accordance with 
international law and the Charter of the United Nations that impede the full 
achievement of economic and social development, particularly in developing 
countries. 

31. We acknowledge that the United Nations Framework Convention on Climate 
Change is the primary international, intergovernmental forum for negotiating the 
global response to climate change. We are determined to address decisively the 
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threat posed by climate change and environmental degradation. The global nature of 
climate change calls for the widest possible international cooperation aimed at 
accelerating the reduction of global greenhouse gas emissions and addressing 
adaptation to the adverse impacts of climate change. We note with grave concern the 
significant gap between the aggregate effect of parties’ mitigation pledges in terms 
of global annual emissions of greenhouse gases by 2020 and aggregate emission 
pathways consistent with having a likely chance of holding the increase in global 
average temperature below 2 degrees Celsius or 1.5 degrees Celsius above 
pre-industrial levels. 

32. Looking ahead to the twenty-first session of the Conference of the Parties in 
Paris, we underscore the commitment of all States to work for an ambitious and 
universal climate agreement. We reaffirm that the protocol, another legal instrument 
or agreed outcome with legal force under the Convention applicable to all parties 
shall address in a balanced manner, inter alia, mitigation, adaptation, finance, 
technology development and transfer and capacity-building; and transparency of 
action and support. 

33. We recognize that social and economic development depends on the 
sustainable management of our planet’s natural resources. We are therefore 
determined to conserve and sustainably use oceans and seas, freshwater resources, 
as well as forests, mountains and drylands and to protect biodiversity, ecosystems 
and wildlife. We are also determined to promote sustainable tourism, to tackle water 
scarcity and water pollution, to strengthen cooperation on desertification, dust 
storms, land degradation and drought and to promote resilience and disaster risk 
reduction. In this regard, we look forward to the thirteenth meeting of the 
Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity to be held in 
Mexico. 

34. We recognize that sustainable urban development and management are crucial 
to the quality of life of our people. We will work with local authorities and 
communities to renew and plan our cities and human settlements so as to foster 
community cohesion and personal security and to stimulate innovation and 
employment. We will reduce the negative impacts of urban activities and of 
chemicals which are hazardous for human health and the environment, including 
through the environmentally sound management and safe use of chemicals, the 
reduction and recycling of waste and the more efficient use of water and energy. 
And we will work to minimize the impact of cities on the global climate system. We 
will also take account of population trends and projections in our national rural and 
urban development strategies and policies. We look forward to the upcoming United 
Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development to be held in 
Quito. 

35. Sustainable development cannot be realized without peace and security; and 
peace and security will be at risk without sustainable development. The new Agenda 
recognizes the need to build peaceful, just and inclusive societies that provide equal 
access to justice and that are based on respect for human rights (including the right 
to development), on effective rule of law and good governance at all levels and on 
transparent, effective and accountable institutions. Factors which give rise to 
violence, insecurity and injustice, such as inequality, corruption, poor governance 
and illicit financial and arms flows, are addressed in the Agenda. We must redouble 
our efforts to resolve or prevent conflict and to support post-conflict countries, 
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including through ensuring that women have a role in peacebuilding and State-
building. We call for further effective measures and actions to be taken, in 
conformity with international law, to remove the obstacles to the full realization of 
the right of self-determination of peoples living under colonial and foreign 
occupation, which continue to adversely affect their economic and social 
development as well as their environment. 

36. We pledge to foster intercultural understanding, tolerance, mutual respect and 
an ethic of global citizenship and shared responsibility. We acknowledge the natural 
and cultural diversity of the world and recognize that all cultures and civilizations 
can contribute to, and are crucial enablers of, sustainable development. 

37. Sport is also an important enabler of sustainable development. We recognize 
the growing contribution of sport to the realization of development and peace in its 
promotion of tolerance and respect and the contributions it makes to the 
empowerment of women and of young people, individuals and communities as well 
as to health, education and social inclusion objectives. 

38. We reaffirm, in accordance with the Charter of the United Nations, the need to 
respect the territorial integrity and political independence of States. 

 

   Means of implementation 
 

39. The scale and ambition of the new Agenda requires a revitalized Global 
Partnership to ensure its implementation. We fully commit to this. This Partnership 
will work in a spirit of global solidarity, in particular solidarity with the poorest and 
with people in vulnerable situations. It will facilitate an intensive global 
engagement in support of implementation of all the Goals and targets, bringing 
together Governments, the private sector, civil society, the United Nations system 
and other actors and mobilizing all available resources. 

40. The means of implementation targets under Goal 17 and under each 
Sustainable Development Goal are key to realizing our Agenda and are of equal 
importance with the other Goals and targets. The Agenda, including the Sustainable 
Development Goals, can be met within the framework of a revitalized Global 
Partnership for Sustainable Development, supported by the concrete policies and 
actions as outlined in the outcome document of the third International Conference 
on Financing for Development, held in Addis Ababa from 13 to 16 July 2015. We 
welcome the endorsement by the General Assembly of the Addis Ababa Action 
Agenda, which is an integral part of the 2030 Agenda for Sustainable Development. 
We recognize that the full implementation of the Addis Ababa Action Agenda is 
critical for the realization of the Sustainable Development Goals and targets.  

41. We recognize that each country has primary responsibility for its own 
economic and social development. The new Agenda deals with the means required 
for implementation of the Goals and targets. We recognize that these will include 
the mobilization of financial resources as well as capacity-building and the transfer 
of environmentally sound technologies to developing countries on favourable terms, 
including on concessional and preferential terms, as mutually agreed. Public 
finance, both domestic and international, will play a vital role in providing essential 
services and public goods and in catalysing other sources of finance. We 
acknowledge the role of the diverse private sector, ranging from micro-enterprises 
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to cooperatives to multinationals, and that of civil society organizations and 
philanthropic organizations in the implementation of the new Agenda. 

42. We support the implementation of relevant strategies and programmes of 
action, including the Istanbul Declaration and Programme of Action, the SIDS 
Accelerated Modalities of Action (SAMOA) Pathway and the Vienna Programme of 
Action for Landlocked Developing Countries for the Decade 2014-2024, and 
reaffirm the importance of supporting the African Union’s Agenda 2063 and the 
programme of the New Partnership for Africa’s Development, all of which are 
integral to the new Agenda. We recognize the major challenge to the achievement of 
durable peace and sustainable development in countries in conflict and post-conflict 
situations. 

43. We emphasize that international public finance plays an important role in 
complementing the efforts of countries to mobilize public resources domestically, 
especially in the poorest and most vulnerable countries with limited domestic 
resources. An important use of international public finance, including official 
development assistance (ODA), is to catalyse additional resource mobilization from 
other sources, public and private. ODA providers reaffirm their respective 
commitments, including the commitment by many developed countries to achieve 
the target of 0.7 per cent of gross national income for official development 
assistance (ODA/GNI) to developing countries and 0.15 per cent to 0.2 per cent of 
ODA/GNI to least developed countries. 

44. We acknowledge the importance for international financial institutions to 
support, in line with their mandates, the policy space of each country, in particular 
developing countries. We recommit to broadening and strengthening the voice and 
participation of developing countries — including African countries, least 
developed countries, landlocked developing countries, small island developing 
States and middle-income countries — in international economic decision-making, 
norm-setting and global economic governance. 

45. We acknowledge also the essential role of national parliaments through their 
enactment of legislation and adoption of budgets and their role in ensuring 
accountability for the effective implementation of our commitments. Governments 
and public institutions will also work closely on implementation with regional and 
local authorities, subregional institutions, international institutions, academia, 
philanthropic organizations, volunteer groups and others. 

46. We underline the important role and comparative advantage of an adequately 
resourced, relevant, coherent, efficient and effective United Nations system in 
supporting the achievement of the Sustainable Development Goals and sustainable 
development. While stressing the importance of strengthened national ownership 
and leadership at the country level, we express our support for the ongoing dialogue 
in the Economic and Social Council on the longer-term positioning of the United 
Nations development system in the context of this Agenda. 

 

   Follow-up and review 
 

47. Our Governments have the primary responsibility for follow-up and review, at 
the national, regional and global levels, in relation to the progress made in 
implementing the Goals and targets over the coming 15 years. To support 
accountability to our citizens, we will provide for systematic follow-up and review 
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at the various levels, as set out in this Agenda and the Addis Ababa Action Agenda. 
The high-level political forum under the auspices of the General Assembly and the 
Economic and Social Council will have the central role in overseeing follow-up and 
review at the global level. 

48. Indicators are being developed to assist this work. Quality, accessible, timely 
and reliable disaggregated data will be needed to help with the measurement of 
progress and to ensure that no one is left behind. Such data is key to decision-
making. Data and information from existing reporting mechanisms should be used 
where possible. We agree to intensify our efforts to strengthen statistical capacities 
in developing countries, particularly African countries, least developed countries, 
landlocked developing countries, small island developing States and middle-income 
countries. We are committed to developing broader measures of progress to 
complement gross domestic product. 

 

   A call for action to change our world 
 

49. Seventy years ago, an earlier generation of world leaders came together to 
create the United Nations. From the ashes of war and division they fashioned this 
Organization and the values of peace, dialogue and international cooperation which 
underpin it. The supreme embodiment of those values is the Charter of the United 
Nations. 

50. Today we are also taking a decision of great historic significance. We resolve 
to build a better future for all people, including the millions who have been denied 
the chance to lead decent, dignified and rewarding lives and to achieve their full 
human potential. We can be the first generation to succeed in ending poverty; just as 
we may be the last to have a chance of saving the planet. The world will be a better 
place in 2030 if we succeed in our objectives.  

51. What we are announcing today — an Agenda for global action for the next 
15 years — is a charter for people and planet in the twenty-first century. Children 
and young women and men are critical agents of change and will find in the new 
Goals a platform to channel their infinite capacities for activism into the creation of 
a better world.  

52. “We the peoples” are the celebrated opening words of the Charter of the 
United Nations. It is “we the peoples” who are embarking today on the road to 
2030. Our journey will involve Governments as well as parliaments, the United 
Nations system and other international institutions, local authorities, indigenous 
peoples, civil society, business and the private sector, the scientific and academic 
community — and all people. Millions have already engaged with, and will own, 
this Agenda. It is an Agenda of the people, by the people and for the people — and 
this, we believe, will ensure its success.  

53. The future of humanity and of our planet lies in our hands. It lies also in the 
hands of today’s younger generation who will pass the torch to future generations. 
We have mapped the road to sustainable development; it will be for all of us to 
ensure that the journey is successful and its gains irreversible. 
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   Sustainable Development Goals and targets 
 
 

54. Following an inclusive process of intergovernmental negotiations, and based 
on the proposal of the Open Working Group on Sustainable Development Goals,1 
which includes a chapeau contextualizing the latter, set out below are the Goals and 
targets which we have agreed. 

55. The Sustainable Development Goals and targets are integrated and indivisible, 
global in nature and universally applicable, taking into account different national 
realities, capacities and levels of development and respecting national policies and 
priorities. Targets are defined as aspirational and global, with each Government 
setting its own national targets guided by the global level of ambition but taking 
into account national circumstances. Each Government will also decide how these 
aspirational and global targets should be incorporated into national planning 
processes, policies and strategies. It is important to recognize the link between 
sustainable development and other relevant ongoing processes in the economic, 
social and environmental fields. 

56. In deciding upon these Goals and targets, we recognize that each country faces 
specific challenges to achieve sustainable development, and we underscore the 
special challenges facing the most vulnerable countries and, in particular, African 
countries, least developed countries, landlocked developing countries and small 
island developing States, as well as the specific challenges facing the middle-
income countries. Countries in situations of conflict also need special attention. 

57. We recognize that baseline data for several of the targets remains unavailable, 
and we call for increased support for strengthening data collection and capacity-
building in Member States, to develop national and global baselines where they do 
not yet exist. We commit to addressing this gap in data collection so as to better 
inform the measurement of progress, in particular for those targets below which do 
not have clear numerical targets. 

58. We encourage ongoing efforts by States in other forums to address key issues 
which pose potential challenges to the implementation of our Agenda, and we 
respect the independent mandates of those processes. We intend that the Agenda and 
its implementation would support, and be without prejudice to, those other 
processes and the decisions taken therein.  

59. We recognize that there are different approaches, visions, models and tools 
available to each country, in accordance with its national circumstances and 
priorities, to achieve sustainable development; and we reaffirm that planet Earth and 
its ecosystems are our common home and that “Mother Earth” is a common 
expression in a number of countries and regions. 

  

__________________ 

 1  Contained in the report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable 
Development Goals (A/68/970 and Corr.1; see also A/68/970/Add.1 and 2). 
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Sustainable Development Goals 

Goal 1. End poverty in all its forms everywhere 

Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and 
promote sustainable agriculture 

Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 

Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote 
lifelong learning opportunities for all 

Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls 

Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and 
sanitation for all 

Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern 
energy for all 

Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, 
full and productive employment and decent work for all 

Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 
industrialization and foster innovation 

Goal 10. Reduce inequality within and among countries 

Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and 
sustainable 

Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns 

Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts* 

Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine 
resources for sustainable development 

Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt 
and reverse land degradation and halt biodiversity loss 

Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable 
development, provide access to justice for all and build effective, 
accountable and inclusive institutions at all levels 

Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the 
Global Partnership for Sustainable Development  

 

  * Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate 
Change is the primary international, intergovernmental forum for negotiating 
the global response to climate change. 
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   Goal 1. End poverty in all its forms everywhere 
 

1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently 
measured as people living on less than $1.25 a day  

1.2 By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of 
all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions  

1.3 Implement nationally appropriate social protection systems and measures for 
all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the 
vulnerable  

1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the 
vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic 
services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, 
natural resources, appropriate new technology and financial services, including 
microfinance 

1.5 By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and 
reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other 
economic, social and environmental shocks and disasters 

1.a Ensure significant mobilization of resources from a variety of sources, 
including through enhanced development cooperation, in order to provide adequate 
and predictable means for developing countries, in particular least developed 
countries, to implement programmes and policies to end poverty in all its 
dimensions 

1.b Create sound policy frameworks at the national, regional and international 
levels, based on pro-poor and gender-sensitive development strategies, to support 
accelerated investment in poverty eradication actions  

 

   Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 
sustainable agriculture 
 

2.1 By 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular the poor 
and people in vulnerable situations, including infants, to safe, nutritious and 
sufficient food all year round  

2.2 By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the 
internationally agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years of 
age, and address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating 
women and older persons  

2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food 
producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and 
fishers, including through secure and equal access to land, other productive 
resources and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for 
value addition and non-farm employment  

2.4 By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient 
agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain 
ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme 
weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land 
and soil quality  
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2.5 By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, cultivated plants and farmed 
and domesticated animals and their related wild species, including through soundly 
managed and diversified seed and plant banks at the national, regional and 
international levels, and promote access to and fair and equitable sharing of benefits 
arising from the utilization of genetic resources and associated traditional 
knowledge, as internationally agreed 

2.a Increase investment, including through enhanced international cooperation, in 
rural infrastructure, agricultural research and extension services, technology 
development and plant and livestock gene banks in order to enhance agricultural 
productive capacity in developing countries, in particular least developed countries 

2.b Correct and prevent trade restrictions and distortions in world agricultural 
markets, including through the parallel elimination of all forms of agricultural 
export subsidies and all export measures with equivalent effect, in accordance with 
the mandate of the Doha Development Round  

2.c Adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets 
and their derivatives and facilitate timely access to market information, including on 
food reserves, in order to help limit extreme food price volatility 

 

   Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 
 

3.1 By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 
100,000 live births  

3.2 By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of 
age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 
12 per 1,000 live births and under-5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live 
births 

3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected 
tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other 
communicable diseases 

3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable 
diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-
being  

3.5 Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic 
drug abuse and harmful use of alcohol 

3.6 By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic 
accidents  

3.7 By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care 
services, including for family planning, information and education, and the 
integration of reproductive health into national strategies and programmes  

3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access 
to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and 
affordable essential medicines and vaccines for all  

3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from 
hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination  
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3.a Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework 
Convention on Tobacco Control in all countries, as appropriate  

3.b Support the research and development of vaccines and medicines for the 
communicable and non-communicable diseases that primarily affect developing 
countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in 
accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, 
which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in 
the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding 
flexibilities to protect public health, and, in particular, provide access to medicines 
for all  

3.c Substantially increase health financing and the recruitment, development, 
training and retention of the health workforce in developing countries, especially in 
least developed countries and small island developing States  

3.d Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for 
early warning, risk reduction and management of national and global health risks  

 

   Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong 
learning opportunities for all  
 

4.1 By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality 
primary and secondary education leading to relevant and effective learning 
outcomes  

4.2 By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood 
development, care and pre-primary education so that they are ready for primary 
education  

4.3 By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality 
technical, vocational and tertiary education, including university  

4.4 By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have 
relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent 
jobs and entrepreneurship 

4.5 By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal access to 
all levels of education and vocational training for the vulnerable, including persons 
with disabilities, indigenous peoples and children in vulnerable situations  

4.6 By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men 
and women, achieve literacy and numeracy  

4.7 By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to 
promote sustainable development, including, among others, through education for 
sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, 
promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and 
appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable 
development 

4.a Build and upgrade education facilities that are child, disability and gender 
sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and effective learning 
environments for all  
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4.b By 2020, substantially expand globally the number of scholarships available to 
developing countries, in particular least developed countries, small island 
developing States and African countries, for enrolment in higher education, 
including vocational training and information and communications technology, 
technical, engineering and scientific programmes, in developed countries and other 
developing countries 

4.c By 2030, substantially increase the supply of qualified teachers, including 
through international cooperation for teacher training in developing countries, 
especially least developed countries and small island developing States 

 

   Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls 
 

5.1 End all forms of discrimination against all women and girls everywhere  

5.2 Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and 
private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation  

5.3 Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and 
female genital mutilation 

5.4 Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of 
public services, infrastructure and social protection policies and the promotion of 
shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate 

5.5 Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for 
leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life 

5.6 Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive 
rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the International 
Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action and 
the outcome documents of their review conferences  

5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well 
as access to ownership and control over land and other forms of property, financial 
services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws  

5.b Enhance the use of enabling technology, in particular information and 
communications technology, to promote the empowerment of women  

5.c Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the 
promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all 
levels  

 

   Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation 
for all 
 

6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable 
drinking water for all  

6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for 
all and end open defecation, paying special attention to the needs of women and 
girls and those in vulnerable situations  

6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping 
and minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the 



 A/70/L.1 

 

19/35 15-15900 

 

proportion of untreated wastewater and substantially increasing recycling and safe 
reuse globally 

6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and 
ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity 
and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity  

6.5 By 2030, implement integrated water resources management at all levels, 
including through transboundary cooperation as appropriate  

6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, 
forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes 

6.a By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to 
developing countries in water- and sanitation-related activities and programmes, 
including water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, 
recycling and reuse technologies  

6.b Support and strengthen the participation of local communities in improving 
water and sanitation management  

 

   Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy 
for all 
 

7.1 By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern energy 
services  

7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global 
energy mix  

7.3 By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency  

7.a By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to clean energy 
research and technology, including renewable energy, energy efficiency and 
advanced and cleaner fossil-fuel technology, and promote investment in energy 
infrastructure and clean energy technology  

7.b By 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern 
and sustainable energy services for all in developing countries, in particular least 
developed countries, small island developing States and landlocked developing 
countries, in accordance with their respective programmes of support 

 

   Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and 
productive employment and decent work for all 
 

8.1 Sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances 
and, in particular, at least 7 per cent gross domestic product growth per annum in 
the least developed countries  

8.2 Achieve higher levels of economic productivity through diversification, 
technological upgrading and innovation, including through a focus on high-value 
added and labour-intensive sectors  

8.3 Promote development-oriented policies that support productive activities, 
decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the 
formalization and growth of micro-, small- and medium-sized enterprises, including 
through access to financial services  
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8.4 Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in 
consumption and production and endeavour to decouple economic growth from 
environmental degradation, in accordance with the 10-Year Framework of 
Programmes on Sustainable Consumption and Production, with developed countries 
taking the lead  

8.5 By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all 
women and men, including for young people and persons with disabilities, and 
equal pay for work of equal value  

8.6 By 2020, substantially reduce the proportion of youth not in employment, 
education or training  

8.7 Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern 
slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the 
worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 
2025 end child labour in all its forms 

8.8 Protect labour rights and promote safe and secure working environments for 
all workers, including migrant workers, in particular women migrants, and those in 
precarious employment  

8.9 By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that 
creates jobs and promotes local culture and products  

8.10 Strengthen the capacity of domestic financial institutions to encourage and 
expand access to banking, insurance and financial services for all  

8.a Increase Aid for Trade support for developing countries, in particular least 
developed countries, including through the Enhanced Integrated Framework for 
Trade-related Technical Assistance to Least Developed Countries  

8.b By 2020, develop and operationalize a global strategy for youth employment 
and implement the Global Jobs Pact of the International Labour Organization  

 

   Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 
industrialization and foster innovation 
 

9.1 Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including 
regional and transborder infrastructure, to support economic development and 
human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all  

9.2 Promote inclusive and sustainable industrialization and, by 2030, significantly 
raise industry’s share of employment and gross domestic product, in line with 
national circumstances, and double its share in least developed countries  

9.3 Increase the access of small-scale industrial and other enterprises, in particular 
in developing countries, to financial services, including affordable credit, and their 
integration into value chains and markets  

9.4 By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them 
sustainable, with increased resource-use efficiency and greater adoption of clean 
and environmentally sound technologies and industrial processes, with all countries 
taking action in accordance with their respective capabilities  

9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of 
industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 
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2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of research 
and development workers per 1 million people and public and private research and 
development spending 

9.a Facilitate sustainable and resilient infrastructure development in developing 
countries through enhanced financial, technological and technical support to African 
countries, least developed countries, landlocked developing countries and small 
island developing States  

9.b Support domestic technology development, research and innovation in 
developing countries, including by ensuring a conducive policy environment for, 
inter alia, industrial diversification and value addition to commodities  

9.c Significantly increase access to information and communications technology 
and strive to provide universal and affordable access to the Internet in least 
developed countries by 2020  

 

   Goal 10. Reduce inequality within and among countries 
 

10.1 By 2030, progressively achieve and sustain income growth of the bottom 
40 per cent of the population at a rate higher than the national average  

10.2 By 2030, empower and promote the social, economic and political inclusion of 
all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic 
or other status  

10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by 
eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate 
legislation, policies and action in this regard  

10.4 Adopt policies, especially fiscal, wage and social protection policies, and 
progressively achieve greater equality  

10.5 Improve the regulation and monitoring of global financial markets and 
institutions and strengthen the implementation of such regulations  

10.6 Ensure enhanced representation and voice for developing countries in 
decision-making in global international economic and financial institutions in order 
to deliver more effective, credible, accountable and legitimate institutions  

10.7 Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of 
people, including through the implementation of planned and well-managed 
migration policies 

10.a Implement the principle of special and differential treatment for developing 
countries, in particular least developed countries, in accordance with World Trade 
Organization agreements  

10.b Encourage official development assistance and financial flows, including 
foreign direct investment, to States where the need is greatest, in particular least 
developed countries, African countries, small island developing States and 
landlocked developing countries, in accordance with their national plans and 
programmes  

10.c By 2030, reduce to less than 3 per cent the transaction costs of migrant 
remittances and eliminate remittance corridors with costs higher than 5 per cent  
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   Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient 
and sustainable 
 

11.1 By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and 
basic services and upgrade slums  

11.2 By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable 
transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public 
transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations, 
women, children, persons with disabilities and older persons  

11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for 
participatory, integrated and sustainable human settlement planning and 
management in all countries  

11.4 Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s cultural and natural 
heritage  

11.5 By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of people 
affected and substantially decrease the direct economic losses relative to global 
gross domestic product caused by disasters, including water-related disasters, with a 
focus on protecting the poor and people in vulnerable situations 

11.6 By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, 
including by paying special attention to air quality and municipal and other waste 
management  

11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and 
public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with 
disabilities  

11.a Support positive economic, social and environmental links between urban, 
peri-urban and rural areas by strengthening national and regional development 
planning  

11.b By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements 
adopting and implementing integrated policies and plans towards inclusion, 
resource efficiency, mitigation and adaptation to climate change, resilience to 
disasters, and develop and implement, in line with the Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 2015-2030, holistic disaster risk management at all levels  

11.c Support least developed countries, including through financial and technical 
assistance, in building sustainable and resilient buildings utilizing local materials  

 

   Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns 
 

12.1 Implement the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable 
Consumption and Production Patterns, all countries taking action, with developed 
countries taking the lead, taking into account the development and capabilities of 
developing countries 

12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural 
resources  

12.3 By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels 
and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest 
losses  
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12.4 By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all 
wastes throughout their life cycle, in accordance with agreed international 
frameworks, and significantly reduce their release to air, water and soil in order to 
minimize their adverse impacts on human health and the environment  

12.5 By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, 
recycling and reuse  

12.6 Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt 
sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting 
cycle  

12.7 Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance with 
national policies and priorities  

12.8 By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and 
awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with nature  

12.a Support developing countries to strengthen their scientific and technological 
capacity to move towards more sustainable patterns of consumption and production  

12.b Develop and implement tools to monitor sustainable development impacts for 
sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products  

12.c Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful 
consumption by removing market distortions, in accordance with national 
circumstances, including by restructuring taxation and phasing out those harmful 
subsidies, where they exist, to reflect their environmental impacts, taking fully into 
account the specific needs and conditions of developing countries and minimizing 
the possible adverse impacts on their development in a manner that protects the poor 
and the affected communities  

 

   Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts* 
 

13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and 
natural disasters in all countries  

13.2 Integrate climate change measures into national policies, strategies and 
planning  

13.3 Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on 
climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning 

13.a Implement the commitment undertaken by developed-country parties to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change to a goal of mobilizing 
jointly $100 billion annually by 2020 from all sources to address the needs of 
developing countries in the context of meaningful mitigation actions and 
transparency on implementation and fully operationalize the Green Climate Fund 
through its capitalization as soon as possible  

13.b Promote mechanisms for raising capacity for effective climate change-related 
planning and management in least developed countries and small island developing 
States, including focusing on women, youth and local and marginalized 
communities  

 

  * Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate Change is the 
primary international, intergovernmental forum for negotiating the global response to climate 
change. 
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   Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for 
sustainable development 
 

14.1 By 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in 
particular from land-based activities, including marine debris and nutrient pollution 

14.2 By 2020, sustainably manage and protect marine and coastal ecosystems to 
avoid significant adverse impacts, including by strengthening their resilience, and 
take action for their restoration in order to achieve healthy and productive oceans  

14.3 Minimize and address the impacts of ocean acidification, including through 
enhanced scientific cooperation at all levels  

14.4 By 2020, effectively regulate harvesting and end overfishing, illegal, 
unreported and unregulated fishing and destructive fishing practices and implement 
science-based management plans, in order to restore fish stocks in the shortest time 
feasible, at least to levels that can produce maximum sustainable yield as 
determined by their biological characteristics  

14.5 By 2020, conserve at least 10 per cent of coastal and marine areas, consistent 
with national and international law and based on the best available scientific 
information  

14.6 By 2020, prohibit certain forms of fisheries subsidies which contribute to 
overcapacity and overfishing, eliminate subsidies that contribute to illegal, 
unreported and unregulated fishing and refrain from introducing new such subsidies, 
recognizing that appropriate and effective special and differential treatment for 
developing and least developed countries should be an integral part of the World 
Trade Organization fisheries subsidies negotiation2 

14.7 By 2030, increase the economic benefits to small island developing States and 
least developed countries from the sustainable use of marine resources, including 
through sustainable management of fisheries, aquaculture and tourism  

14.a Increase scientific knowledge, develop research capacity and transfer marine 
technology, taking into account the Intergovernmental Oceanographic Commission 
Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology, in order to improve 
ocean health and to enhance the contribution of marine biodiversity to the 
development of developing countries, in particular small island developing States 
and least developed countries  

14.b Provide access for small-scale artisanal fishers to marine resources and 
markets 

14.c Enhance the conservation and sustainable use of oceans and their resources by 
implementing international law as reflected in the United Nations Convention on the 
Law of the Sea, which provides the legal framework for the conservation and 
sustainable use of oceans and their resources, as recalled in paragraph 158 of “The 
future we want” 

 

__________________ 

 2  Taking into account ongoing World Trade Organization negotiations, the Doha Development 
Agenda and the Hong Kong ministerial mandate. 
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   Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land 
degradation and halt biodiversity loss 
 

15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial 
and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, 
mountains and drylands, in line with obligations under international agreements  

15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types 
of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase 
afforestation and reforestation globally 

15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land 
affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land 
degradation-neutral world  

15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their 
biodiversity, in order to enhance their capacity to provide benefits that are essential 
for sustainable development  

15.5 Take urgent and significant action to reduce the degradation of natural 
habitats, halt the loss of biodiversity and, by 2020, protect and prevent the 
extinction of threatened species  

15.6 Promote fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization 
of genetic resources and promote appropriate access to such resources, as 
internationally agreed 

15.7 Take urgent action to end poaching and trafficking of protected species of flora 
and fauna and address both demand and supply of illegal wildlife products  

15.8 By 2020, introduce measures to prevent the introduction and significantly 
reduce the impact of invasive alien species on land and water ecosystems and 
control or eradicate the priority species  

15.9 By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local 
planning, development processes, poverty reduction strategies and accounts  

15.a Mobilize and significantly increase financial resources from all sources to 
conserve and sustainably use biodiversity and ecosystems 

15.b Mobilize significant resources from all sources and at all levels to finance 
sustainable forest management and provide adequate incentives to developing 
countries to advance such management, including for conservation and reforestation  

15.c Enhance global support for efforts to combat poaching and trafficking of 
protected species, including by increasing the capacity of local communities to 
pursue sustainable livelihood opportunities  

 

   Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, 
provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive 
institutions at all levels 
 

16.1 Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere  

16.2 End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and 
torture of children  
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16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure 
equal access to justice for all  

16.4 By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the 
recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime  

16.5 Substantially reduce corruption and bribery in all their forms  

16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels  

16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making 
at all levels  

16.8 Broaden and strengthen the participation of developing countries in the 
institutions of global governance  

16.9 By 2030, provide legal identity for all, including birth registration  

16.10 Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in 
accordance with national legislation and international agreements  

16.a Strengthen relevant national institutions, including through international 
cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, 
to prevent violence and combat terrorism and crime  

16.b Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable 
development  

 

   Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global 
Partnership for Sustainable Development 
 

   Finance 
 

17.1 Strengthen domestic resource mobilization, including through international 
support to developing countries, to improve domestic capacity for tax and other 
revenue collection  

17.2 Developed countries to implement fully their official development assistance 
commitments, including the commitment by many developed countries to achieve 
the target of 0.7 per cent of gross national income for official development 
assistance (ODA/GNI) to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of 
ODA/GNI to least developed countries; ODA providers are encouraged to consider 
setting a target to provide at least 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed 
countries 

17.3 Mobilize additional financial resources for developing countries from multiple 
sources  

17.4 Assist developing countries in attaining long-term debt sustainability through 
coordinated policies aimed at fostering debt financing, debt relief and debt 
restructuring, as appropriate, and address the external debt of highly indebted poor 
countries to reduce debt distress  

17.5 Adopt and implement investment promotion regimes for least developed 
countries 
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   Technology 
 

17.6 Enhance North-South, South-South and triangular regional and international 
cooperation on and access to science, technology and innovation and enhance 
knowledge sharing on mutually agreed terms, including through improved 
coordination among existing mechanisms, in particular at the United Nations level, 
and through a global technology facilitation mechanism 

17.7 Promote the development, transfer, dissemination and diffusion of 
environmentally sound technologies to developing countries on favourable terms, 
including on concessional and preferential terms, as mutually agreed  

17.8 Fully operationalize the technology bank and science, technology and 
innovation capacity-building mechanism for least developed countries by 2017 and 
enhance the use of enabling technology, in particular information and 
communications technology 
 

   Capacity-building 
 

17.9 Enhance international support for implementing effective and targeted 
capacity-building in developing countries to support national plans to implement all 
the Sustainable Development Goals, including through North-South, South-South 
and triangular cooperation 
 

   Trade 
 

17.10 Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable 
multilateral trading system under the World Trade Organization, including through 
the conclusion of negotiations under its Doha Development Agenda  

17.11 Significantly increase the exports of developing countries, in particular with 
a view to doubling the least developed countries’ share of global exports by 2020  

17.12 Realize timely implementation of duty-free and quota-free market access on 
a lasting basis for all least developed countries, consistent with World Trade 
Organization decisions, including by ensuring that preferential rules of origin 
applicable to imports from least developed countries are transparent and simple, and 
contribute to facilitating market access 
 

   Systemic issues 
 

   Policy and institutional coherence 
 

17.13 Enhance global macroeconomic stability, including through policy 
coordination and policy coherence 

17.14 Enhance policy coherence for sustainable development  

17.15 Respect each country’s policy space and leadership to establish and 
implement policies for poverty eradication and sustainable development  
 

   Multi-stakeholder partnerships 
 

17.16 Enhance the Global Partnership for Sustainable Development, complemented 
by multi-stakeholder partnerships that mobilize and share knowledge, expertise, 
technology and financial resources, to support the achievement of the Sustainable 
Development Goals in all countries, in particular developing countries  
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17.17 Encourage and promote effective public, public-private and civil society 
partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships  

 

   Data, monitoring and accountability 
 

17.18 By 2020, enhance capacity-building support to developing countries, 
including for least developed countries and small island developing States, to 
increase significantly the availability of high-quality, timely and reliable data 
disaggregated by income, gender, age, race, ethnicity, migratory status, disability, 
geographic location and other characteristics relevant in national contexts  

17.19 By 2030, build on existing initiatives to develop measurements of progress 
on sustainable development that complement gross domestic product, and support 
statistical capacity-building in developing countries 

 
 

   Means of implementation and the Global Partnership 
 
 

60. We reaffirm our strong commitment to the full implementation of this new 
Agenda. We recognize that we will not be able to achieve our ambitious Goals and 
targets without a revitalized and enhanced Global Partnership and comparably 
ambitious means of implementation. The revitalized Global Partnership will 
facilitate an intensive global engagement in support of implementation of all the 
Goals and targets, bringing together Governments, civil society, the private sector, 
the United Nations system and other actors and mobilizing all available resources. 

61. The Agenda’s Goals and targets deal with the means required to realize our 
collective ambitions. The means of implementation targets under each Sustainable 
Development Goal and Goal 17, which are referred to above, are key to realizing 
our Agenda and are of equal importance with the other Goals and targets. We shall 
accord them equal priority in our implementation efforts and in the global indicator 
framework for monitoring our progress.  

62. This Agenda, including the Sustainable Development Goals, can be met within 
the framework of a revitalized Global Partnership for Sustainable Development, 
supported by the concrete policies and actions outlined in the Addis Ababa Action 
Agenda,3 which is an integral part of the 2030 Agenda for Sustainable Development. 
The Addis Ababa Action Agenda supports, complements and helps to contextualize 
the 2030 Agenda’s means of implementation targets. It relates to domestic public 
resources, domestic and international private business and finance, international 
development cooperation, international trade as an engine for development, debt 
and debt sustainability, addressing systemic issues and science, technology, 
innovation and capacity-building, and data, monitoring and follow-up.  

63. Cohesive nationally owned sustainable development strategies, supported by 
integrated national financing frameworks, will be at the heart of our efforts. We 
reiterate that each country has primary responsibility for its own economic and 
social development and that the role of national policies and development strategies 
cannot be overemphasized. We will respect each country’s policy space and 
leadership to implement policies for poverty eradication and sustainable 

__________________ 

 3  The Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for 
Development (Addis Ababa Action Agenda), adopted by the General Assembly on 27 July 2015 
(resolution 69/313). 



 A/70/L.1 

 

29/35 15-15900 

 

development, while remaining consistent with relevant international rules and 
commitments. At the same time, national development efforts need to be supported 
by an enabling international economic environment, including coherent and 
mutually supporting world trade, monetary and financial systems, and strengthened 
and enhanced global economic governance. Processes to develop and facilitate the 
availability of appropriate knowledge and technologies globally, as well as capacity-
building, are also critical. We commit to pursuing policy coherence and an enabling 
environment for sustainable development at all levels and by all actors, and to 
reinvigorating the Global Partnership for Sustainable Development. 

64. We support the implementation of relevant strategies and programmes of 
action, including the Istanbul Declaration and Programme of Action, the SIDS 
Accelerated Modalities of Action (SAMOA) Pathway and the Vienna Programme of 
Action for Landlocked Developing Countries for the Decade 2014-2024, and 
reaffirm the importance of supporting the African Union’s Agenda 2063 and the 
programme of the New Partnership for Africa’s Development, all of which are 
integral to the new Agenda. We recognize the major challenge to the achievement of 
durable peace and sustainable development in countries in conflict and post-conflict 
situations. 

65. We recognize that middle-income countries still face significant challenges to 
achieve sustainable development. In order to ensure that achievements made to date 
are sustained, efforts to address ongoing challenges should be strengthened through 
the exchange of experiences, improved coordination, and better and focused support 
of the United Nations development system, the international financial institutions, 
regional organizations and other stakeholders. 

66. We underscore that, for all countries, public policies and the mobilization and 
effective use of domestic resources, underscored by the principle of national 
ownership, are central to our common pursuit of sustainable development, including 
achieving the Sustainable Development Goals. We recognize that domestic 
resources are first and foremost generated by economic growth, supported by an 
enabling environment at all levels. 

67. Private business activity, investment and innovation are major drivers of 
productivity, inclusive economic growth and job creation. We acknowledge the 
diversity of the private sector, ranging from micro-enterprises to cooperatives to 
multinationals. We call upon all businesses to apply their creativity and innovation 
to solving sustainable development challenges. We will foster a dynamic and well-
functioning business sector, while protecting labour rights and environmental and 
health standards in accordance with relevant international standards and agreements 
and other ongoing initiatives in this regard, such as the Guiding Principles on 
Business and Human Rights and the labour standards of the International Labour 
Organization, the Convention on the Rights of the Child and key multilateral 
environmental agreements, for parties to those agreements.  

68. International trade is an engine for inclusive economic growth and poverty 
reduction, and contributes to the promotion of sustainable development. We will 
continue to promote a universal, rules-based, open, transparent, predictable, 
inclusive, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the 
World Trade Organization, as well as meaningful trade liberalization. We call upon 
all members of the World Trade Organization to redouble their efforts to promptly 
conclude the negotiations on the Doha Development Agenda. We attach great 
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importance to providing trade-related capacity-building for developing countries, 
including African countries, least developed countries, landlocked developing 
countries, small island developing States and middle-income countries, including 
for the promotion of regional economic integration and interconnectivity. 

69. We recognize the need to assist developing countries in attaining long-term 
debt sustainability through coordinated policies aimed at fostering debt financing, 
debt relief, debt restructuring and sound debt management, as appropriate. Many 
countries remain vulnerable to debt crises and some are in the midst of crises, 
including a number of least developed countries, small island developing States and 
some developed countries. We reiterate that debtors and creditors must work 
together to prevent and resolve unsustainable debt situations. Maintaining 
sustainable debt levels is the responsibility of the borrowing countries; however we 
acknowledge that lenders also have a responsibility to lend in a way that does not 
undermine a country’s debt sustainability. We will support the maintenance of debt 
sustainability of those countries that have received debt relief and achieved 
sustainable debt levels.  

70. We hereby launch a Technology Facilitation Mechanism which was established 
by the Addis Ababa Action Agenda in order to support the Sustainable Development 
Goals. The Technology Facilitation Mechanism will be based on a multi-stakeholder 
collaboration between Member States, civil society, the private sector, the scientific 
community, United Nations entities and other stakeholders and will be composed of 
a United Nations inter-agency task team on science, technology and innovation for 
the Sustainable Development Goals, a collaborative multi-stakeholder forum on 
science, technology and innovation for the Sustainable Development Goals and an 
online platform.  

 • The United Nations inter-agency task team on science, technology and 
innovation for the Sustainable Development Goals will promote coordination, 
coherence and cooperation within the United Nations system on science, 
technology and innovation-related matters, enhancing synergy and efficiency, in 
particular to enhance capacity-building initiatives. The task team will draw on 
existing resources and will work with 10 representatives from civil society, the 
private sector and the scientific community to prepare the meetings of the 
multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the 
Sustainable Development Goals, as well as in the development and 
operationalization of the online platform, including preparing proposals for the 
modalities for the forum and the online platform. The 10 representatives will be 
appointed by the Secretary-General, for periods of two years. The task team will 
be open to the participation of all United Nations agencies, funds and 
programmes and the functional commissions of the Economic and Social 
Council and it will initially be composed of the entities that currently integrate 
the informal working group on technology facilitation, namely, the Department 
of Economic and Social Affairs of the Secretariat, the United Nations 
Environment Programme, the United Nations Industrial Development 
Organization, the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, the United Nations Conference on Trade and Development, the 
International Telecommunication Union, the World Intellectual Property 
Organization and the World Bank. 
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 • The online platform will be used to establish a comprehensive mapping of, and 
serve as a gateway for, information on existing science, technology and 
innovation initiatives, mechanisms and programmes, within and beyond the 
United Nations. The online platform will facilitate access to information, 
knowledge and experience, as well as best practices and lessons learned, on 
science, technology and innovation facilitation initiatives and policies. The 
online platform will also facilitate the dissemination of relevant open access 
scientific publications generated worldwide. The online platform will be 
developed on the basis of an independent technical assessment which will take 
into account best practices and lessons learned from other initiatives, within and 
beyond the United Nations, in order to ensure that it will complement, facilitate 
access to and provide adequate information on existing science, technology and 
innovation platforms, avoiding duplications and enhancing synergies. 

 • The multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the 
Sustainable Development Goals will be convened once a year, for a period of two 
days, to discuss science, technology and innovation cooperation around thematic 
areas for the implementation of the Sustainable Development Goals, congregating 
all relevant stakeholders to actively contribute in their area of expertise. The forum 
will provide a venue for facilitating interaction, matchmaking and the 
establishment of networks between relevant stakeholders and multi-stakeholder 
partnerships in order to identify and examine technology needs and gaps, 
including on scientific cooperation, innovation and capacity-building, and also in 
order to help to facilitate development, transfer and dissemination of relevant 
technologies for the Sustainable Development Goals. The meetings of the forum 
will be convened by the President of the Economic and Social Council before the 
meeting of the high-level political forum under the auspices of the Council or, 
alternatively, in conjunction with other forums or conferences, as appropriate, 
taking into account the theme to be considered and on the basis of a collaboration 
with the organizers of the other forums or conferences. The meetings of the forum 
will be co-chaired by two Member States and will result in a summary of 
discussions elaborated by the two co-Chairs, as an input to the meetings of the 
high-level political forum, in the context of the follow-up and review of the 
implementation of the post-2015 development agenda. 

 • The meetings of the high-level political forum will be informed by the summary 
of the multi-stakeholder forum. The themes for the subsequent multi-stakeholder 
forum on science, technology and innovation for the Sustainable Development 
Goals will be considered by the high-level political forum on sustainable 
development, taking into account expert inputs from the task team. 

71. We reiterate that this Agenda and the Sustainable Development Goals and 
targets, including the means of implementation, are universal, indivisible and 
interlinked. 

 
 

   Follow-up and review 
 
 

72. We commit to engaging in systematic follow-up and review of the 
implementation of this Agenda over the next 15 years. A robust, voluntary, effective, 
participatory, transparent and integrated follow-up and review framework will make 
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a vital contribution to implementation and will help countries to maximize and track 
progress in implementing this Agenda in order to ensure that no one is left behind.  

73. Operating at the national, regional and global levels, it will promote 
accountability to our citizens, support effective international cooperation in 
achieving this Agenda and foster exchanges of best practices and mutual learning. It 
will mobilize support to overcome shared challenges and identify new and emerging 
issues. As this is a universal Agenda, mutual trust and understanding among all 
nations will be important. 

74. Follow-up and review processes at all levels will be guided by the following 
principles: 

  (a) They will be voluntary and country-led, will take into account different 
national realities, capacities and levels of development and will respect policy space 
and priorities. As national ownership is key to achieving sustainable development, 
the outcome from national-level processes will be the foundation for reviews at the 
regional and global levels, given that the global review will be primarily based on 
national official data sources. 

  (b) They will track progress in implementing the universal Goals and targets, 
including the means of implementation, in all countries in a manner which respects 
their universal, integrated and interrelated nature and the three dimensions of 
sustainable development.  

  (c) They will maintain a longer-term orientation, identify achievements, 
challenges, gaps and critical success factors and support countries in making 
informed policy choices. They will help to mobilize the necessary means of 
implementation and partnerships, support the identification of solutions and best 
practices and promote the coordination and effectiveness of the international 
development system.  

  (d) They will be open, inclusive, participatory and transparent for all people 
and will support reporting by all relevant stakeholders. 

  (e) They will be people-centred, gender-sensitive, respect human rights and 
have a particular focus on the poorest, most vulnerable and those furthest behind. 

  (f) They will build on existing platforms and processes, where these exist, 
avoid duplication and respond to national circumstances, capacities, needs and 
priorities. They will evolve over time, taking into account emerging issues and the 
development of new methodologies, and will minimize the reporting burden on 
national administrations. 

  (g) They will be rigorous and based on evidence, informed by country-led 
evaluations and data which is high-quality, accessible, timely, reliable and 
disaggregated by income, sex, age, race, ethnicity, migration status, disability and 
geographic location and other characteristics relevant in national contexts.  

  (h) They will require enhanced capacity-building support for developing 
countries, including the strengthening of national data systems and evaluation 
programmes, particularly in African countries, least developed countries, small 
island developing States, landlocked developing countries and middle-income 
countries. 
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  (i) They will benefit from the active support of the United Nations system 
and other multilateral institutions.  

75. The Goals and targets will be followed up and reviewed using a set of global 
indicators. These will be complemented by indicators at the regional and national 
levels which will be developed by Member States, in addition to the outcomes of 
work undertaken for the development of the baselines for those targets where 
national and global baseline data does not yet exist. The global indicator framework, 
to be developed by the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development 
Goal Indicators, will be agreed by the Statistical Commission by March 2016 and 
adopted thereafter by the Economic and Social Council and the General Assembly, 
in line with existing mandates. This framework will be simple yet robust, address all 
Sustainable Development Goals and targets, including for means of implementation, 
and preserve the political balance, integration and ambition contained therein.  

76. We will support developing countries, particularly African countries, least 
developed countries, small island developing States and landlocked developing 
countries, in strengthening the capacity of national statistical offices and data 
systems to ensure access to high-quality, timely, reliable and disaggregated data. We 
will promote transparent and accountable scaling-up of appropriate public-private 
cooperation to exploit the contribution to be made by a wide range of data, 
including earth observation and geospatial information, while ensuring national 
ownership in supporting and tracking progress.  

77. We commit to fully engage in conducting regular and inclusive reviews of 
progress at the subnational, national, regional and global levels. We will draw as far 
as possible on the existing network of follow-up and review institutions and 
mechanisms. National reports will allow assessments of progress and identify 
challenges at the regional and global level. Along with regional dialogues and 
global reviews, they will inform recommendations for follow-up at various levels. 

 

   National level 
 

78. We encourage all Member States to develop as soon as practicable ambitious 
national responses to the overall implementation of this Agenda. These can support 
the transition to the Sustainable Development Goals and build on existing planning 
instruments, such as national development and sustainable development strategies, 
as appropriate. 

79. We also encourage Member States to conduct regular and inclusive reviews of 
progress at the national and subnational levels which are country-led and country-
driven. Such reviews should draw on contributions from indigenous peoples, civil 
society, the private sector and other stakeholders, in line with national 
circumstances, policies and priorities. National parliaments as well as other 
institutions can also support these processes. 

 

   Regional level 
 

80. Follow-up and review at the regional and subregional levels can, as 
appropriate, provide useful opportunities for peer learning, including through 
voluntary reviews, sharing of best practices and discussion on shared targets. We 
welcome in this respect the cooperation of regional and subregional commissions 
and organizations. Inclusive regional processes will draw on national-level reviews 
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and contribute to follow-up and review at the global level, including at the high-
level political forum on sustainable development.  

81. Recognizing the importance of building on existing follow-up and review 
mechanisms at the regional level and allowing adequate policy space, we encourage 
all Member States to identify the most suitable regional forum in which to engage. 
United Nations regional commissions are encouraged to continue supporting 
Member States in this regard. 

 

   Global level 
 

82. The high-level political forum will have a central role in overseeing a network 
of follow-up and review processes at the global level, working coherently with the 
General Assembly, the Economic and Social Council and other relevant organs and 
forums, in accordance with existing mandates. It will facilitate sharing of 
experiences, including successes, challenges and lessons learned, and provide 
political leadership, guidance and recommendations for follow-up. It will promote 
system-wide coherence and coordination of sustainable development policies. It 
should ensure that the Agenda remains relevant and ambitious and should focus on 
the assessment of progress, achievements and challenges faced by developed and 
developing countries as well as new and emerging issues. Effective linkages will be 
made with the follow-up and review arrangements of all relevant United Nations 
conferences and processes, including on least developed countries, small island 
developing States and landlocked developing countries. 

83. Follow-up and review at the high-level political forum will be informed by an 
annual progress report on the Sustainable Development Goals to be prepared by the 
Secretary-General in cooperation with the United Nations system, based on the 
global indicator framework and data produced by national statistical systems and 
information collected at the regional level. The high-level political forum will also 
be informed by the Global Sustainable Development Report, which shall strengthen 
the science-policy interface and could provide a strong evidence-based instrument 
to support policymakers in promoting poverty eradication and sustainable 
development. We invite the President of the Economic and Social Council to 
conduct a process of consultations on the scope, methodology and frequency of the 
global report as well as its relation to the progress report, the outcome of which 
should be reflected in the ministerial declaration of the session of the high-level 
political forum in 2016. 

84. The high-level political forum, under the auspices of the Economic and Social 
Council, shall carry out regular reviews, in line with General Assembly resolution 
67/290 of 9 July 2013. Reviews will be voluntary, while encouraging reporting, and 
include developed and developing countries as well as relevant United Nations 
entities and other stakeholders, including civil society and the private sector. They 
shall be State-led, involving ministerial and other relevant high-level participants. 
They shall provide a platform for partnerships, including through the participation 
of major groups and other relevant stakeholders. 

85. Thematic reviews of progress on the Sustainable Development Goals, 
including cross-cutting issues, will also take place at the high-level political forum. 
These will be supported by reviews by the functional commissions of the Economic 
and Social Council and other intergovernmental bodies and forums which should 
reflect the integrated nature of the Goals as well as the interlinkages between them. 
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They will engage all relevant stakeholders and, where possible, feed into, and be 
aligned with, the cycle of the high-level political forum. 

86. We welcome, as outlined in the Addis Ababa Action Agenda, the dedicated 
follow-up and review for the financing for development outcomes as well as all the 
means of implementation of the Sustainable Development Goals which is integrated 
with the follow-up and review framework of this Agenda. The intergovernmentally 
agreed conclusions and recommendations of the annual Economic and Social 
Council forum on financing for development will be fed into the overall follow-up 
and review of the implementation of this Agenda in the high-level political forum. 

87. Meeting every four years under the auspices of the General Assembly, the 
high-level political forum will provide high-level political guidance on the Agenda 
and its implementation, identify progress and emerging challenges and mobilize 
further actions to accelerate implementation. The next high-level political forum 
under the auspices of the General Assembly will be held in 2019, with the cycle of 
meetings thus reset, in order to maximize coherence with the quadrennial 
comprehensive policy review process. 

88. We also stress the importance of system-wide strategic planning, 
implementation and reporting in order to ensure coherent and integrated support to 
the implementation of the new Agenda by the United Nations development system. 
The relevant governing bodies should take action to review such support to 
implementation and to report on progress and obstacles. We welcome the ongoing 
dialogue in the Economic and Social Council on the longer-term positioning of the 
United Nations development system and look forward to taking action on these 
issues, as appropriate. 

89. The high-level political forum will support participation in follow-up and 
review processes by the major groups and other relevant stakeholders in line with 
resolution 67/290. We call upon those actors to report on their contribution to the 
implementation of the Agenda.  

90. We request the Secretary-General, in consultation with Member States, to 
prepare a report, for consideration at the seventieth session of the General Assembly 
in preparation for the 2016 meeting of the high-level political forum, which outlines 
critical milestones towards coherent, efficient and inclusive follow-up and review at 
the global level. The report should include a proposal on the organizational 
arrangements for State-led reviews at the high-level political forum under the 
auspices of the Economic and Social Council, including recommendations on 
voluntary common reporting guidelines. It should clarify institutional 
responsibilities and provide guidance on annual themes, on a sequence of thematic 
reviews, and on options for periodic reviews for the high-level political forum.  

91. We reaffirm our unwavering commitment to achieving this Agenda and 
utilizing it to the full to transform our world for the better by 2030. 
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東京国際工科専門職大学における人材像の要点
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No. 上位概念 基本概念 なぜ必要か keywords

1 俯瞰

2 問題発見

3 発見した問題・課題を正しく分析できないといけない

4 分析した結果、問題・課題の本質（ゴール）を精査でき
ないといけない

5

6

7 感性に基づく表現

8 解決策に対して、実際にプロトタイプなどをインプリメ
ント出来ないといけない

プロトタイプ開発
力

9 インプリメントした複数のプロトタイプに対して最終解
を選択（収束過程）できないといけない

正確な科学的判断
力

10 提案解の評価を正しく理解して問題・課題の発見に戻れ
ないといけない

コミュニケーショ
ン力

11

12

13

14 協調性を持って行動できないといけない チームワーク力

15 リーダーになるる資質を持っていないといけない リーターシップ力

16 チャレンジ精神

17 三現主義

18 専門職として社会的責務を理解していないといけない

19 社会の問題解決だけではなく、持続可能な発展まで考慮
できないといけない

精査した本質に対し、解決策を数多く考案（発散過程）
できないといけない

創造

豊かな創
造力

デザイン思
考

問題・課題を発見できないといけない

分析

高い倫理
感

倫理観 倫理観

ビジネスのしくみ

確かな実
践力

デザイン思
考

鋭敏なビ
ジネスセ

ンス

専門職とし
ての行動指

針

ビジネスの仕組みを知らないといけない

新しいものでも躊躇しない、新しい動きや変化に好んで
対応できないといけない。加えて、机上のデータだけで
はなく、自分の目で見て耳で聞いて判断できないといけ
ない

1



資料3-1

No. 上位概念 基本概念 なぜ必要か keywords 能力 志向・態度
DP 

No.

1 俯瞰 俯瞰力 - 4

2 問題発見 問題発見力 - - 5

3
発見した問題・課題を正しく分析でき
ないといけない

- 理論 -

4
分析した結果、問題・課題の本質
（ゴール）を精査できないといけない

- モデル構築 -

5 - 総合方法 - 2

6 創造力 - -

7 感性に基づく表現 表現力 - -

8
解決策に対して、実際にプロトタイプ
などをインプリメント出来ないといけ
ない

プロトタイプ開発
力

プロトタイプ
開発力

- - 7

9
インプリメントした複数のプロトタイ
プに対して最終解を選択（収束過程）
できないといけない

正確な科学的判断
力

判断力 - - 8

10
提案解の評価を正しく理解して問題・
課題の発見に戻れないといけない

コミュニケーショ
ン力

コミュニケー
ション力

- - 9

11 -
ヒトへの知
識・理解

-

12 -
モノへの知
識・理解

-

13 -
カネへの知
識・理解

-

14
協調性を持って行動できないといけな
い

チームワーク力
チームワーク

力
- -

15
リーダーになる資質を持っていないと
いけない

リーダーシップ力
リーダーシッ

プ力
- -

16 チャレンジ精神 - -
チャレンジ精

神
13

17 三現主義 - - 三現主義 14

18
専門職として社会的責務を理解してい
ないといけない

- - 基礎倫理 11

19
社会の問題解決だけではなく、持続可
能な発展まで考慮できないといけない

- - 社会倫理 12

10

経
営
資
源

ビジネスのしくみ

倫理観

豊かな創
造力

問題・課題を発見できないといけない

精査した本質に対し、解決策を数多く
考案（発散過程）できないといけない

デザイン思考

デザイン思考

高い倫理
感

確かな実
践力

専門職として
の行動指針

鋭敏なビ
ジネスセ

ンス

倫理観

新しいものでも躊躇しない、新しい動
きや変化に好んで対応できないといけ
ない。加えて、机上のデータだけでは
なく、自分の目で見て耳で聞いて判断
できないといけない

養成する人材像とディプロマ・ポリシーの関係

1分析

創造

ビジネスの仕組みを知らないといけな
い

知識・理解

6

3

1



東京国際工科専門職大学　ディプロマ・ポリシー比較表 資料3-2
東京国際工科専門職大学 工科学部 情報工学科 デジタルエンタテインメント学科
ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）＜三大学力別＞ ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）＜三大学力別＞ ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）＜三大学力別＞

冒
頭

　本学は、卓越した機能による技術的価値と優れた芸術
的表現による文化的価値を備え、ビジネス上の成功を目
指しつつ社会や環境への配慮を欠かさない人工物の創造
をする“Designer in Society（社会とともにあるデザイ

ナー）”となるために、定められた在籍期間、及び、所定
の単位を取得し、必修等の条件を満たすこと等を卒業要
件とし、卒業を認定し学位を授与する。
 


冒
頭

本学部は情報技術を応用する領域における専門職を養成する。その
ため、本学の「ディプロマ・ポリシー」を踏まえた上で、定められ
た課程において以下の知識・能力を修得し、教育の理念である
「Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）」に従い、
ものを創ることができる学生に対し、卒業を認定し学位を授与す
る。

情報工学科では、人工知能システム、IoTシステム、ロボット中心とし
た情報工学における教育・研究・実践活動を通して、情報工学分野にお
ける基礎及び専門技術に関する知識と創造力を身につける。さらに、そ
れらを俯瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニケーション能力を有
し、グローバルに活躍できる技術者を養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生に学位を授与す
る。

デジタルエンタテインメント学科では、デジタルコンテンツ分野におけ
る歴史的・社会的背景、および、デジタルコンテンツの役割や職能を理
解し、プロトタイプ開発を行うことで、グローバルに発信可能なデジタ
ルコンテンツのクリエイターを養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生に学位を授与す
る。

DP No. keywords

1 分析
発見した問題・課題を正しく分析する基本理論を理解し、本質
（ゴール）を精査するためにモデルを構築できる。

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とともに、コン

ピュータシステムの構成に関する知識を有している

問題解決のためにその対象を正しく分析する数学、専門英語といった基
礎知識を有している

2 創造

問題・課題解決のために知識を総合し、価値創造の方法論について
理解している

AI, IoT, ロボットの各分野において、価値創造のためのソフトウェアア
ルゴリズムやシステム構成方法論について理解している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムに関する論理的・
数学的知識を有している。
・IoTシステムコースに所属する学生は、ソフトウェア、ハードウェ
ア、ネットワークとデータ解析の知識を有している。
・ロボット開発コースに所属する学生は、ハードウェアとソフトウェア
のバランスした知識を有している。

デジタルゲーム、およびコンピュータグラフィックス技術を用いた価値
創造のためのアルゴリズムや表現方法論について理解している
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コンピュータゲームに
関するデジタルコンテンツ制作に特化した知識を有している。
・CGアニメーションコースに所属する学生は、映像制作、キャラク
ターデザイン等、コンピュータグラフィックスに特化した知識を有して
いる。

3
ビジネスの仕組
み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している

4 俯瞰力

情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、対象領域を
俯瞰する能力を有する

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロボット）と社会との接点を理解
し、情報システム技術をコアとして、システムインテグレーションに関
する知識を総合的に俯瞰することができる

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と社会との接点を理解し、デ
ジタルコンテンツ、情報システム技術、ビジネスに関する知識などを総
合的に俯瞰することができる

5 問題発見力

情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、問題を発
見・設定する力を有している

情報工学を主導する専門職人材として問題を発見する力を有している デジタルコンテンツを主導する専門職人材として問題を発見し設定する能力を
有している

6 創造力と表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コンピュータゲームデ
ザインおよびプログラミングなどゲーム開発に関する総合力を有してい
る。
・CGアニメーションコースに所属する学生は、CG映像に関する一連の
プロセスと制作のための総合力を有している。

7
プロトタイプ開発
力

プロトタイプを実際に開発する能力を有している 情報技術を応用して対象領域の課題を解決するソリューションのプロト
タイプを開発する能力を有している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムの応用に着目す
る。
・IoTシステムコースに所属する学生は、IoTシステムのプロトタイプ開
発を行い、サービスデザインにも着目する
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロボットの応用に関する実践
的プロトタイプ開発に着目する。

デジタルコンテンツのプロトタイプを開発する能力を有している
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、プロトタイプを制作す
る目的を理解し、デジタルゲームに関して企画・開発する能力を有して
いる。
・CGアニメーションコースに所属する学生は、プロトタイプを制作す

る目的を理解し、CG映像に関して企画・制作する能力を有している。

8 判断力 科学的判断力を持って最適解を決定することができる 論理的思考能力と科学的知識によって最適解を判断することができる 論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最適解を判断することができる

9
コミュニケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している

11
倫理観をもって社会に解決案を提供することができる 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる

12 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している

13
チャレンジ精
神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり
遂げる

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げ
る

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げ
る

14 三現主義
原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現
物）で行動できる

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で
行動できる

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で
行動できる

1. 豊かな創造力
　対象領域を俯瞰し、問題・課題を発見し科学的根拠をもって
分析するとともに、分析した結果問題の本質を精査できる総合
力と、解決を複数考案できる創造力、感性、倫理観を有してい
る。

2. 確かな実践力
　問題・課題解決に対し、実際にプロトタイプを開発し複数イン
プリメントすることで実際に解決案を創造するとともに、最適解
を選択できる社会的倫理観を持ちながら判断できる知識・能力
を有している

3. 鋭敏なビジネスセンス
　現代社会のビジネスの仕組みを知り、専門職人材として、顧
客や品質を第一に考えられるとともに、現実的判断をもって遂
行することのできるビジネススキルとともに、自身が持つ好奇心
の実現に向け協調性をもって、主体的に行動することができ
る。

4. 高い倫理観
　倫理観をもって社会の責務を認識した行動指針を有している
とともに、顕在する問題解決のみならず、社会の持続性・発展
性まで考慮することのできる専門職人材である。

知
識
・
理
解
・
能
力
・
態
度
・
志
向

協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダー
シップを発揮することができる

協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダー
シップを発揮することができる10

チームワーク力
とリーダーシップ
力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リー
ダーシップを発揮することができる

知
識
・
理
解

能
力

態
度
・
志
向

倫理観
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１前 2 ○

１後 2 ○

２前 2 ○

２後 1 ○

３前 2 ○

３後 1 ○

４前 1 ○

１後 1 ○

３前 2 ○

変化する社会の要請に対し、主体的にまた結果に対
する倫理的責任を強く持つことを教育する東京国際工
科独自の科目。“Designer in Society（社会とともにある
デザイナー）”の根幹となる科目。

１前 2 ○

１前 2 ○

１後 2 ○

２通 5 臨 インターンシップ ３後 3 1

臨地実務実習Ⅱ ３通 7.5 臨

４通 7.5 臨

ソリューション開発Ⅰ ３後 2 ○ ロボットシステム開発Ⅰ １後 1.7 1

４前 4 ○ ロボットシステム開発Ⅱ ２通 5 1

ロボットシステム開発Ⅲ ３通 6.9 1

ロボットシステム開発 ４通 6.6 1

ｉＰｈｏｎｅアプリ制作 ３通 1.6 1

２前 3 ○ ＡｎｄｒｏｉｄプログラミングⅠ ２後 3.4 1

３前 3 ○ ＡｎｄｒｏｉｄプログラミングⅡ ３前 3.4 1

２前 3 ○ メカトロニクスⅠ ２後 3.4 1

自動制御機械開発実習 ３前 3 ○ メカトロニクスⅡ ３通 6.2 1

３後 2 ○

１前 3 ○ Ｃプログラミング基礎 １前 5.1 1

１後 3 ○ Ｃプログラミング応用 １後 5.1 1

マイコンシステムⅠ ２前 3.2 1

制御プログラミング ２通 6.6 1

ソフトウェアシステム開発 ３前 2 ○ ロボットプログラミング ３通 7.6 1

ＲＴＯＳプログラミング ４通 6.6 1

１前 3 ○ エンベデッドⅠ ２通 6.6 1

エンベデッドⅡ ３通 6.2 1

機械設計 ２後 2 ○ メカニカルＣＡＤ ２前 3.2 1

３前 2 ○ メカニカルＣＡＤⅠ １後 3.4 1

３前 2 ○

３前 2 ○ シグナルプロセッシング ４前 3.4 1

東京国際工科では画像・音声認識の授業を行い、そ
の過程で信号処理を学ぶ。ＨＡＬ東京では数値シミュ
レーションを扱いながら信号処理について基本的な考
え方およびメインとなるアルゴリズムを学ぶ。

１前 2 ○

１前 3 ○

情報セキュリティ応用 ３前 2 ○ 高学年向けの情報セキュリティを学ぶ科目はない

１後 2 ○

１後 2 ○

１後 2 ○

２前 2 ○

２前 2 ○

１後 2 ○

２前 1.5 ○ PythonやR言語を学ぶ科目は専門学校にはない

１前 2 ○

データベース基礎と応用 ２前 2 ○

３前 2 ○ 英語に関する科目はない

１後 3 ○

センサ・アクチュエータ ２前 2 ○

２前 2 ○

３後 3 ○

２前 1.5 〇

２後 2 〇

３前 1.5 〇

１後 1.5 〇

２前 1.5 ○

２前 1.5 ○

２後 2 ○

３前 2 ○

２後 1 ○

人工知能応用 ３後 2 ○

２後 1 ○

デバイス・ネットワーク ２後 1.5 ○

IoTデバイスプログラミングⅡ ２後 1 ○

サーバ・ネットワーク ３前 1.5 ○

IoTサービスデザイン ３後 2 ○

教育課程等の概要

東京国際工科専門職大学
工科学部　情報工学科

ＨＡＬ東京
先端ロボット開発学科

科目
区分

授業科目の名称
配当
年次

単位数 授業形態

授業科目の名称
配当
年次

異文化・他分野とのコミュニケーション力、発信力
を養成する科目。HAL東京では英語科目の実施
は無いため該当なし。

英語コミュニケーションⅠb

英語コミュニケーションⅡa

英語コミュニケーションⅡb

英語コミュニケーションⅢa

英語コミュニケーションⅢb

英語コミュニケーションⅣ

コミュニケーションツール

単位数 授業形態

英語コミュニケーションⅠa

該当なし

該当なし
創造を支える感性を要請する科目群。HAL東京では、
このような教養科目は配されていない

感性をはかる

コミュニケーションと記号論

職
業
専
門
科
目

臨地実務実習Ⅰ
ＨＡＬ東京では３年次に一回インターンシップを実施し
ているが、職業人体験の意味合いが強く、東京国際工
科専門職大学で実施するインターンシップのように、
専門職人材としての自覚、実現場でのコミュニケーショ
ン、開発プロセスの深い理解などといった目的とは異
なる。

臨地実務実習Ⅲ

基
礎
科
目

学
士
力
の
養
成

従
来
の
大
学
に
お
け
る
教
養
科
目

社会と倫理 該当なし

比較文化論

組込みシステム制御実習

ハードウェア制御機構関連に関する授業。ほぼ同等の
内容。

産業用ロボット実習

Ｃ言語基礎

CとC＋＋プログラミング。ほぼ同等の授業内容。
組込みC,  C++言語

東京国際工科のソリューション開発Ⅰ、Ⅱでは企業な
どから提示された実践的な課題に対して、ニーズ調査
からアイデア創成、仕様策定、実装、ビジネスモデル
構築まで、一貫したプロダクト開発による教育を行うの
に対し、ＨＡＬ東京のロボットシステム開発Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、
ロボットシステム開発では既存のシステムをモデルにし
た教育を行う。

ソリューション開発Ⅱ

東京国際工科ではIoTシステムの現状分析から新シス
テムを発想し各種デバイス等を組み合わせたIoTシス
テム開発を行う。ＨＡＬ東京の一連の科目ではｉＰｈｏｎ
ｅ、Ａｎｄｒｏｉｄにようアプリケーション開発の技術習得を
行う。

IoTシステム開発Ⅰ

IoTシステム開発Ⅱ

画像・音声認識

情報工学概論

該当なし

「デザイン学」を支柱とし、基礎科目と展開科目と総合
科目を繋ぐ情報工学科の学科包括科目。伝統的な領
域科学志向の考え方と異なるデザイン志向の論理を
身に着ける東京国際工科ならではの科目である。デザインエンジニアリング概論

該当なし

ソフトウェア工学基礎部分。ほぼ同等の授業内容。

エレクトロニクス工学
エレクトロニクス工学。ほぼ同等の授業内容。

東京国際工科では、機械設計、機構制作に基づいた
機構学の授業。ＨＡＬ東京ではＣＡＤシステムの習得を
目的とした授業。

ロボット機構

ロボット制御

制御工学基礎
該当なし 理論の科目は専門学校にはない

力学

プログラミング概論 該当なし

情報数学

該当なし 理論の科目は専門学校にはない
線形代数

解析学

確率統計論

コンピュータシステム
該当なし ロボット開発学科に該当なし

技術英語 該当なし

回路・プリント基板設計
該当なし

HAL東京では制作系に含まれ、直接的に該当する科
目はない

人工知能システム開発Ⅰ

人工知能基礎

人工知能数学
旧名称：情報数学応用

機械学習

深層学習

メディア情報処理実習

IoTデバイスプログラミングⅠ

該当なし

専門学校はロボット開発学科に特化しており、AIやIoT
や理論を学ぶ授業に関して該当科目はない

人工知能システム開発Ⅱ

自然言語処理
該当なし

材料力学・材料工学

データ解析 該当なし

Pythonプログラミング

該当なし

該当なし
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教育課程等の概要

東京国際工科専門職大学
工科学部　情報工学科

ＨＡＬ東京
先端ロボット開発学科

科目
区分

授業科目の名称
配当
年次

単位数 授業形態

授業科目の名称
配当
年次

単位数 授業形態

クリエーション １通 3.4 1

コンセプトメイキング ２通 3.3 1

１後 2 ○ プロジェクトマネージメント ３後 1.4 1
ＨＡＬ東京では実習を通じてグループワークの経験を
積ませるレベル。リーダーシップを含めた体系立てた
教育は行っていない。

ケーススタディ[ロボット開発] ４通 4 1

ＨＡＬ東京では3校で統一したテーマに取り組む、また
は各校で異なるテーマに取り組むこともあるが、地域視
点はない。これに対し東京国際工科専門職大学では、
地域視点を最も重視し、地域ごとの社会問題や地域の
企業が抱えている問題解決など、地域ならではの取り
組みを展開する。

ロボットリサーチ １前 1.7 1
ＨＡＬ東京は既存の技術などの調査に重点をおいた
授業。東京国際工科では戦略立案過程まで追加。

３前 2 ○

研究も行う東京国際工科専門職大学では重要な科
目。ＨＡＬ東京においては、スポット講義（１単元のみ
の）や制作科目で必要に応じて教育しているが体系立
てた教育は行っていない。

３後 2 ○
ＨＡＬ東京ではグローバル視点に立った市場化戦略は
教育しない。グローバル人材を育成するための東京国
際工科専門職大学独自のカリキュラム。

３後 2 ○

２後 1.5 ○

４前 2 ○

４前 1.5 ○

４通 4 ○ 卒業制作 ４通 5 1

東京国際工科ではＨＡＬ東京に全く扱わない研究要
素を追加している。本学教育の中心に据えるデザイン
学は、この体系化を目標とするものであるが、学生の
制作においても重要な課題と位置づけ、制作において
は“もの”を作るとともに、その過程で得られたデザイン
学の要素を研究として表現することを求める。

就職ガイダンス ３通 1 1

ビジネストレーニング ３前 1.7 1

企業研究 ３後 6 1

ビジネスコミュニケーション ４後 1.6 1

Ｗｅｂデザイン制作Ⅰ

ハイテク玩具開発 ４通 6.6 1

ロボット設計演習 ４通 3.3 1

ロボット工学研究 ４後 0.8 1

コンピュータサイエンスⅠ １通 10 1

コンピュータサイエンスⅡ ２通 6.6 1

ＩＴ戦略とマネジメント １前 3.4 1

ＣＡＳＬⅡ・擬似言語 １後 3.4 1

基本情報技術者試験対策 ３通 3.1 1

基本情報技術者試験対策 ４通 3.3 1

基本情報午前認定試験対策 １後 1.4 1

国家試験対策 ２通 2.7 1

応用情報技術者試験対策 ３通 3.1 1

応用情報技術者試験対策 ４通 3.3 1

ネットワーク・データベース試験対策 ３通 3.1 1

ネットワーク・データベース試験対策 ４通 3.3 1

フレックススタディーⅠ １通 3.1 1

フレックススタディーⅡ ２通 3.3 1

フレックススタディーⅢ ３通 3.1 1

フレックススタディーⅣ ４通 5.9 1

ストラクチュアルデザイン １前 5.1 1

学外実習Ⅰ １通 1.7 1

学外実習Ⅱ ２通 1.6 1

学外実習Ⅲ ３通 1.6 1

学外実習Ⅳ ４通 1.7 1

自己開発Ⅰ １後 0.4 1

自己開発Ⅱ ２前 0.4 1

創造性開発Ⅰ ２後 0.4 1

創造性開発Ⅱ ３前 0.4 1

クリエイティブワーク ４通 1.7 1
著名コンテストへの応募作品制作など、学生独自に任
意の課題を設けて取り組む科目。東京国際工科専門
職大学では研究費の獲得等にあたる。

ＨＡＬ ＥＶＥＮＴ ＷＥＥＫⅠ １後 1.5 1

ＨＡＬ ＥＶＥＮＴ ＷＥＥＫⅡ ２後 1.5 1

ＨＡＬ ＥＶＥＮＴ ＷＥＥＫⅢ ３後 1.5 1

文化経済概論 １通 0.2 1
学長講義。東京国際工科専門職大学いおいてもス
ポットで学長講義を実施予定。

－ 107 58.5 0 合計(61科目） － 172.0 48 0
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企画・発想法 １前 1.5

〇

知的財産権論 該当なし

グローバル市場化戦略 該当なし

○
東京国際工科では市場調査にとどまらず、戦略主旨
法まで発展した科目として異なる。

プロジェクトマネジメント

地域共創デザイン実習 ２通 6

総合
科目

卒業研究制作

該当なし

東京国際工科専門職大学ではインターンシップ実施
前にスポットで行う

社会の今のニーズに特化した科目のため、東京国際
工科では行わない。

企業経営論

該当なし

3年次までの学びを社会にアウトプットするために昇華
させる科目。従来の大学にはない、専門職大学独自の
ビジネス展開のための科目。ＨＡＬ東京では、既存の
最新技術を学ぶことに主眼を置いているため、該当す
る科目はない。

チームワークとリーダーシップ

持続可能な社会

ベンチャー起業経営

合計（　73科目） － －

該当なし 資格取得科目は別科

該当なし

ホームルームに当たる授業。東京国際工科専門職大
学においてクラス担任運用は行う。

テーマを定め様々な調査などを行う科目。顕在ニーズ
に特化した科目のため、東京国際工科では単位を与
える科目として設定していない。

年数回、スポット講義として行っている。クリエイターと
して必要な心構え、イズムなどを教育。東京国際工科
専門職大学ではスポットとして行う。

主要科目等で作成した課題を学内で発表するイベン
ト。
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１前 2 ○

１後 2 ○

２前 2 ○

２後 1 ○

３前 2 ○

３後 1 ○

４前 1 ○

１後 1 ○

３前 2 ○

変化する社会の要請に対し、主体的にまた結果に対する倫理的
責任を強く持つことを教育する東京国際工科独自の科目。
“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の根幹とな
る科目。

１前 2 ○

１前 2 ○

１後 2 ○

２通 5 臨 インターンシップ ３後 3 1

臨地実務実習Ⅱ ３通 7.5 臨

４通 7.5 臨

４前 3 ○ ゲーム開発Ⅱ〔Ｗｉｉ〕 ２通 5 1

３通 6 ○ ゲーム開発Ⅲ〔ＤｉｒｅｃｔＸ〕 ３通 6.2 1

ゲーム開発技術〔３ＤＳ〕 ４通 6.6 1

コンテンツデザイン概論 １前 2 ○
基礎科目と展開科目と総合科目を繋ぐデジタルエンタテインメン
ト学科の学科包括科目。東京国際工科ならではの科目である。

３前 1.5 ○
コンシューマーゲーム機、アーケードゲーム機などのゲームハー
ドの特徴や特性について学ぶ科目。

１前 2 ○ コンピュータサイエンスⅠ １通 10.2 1

コンピュータサイエンスⅡ ２通 6.6 1

ネットワークプログラミングⅠ ３通 6.2 1

ネットワークプログラミングⅡ〔Ｌｉｎｕｘ〕 ４通 6.6 1

応用ネットワークプログラミング ４通 5 1

３前 1.5 ○
コンテンツにおける『面白さ』の演出≒プランニングの基礎を学ぶ
科目。

２前 2 ○

１後 2 ○

１後 2 ○

１前 3 ○

１後 3 ○

１前 2 ○

１後 2 ○

２前 2 ○

３後 1 ○

３前 2 ○

２前 2 ○

ＨＡＬ東京では「プロジェクトマネージメント」が他学科も対象にし
ているため汎用的な内容になっているが、東京国際工科の本科
目はアジャイル、スクラムを用いたゲームに特化したプロジェクト
マネジメント手法を教育する点が大きく異なっている。

１後 1.5 ○ Ｃプログラミング基礎 １前 5.1 1

１前 3 ○ Ｃプログラミング応用 １後 3.4 1

１後 1.5 ○ Ｃ++プログラミング基礎 ２通 6.6 1

Ｃ++プログラミング応用 ３通 3.1 1

２後 1.5 ○ ゲーム開発技術〔ＤｉｒｅｃｔＸ〕 ２前 4.8 1
WindowsAPI、ＤｉｒｅｃｔＸを利用したプログラミングを学ぶ。ＨＡＬ東
京にも同様の科目あり。

３前 1.5 ○ ゲーム開発技術〔Ｄｉｒｅｃｔ３Ｄ〕 ２後 5.1 1
ＤｉｒｅｃｔＸを用いた３Ｄモデルの扱いについて応用レベルまで学
ぶ。ＨＡＬ東京にも同様の科目あり。

ゲーム開発技術〔シェーダー〕 ３後 4.2 1

ゲーム開発技術〔ＯｐｅｎＧＬ〕 ３前 5.1 1

１前 2 ○ ゲームアルゴリズム １前 1.7 1

高度ゲームアルゴリズム ４通 5 1

２後 3 ○
ＨＡＬ東京においては、映像制作を学ぶ学科で学習する科目だ
が、東京国際工科においては必須科目として設定している。コン
テンツ制作におけるより幅広い学習ができる点が異なっている。

１前 2 ○

１後 1.5 ○

２前 3 ○

２後 2 ○

２前 3 ○

２後 2 ○

１前 1.5 ○

３前 1.5 ○

３後 3 ○

１後 1.5 ○

２前 3 ○

２前 3 ○

２後 1 ○

３前 1 ○

ゲームプランニングⅠ ２通 3.3 1

基
礎
科
目

学
士
力
の
養
成

従
来
の
大
学
に
お
け
る
教
養
科
目

英語コミュニケーションⅠa

職
業
専
門
科
目

臨地実務実習Ⅰ ＨＡＬ東京では３年次に一回インターンシップを実施しているが、
職業人体験の意味合いが強く、東京国際工科専門職大学で実
施するインターンシップのように、専門職人材としての自覚、実現
場でのコミュニケーション、開発プロセスの深い理解などといった
目的とは異なる。

該当なし

臨地実務実習Ⅲ

英語コミュニケーションⅠb

英語コミュニケーションⅡa

教育課程等の概要

東京国際工科専門職大学
工科学部　デジタルエンタテインメント学科

ＨＡＬ東京
ゲーム制作学科

科目
区分

授業科目の名称
配当
年次

単位数 授業形態

授業科目の名称
配当
年次

単位数 授業形態

英語コミュニケーションⅡb

英語コミュニケーションⅢa

英語コミュニケーションⅢb

英語コミュニケーションⅣ

ゲーム開発Ⅰ〔Ｃ〕 １後 2.6

ＨＡＬ東京においては、ゲームの面白さのみに着目した教育を行
うのに対し、東京国際工科ではプリプロ、ポスプロ、運営、収益
性、マーケティング、ローカライズといったより幅の広い教育を行う
点が大きく異なっている。

論理的思考力による表現方法について学ぶ科目はHAL東京に
は無い。

コミュニケーションツール

該当なし

ゲームハード概論 該当なし

電子情報工学概論
東京国際工科では一般的なネットワークの基礎を学ぶが、ＨＡＬ
東京ではゲーム機同士の通信などゲームに特化したネットワーク
プログラミングについて学ぶ。
ＨＡＬ東京においても同様の目的をもった科目が存在するが、Ｈ
ＡＬにおいては、コンピュータの基礎概念や動作原理を学ぶと
いった側面は弱く、より基本情報処理試験の午前対策の色が強
い。

エンタテインメント設計 該当なし

1
東京国際工科においてはゲーム制作実習を通じて、技術的な側
面に加え、グループワーク、プロジェクトマネジメント能力の育成と
いった総合的な専門職人材の育成に重きをおいている。一方で
ＨＡＬ東京のカリキュラムでは科目名称からもわかるとおり、Ｃ言
語、Ｗｉｉ、３ＤＳ（任天堂のゲーム機、今後はSwitchに変更予定）、
ＤｉｒｅｃｔＸといった開発プラットフォームに深く依存した技術教育
を中心としたカリキュラムになっており、習得させようとするものが
異なっている。

デジタルコンテンツ総合実習

デジタルコンテンツ制作応用

該当なし
異文化・他分野とのコミュニケーション力、発信力を養成する
科目。HAL東京では英語科目の実施は無いため該当なし。

該当なし

該当なし
創造を支える感性を養成する科目群。HAL東京では、このような
教養科目は配されていない

感性をはかる

統計論

該当なし
ＨＡＬ東京においては、１年次前期に基礎的な学習を行うが、そ
の後は制作科目で必要に応じた教育を行っているのに対し、東
京国際工科では体系立てた教育を行っている点が大きく異なる。

線形代数

解析学

デジタル造形Ⅰ

デジタル造形Ⅱ

コンピュータグラフィックスⅡ

映像論

ＨＡＬ東京ではコンソールベースのＣを用いているが、東京国際
工科ではＣ＃を用いている点が異なる。ゲームプログラム構成基礎Ⅰ

ゲームプログラム構成基礎Ⅱ オブジェクト指向プログラミングを学ぶ科目。ＨＡＬ東京において
も同様の科目あり。

ＣＧアニメーション総合演習

技術英語 該当なし

該当なしコンテンツ制作マネジメント

ゲーム制作技術総合実習Ⅰ

ゲームAIⅡ

ゲームデザイン実践演習

インターフェースデザイン

ゲームプログラム構成基礎Ⅲ

デジタル映像表現技法応用

ＣＧアニメーション総合実習Ⅱ

ＣＧデザイン基礎

ゲームAIⅠ

デジタル映像表現技法基礎

ＣＧアニメーション総合実習Ⅰ

ゲーム制作技術総合実習Ⅱ

デジタルキャラクタ実践演習

プログラミング言語基礎

○
ＧＰＵを活用する高度なプログラミングを学ぶ。ＨＡＬ東京屋にも
同様の科目あり。

ゲームアルゴリズム ゲーム特有のアルゴリズムについて学ぶ科目、ＨＡＬ東京におい
ても同様の科目あり。

ゲームプログラミングⅠ

ゲームプログラミングⅡ

ゲームプログラミングⅢ ３後 1

ゲーム構成論Ⅰ
ゲーム開発におけるレベルデザインを学ぶ科目。

ゲーム構成論Ⅱ

教育課程連携協議会の協力と支援の実施するが、プロトタイプ開
発といった観点の授業は行っていない。

CGに関する授業はゲーム系の学科では行っていない。

AIに関する授業はHAL東京では行っていないため、該当なし。

該当なし

比較文化論

社会と倫理

コミュニケーションと記号論

コンピュータグラフィックスⅠ

該当なし
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教育課程等の概要

東京国際工科専門職大学
工科学部　デジタルエンタテインメント学科

ＨＡＬ東京
ゲーム制作学科

科目
区分

授業科目の名称
配当
年次

単位数 授業形態

授業科目の名称
配当
年次

単位数 授業形態

クリエーション １通 3.4 1

コンセプトメイキング ２通 3.3 1

グローバル市場化戦略 ３後 2 ○
ＨＡＬ東京ではグローバル視点に立った市場化戦略は教育しな
い。グローバル人材を育成するための東京国際工科専門職大学
独自のカリキュラム。

３前 2 ○
研究も行う東京国際工科専門職大学では重要な科目。ＨＡＬ東
京においては、スポット講義（１単元のみの）や制作科目で必要
に応じて教育しているが体系立てた教育は行っていない。

３後 2 ○

3年次までの学びを社会にアウトプットするために昇華させる科
目。従来の大学にはない、専門職大学独自のビジネス展開のた
めの科目。ＨＡＬ東京では、既存の最新技術を学ぶことに主眼を
置いているため、該当する科目はない。

１後 2 ○ プロジェクトマネージメント ３後 1.4 1
ＨＡＬ東京では実習を通じてグループワークの経験を積ませるレ
ベル。リーダーシップを含めた体系立てた教育は行っていない。

２後 1.5 ○

４前 2 ○

４前 1.5 ○

４通 4 ○ 卒業制作 ４通 5 1

東京国際工科ではＨＡＬ東京にま全く扱わない研究要素を追加
している。本学教育の中心に据えるデザイン学は、この体系化を
目標とするものであるが、学生の制作においても重要な課題と位
置づけ、制作においては“もの”を作るとともに、その過程で得ら
れたデザイン学の要素を研究として表現することを求める。

就職ガイダンス ３通 1 1

ビジネストレーニング ３前 1.7 1

企業研究 ３後 6 1

ビジネスコミュニケーション ４後 1.6 1

ＩＴ戦略とマネジメント １前 3.4 1

ＣＡＳＬⅡ・擬似言語 １後 3.4 1

基本情報技術者試験対策 ３通 3.1 1

基本情報技術者試験対策 ４通 3.3 1

基本情報午前認定試験対策 １後 1.4 1

国家試験対策 ２通 2.7 1

応用情報技術者試験対策 ３通 3.1 1

応用情報技術者試験対策 ４通 3.3 1

ネットワーク・データベース試験対策 ３通 3.1 1

ネットワーク・データベース試験対策 ４通 3.3 1

フレックススタディーⅠ １通 3.1 1

フレックススタディーⅡ ２通 3.2 1

フレックススタディーⅢ ３通 3.1 1

フレックススタディーⅣ ４通 5.9 1

学外実習Ⅰ １通 1.7 1

学外実習Ⅱ ２通 1.7 1

学外実習Ⅲ ３通 1.6 1

学外実習Ⅳ ４通 1.7 1

自己開発Ⅰ １後 0.4 1

自己開発Ⅱ ２前 0.4 1

創造性開発Ⅰ ２後 0.4 1

創造性開発Ⅱ ３前 0.4 1

クリエイティブワーク ４通 1.7 1
著名コンテストへの応募作品制作など、学生独自に任意の課題
を設けて取り組む科目。東京国際工科では研究費の獲得等にあ
たる。

ＨＡＬ ＥＶＥＮＴ ＷＥＥＫⅠ １後 1.5 1

ＨＡＬ ＥＶＥＮＴ ＷＥＥＫⅡ ２後 1.5 1

ＨＡＬ ＥＶＥＮＴ ＷＥＥＫⅢ ３後 1.5 1

ゲームリサーチ １前 1.7 1

ＣＧ理論Ⅰ〔グラフィックス表現〕 ２通 3.3 1

３Ｄモデリング ２通 3.3 1

Ａｎｄｒｏｉｄプログラミング ３通 3.1 1

アンドロイドアプリ開発 ４通 5 1

ＣＧ理論〔ゲーム物理〕 ３通 6.2 1

ゲームクリエイション １前 3.4 1

ゲームエンジン〔Unity〕 １後 3.4 1

ゲーム開発技術〔ＶＲ〕 ４通 6.6 1

文化経済概論 １通 0.2 1
学長講義。東京国際工科専門職大学いおいてもスポットで学長
講義を実施予定。

－ 112.5 35 0 合計（66科目） 167.7 61.2

展
開
科
目

未
来
思
考
力

（
潜
在
的
問
題
対
応
力

）
と
地
域
・
グ
ロ
ー

バ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
力
の
養
成

従
来
の
専
門
学
校
に
お
け
る
顕
在
的
問
題
を
未
来
思
考
に
展
開
す
る
科
目

企画・発想法 １前 1.5

ＨＡＬ東京では地域視点はない。東京国際工科専門職大学で
は、地域視点を最も重視し、地域ごとの社会問題や地域の企業
が抱えている問題解決など、地域ならではの取り組みを展開す
る。

該当なし

地域共創デザイン実習 ２通 6

主要科目等で作成した課題を学内で発表するイベント。

社会の今のニーズに特化した科目のため、東京国際工科では行
わない。

知的財産権論 該当なし

ベンチャー起業経営

卒業研究制作

持続可能な社会

チームワークとリーダーシップ

プロジェクトマネジメント

3年次までの学びを社会にアウトプットするために昇華させる科
目。従来の大学にはない、専門職大学独自のビジネス展開のた
めの科目。ＨＡＬ東京では、既存の最新技術を学ぶことに主眼を
置いているため、該当する科目はない。

〇

東京国際工科専門職大学ではインターンシップ実施前にスポット
で行う

ホームルームに当たる授業。東京国際工科専門職大学において
クラス担任運用は行う。

テーマを定め様々な調査などを行う科目。顕在ニーズに特化した
科目のため、東京国際工科では単位を与える科目として設定し
ていない。

年数回、スポット講義として行っている。クリエイターとして必要な
心構え、イズムなどを教育。東京国際工科ではスポットとして行
う。

東京国際工科では市場調査にとどまらず、戦略主旨法まで発展
した科目として異なる。

該当なし

合計（　64科目） － －

企業経営論 該当なし

該当なし

総合
科目

ケーススタディ[ゲーム制作] ４通 4.0 1

○
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分
野
対
応

４年制
入学
定員

総定員 ４年制
入学
定員

総定員
入学
定員

編入学
定員

総定員

ゲーム４年制学科 40 160 ゲーム４年制学科 40 160 ⇔
ＣＧ映像学科 40 160 ＣＧ映像学科 40 160 ⇔
アニメ・イラスト学科 40 160 アニメ・イラスト学科 40 160 ⇔
グラフィックデザイン学科 40 160 グラフィックデザイン学科 40 160
カーデザイン学科 40 160 カーデザイン学科 40 160
先端ロボット開発学科 40 160 先端ロボット開発学科 ⇔
高度情報学科 40 160 高度情報学科 40 160 ⇔
ミュージック学科 40 160 ミュージック学科 40 160 （名）

（名） （名）

２年制
入学
定員

総定員 ２年制
入学
定員

総定員

ゲーム学科 40 80 ゲーム学科 40 80
ＣＧ学科 40 80 ＣＧ学科 40 80
ＷＥＢ学科 40 80 ＷＥＢ学科 40 80
情報処理学科 40 80 情報処理学科 40 80
ミュージック学科 40 80 ミュージック学科 40 80

（名） （名）

１年制
入学
定員

総定員 １年制
入学
定員

総定員 別科
入学
定員

総定員

国家資格学科 20 20 国家資格学科 20 20 40 40
（名） （名）

夜間部
入学
定員

総定員 夜間部
入学
定員

総定員 夜間部

ゲーム学科 30 60 ゲーム学科 30 60 科目履修プログラム
ＣＧ映像学科 30 60 ＣＧ映像学科 30 60
グラフィックデザイン学科 30 60 グラフィックデザイン学科 30 60
ＷＥＢデザイン学科 30 60 ＷＥＢデザイン学科 30 60
ネットワーク学科 30 60 ネットワーク学科 30 60
情報処理学科 30 60 情報処理学科 30 60

（名） （名）

集計

入学
定員

総定員
入学
定員

編入学
定員 総定員

HAL　昼間部合計 500 1540 大学　昼間部合計 240 0 840
HAL　夜間部合計 180 360 （名）

（名）

入学
定員

総定員
入学
定員

総定員

H31　昼間部合計 540 1,700 H32　昼間部合計 740 2,380
H31　夜間部合計 180 360 H32　夜間部合計 180 360

（名） （名）

国家資格別科（1年制）

募集停止
情報工学科 120 - 480

デジタル
エンタテインメント学科

80 - 320

資料5
既存学校の統廃合計画

平成31年度 令和2年度

ＨＡＬ東京　（専門学校） ＨＡＬ東京　（専門学校）
東京国際工科専門職大学

工科学部

 1



日本の展望―学術からの提言2010 

提言 

２１世紀の教養と教養教育 

平成２２年（２０１０年）４月５日 

日 本 学 術 会 議 

日本の展望委員会 

知の創造分科会 

資料6

saito.aki
タイプライターテキスト


saito.aki
タイプライターテキスト

saito.aki
タイプライターテキスト

saito.aki
タイプライターテキスト

saito.aki
タイプライターテキスト

saito.aki
タイプライターテキスト



この提言は、日本学術会議 日本の展望委員会 知の創造分科会の審議結果を取りまとめ

公表するものである。 

 

 

日本学術会議 日本の展望委員会 知の創造分科会 

 

委員長 藤田 英典 （第一部会員） 国際基督教大学教養学部教授 

副委員長 小林 傳司 （連携会員） 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター教授 

幹 事 増渕 幸男 （連携会員） 上智大学総合人間科学部教授 

 長谷川壽一 （第一部会員） 東京大学大学院総合文化研究科教授 

 三田 一郎 （第三部会員） 神奈川大学工学部教授 

 塩川 徹也 （連携会員） 東京大学名誉教授 

 松本 忠夫 （連携会員） 放送大学教養学部教授 

 森田 康夫 （連携会員） 東北大学教養教育院総長特命教授 

 山田 礼子 （連携会員） 同志社大学社会学部教授 

 吉見 俊哉 （連携会員） 東京大学大学院情報学環教授 

 苅部  直 （特任連携会員） 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

 河合 幹雄 （特任連携会員） 桐蔭横浜大学法学部教授 

 小林 信一 （特任連携会員） 筑波大学ビジネス科学研究科教授 

 鈴木 謙介 （特任連携会員） 関西学院大学社会学部助教 

 

本提言の作成にあたり、以下の方々にご協力いただきました。 

猪木 武徳  国際日本文化研究センター所長 

川嶋多津夫  神戸大学・大学教育推進機構／大学院国際協力研究科教授 

（「大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会・委員、特任連携会員）  

 

 

※ 名簿の役職等は平成22年３月現在 
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要     旨 

 

１ 作成の背景 

本分科会は、「日本の展望委員会」の下に、テーマ別検討分科会の一つとして、「知の創

造分科会：現代市民社会における教養と教養教育―21 世紀のリベラル・アーツの創造」と

いう分科会名とテーマを与えられて発足した。このテーマ設定の趣旨は、次のようなもの

である。「現代社会は、人間、自然および社会に関わる科学と技術の際限のない発展を通じ

て膨大に集積され、かつ、たえまなく増大する「知」に媒介されて存在し、活動している。

このような「知」の増大は、「知」のはげしい専門分化と体系の不透明化をともなっている

が、人類が直面する現在の問題を認識し、未来の方向を模索するための総合的な「知」の

あり方こそ、いま、強く求められている。21 世紀の世界に展望を拓くために、人間、自然

および社会に関わって人類が共有しなければならない「知」とは何か、「知」の専門分化と

膨大な発展をその根本において理解しうる基礎的な「知」とは何か。全分野を包摂する学

術の地平において、これをとらえる試みが必要とされている。21 世紀のリベラル・アーツ

の創造とは、そのような課題である。」 
本分科会では、このテーマとその趣旨を、次のように捉え、審議検討を重ねてきた。す

なわち、現代の時代状況・問題状況、とりわけグローバル化する情報知識社会（「知識基盤

社会」）および大学教育の大衆化と生涯学習社会の進展によって特徴づけられる 21 世紀社

会の諸問題・諸課題を踏まえ、豊かな市民社会と持続的な経済社会の展開およびそれを支

える「知の創造」の基盤となる教養として何が重要か、その形成という点で、大学教育、

とりわけ教養教育に期待されるものは何かについて提言することである。以下は、その審

議検討の成果を取り纏めたものである。 

なお、本分科会の検討課題は、中央教育審議会「学士課程教育の構築に向けて（審議の

まとめ）」（平成 20 年 3 月 25 日）に基づく文部科学省の審議依頼を受けて日本学術会議に

設置された「大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会」（平成 20 年 6 月 26 日、以下、

質保証委員会）の下に設置された「教養教育・共通教育検討分科会」（平成 21 年 1 月 22
日、以下、共通教育分科会）の検討課題と共通することから、委員は両分科会を兼任し、

審議検討も両分科会合同で行うこととなった。作業スケジュールの関係上、質保証委員会：

共通教育分科会の審議を先行させることとし、以下の諸点を中心に検討した。すなわち、

大学改革の展開と教養教育の変遷、大衆化・多様化した大学・学生の現状と大学教育の役

割、高度化・専門分化が進む学問・研究の現状および大学における教養教育と専門教育の

関係、1991 年の大学設置基準大綱化以降の教養教育の展開と現在の課題、現代社会におけ

る教養の意義と教養教育に期待されるもの、大学教育の分野別質保証と共通教育・教養教

育の課題などである。その審議検討の成果を「質保証委員会：共通教育分科会」の報告と

して取り纏め、もう一方で、ここに「日本の展望委員会：知の創造分科会」の提言として

取り纏めることになった。質保証委員会および共通教育分科会の報告を合わせて参照して

頂ければ幸いである。 
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２ 現状及び問題点 
グローバル化の進む 21 世紀初頭の現在、地球環境・生態系破壊の危険性や、地域紛争・

テロ、新型感染症、金融危機といった問題など、予測のつかない困難が人間・国家・人類

社会を襲っている。他方、世界各国は、グローバルな経済競争のなかで自国の豊かさの維

持・向上を図り、それぞれの社会内における種々の対立や貧困・差別などを解決しつつ、

多文化共生・多民族共生とローカルな文化・社会の活性化を持続的に確保し促進するとい

う課題や、それらの課題への適切な対応と活力ある豊かな市民社会の展開を図るという課

題に直面している。 

世界各国と人類社会が共通に直面しているこうした現代のさまざまな問題と課題は、そ

れらに対応しうる知識・知性・教養の向上を切実に求めている。その知識・知性・教養と

は、異質なもの（個人・民族・国家や宗教・文化）の間での相互信頼と協力・協働を促進

し、それらの問題や課題の性質・構造を見極め、合理的かつ適切な解決方法を構想し実行

していく基盤となるものである。しかるに、その基盤となるべき教養は低下していると言

われ、その再構築が喫緊の課題だと指摘されている。 

大学は、この教養の形成を中核的な役割の一つとして発展してきた。その役割は、「リ

ベラル・アーツ（liberal arts）」を核とする教養教育（liberal education）として概念化さ

れ、専門教育と並んで大学教育の中核的要素とされてきた。しかし、20 世紀半ば以降の社

会の複雑化・流動化と学問・研究の高度化・専門分化や大学教育の大衆化が進むなかで、

大学における教養教育の在り方が揺らぎ問い直されてきた。その揺らぎと問い直しは、グ

ローバル化の進展とそれに伴う複雑・多様な問題や課題の重大性が自覚されるに伴って勢

いを増し、その再構築は、大学教育の質保証・質向上という課題とともに、今や世界共通

の課題となっている。 

 以上のような時代状況と現代社会の諸課題を踏まえて、教養と大学における教養教育の

在り方について検討し、その再構築の可能性について提言することが、本報告書の目的で

ある。 

 
３ 提言の内容 
「教養」を定義し、その内容を特定することも、その定義や内容について社会的な合意

や了解を形成することも、容易ではない。また、日本学術会議を含めて何らかの公的機関

が、その定義や内容の特定を行うといったことも、妥当とは考えられない。それゆえ、以

下の提言は、現代社会において重要と考えられるところを本分科会が整理し、一つの考え

方として提示するものである。なお、本提言では、教養の核となるものについて、智恵や

倫理と言われるものを含めて「知性」という言葉を用いるが、智恵や倫理を強調するため

に、知性と並記する場合もある。 

本提言は二部構成となっている。前半（１）は、現代社会が経験している変化とその特

徴や問題・課題を踏まえ、それらの変化や問題・課題に適切に対応していくうえで重要と

考えられるものを 21 世紀社会において期待される「新たな教養」の課題として整理した

ものである。後半（２）は、その「新たな教養」の課題を含めて、大学における教養教育
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の充実を図るうえで重要と考えられることを整理したものである。 
 
(１) 現代社会の諸要請に対応しうる教養および教養教育の課題 

① グローバル化時代の特徴と課題 

21 世紀は、グローバリゼーションとローカリゼーションが相互に絡み合い影響し合

いながら同時進行する「グローカル化の時代」である。そこでは、世界各国の自律性

と文化的特徴を相互に尊重しつつ共生していくというグローバルな合意・規範の下に、

各国が世界共通の問題の平和的な解決に協働して取り組み、また、各国はそれぞれに

自国社会の諸問題を解決し、豊かな文化の展開と社会の活力の維持・向上に取り組ん

でいくことが重要である。その取り組みに参加し、それを担っていくことのできる豊

かな教養の形成、すなわち柔軟かつ創造的な知性および実践的能力の形成と、そのよ

うな教養を育み培うことのできる教育・大学教育の充実が求められる。 
 

② メディアの地殻変動に対応しうる教養 

情報コミュニケーション技術の革新・発展と知識・情報の増大に伴い、「メディア

の地殻変動」とも言える変化が、経済活動、社会生活や研究・教育に大きな影響を及

ぼし、その様式を再編している。このメディア環境の変化に対応しうるメディア・リ

テラシーは、増大する知識・情報を理解・評価し活用する能力の一部、教養の一部で

あると同時に、大学における学習や学術研究に必要とされる技法知の中核的要素とし

て重要である。したがって、大学教育には、そのような技法知としてのメディア・リ

テラシーを高めるための教育の充実が求められる。 

 

③ 知の地殻変動に対応しうる教養の再構築 

   20 世紀半ば以降、例えば、生活水準の向上をもたらしてきた科学技術・経済の発展

が地球環境・生態系の破壊などの危機を引き起こすというように、人間の営みが交叉

反転し矛盾した結果をもたらすという事態が目立つようになった。自由・人権の拡大、

自我の解放と個の確立や「豊かさ」の追求をはじめとする「近代（モダン）のプロジ

ェクト」への信頼が揺らぎ、そのプロジェクトを支え先導してきた科学技術や「知」

の在り方が問い直されるようになってきた（この知の在り方に関わる変化を「知の地

殻変動」と呼ぶ）。この問い直しは、その根底において、価値と倫理の再編・再構築を

迫っている。自己中心・自国中心・強者中心の生き方・考え方や社会の在り方ではな

く、多様性と自他の違いを認め尊重しつつ、相互信頼と連帯・協働の輪を拡げていく

ことのできる生き方・考え方と社会の在り方を求めている。この求めに応えうる倫理

の再構築とその倫理に裏打ちされた教養の形成を図っていくことが重要である。 

 

④ 市民社会の課題と市民的教養の形成 

現代社会において生起し深刻化するさまざまな問題や課題に適切に対応し、その平

和的な解決を図っていくには、それらの問題や課題の解決に向けての多様な取り組み
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に参加・協働する知性・智恵・実践的能力の形成と、それらの多様な取り組みを支え

推進する基盤としての市民社会の豊かな展開が重要である。そのためには、次の三つ

の公共性を活性化することが重要である。第一に、集合的意思決定過程（政治）の開

放性・透明性（情報公開・情報開示）が確保され、その過程への十分な市民参加があ

ること（市民的公共性）、第二に、さまざまな問題や課題を自分たちの協力・協働によ

り解決・達成すべきものとして引き受け、その協力・協働に参加する活力あるカルチ

ャーが息づいていること（社会的公共性）、第三に、社会のすべての成員が、その尊厳

を尊重され、安全かつ豊かな文化的・社会的生活を享受する権利を有する存在である

ことが、承認され前提となっていることである（本源的公共性：社会的存在としての

人間の生存権に関わる公共性）。現代の多様化・複雑化・流動化する社会では、この３

つの公共性の活性化とその担い手となりうる市民としての教養（市民的教養）の形成

が、切実に求められている。 

 

⑤ 現代社会の教養と教養教育の課題 

現代社会が直面しているさまざまな問題や課題の性質と構造を見極め、合理的かつ

適切な解決方法を構想し実行していくためには、その基盤となる知識と教養（知性・

智恵・実践的能力）の向上を図っていくことが不可欠である。大学は、この知識の深

化・蓄積・普及と教養の形成・向上を中核的な役割として担い発展してきた。特に、

その教養形成の役割は、「リベラル・アーツ」を核とする教養教育として概念化され、

専門教育と並んで大学教育の中核的要素とされてきた。この大学教育・教養教育のミ

ッションを再確認し、その充実を図っていくことが、いま改めて求められている。 

 

(２) 教養教育の充実と教養の再構築に向けて 

① 21世紀の教養教育の課題 

現代社会は、①「メディアの地殻変動」「知の地殻変動」とも言える諸変化とその

変化のなかで生起している諸問題を抱え、そして、②それらの諸変化・諸問題が重な

り合うなかで、20 世紀までの社会と「知」の在り方の再編・再構築を迫られている。

21 世紀の大学教育・教養教育には、この二つの事実を踏まえ、その変化や諸問題・諸

課題に適切に対応していくことのできる教養の形成を図っていくことが求められる。 
 

② 21世紀に期待される教養：学問知・技法知・実践知と市民的教養 

21 世紀に期待される教養は、現代世界が経験している諸変化の特性を理解し、突き

つけられている問題や課題について考え探究し、それらの問題や課題の解明・解決に

取り組んでいくことのできる知性・智恵・実践的能力であると言ってよいであろう。

その多面的・重層的な知性・智恵・能力を、学問知、技法知、実践知という三つの知

と市民的教養を核とするものとして捉える。学問知は、学問・研究の成果としての知

の総体であり、その学習を通じて形成される知である。それは、錯綜する現実や言説

（研究を含む）を分析的・批判的に検討・考察し、同時に、諸問題を自分に関わる問
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題として思慮し、そしてまた、自分の生き方や考え方を自省する知でもある。技法知

は、メディアの活用、多種多様な情報・資料の編集、数量的推論、自国語・外国語、

学術的な文章作成能力、言語的・非言語的な表現能力・コミュニケーション能力など

を構成要素とする知で、学問知および実践知の学習・形成と活用の基礎となるもので

ある。実践知は、日常のさまざまな場面で実際に活用・発揮（実践）される知で、市

民的・社会的・職業的活動に参加・協働し、共感・連帯し、同時に、自らの在り方・

生き方・振る舞い方を自省し調整していく知である。他方、市民的教養は、上記の三

つの公共性、すなわち本源的公共性、市民的公共性、社会的公共性についての理解を

深め、その実現に向けたさまざまな活動やプロジェクトに参加し、連帯・協働してい

く素養と構えを指す。現代の大学には、以上のような学問知・技法知・実践知という

三カテゴリーの知と市民的教養を豊かなものとして育むこと、そして、そのための豊

かな学びの機会と諸活動の場を提供することが求められる。 

 

③ 大学教育のカリキュラム編成の課題 

第一に、教養の形成とその形成を主目的とする教養教育は、一般教育に限定される

ものでなく、専門教育も含めて、四年間の大学教育を通じて、さらには大学院での教

育も含めて行われものであり、一般教育・専門教育の両方を含めて総合的に充実を図

っていくことが重要である。 

第二に、一般教育（ここでは外国語教育および保健体育を含む）は、教養教育の中

核的な部分として、すべての学生が学修する「共通基礎教養」として位置づけられる

と同時に、一定の広がりと総合性を持つものであることが重要である。 

第三に、専門教育は、専門的な素養・能力の形成を系統的に行うものであるが、同

時に、特に学士課程においては、教養教育の一翼を担う「専門教養教育」として行わ

れることが重要である。 
第四に、一般教育と専門教育が重なり合うところで行われる「専門基礎教養」の教

育は、当該専門分野の基礎的素養のない学生でも積極的に取り組むことのできる内容

構成と方法により行われることが重要である。この専門基礎教養の教育は、人文社会

系の学生にとって意義のある科学的リテラシーを育むもの、人文系・理系の学生にと

って意義のある社会科学的リテラシーを育むもの、理系・社会科学系の学生にとって

意義のある人文的素養を培うものとして、充実を図ることが重要である。 
第五に、学士課程における専門教育は、その教育目標として、次の三つの要件を備

えていることが重要である。①自分が学習している専門分野の内容を専門外の人にも

分かるように説明できること、②その専門分野の社会的意義について考え理解するこ

と、③その専門分野を相対化することができること（当該専門分野の限界について理

解すること）、の三つである。 

第六に、日本語教育・外国語教育の充実を図ることが重要である。①あらゆる領域

のリテラシー（科学的リテラシー／社会科学的リテラシー／人文学的リテラシー／メ

ディア・リテラシー等々）の基礎となる言語の公共的使用能力（日本語リテラシー）
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の向上を図ることが重要である。この能力は、さまざまな分野での専門的な活動（職

業、研究）を市民と公共社会に開くと同時に、市民と社会の側から専門にアクセスす

るための鍵でもある。②国際共通語として広く使われている英語の教育は、従来の外

国語教育とは別のカテゴリーに属するものとして、言語と文化を異にする他者との交

流・協働を促進し豊かにするために、口頭によるコミュニケーション能力だけでなく、

むしろアカデミック・リーディング、アカデミック・ライティングおよびプレゼンテ

ーションを核とするリテラシー教育として充実を図ることが重要である。③国際化が

進展する現代社会では、英語以外の外国語の教育も重要である。それは、世界の多様

性の認識と異文化理解を促進するためにも、また、自国の言語文化を反省し、その特

質を自覚し、それをより豊かなものにしていくうえでも重要である。 

第七に、日本の多くの大学で行われてきた卒業研究や卒業論文の意義とメリットを

再確認し、学士課程における教育・学習の総仕上げ、総括的・総合的な学びと探究の

機会として充実していくことが期待される。 

第八に、学生は、正規のカリキュラムや授業科目を通じてのみ学んでいるわけでは

ない。部活動・サークル活動や各種のイベント、ボランティア活動やアルバイト等、

キャンパスの内外での多様な経験を通じて、仲間をつくり、他者や社会への関わりを

持ち、自ら学び考え自省し、諸能力を高め、教養を培い、自己を形成している。その

学びと自己形成を豊かなものとするためにも、そして、人としての生き方、世界との

関わり方や、市民としての社会への参加の仕方について学び考え、その根底において

問われる倫理を育むためにも、キャンパスライフの場と諸経験の機会を安全で豊かな

ものにしていくことが重要である。 
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１ はじめに 

 

教養の欠如や低下が言われて久しく、そして、教養の向上・形成を課題としてきた大学

における教養教育も、特に大学設置基準の大綱化（1991 年）以降、形骸化・軽視の傾向が

強まり、危機的状況にあるとの懸念が表明されてきた。例えば、中央教育審議会は、大綱

化後約 10 年を経た平成 14 年に、「新しい時代における教養教育の在り方について」を答

申し、大学における教養教育の課題について、幅広い視野から物事を捉え、高い倫理性に

裏打ちされた的確な判断を行うことのできる人材の育成とそのための教養教育の再構築が

喫緊の課題となっているとして、次のように提言した。「新たに構築される教養教育は、学

生に、グローバル化や科学技術の進展など社会の激しい変化に対応し得る統合された知の

基盤を与えるもの」でなければならない。そのためには「理系・文系、人文科学、社会科

学、自然科学といった従来の縦割りの学問分野による知識伝達型の教育や、専門教育への

単なる入門教育ではなく、専門分野の枠を超えて共通に求められる知識や思考法などの知

的な技法の獲得や、人間としての在り方や生き方に関する深い洞察」が重要である。 

この提言は、平成 17 年の中教審答申「我が国の高等教育の将来像」における総合的教

養教育の提言に結びつき、21 世紀が知識基盤社会の時代であるとの基本理解の下、「21 世

紀型市民」の育成を目指す新しい教養教育の構築を要請するところとなった。さらに平成

20 年の中教審答申「学士課程教育の構築に向けて」は、「学士力」という概念・考え方を

提起し、その内実を教養教育の観点から捉えなおす作業が必要だとして、総合的・汎用的

能力の形成の重要性を提言した。 

とはいえ、これらの答申も、現代社会において重視されるべき教養とはどういうものか、

そのための教養教育はどうあるべきかについて具体的に詳述・提示しているわけではない。

実際、それを同定することは容易ではないし、一義的に定義・構想できるものでもない。

例えば大学における教養教育の長い伝統を持つアメリカにおいても、教養の理念も教養教

育のあり方に関する見解も、その時々の時代状況や社会的課題を反映して振り子のように

揺れ変遷してきた。その変遷過程で提起・重視された種々の考え方は現在も併存し、せめ

ぎ合っている。ただし、トレンド的には古典的な教養および教養教育の理念・在り方に「現

代的レリバンス」（現代社会の諸特徴・諸問題との関連性・適合性）のある諸要素が追加さ

れ重視されるようになってきた。しかし、その「現代的レリバンス」として何を重視する

かについても、さまざまな意見や考え方があり、そのこともまた教養教育や大学教育の在

り方についての議論を複雑化し、合意形成や方針決定を難しくしている。 

教養と教養教育の課題と在り方を考えるに際しては、以上のような危機意識と混迷状況

およびその背後にある現代社会の諸状況・諸問題・諸課題を踏まえることが重要である。

また、生涯学習社会の実現が政策課題となり、進学率が 50%を越えるほどに大学教育が大

衆化した時代にあって、大学教育への期待やニーズも、学生の学習経験・学力やニーズ・

関心も著しく多様化していることを踏まえることも重要である。 

本分科会の課題と本報告の目的は、以上のような状況と問題や課題を踏まえ、アメリカ

をはじめ諸外国における教養教育・大学教育の動向なども参照しつつ、21 世紀社会におい
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て期待される「教養」と「教養教育」の理念・在り方について検討し、その再構築と豊か

な展開の可能性・方向性について提示することにある。なお、本提言では、教養の核とな

るものについて、智恵や倫理と言われるものを含めて「知性」という言葉を用いるが、智

恵や倫理を強調するために、知性と並記する場合もある。 

 

２ 現代社会の諸問題と教養および教養教育の課題 

(１) グローバル化時代の特徴と課題 

グローバル化の進む 21 世紀初頭の現在、地球環境・生態系破壊の危険性や、地域紛

争・テロ、新型感染症、金融危機といった問題など、予測のつかない困難が人間・国家・

人類社会を襲っている。アメリカ発の金融危機が世界経済を混乱に陥れたように、現代

はローカル（国家的）な問題がグローバル（全地球的）な問題となる時代である。もう

一方で、世界各国は、グローバルな経済競争のなかで自国の豊かさの維持・向上を図り、

それぞれの社会内における種々の対立や貧困・差別などを平和的に解決しつつ、多文化

共生・多民族共生とローカルな文化・社会の活性化を持続的に確保し促進するという課

題に直面している。そうしたグローバルな問題や課題に国際レベルでも国内レベルでも

適切に対応するためにも、国際的な協力協働とグローバル・スタンダード（世界的な基

準や規範）の拡大が重要となるが、もう一方で、そのグローバル・スタンダードによっ

てローカル・スタンダード（国内基準）を画一的に再編することが必ずしも適切とは言

えない時代でもある。 
このように、21 世紀は、グローバリゼーションとローカリゼーションが相互に影響し

合いながら同時進行する「グローカル化の時代」である1。ここにグローバリゼーション

とは、グローバルな協力・協働によって対処・解決すべき問題の増大、人・モノ・カネ

（資本）・文化のグローバルな移動・交流・相互依存の拡大、文化・規範のグローバル

な波及・標準化などが進むことをさす。他方、ローカリゼーションとは、世界各国の自

律性と文化的伝統を相互に尊重しつつ、平和的に共生していくというグローバルな合

意・規範の下に、各国がそれぞれに自国社会の諸問題を解決し、豊かな文化の展開と経

済・社会の活力の維持・向上を図る動きをいう。グローバル化時代と言われる現代は、

このような「グローカル化の時代」でもあるからこそ、そのグローカルな状況と課題に

対応しうる豊かな教養、すなわち、グローバルな課題にもローカルな課題にも適切に対

応することのできる柔軟かつ創造的な知性・智恵・実践的能力が求められるのである。

そして、そのような豊かな教養を養い培うことのできる教育・大学教育の充実と豊かな

展開を図ることが重要なのである。 
 

(２) メディアの地殻変動と知識基盤社会の諸要請 

21 世紀は、「知識社会」「知識基盤社会」と言われるように、「知識」（情報を含む）の

価値と重要性が以前にも増して高まる時代でもある。情報コミュニケーション技術

                                            
1 Ｒ．ロバートソン（1992=1997）、阿部美哉訳『グローバリゼーション：地球文化の社会理論』東京大学出版会  
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（ICT）の革新・発展と知識・情報の増大・多様化に伴い、「メディアの地殻変動」とも

言える変化が、経済活動・企業活動、社会生活や学問研究と教育に大きな影響を及ぼし、

その様式を再編している。学問研究の高度化・専門分化が進む一方で、その総合・統合

や学際的なアプローチの必要性・重要性が以前にも増して高まっている。 
こうしたメディアの地殻変動と市場経済のグローバル化と知識基盤社会の進展に伴っ

て、経済市場におけるシェア拡大と生き残りや科学技術開発をめぐる国家間・企業間の

競争が激化し、同時に、企業活動や雇用市場の多彩化・流動化と職業やキャリアの多様

化・流動化が進んでいる。その一方で、国家間や企業間でも個人間でも種々の格差が拡

大し、「格差社会」の諸問題が顕在化し、深刻化する危険性も高まっている。 
他方では、インターネットや検索エンジン、データベースの飛躍的な発展・普及によ

り、あらゆるタイプの情報や知識が電子端末から簡易に得られる社会が出現し、知の在

り方、知識・情報の蓄積・活用の仕方や人間関係にも功罪両様の大きな影響を及ぼして

いる。「いつでも、どこでも、だれでも」、意見やうわさを含む多種多様な情報を発信で

きるようになり、例えば、その影響は市民参加の促進を含めて政治の在り方にも及んで

いるが、もう一方で、有害情報や「ネットいじめ」のように、子どもの世界に深刻な影

響を及ぼしてもいる。学生の学習や人びとの意識・思考面での影響も拡大し、重大なも

のとなっている。簡便かつ迅速に利用可能な知識・情報が無限とも言えるほどに拡大し

ている状況にあって、そうした知識・情報の全体像を把握することが難しくなるととも

に、それらの日常的な利用・編集能力と批判的・構造的・創造的な思考力との混同や後

者の低下が深刻化しているとの指摘もある。 

こうした変化の進む時代にあって、その変化と時代の諸要請や諸課題に自律的・積極

的に対応しうる知性・智恵・実践的能力の向上が求められている。その知性・智恵・能

力は、国家・企業・個人や多様な集団のどのレベルでも、自らの進路を切り拓き、豊か

な生活を持続的に確保していく自律的・積極的なものであることが求められる。それは

また、激化する競争が孕みもたらす歪みや対立、格差・貧困や差別・抑圧・迫害などに

思いを致し、その解決と是正に向けた多様な取り組み（事業や協働的実践活動）に参画

し協働するものでもあることが求められる。 

 

(３) 知の地殻変動と「知」の再編・再構築 

  21 世紀はまた、「ポストモダン」と言われる時代の諸問題・諸課題に適切に対応する

ことが求められる時代でもある。20 世紀半ば以降、自由・人権の拡大、自我の解放と個

の確立、「豊かさ」の追求と人類福祉の向上をはじめとする「近代（モダン）のプロジ

ェクト」への信頼が揺らぎ、そのプロジェクトを支え先導してきた科学技術や「知」の

在り方が問い直されるようになってきた。西欧中心・国民国家中心、大人中心・男性中

心の世界観・社会観や、合理性・効率性・普遍性・有用性を自明視し追求してきた科学

技術や「知」の在り方が問い直されるようになってきた。 
例えば、20 世紀の二度にわたる悲惨な世界戦争は、核兵器の開発をはじめ科学技術の

発展に裏打ちされて展開し、同時に、科学技術の発展や近代兵器の開発を促進するとい
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う二面性を露わにした。グローバルな工業化の進展と経済の発展は、生活水準の向上を

もたらしたが、その一方で、気候変動（地球温暖化）、オゾン層の破壊、環境汚染の増

大などによる地球環境・生態系の不健全化や生物多様性の危機といった問題を引き起こ

すことにもなった。また、放射性廃棄物の蓄積増大も将来に問題を積み残している。し

かも、これらの危機は、世界各国の協力・協働によってしか克服されえないものである

にもかかわらず、諸国間の利害の対立と調整、とりわけ先進諸国と発展途上国という対

立軸に中国やインド等の新興国を加えた新たな枠組みでの利害の対立と調整という国

際的な課題を鮮明にしている。医学・医療技術や医薬品・食品科学とその生産技術の進

歩・発展は、健康の増進と長寿化に寄与してきたが、もう一方で、食生活・食文化や生

活様式の再編を促進し、さらには、そうした食生活や生活様式の変化などとも相俟って、

肥満症や高血圧・高脂血症・糖尿病といった生活習慣病（メタボ症候群）の増大の一因

にもなっている。また、臓器移植や遺伝子組み換え技術の在り方、末期癌患者をはじめ

治癒の見込みのない人びとの「終末期医療」（ターミナルケア）の在り方、さらには尊

厳死の是非など、生命倫理と関係した問題も重要となっている。自己実現の重視や自由

な生活・生き方の追求は、男女共同参画の条件整備の不十分さや低賃金・非正規の不安

定雇用や貧困の増大などと相俟って、非婚化・晩婚化・少子化の一因となり、その結果、

どのようにして「持続的な社会の再生産」を図るかということも重大な課題となってい

る2。こうした「知」の再編・再構築を迫る多種多様な変化と問題が起こっている事態は

「知の地殻変動」と呼ぶこともできるだろう。 

以上のようなさまざまな問題や課題は、これまでの「知」の在り方の問い直しと再編

を迫ってきたが、もう一方で、これまでの、豊かさ・便利さや自由の拡大を追求してき

た生活の仕方と生き方や西欧中心・国民国家中心の政治・経済の在り方の問い直しを迫

っている。そして、その問い直しは、その根底において、価値・規範・文化と倫理の再

編・再構築を迫っている。自己中心・自国中心・強者中心の生き方・考え方や社会の在

り方ではなく、多様性と自他の違いを認め尊重しつつ、相互信頼と連帯・協働の輪を拡

げていくことのできる生き方・考え方や社会の再構築が求められている。その再構築を

担い志向する倫理の再構築と、そのような倫理に裏打ちされた教養の形成、知性・智恵・

実践的能力の形成が求められている。 

 

(４) 市民社会の課題と市民的教養の形成 

以上のような種々の変化が進む時代にあって、グローバルな社会、ローカルな社会の

どのレベルでも、また、集団レベルでも個々人のレベルでも、そこで生起し深刻化する

諸問題や諸課題に適切に対応し、その平和的な解決を図っていくことが重大な課題とな

っている。民族・文化・宗教や思想信条の多様性と自他の違いを理解し、それぞれの尊

                                            
2 本提言と同時発出される日本学術会議『日本の展望』の一連の提言書、特に日本の展望委員会社会の再生産分科会『誰

もが参加する持続可能な社会を』、地球環境問題分科会『地球環境問題』、人文・社会科学作業分科会『日本の展望－人

文・社会科学からの提言』など参照。 
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厳と自律性を尊重し、利害・理念の対立や宗教・思想・信条の違いを乗り越えて、安全

で豊かな社会の持続的な展開と、すべての人びとの安心と福祉の向上を図っていくこと

が、重要な課題となっている。そして、その課題達成に向けての多様な取り組み（事業

や協働的活動）に参加し協働する知性・智恵・実践的能力の形成と、それらの多様な取

り組みを活性化し推進する基盤としての市民社会の豊かな展開が、いま改めて要請され

ている。 

この市民社会の豊かな展開にとって重要なのは、次の三つの公共性を活性化すること

である。第一に、各社会レベルにおける集合的意思決定過程（政治）の開放性・透明性

（情報公開・情報開示）が確保され、その過程への十分な市民参加があること（市民的

公共性）、第二に、各社会レベルにおけるさまざまな問題や課題を当該社会の成員が協

力・協働して解決・達成すべき責任事項であると観念し引き受け、その協力・協働に参

加する活力あるカルチャーが息づいていること（社会的公共性）、そして第三に、当該

社会のすべての成員が、その尊厳を尊重され、安全かつ豊かな文化的・社会的生活を享

受する権利を有する存在であることが、承認され前提となっていることである（本源的

公共性：社会的存在としての人間の生存権に関わる公共性）。 

現代の多様化・複雑化・流動化する社会において、この３つの公共性の活性化とその

担い手となりうる市民としての知性・智恵・実践的能力（市民的教養）の形成が、いま

切実に求められている。本報告では、以上のような三つの公共性に繋がっていく知性・

智恵・実践的能力を「教養」の核になるものと捉えたい。 

 

(５) 現代社会の教養と教養教育の課題 

以上のような諸問題・諸課題は、世界各国と人類社会が共通に直面しているものであ

る。その問題解決と課題達成を図っていくには、個人・集団・民族・国家や宗教・文化

などさまざまなレベルでの自他間の相互信頼と協力・協働を促進し、グローバルな社会、

ローカルな社会がそれぞれに直面している問題・課題の性質と構造を見極め、合理的か

つ適切な解決方法を構想し実行していくうえで、その基盤となる知識と教養（知性・智

恵・実践的能力）を向上させていくことが不可欠である。しかるに今日、その現代的な

市民社会・経済社会の基盤となるべき知識・教養、「知識基盤社会」の基盤・中核とな

るべき知識・教養は、大きく揺らぎ、その再構築が重大な課題となっている。 

大学は、この知識の深化・蓄積・普及と教養の形成・向上を中核的な役割として担い

発展してきた。特に、その教養形成の役割は、「リベラル・アーツ（liberal arts）」を核

とする教養教育（liberal education）として概念化され、戦後の日本やアングロサクソ

ン系の国々では専門教育と並んで大学教育の中核的要素とされてきた。また、大学教育

が専門教育を中心に編成されてきた国々でも、教養の形成は大学教育のミッションの一

つとされてきた。しかし、20世紀半ば以降、一方で社会の複雑化・流動化と科学技術・

研究開発の高度化・専門分化が進み、他方で大学教育の大衆化が進むなかで、大学にお

ける教育・研究の在り方も教養教育の在り方も、揺らぎ問い直されてきた。その揺らぎ

と問い直しは、上記のようなグローバル化の進展とそれに伴う複雑・多様な問題や課題
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の重大性・喫緊性が自覚されるに伴って勢いを増してきた。かくして、大学における教

育・研究と教養教育の再構築は、大学教育の質保証・質向上（Quality Assurance/Quality 
Enhancement）という課題と共に、重大な課題となっている。日本学術会議が「日本の

展望」の一つのテーマ領域として「知の創造：教養と教養教育の再構築」を設定した所

以であり、そして、そのテーマ設定に応えることが本報告書の課題である。 

 

３ 教養・教養教育の変遷と課題 

(１) 「教養」概念の包括性と大学における教養教育の意義 

教養とは何かを定義することは、容易なことではない。その捉え方は識者の間でも多

様であり、かつ歴史的に揺れ動いてきた。 

外国語で日本語の「教養」に当たると見なされてきたのは、例えば、英語・フランス

語では culture、ドイツ語では Bildung、ギリシャ語では paideia、ラテン語では

humanitas である。しかし、一般に文化と訳される culture は、日本で「教養」と言わ

れてきたものを含むが、それを越えた広がりを持つ概念でもある。フマニタス

humanitas も同様で、人間性と言われるもの、人間の人間たる所以のものを指す概念で

あるから、日本語の「教養」概念に近いと見ることもできるが、人間たる存在様式のよ

り基底的な特性、一般に「人間性」と言われるものをも含んでいる。それに対して、日

本語の「教養」は、例えば「教養人」や「教養がない」といった表現にも表れているよ

うに、一般に知的・文化的な高尚さやエリート性・高貴性を含意して使われがちである

から、フマニタスは日本語の「教養」よりも広い概念と見ることもできる。他方、陶冶・

訓練や教育と訳されるビルドウング Bildung やパイデイア paideia は、教養なるものそ

れ自体というよりは、英語の education とほぼ同義で、人間を人間たる所以の特性（人

間性や文化的素養と品位）を備えた存在に育成すべく働きかけていくことを指示する概

念である。 

このように、「教養」という語は、人間性や文化的な知識・素養と品位を指し、もう一

方で、その人間性や文化的素養・品位を「教え養うこと＝教育」を指すが、各種の国語

辞典や漢和辞典も、その二つの意味を持つものとして定義している。しかし、日常的に

は、例えば、「教養のある人」「教養を高める」や「教養人」「知識人」などの表現が示

すように、どちらかというと前者の意味で使われることが多い3。それだからこそ、「教

養教育」という熟語も可能なのである。 

以上のような簡略な概念的・語源的検討からも、教養について考える上での重要な視

点が示唆される。第一に、教養は人間性や知的・文化的な豊かさ（素養・品位）に関わ

る概念であり、第二に、教育や豊かな文化的経験を通じて育まれるものであり、そして

第三に、歴史的には、身分制・貴族制社会を含む階級社会（的遺制）を基盤にして、エ

                                            
3 『日本国語大辞典』（第二版、小学館）によれば、中国では、後漢書・鄧禹伝に「修整閨門、教養子孫」とあり、教育の

意味で使われ、日本でも『西国立志編』（1870-71年）や『具氏博物学』（1876-77年）で「教養する」という動詞形で用い

られており、「教育」と同じ意味であった。また、上海辞書出版社刊『辞海』によれば、三国時代・魏国の竹林七賢の一人・

嵆康は『与山巨源絶交書』に「今但愿守陋巷、教養子孫」と書き記しており、文化品徳の修養を指すとしている。 
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リートの象徴的・要件的素養（エリート性）を含意するものとして形成され観念されて

きたようだということである4。 

しかし現代社会では、「格差社会」と言われるように種々の階層的格差はあるものの、

大衆民主主義の時代と言われて久しく、高等教育・大学教育の大衆化も著しく進んでい

る。しかし、それにもかかわらず、「大衆教養主義」さえもが衰退したと言われ5、そし

て、「はじめに」でも言及したように、中教審の答申その他でも繰り返し、教養の再構

築と教養教育の再活性化の必要性・重要性が提起されている。こうした事態と問題提起

を踏まえるとき、上記第二の、教養なるものが教育や豊かな文化的経験を通じて育まれ

るものだという視点が重要となる。教養として何が重要と考えるかは、時代によっても

社会によっても多様であろうが、それは教育と深く結び付いているからであり、教育、

とりわけ大学教育（大学における教養教育）が、その形成の中核的な役割を担ってきた

からである。 

 

(２) 教養主義・知性主義の没落と教養教育の再構築 

古典的な「教養」は、広い意味での階級社会（その遺制を色濃く残した社会）を基盤

にして、エリート性を含意しつつも人格の陶冶を含む啓蒙主義的な理念として構築され

てきた。そして、特に 19 世紀後半以降の産業社会と市民社会の進展を背景にして、近

代的な産業社会・市民社会（政治社会）に参入し、そこで成功するにふさわしい知的・

文化的素養や倫理・規範を身につけていることとして観念され評価されるようになった。

言い換えれば、教養は、エリート性を維持しつつ、「近代＝産業＝市民社会」において

成功するための重要なパスポートとして機能してきた。そして、この間、その理念と機

能は、「教養主義」（エリート性を具備した「教養」を重視し志向するカルチャー）によ

って維持され展開してきた。この伝統は、日本を含む先進諸国では、経済の高度成長と

高等教育の大衆化が急速に進んだ 1970 年頃までは、エリート性を徐々に低下させてき

たとはいえ、個人的成功の要件として機能し、その機能にも裏打ちされた「大衆的教養

主義」として曲がりなりにも維持されてきた6。 
しかし、1970 年代後半以降、「教養主義の没落」「教養主義の終焉」とも言われる変化

が起こり、その変化に対する危機意識が表明されるようになった7。その変化と危機意識

の背景には、次のような社会と大学教育の変化があった。前述のようなグローバル化の

進展やメディアの地殻変動に伴って、国際的な経済競争の激化と産業構造・企業活動・

                                            
4 第三の「エリートの象徴的・要件的素養（エリート性）」については、イギリスにおけるジェントルマンの教養とカレッ

ジ（学寮）の教育についても概説している潮木守一『世界の大学危機-新しい大学像を求めて』（中公新書、2004 年）参

照。 
5 竹内洋『教養主義の没落：変わりゆくエリート学生文化』中公新書、2003 年 
6 竹内洋、前掲書 
7 竹内洋、前掲書；Ａ・ブルーム（1987=1988）菅野盾樹訳『アメリカン・マインドの終焉：文化と教育の危機』みすず

書房；Ｅ・Ｄ・ハーシュ（1987＝1989）中村保男訳『教養が国をつくる：アメリカ立て直し教育論』ティービーエス・

ブリタニカ；Ｒ・ホーフスタッター（1963=2003）田村哲夫訳『アメリカの反知性主義』みすず書房 
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仕事世界の流動化・複雑化、豊かな情報消費社会の進展とライフスタイル・価値観の多

様化などが進んだからであり、もう一方で、大学教育のさらなる大衆化と学問・研究の

専門分化・高度化に伴って、学生の学力や学習意欲・興味関心の多様化と専門教育・実

学教育のウェートを高める傾向が目立つようになったからである。かくして 1980 年代

半ば以降、大学教育の質向上や「卓越性の追求」をスローガンに掲げた改革と、一般教

育・教養教育の見直しと再興・再構築を目指す改革の動きが活発化することになった。 
しかし、この改革課題は容易なものではない。とりわけ教養の再構築と教養教育の再

興・再活性化は難しい課題である。そこで、その再構築・再活性化の可能性と方向につ

いて検討・提言するに先だって、以下では、大学教育の大衆化が進んだ現代の大学教育・

教養教育が直面している問題状況および課題と、大学における教養教育の変遷について

略述する。 
 

(３) 大学教育の大衆化と教養教育の課題 

  アメリカやカナダでは 1970 年代以降、大学進学率が５割を超え、大学教育の大衆化

がさらに進んだが、日本でも、90 年代後半以降、進学率が 40％を越え、2000 年代には

さらに上昇し（08年 52％）、大学教育の大衆化は新しい段階に入った。その結果、こん

にち、学生の基礎学力や興味関心・ニーズは著しく多様化しており、750 を越える大学

がその多様化した学力・関心・ニーズに対応すべく、多種多様なカリキュラムやプログ

ラムの提供をはじめ、種々の改善に取り組んでいる。 

例えば、多くの大学で初年次教育の導入・充実が図られており、補習教育（remedial 
education）を行っている大学も少なくない。対人関係能力やコミュニケーション能力

の低下に対する対応が必要だと言われるなかで、参加型の授業やグループ学習・体験学

習の拡充も進んでいる。さらには、産業構造・企業活動や雇用市場の多様化・流動化と

卒業後の進路・キャリアや企業の雇用戦略・採用基準の多様化・複雑化などに対応して、

実用的なスキルの育成や就職相談・キャリア開発の充実にも力を注ぎ、カリキュラム編

成や各種の訓練プログラムにも反映させている。その一方で、学問研究の高度化・専門

分化が進むなかで、専門教育のウェートを高めるという圧力も強まっている。グローバ

ル化の進展に伴い、英語をはじめ外国語教育についても配当時間の増加と内容・方法の

改善を図っていく必要性も高まっている。さらには、知の再編とメディアの地殻変動や

企業活動の多様化が進むなかで、「知の技法」やプレゼンテーション能力の習得・形成

も重視されるようになっている。しかも、冒頭の「はじめに」でも言及したように、教

養教育について中教審答申「新しい時代における教養教育の在り方について」（平成 14
年）は、幅広い視野から物事を捉える能力、高い倫理性に裏打ちされた的確な判断を行

う能力、「専門分野の枠を超えて共通に求められる知識や思考法」の習得や「人間とし

ての在り方や生き方に関する深い洞察」を培うことも重要だと述べている。 

このように、こんにち大学教育は、実に多様な社会的要請や学生のニーズ・関心に対

応することが求められている。しかし、そこには幾つもの無視しえない制約や困難があ

る。ここでは、学士課程教育の在り方、とりわけ教養教育の在り方に関わって特に重要
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な制約・困難として、以下の５点を確認しておく。 

第一は、制度的・構造的な矛盾・制約である。現行制度では、以上のことすべてを標

準在学期間４年という制約のなかで行わなければならない。戦前の教育制度では、教養

教育は３年制の旧制高校で行われ、専門教育は同じく３年制の大学で行われていた。つ

まり、戦前は６年かけて行われていた教養教育と専門教育を、戦後の新制大学では４年

間で行うことになった。この間、学問も社会も飛躍的に高度化・複雑化し、大学教育へ

の要請や期待も増大し続けてきた。その増大する要請や期待に短くなった４年という期

間でどう対応していくかという、矛盾に満ちた難しい課題に、こんにちの大学は直面し

ているということである。 

第二は、職業・生活適応型の実用的教育プログラムの拡充を図るという要請・課題で

ある。上述のように、大学進学率の上昇に伴い、学生の卒業後の進路・キャリアの多様

化が進み、他方では、ICT 化・グローバル化や国際的な経済競争の激化と産業構造・企

業戦略・雇用市場の多様化・流動化が進んでいる。また、不況・景気後退による就職難

や不安定な非正規雇用の増大などが深刻な問題となっている。こうした諸事情が重なる

なかで、各種の資格取得や職業的スキル形成に向けた実用的な教育プログラムの拡充へ

の要請が強まり、実際、その拡充が進んでいる。 

第三は、学生の基礎学力の多様化への対応という新たな課題である。大学進学率の上

昇に伴い、そしてまた、いわゆる「ゆとり教育」改革とその一環としての学習指導要領

の改訂（選択科目の増加や必修教科の単位削減など）や大学入試改革（特に入試科目の

削減）などが相俟って、大学入学時点での学生の基礎学力が著しく多様化し、かつての

大学教育の水準から言えば明らかに補習教育を必要とするような学生も増大している。 

第四は、大学教育のパーフォーマンス／アウトカムに対する統制圧力が強まっている

ことへの対応という課題である。大学教育の質向上や説明責任への関心・圧力が強まる

なかで、大学評価（認証評価を含む）が義務化された。さらには、世界的な改革動向も

相俟って、教育のアウトカム評価・パーフォーマンス評価の導入という圧力が強まって

いる。しかし、こうした評価は、新たな時間と労力を要するというだけでなく、大学内

での合意形成が難しく、また、その具体的な方法を工夫・考案することも容易ではない。

というのも、大学の中心的な教育課題とされている自由な精神や、批判的思考力、創造

性などは、一律の画一的・定型的な評価になじまないからである。 

第五は、財政的制約である。日本では、私立大学が大学数でも収容学生数でも７割以

上を占めており、そのほとんどすべての大学は、授業料収入を大学財政の基盤としてい

る。こうした状況にあって、特に小・中規模の私立大学を中心に、財政的な制約が大き

く、教育の充実・質向上に必要な教職員の確保・増員や、教育プログラム・学習支援プ

ログラムの拡充を図ることは必ずしも容易ではない。 

以上のうち、第三の「学生の基礎学力の多様化」という事態は、大学教育の前提とし

て、適切かつ十全に対応していくべきものである。それは、憲法や、国連の世界人権宣

言、人権規約も規定する教育権・学習権を保障するためにも、また、生涯学習社会の実

現という政策的・社会的方針に沿うためにも、さらには、21 世紀の知識基盤社会への対
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応や豊かな市民社会の展開を担う人材・市民の育成の充実を図るうえでも、欠かせない

ことである。第二の「職業・生活適応型の実用的教育プログラムの拡大」という動向に

ついては、大学における一般教育・教養教育の理念の凋落や質的低下を招く一因とも考

えられる8。しかし、大学教育の大衆化・ユニバーサル化に伴う半ば避けがたい傾向と言

えるものでもあり9、また、大学教育を含めて教育が経済社会に人材を送り出す機能を基

本的なものとして担っている以上、適切な範囲と方法で対応していくことは必要かつ妥

当なことであろう。 

それに対して、第四の「教育のパーフォーマンス／アウトカム統制への圧力」は、1990
年代後半以降の世界的な教育改革動向のなかで一つの大きな流れとなってきたもので

ある。しかし、その適切性や必要性・有効性については種々の議論があり、特に教育関

係者の間には強い批判がある。その批判の主な理由は、それが特定の関心や考え方（イ

デオロギー）に基づくものであって、機能的な合理性や教育的な適切性・妥当性を必ず

しも備えておらず、しかも、その有効性については理論的にも経験的・実証的にも、ほ

とんどまったくと言っていいほどに根拠がない／示されていないという点にある。それ

どころか、そうした統制は、一方で、さまざまの膨大な作業を必要とし、本来は教育に

投入されるべき大学関係者（教育関係者）の時間の劣化を招き、他方で、カリキュラム

編成や教育指導面でも学生の学習面でも、偏りや矮小化を招く危険性が大きい。 
 

(４) 日本における教養教育の変遷 

日本の大学における教養教育は、戦後の学制改革による新制大学の発足に際して導入

されたものであり、以下のような経緯があったことはよく知られている。 

・アメリカの影響を受けて、「民主的市民の育成」10を目標として導入された   

・多くの大学人が、理想に燃え情熱を傾け、新しい教養教育の在り方について活発な議

論を展開した 

・具体的な教育内容は、大学基準協会での議論を経て、人文科学、社会科学、自然科学

の三系列で構成するものとされた 

 ・実際の教養教育は、主に新制大学に統合された旧制高校や師範学校に所属していた教

員が担うことになった。 

教養教育は、こうした経緯を経て導入され、「一般教育科目」として制度化された。し

かし、早くも昭和 30 年代には、当初教養教育を担った旧制高校・師範学校出身教員の

退職に伴う教員構成の変化や、経済界からの専門教育重視の要望が強まるなかで、その

軽視が言われるようになった。その後も議論は続き、1970 年代には、専門への学生の早

期抱え込みや教養部と専門学部との格差解消といった関心と動きなども重なるなかで、

教養教育の形骸化や「教養課程・専門課程」区分の硬直性などが問題視されるようにな

った。そして、1991 年には大学設置基準が大綱化され、「教養課程・専門課程」の区分

                                            
8 Ａ・ブルーム（1987=1988）前掲『アメリカン・マインドの終焉』 
9 Ｍ・トロウ著、野郁夫・喜多村和之訳『高学歴社会の大学』東京大学出版会、1976 年 
10 海後宗臣・寺崎昌男（1969）「大学教育（戦後日本の教育改革 第９巻）」東京大学出版会 
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も、一般教育（教養課程）の領域別履修区分と履修単位数の規定も廃止された。かくし

て、この大綱化により、国立大学を中心とした「教養部」の解体が一気に進み、現在に

至っている。 

むろん、この間、多くの大学人や大学は、そうした形骸化や軽視・退潮傾向を憂慮し、

随所で議論を繰り広げ、例えば教養科目の「くさび型」配置や教育内容の総合化・現代

化など、種々の改善・活性化の試みを行ってきたのであって、座視し成り行き任せにし

てきたわけではない。しかし、そのさまざまな取り組みも必ずしも功を奏することには

ならなかった。かくして、平成 9 年の大学審議会答申「高等教育の一層の改善について」

や冒頭「はじめに」でも言及した平成 14 年の中教審答申「新しい時代における教養教

育の在り方について」をはじめ、この十数年、各種の答申や報告書で、教養の低下と教

養教育の形骸化・衰退に対する危機意識や、「教養教育の重要性とその再構築が喫緊の

課題になっている」との認識が、繰り返し表明されることになった。 

とはいえ、そうした近年の答申等の指摘や論調は、戦後間もなくの教養教育をめぐる

議論とは異なるニュアンスを次第に強めてきている。その変化は、教養教育の究極の目

標として想定されていた「民主的社会」とその豊かな展開を担う「民主的市民の形成」

という観点が後景に退き、より実践的・実用的な観点が重視され、教養の中身を構成す

る知識や能力が重視される、といったものである。後者は、最近の「学士力」「社会人

基礎力」や「汎用的スキル（generic skills）」などの概念・考え方に端的に表れている。

むろん、そこで意図されている各種の能力・スキルも、その形成に関わる大学教育の役

割も、否定すべきものではない。とはいえ、そうした側面を過度に重視し、教養教育の

意義と役割を矮小化することは適切ではない。 

 

(５) アメリカにおける教養教育の変遷 

  アメリカの大学は、教養教育の長い伝統を持ち、戦後日本の大学改革と教養教育の導

入に大きな影響を及ぼした。そのアメリカにおいて、大学の教養教育が戦後どのように

展開してきたかを見ておくことは、現代日本における教養教育の課題と在り方を考える

うえで意義のあることであろう。 

周知のように、アメリカの大学における学士課程教育は、基本的には教養教育（リベ

ラルアーツ教育）として行われてきた。とはいえ、その教養教育は、必ずしも「専門教

育」と対比・区別される「教養教育」のみによって構成されてきたのではない。専門教

育に相当するものも「専門教養教育」と言ってもいいような教育として構成・提供され

てきた。この点は日本とは異なる特徴だと言える。そうした違いがあるにしても、教養

教育の長い伝統を持つアメリカでも、その形骸化や不適切さが繰り返し問題視され、改

革・改善の努力が積み重ねられてきた。 

例えば、コロンビア大学の場合、一般教育（GE：General Education）は、かつての

日本の国立大学の教養部に相当する全学共通の「コロンビア・カレッジ」で行われてき

たが、1919 年の改革以来、コア科目として 現代文明、人文学 A、人文学 B が設定され

てきた。さらに1990 年の 「コア・カリキュラム改革」により、学士課程は小規模セミ
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ナーを中心にしたコア・カリキュラム（CC）とメジャー（Major）/特化集中プログラ

ム（Concentration）によって構成され、CC としては、現代文明（経済学・政治学・哲

学・歴史学）、文学（Literature Humanities）、芸術（Art Humanities）、音楽（Music 
Humanities）、および文化、科学、論理学・修辞学、外国語、体育が課されることにな

った。 

ハーバード大学の場合も、コロンビア大学の場合と同様、学士課程教育は全学共通の

ハーバード・カレッジで行われてきた。そこでの一般教育（GE）は、学長コナントの

改革として知られる 1945 年の改革により、人文・社会・自然の３系列それぞれの諸科

目の選択履修が規定され、合わせて、古典と「自由な民主社会の多様性」が重視される

ことになった。それから約 30 年後の 1979 年に「コア・カリキュラム改革」が行われ、

コア・カリキュラムは＜文学と芸術Ａ、同Ｂ、同Ｃ、科学Ａ、同Ｂ、歴史研究Ａ、同Ｂ、

社会分析、外国文化、道徳的推論、数量的推論＞の 11 領域からの選択必修となり、こ

れが約 30 年にわたり続くことになった。しかし、グローバル化の進展をはじめとする

社会の変化と学生の興味関心や学力その他の多様化が進むなかで、1997 年には「コア・

カリキュラム検討委員会の作業報告書が公表され、その後も、カリキュラム評価委員会

（報告書 2004 年）、一般教育委員会（報告書 05 年）と、検討作業と報告書の公表が続

いたが、いずれも決定には至らなかった。その後、07 年になって、ようやく、一般教育

作業委員会の最終報告書が公表・承認され、①審美的・解釈的能力、②文化と信念、③

実証的・数学的思考、④倫理的思考判断、⑤生命科学、⑥自然科学、⑦世界の諸社会、

⑧世界のなかのアメリカ合衆国、の８領域を選択必修とする新カリキュラムが、2009
年度入学生から実施された11。 

他方、シカゴ大学では、1930 年のハッチンズ改革により、４つの大学院研究科（4 
Graduate divisions）と学士課程教育を担当する全学共通カレッジ（College Division）
からなる体制になったが、1965 年のレヴィ改革では、学術基礎教育の充実を目的に、共

通カレッジが５つの学群（Collegiate divisions：人文学、社会科学、生物科学、自然科

学、新総合科学）に分割され、「新総合科学」学群以外は対応する大学院研究科との繋

がりを持つものとなった。その後、1999 年の学部カリキュラム改革により、学士課程

の履修要件は 42 クォータ、その内訳は一般教育（GE）15 クォータ、特化集中プログ

ラム 9-19 クォータ、選択 8-18 クォータとなり、一般教育（GE：Common Core）の内

訳は人文学６クォータ、科学６クォータ、社会科学３クォータとなった。 

以上、三つの大学における学士課程教育の変遷を概観したが、これだけを見ても、こ

れからの教養教育の在り方を考える上で、幾つか重要な示唆を得ることができる。第一

に、教養教育の在り方は時代とともに変化しているということである。リベラルアーツ

教育（教養教育）の長い伝統を持つアメリカにおいてさえ、その在り方は時代とともに

変化しており、特に 1980 年代以降は、一般教育を中心に、形骸化や適切性・有効性の

低下が問題視され、その再構築が図られてきた。第二に、どのような考え方に立ち、何

                                            
11 深野政之（2008）「ハーバードのカリキュラム改革―５年間の軌跡」、『大学教育学会誌』 30(1)、96－102 頁 

 12



をどのように重視し、それをどのよう具体化するかという点で、その実態は大学によっ

てさまざまである。また、ハーバード大学における 1990 年代後半からの約十年にわた

る検討過程が示すように、大学内でも多様な意見や考え方が対立・交錯している。第三

に、そうは言っても、趨勢としては、カリキュラム・教育内容の「現代的適切性

（relevance）」を高めるという方向に向かっている点で共通性がある。第四に、日本で

は大学設置基準の大綱化により、一般教育と専門教育の垣根の撤廃に加えて、一般教育

の領域別履修区分や履修単位数の規定も廃止されたが、上記三大学ではいずれも、幅広

い総合的な学習を重視する観点から、領域別履修区分とそれぞれの履修単位数を定めて

いる。第五に、日本では大綱化以降、大半の国立大学（法人）の教養部は廃止されたが、

アメリカの多くの大学では、教養部に相当する大学共通カレッジで一般教育が行われて

いる。 
 
(６) 学士課程教育の編成原理と現代化・適正化の動向 

  前二項では、日本とアメリカにおける教養教育・学士課程教育の変遷を概観したが、

そこには、振幅の大小はさまざまであるものの、振り子（swinging pendulum）のよう

に揺れ動いてきたという感さえある。その一端の原因は、学士課程教育をどう編成する

かについて種々の対立する考え方があるからであろう。その主な対立点は相互に関連し

合う次の三つである。 第一は、①広がり（Breadth）重視か、②共通コア（Common Core）
重視か、③専門基礎・特化集中性（Major/Concentration）重視かという対立点、第二

は、①必修重視か、②選択重視かという対立点、第三は、①古典重視（Great Books)か、

②ディシプリン重視か、③現代的レリバンス重視かという対立点である。 

第一の対立点については、大学によって状況はさまざまだが、傾向としては、①の広

がりの重要性を考慮しつつ、②の共通コアと③の専門基礎・特化集中性の、バランスの

とれた充実を図るという方向が目立つように見受けられる。第二の対立点では、一時期

（1970 年代～80 年代）、大学だけでなく中等教育でも選択重視の傾向が強まり、特にハ

イスクール段階では「ショッピング・モール」のようになっていると揶揄・批判された。

しかし、近年は共通コアを含めて必修・選択必修のウェートを高める傾向が強まってい

るように見受けられる。第三の対立点については、日本では特に大学設置基準の大綱化

以降、専門教育重視（ディシプリン重視）の傾向が強まったと言われてきた。他方、ア

メリカでは、①の古典重視が後退し、③の現代的レリバンス重視が戦後一貫して強まり、

②のディシプリン重視については、現代的レリバンスとともに、その内容の適正化と充

実を図る傾向にあると言える。なお、前項で紹介したシカゴ大学のように学群制

（Collegiate divisions）を採用している大学もあるが、アメリカの多くの私立大学は、

ハーバード大学やコロンビア大学と同様、全学共通の大学カレッジ（University 
College）で学士課程教育を行っている。この点は、教養学部方式を採用している少数の

大学を除いて、大半の大学が学部制を採用している日本の場合と大きく異なる点である。 

学士課程教育の編成原理に関する以上のような傾向に加えて、幾つか近年の動向とし

て注目に値する点がある。その第一は、教員・教授（instruction）サイドを重視する観
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点から、学生・学習（learning）サイドを重視する観点へのシフトが起こっていること

である。ただし、後者の観点を重視する各大学のカリキュラム改革や教育改善・充実の

動きは、必ずしも「学士力」等の考え方や学習成果（performance/outcome）の重視を

主張する近年の改革動向に与するものではない。むしろ、多くの大学とその教員は、そ

うしたマクロな改革動向に批判的である。第二の動向は、グローバル化の進行や東西冷

戦構造の崩壊等に伴う国内・国際社会の変化（複雑化・流動化）や「知の再編」と言わ

れる変化などに対応して、カリキュラム編成面でも教育内容・学習形態の面でも、外国

語学習の新たな展開や、異文化理解の促進、国際交流プログラムの導入・拡充、インタ

ーシップの拡大なども含めて、「現代的レリバンス」の確保・充実や参加・体験型の教

育・学習プログラムの拡大が進んでいることである。第三は、学生の出身背景や基礎学

力・興味関心や卒業後の進路・キャリアの多様化などと情報コミュニケーション技術の

革新・普及などに対応して、初年次教育、補習教育（remedial education）、論文の書き

方（effective writing）やメディア活用法の指導の充実、学習（支援）センター（Ｌearning 
Commons）の開設・充実などが進んでいることである。 

 

(７) 学士課程教育に関わる３つの概念と教養教育の理念 

  従来、学士課程教育の議論では、教養教育（LE：Liberal Education )、一般教育(GE：

General Education)、コア・カリキュラム(CC：Core Curriculum)という、相互に重な

り合う三つの概念が広く用いられてきた。前項までの叙述では、それらの概念を特に明

確化することなく用いてきたが、教養教育の意義と目的（理念）を再考するためにも、

ここで、それらの意味について、主にアメリカにおける使われ方を参考にして、簡単に

確認しておこう。 

教養教育（LE：Liberal Education）は、リベラルアーツ（liberal arts）に由来し、

その起源はヨーロッパ中世の自由７科（３科：文法・修辞学・論理学、      

４科：算数・幾何・天文・音楽）に遡るとされている。アメリカにおけるLEの目的規定

では一般に、その中心的な目的は「精神の解放（“to liberate the mind”）」12、すなわち、

自由な精神の形成にあるとされている。その意味で、教養教育（LE）は、基本的には、

伝統・因習・偏見などに囚われることなく、また、他者の意見や知識人やマスメディア

を含む権威・権力の見解・圧力などに惑わされ制約されることなく、自由かつ論理的・

批判的・創造的に思考・判断・行動することのできる「自由な精神・知性」の形成を志

向するものと言える。自由７科も、その伝統を引き継ぐリベラルアーツ・カリキュラム

も、そうした「自由な精神・知性」形成の機能を持つものとして構想されていると言っ

てよいであろう。 

それに対して、一般教育(GE：General Education)は、専門教育との対比で導入され

た概念である。したがって、それは、専門的学習の前提となる基礎的な知識・素養・思

                                            
12 例えば、ハーバード大学の一般教育委員会の報告（2005 年 11 月）：Harvard University, “Report of the Committee on 

General Education” November 2005。   
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考力などの形成を主目的とする専門基礎教育として位置づけられてきたと言える。とは

いえ、それは、もう一方で、リベラルアーツ・カレッジが伝統的に担ってきた「民主的

市民の形成」という役割（教養教育の一つの重要な役割）を含むものとしても位置づけ

られてきた。ところが、前述のように、20 世紀半ば以降、とりわけ 1970 年代以降、科

学・技術の飛躍的発展と学術研究の高度化・専門分化や政治・経済・社会の複雑化・流

動化が進むなかで、学士課程における専門教育に期待されるものも拡大・高度化し、そ

の期待・圧力に対応して専門基礎教育のウェートが高まってきた。その結果、「民主的

市民の形成」という一般教育のもう一方の役割が軽視・縮小される傾向が強まることに

なった。しかし、グローバル化や科学・技術の飛躍的発展と政治・経済・社会の複雑化・

流動化が進むなかで、グローバル／ローカルな社会のどのレベルでも、人びとの寛容・

相互信頼と参加・協力・協働によって対応・解決すべき問題や課題が増大している。こ

うした時代状況にあって、「民主的な市民社会」の豊かな展開とその基礎となる市民的

教養の重要性も、その形成を担う教養教育（LE）の重要性も高まっている。かくして、

それら二つの増大する要請・期待に対応すべく、一般教育を含む学士課程教育の改革、

カリキュラム改革が1980年代以降盛んになったとみることができるであろう。そして、

特に、市民に期待される教養の低下や、その形成を担う教養教育の軽視・縮小が進む傾

向にあるからこそ、教養と教養教育の危機が言われ、その再構築が喫緊の課題だと主張

されるようになったのであろう。 
ここで確認しておく必要があるのは、教養教育が形成すると期待されている「自由な

精神・知性」は、上に述べた学術専門教育に期待されているものに開かれていると同時

に、複雑化する現代社会での「民主的市民」に期待される教養にも開かれているという

ことである。言い換えれば、そのどちらにとっても基礎となるものだということである。

それ故にこそ、教養教育と一般教育がしばしば互換的に使われてきたのであろう。 

 

４ 教養教育の充実と教養の再構築に向けて 

 

すでに述べたように、「教養」は、教育や学びの諸経験を通じて育まれ高められるもの、

高度・高尚な教育を受けた人が備えている素養・知性・モラルや能力として捉えられてき

た。大学教育において、「教養」の形成と、その形成を中心的に担うものとしての「教養教

育」が重視されてきた所以である。 
とはいえ、「教養」の内実、その構成要素を同定することは容易ではない。例えば、先

に言及した中教審の一連の答申などで言及されているような、あるいは、本報告書の２で

言及したような、現代社会の諸変化や諸問題を踏まえ、その一つ一つに対応しうる知性や

能力に注目し、その育成を大学教育・教養教育の現代的課題として列挙することも可能で

はあろう。しかし、そのように諸項目を列挙しても、そのリストが「教養」なるものを明

らかにするわけでもなければ、必ずしも大方の了解・合意を得られるものでもないであろ

う。また、その形成・涵養という役割を期待される教養教育をデザインし実践する際の指

針や枠組みとして、十分かつ適切なものとなる保障もないであろう。 
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それゆえ、ここでは、その一つ一つを要素主義的に列挙することはせず、これまで述べ

てきたような現代社会が直面している諸変化・諸問題を踏まえつつ、教養の再構築と教養

教育の充実を図るうえで重要と考えられる基本的な考え方や視点について整理し、提示す

ることにする。 

 

(１) 21世紀の教養と教養教育の課題 

  前節までに見てきたように、現代社会はさまざまのラディカルな変化とその変化が突

きつける種々の重大な問題と課題に直面している。情報コミュニケーション技術の飛躍

的発展に伴う「メディアの地殻変動」は、経済活動や職業・労働の在り方だけでなく、

文化・芸術・芸能や知的探究の在り方にも、日常生活における人間関係やコミュニケー

ションの在り方にも、さらには学校教育・大学教育と人びとの学び・自己形成の在り方

にも、これまでとは異質な影響を及ぼしている。この情報コミュニケーション技術の飛

躍的発展に伴う「メディアの地殻変動」は、他の諸々の技術の進歩とともに、不可逆的

な変化と言ってよいであろう。 
もう一方で、未来に向けて、どのような選択をしていくのかが問われるさまざまな矛

盾や困難を孕む問題も生起している。地球環境問題は、人類の存在基盤を危うくする問

題として、近代以降の「無謬の進歩・発展」の観念を揺るがし、これまでの政治・経済・

文化・文明の在り方の問い直しと再編を迫っている。グローバリゼーションの進展は、

政治・経済・文化や社会生活の諸側面にさまざまの重大な影響を及ぼしているが、その

重要な側面の一つとして、近代以降それらの基盤となってきた国民国家の枠組みと境界

を揺るがし、世界秩序と国家間の関係の再編を迫っている。 
グローバルな経済競争と科学技術開発競争の激化や学問研究の高度化・専門分化が進

むなかで、そしてまた、企業活動や雇用・労働の流動化・複雑化が進むなかで、能力形

成・人材養成面での大学教育への期待も多様化している。大学教育の大衆化に伴って、

学生の基礎学力・興味関心や卒業後の進路なども著しく多様化している。その一方で、

安全な水や医療サービスもなく多数の人びとが恒常的な食糧難に苛まれている絶対的

貧困率の高い国や地域だけでなく、豊かさを達成した国や地域においても、格差・貧困

や差別・抑圧や暴力・紛争といった社会の歪みや安全・安心の揺らぎが深刻な問題とな

っている。 
以上のような種々の重大な変化と問題が重なり合うなかで、人としての在り方・生き

方、社会の在り方、人間関係・集団関係・国家関係や人間と自然との関係の在り方が問

い直されている。社会の在り方や政治・経済・文化・文明の在り方が問い直されている。

その在り方を支えリードしてきた知の在り方が問い直されている。そして、その一連の

問い直しの一つの系、あるいは、一つの中心として、教養の在り方が問われていると言

えるだろう。それは、「教養」と言われるものが、個人レベルでも種々の集合体レベル

でも、そうした問い直しが重要となる局面でこそ問われ、期待され、発揮されるものだ

からであろう。実利・実益や実用性に直結するものでもなければ、必ずしも合理性・専

門性を要件とするものでもないが、合理性・専門性や実用性の基盤となるものであり、
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同時に、人としての在り方・生き方や世界の在り方や物事の本質について考え・追求し、

配慮・洞察する、その基盤となるものだからであろう。 
以上の二点は、すなわち、①「メディアの地殻変動」「知の地殻変動」とも言える現

代世界の諸変化およびその変化のなかで生起している諸問題と、②それらの諸変化・諸

問題が重なり合うなかで、20 世紀までの社会と「知」の在り方が問い直され再編・再構

築を迫られているという事実は、21 世紀の教養と教養教育の課題であると同時に、これ

からの教養と教養教育の在り方を考える上で核心となる重要事項と言ってよいであろ

う。 
 

(２) 21世紀に期待される教養：学問知・技法知・実践知と市民的教養 

 上記二つの重要事項を踏まえるとき、21 世紀に期待される教養、大学教育を通じて育

むことが期待されている教養は、現代世界が経験している諸変化の特性を理解し、突き

つけられている問題や課題について考え探究し、それらの問題や課題の解明・解決に取

り組んでいくことのできる知性・智恵・実践的能力であると言ってよいであろう。その

多面的・重層的な知性・智恵・能力を、ここでは、以下のように捉え、提言する。 

第一に、その多面的・重層的な知性・智恵・能力を、学問知、技法知、実践知という

三つの知と市民的教養を核とするものとして捉える。これら三つの知と市民的教養は、

内容と機能のレベルでも教育・学習活動のレベルでも部分的に重なり合うが、概念的に

は、以下のように区別することができる。 

学問知は、学問・研究の成果としての知の総体であり、その学習を通じて形成される

知である。それは、錯綜する現実や言説（研究を含む）を分析的・批判的に検討・考察

し、同時に、諸問題を自分に関わる問題として思慮し、そして、自分の生き方や考え方

を自省する知でもある。技法知は、メディアの活用、多種多様な情報・資料の編集、数

量的推論、自国語・外国語、学術的な文章作成能力（academic writing）、言語的・非

言語的両面での表現能力・コミュニケーション能力などを構成要素とする知で、学問知

と次の実践知の学習・形成および活用の基礎となるものである。最後の実践知は、日常

のさまざまな場面で実際に活用・発揮（実践）される知で、市民的・社会的・職業的活

動に参加・協働し、共感・連帯し、同時に、自らの在り方・生き方・振る舞い方を自省

し調整していく知である。現代の大学には、これら三カテゴリーの知を豊かなものとし

て育むこと、そして、そのための豊かな学びの機会と諸活動の場を提供することが期待

されていると言ってよいであろう。 

第二に、その際、特に現代的課題として、「市民的教養」と言えるものの再構築と形成

の重要性に注目する必要がある。それは、戦後日本の新制大学が始まるに際して導入さ

れた一般教育（狭義の教養教育）の「民主的市民の育成」という目標に通底するもので

ある。そしてまた、それから約 60 年後の中教審答申「我が国の高等教育の将来像」（平

成 17 年）が、「21 世紀型市民」という語を用いて、その育成を目指す新しい教養教育の

構築を要請したこととも共通するものである。 

この「市民的教養」の核として、先に述べた三つの公共性、すなわち本源的公共性、
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市民的公共性、社会的公共性についての理解を深め、その実現に向けたさまざまな活動

やプロジェクトに参加し、連帯・協働していく素養と構えを育むことが重要である。繰

り返しになるが、ここに、市民的公共性とそのための教育は、グローバルな社会とロー

カルな社会のさまざまなレベルにおける集合的意思決定過程（政治）に市民として参加

していくこと、そして、そのために必要な学問知・技法知・実践知を養い培うことを指

す。 

社会的公共性は、例えば地球環境問題、経済危機や就職難の問題、貧困・格差の問題

や社会保障の問題、暴力・犯罪や虐待・養育放棄の問題、種々の障害を抱える人びとが

直面している困難など、各社会レベルにおけるさまざまな問題を自分たちの問題として

捉え引き受け、その解決・改善の活動やプロジェクトに参加し協働していくことを指す。

それに対して、本源的公共性は、社会的存在としての人間や集合体（国家・民族・宗教

的共同体など）の生存権に関わる公共性である。それは、グローバル／ローカルのどの

社会レベルでも、その社会のすべてのメンバー（個人および集合体）が、それぞれの個

性（身体的・精神的固有性や文化的・社会的固有性）と尊厳を尊重され、安全かつ豊か

な文化的・社会的生活を享受する権利を有する存在であることが承認され、その固有性

（異質性）と尊厳性が協働のプロジェクトや相互交渉・コミュニケーションの場におい

て前提とされることを指す。 

大学教育・教養教育では、これら三つの公共性に開かれ、その実現を志向し、その実

現のための活動やプロジェクトに参加し協働するうえで必要とされる学問知・技法知・

実践知を育んでいくこと、それを核とする「市民的教養」を育んでいくことが重要であ

る。 

 

(３) 大学教育のカリキュラム編成：専門教育・一般教育・教養教育の関係 

先に述べたように、大学教育の課程編成に関わる概念として、従来、教養教育、一般

教育、専門教育という三つの概念が用いられてきた。戦後改革により新制大学がスター

トして以来、1991 年に大学設置基準が大綱化されるまでは、大学の授業科目は、一般教

育科目、専門教育科目、外国語科目、保健体育科目の四つに区分されていたが、大半の

大学では、前半２年は一般教育科目、外国語科目、保健体育科目の履修、後半２年は専

門教育科目の履修を標準とするカリキュラム編成を行ってきた。そうした経緯もあって、

前半２年は「一般教育＝教養教育」、後半２年は専門教育という捉え方が一般化してき

た。 

しかし、1970 年代から 80 年代にかけて、一般教育・教養教育の形骸化が盛んに言わ

れ、その改善策が議論・検討された際に、例えば「くさび形」のカリキュラム編成とい

う考え方が提起された。それは、教養の形成を目的とする教養教育は、前半２年の一般

教育で完結するものでなく、大学四年間を通じて育むべきものであり、専門教育を受け

つつ、あるいは、専門教育を受けたうえで、総括的・実践的に学習する方がより有効か

つ充実したものになるとの考え方によっていた。また、先に述べたように、アメリカの

大学の場合、学士課程四年間の教育は、基本的には教養教育（リベラルアーツ教育）と
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して位置づけられてきたが、その教育は、一般教育だけで編成されてきたわけではなく、

専門教育（専門基礎教育）を含むものであった。さらに言えば、日本でもアメリカでも、

理系／自然科学系では、専門教育と一般教育との隔たり・違いは総じて大きかったが、

文系／人文社会科学系では、その隔たり・違いは必ずしも大きいわけではなかった。 

これらの点を踏まえるなら、一般教育（GE：General Education）、専門教育（SE: 
Specialized Education）、教養教育（LE：Liberal Education）、および共通基礎教養（CC：
Common Core）の関係とその在り方は次の図のように捉え位置づけ、以下の諸条件を

満たすようにデザインすることが望ましいと言えるだろう。 

第一に、教養の形成とその形成を主目的とする教養教育は、一般教育に限定されるも

のでなく、専門教育も含めて、四年間の大学教育を通じて、さらには大学院での教育も

含めて行われものであり、一般教育・専門教育の両方を含めて総合的に充実を図ってい

くことが重要である。なお、ここでは、一般教育に、言語教育とりわけ外国語教育およ

び保健体育を含めている（外国語教育については後述）。大学教育における体育・健康

教育は、高校までのような多面的・包括的な教育課程によって制約されるものではない

が、心身の健康維持や選択した種目の活動を通じての技量形成・仲間づくりに加えて、

保健体育の意義、身体の理（ことわり）と自然や生活様式などとの関係についての理解

を深めるという点でも重要である。さらに言えば、この教育・学習活動は、芸術関連の

活動とともに、非言語的な（nonverbal） 表現能力・コミュニケーション能力の形成と

いう点でも重要である。学問知が主に言語を媒介にして事物・事象の本質を捉え思考し

表現するのに対して、保健体育や芸術はそれらを含みつつ、情念・情意や感性と言われ

るものをはじめ、知性に収まりきらない人間性の深所を抉り出し、それを表出・表現す

る活動である。体育や芸術の活動における自己表出・自己表現の作用は自己発見や自己

との出会いの契機として、また、体育・スポーツにおける集団活動や芸術鑑賞は他者と

の共感・連帯・対話の契機として、豊かな人間性・市民性を培うという点でも重要であ

ろう。さらには、日常生活においても、表情・身振りや振る舞い方などの非言語的要素

が対話や人間関係や集団的活動の場を豊かにすることも言うまでもない。そうした多様

な意義を持つものとして、保健体育科目を豊かなものにしていくことも重要である。 

第二に、一般教育は、教養教育の中核的な部分として、学生がどの専門分野を専攻す

ることになるか／専攻しているかに関わりなく、すべての学生が共通に学修する「共通

基礎教養（CC）」として位置づけられると同時に、一定の広がりと総合性を持つもので

あることが重要である。この広がりと総合性は、履修科目数・単位数を設定するか否か

に関わりなく、内容的には、人文・社会・自然の三系列をカバーするものであることが

重要である。 

第三に、一般教育は、教養の形成を主目的とする教養教育を直接的に担うべく位置づ

けられるものであるが、同時に、専門教育の導入・基礎としての役割をある程度担うも

のでもある。それに対して、専門教育は、学問的・職業的な専門知識の教授（伝達）と

その専門的な素養・能力の形成を系統的に行うものであるが、同時に、特に学士課程に

おいては、それは教養教育の一翼を担う「専門教養教育」として行われることも重要で
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ある。 
第四に、一般教育と専門教育が重なり合うところで行われる「専門基礎教養」科目は、

当該専門分野の基礎的素養のない学生でも積極的に取り組むことのできる内容構成と

方法により行われることが重要である。この専門基礎教養の教育は、人文社会系の学生

にとって意義のある科学的リテラシーを育むもの、人文系・理系の学生にとって意義の

ある社会科学的リテラシーを育むもの、理系・社会科学系の学生にとって意義のある人

文的素養を培うものとして、充実を図ることが重要である。 

 

課外活動 
（部活動・サークル活動・キャンパスライフ）

大学教育 

専門教養 専門教育 一般教育（GE＝CC） 
（共通基礎教養） 

 
第五に、専門教育、とりわけ学士課程における専門教育は、その教育目標として、次

の三つの要件を備えていることが重要である。①自分が学習している専門分野の内容を

専門外の人にも分かるように説明できること、②その専門分野の社会的意義について考

え理解すること、③その専門分野を相対化することができること（当該専門分野の限界

について理解すること）、の三つである。 

第六に、日本語教育を含む言語教育の充実を図ることが重要である13。①言語（自国

語）の公共的使用能力は、あらゆる領域のリテラシー（科学的リテラシー／社会科学的

リテラシー／人文学的リテラシー／メディア・リテラシー等々）の根底にあって、それ

らの学習・活用を可能にする基本的なリテラシーである。それはまた、他者と交流し、

日常生活と市民としての諸活動を豊かにする基礎となるものである。さまざまな分野で

の専門的な活動（職業、研究）を市民と公共社会に開くと同時に、市民と社会の側から

専門にアクセスするための鍵でもある。②グローバル化が急速に進展している現代世界

では、国際共通語としての地位を確立しつつある英語の教育の充実を図ることも重要で

                                            
13 本提言と同時発出される日本学術会議言語・文学委員会「言語・文学分野の展望－人間の営みと言語・文学研究の役割」

参照 
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ある。大学における英語教育は、従来の外国語教育とは別のカテゴリーに属するものと

して、言語と文化を異にする他者との交流・協働を促進し豊かにするために、口頭によ

るコミュニケーション能力だけでなく、むしろアカデミック・リーディング、アカデミ

ック・ライティングおよびプレゼンテーションを核とするリテラシー教育として充実を

図ることが重要である。③国際化が進展する現代社会では、英語以外の外国語の教育も

重要である。それは、世界の多様性の認識と異文化理解を促進するためにも、また、自

国の言語文化を反省し、その特質を自覚し、それをより豊かなものにしていくうえでも

重要である。 

第七に、日本の多くの大学では、卒業研究や卒業論文を学士課程における教育・学習

の総仕上げとして重視し、卒業要件のひとつとしてきた。この要件は、各学生が、学士

課程を通じて学び体験してきたことを踏まえつつ、研究テーマを設定し、それまでに学

び蓄積してきた知識や技能を総動員し、それらの知識・技能を再確認しつつ、調べ分析・

考察しまとめていく総合的なプロジェクトとして、意義深いものになっている。そのメ

リットを再確認し、総括的・総合的な学びと探究の機会として充実していくことが重要

であろう。 

第八に、学生は、正規のカリキュラムや授業科目を通じてのみ学んでいるわけではな

い。部活動・サークル活動や各種のイベント、ボランティア活動やアルバイト等とそれ

らの活動の場における同期生や先輩・後輩や教職員その他との交流をはじめ、キャンパ

スの内外での多様な経験、教室の内外での多様な経験を通じて、仲間をつくり、他者や

社会との関わりを持ち、自ら学び考え自省し、諸能力を高め、教養を培い、自己を形成

している。その学びと自己形成を豊かなものとするためにも、そして、教養が、人とし

ての生き方や世界との関わり方や市民としての社会への参加の仕方と、その根底におい

て問われる倫理を含むものであるという点でも、このキャンパスライフ、キャンパスの

内外での経験を安全で豊かなものにしていくこともまた、大学の役割として重要である。 
以上の八点は、本節の冒頭（４の「（１）21 世紀の教養と教養教育の課題」）で確認し

た二つの重要事項、すなわち、①「メディアの地殻変動」「知の地殻変動」とも言える

現代世界の諸変化、および、その変化のなかで生起している諸問題と、②それらの諸変

化・諸問題が重なり合うなかで 20 世紀までの人間・社会・世界の在り方やその在り方

を支えてきた知と教養の在り方が問い直されているという事実、その両者に対応するう

えでも重要なことである。なぜなら、この二つは、ラディカルかつ重大であると同時に、

相互に重なり合い関連し合う複雑な変化・問題・課題であるがゆえに、合理的・批判的

に分析・検討する学問知と、専門的学習を含む学習や日常の諸活動の基礎となる技法知、

および社会のさまざまな問題や課題に取り組み、その解決・改善に向けた活動やプロジ

ェクトに参加し協働する実践知の、すべてを必要としているからである。 
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Ｒ・ロバートソン（1992＝1997）、阿部美哉訳『グローバリゼーション：地球文化の社会

理論』東京大学出版会 
Ｍ・トロウ著、天野郁夫・喜多村和之訳『高学歴社会の大学』東京大学出版会、1976 年 
ハーバード大学「自由社会における一般教育の目的委員会」の報告（1945 年 6 月）：The 

Committee on the Objectives of a General Education in a Free Society, Harvard 
University, "General Education in a Free Society" June 1945 

ハーバード大学一般教育委員会の報告（2005 年 11 月）：Harvard University, “Report of 
the Committee on General Education” November 2005 
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＜参考資料＞知の創造分科会審議経過 
【注】本分科会と関連する「大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会」および同委員

会の下に設置された「教養教育・共通教育検討分科会」の審議経過の一部を含む。 

 
・「大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会」（「知の創造分科会」設置以前） 
平成 20 年 
３月 25 日 中央教育審議会「学士課程教育の構築に向けて（審議のまとめ）」 
５月 22 日 文部科学省からの審議依頼「大学教育の分野別質保証の在り方について」 
６月 26 日 日本学術会議幹事会（第 58 回） 

○「大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会」設置決定 
○「日本の展望委員会 知の創造分科会」設置承認（設置自体は先送り） 

８月 14 日 日本学術会議幹事会 
○大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会 委員承認 

９月 12 日 大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会（第１回） 
○話題提供、今後の進め方について検討 

「『学士課程教育の構築に向けて（審議のまとめ）』について」（高祖副委員長） 
10 月 29 日 大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会（第２回） 

○話題提供、審議 
「高等教育の動向と質的保証」（金子元久・東京大学教育学部長） 
「イギリス高等教育の質・水準保証」（安原義仁・広島大学教授） 

11 月６日 大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会（第３回） 
○話題提供、審議 
「理工系分野における大学教育の状況」（小林信一委員） 
「大学教育と仕事との関係性について」（本田由紀・東京大学教授） 

12 月 19 日 大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会（第４回） 
○話題提供、今後の進め方について検討（３分科会の設置） 
「大学における『教養』教育の可能性」（小林傳司委員） 
「グローカル化時代の大学教育－アメリカの大学及びICUの教養教育を中心に」 
（藤田英典幹事） 
 

平成 21 年 
２月 26 日 教養教育・共通教育分科会（第１回） 

○委員長・副委員長・幹事の選出、今後の進め方について検討 
３月 10 日 教養教育・共通教育分科会（第２回） 

○話題提供、今後の検討の方向性について検討 
「これからの学士課程教育－学士課程教育の国際動向－」 
（川嶋太津夫 委員(大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会)） 
「最低限度必要な知－大衆を市民へ」(河合 幹雄 委員) 
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３月 19 日 日本学術会議幹事会（第７３回） 
○「知の創造分科会」委員決定（「教養教育・共通教育分科会」委員が兼

務） 
４月６日 総会 

○検討状況を報告（教養教育・共通教育検討分科会の審議経過を報告） 
４月 17 日 教養教育・共通教育検討分科会（第３回）・知の創造分科会（第１回） 

合同分科会 
○話題提供、今後の進め方について検討 
「２１世紀型」市民をどう考えるか（苅部直委員） 
「理系大学教育 現状と課題」（三田一郎委員） 

※役員は「教養教育・共通教育検討分科会」の役員が兼務 
５月 18 日 教養教育・共通教育検討分科会（第４回）・知の創造分科会（第２回） 

合同分科会 
○話題提供、今後の進め方について検討 
「情報化時代の教養とスキル」（鈴木謙介委員） 
「デジタル社会のエンサイクロペディストと教養教育」（吉見俊哉委員） 

５月 22 日 教養教育・共通教育検討分科会（第５回）・知の創造分科会（第３回） 
合同分科会 
○話題提供、今後の進め方について検討 
「言語の教育と教養教育」（塩川徹也委員） 
「教養・知的基盤教育の課題－放送大学を例にして」（松本忠夫委員） 

６月 12 日 教養教育・共通教育検討分科会（第６回）・知の創造分科会（第４回） 
合同分科会 
○話題提供、今後の進め方について検討 
「大学教育の改善に向けて」（山田礼子委員） 
「教養・共通教育：その多様性と支える仕組み」（小林信一委員） 

６月 25 日 教養教育・共通教育検討分科会（第７回）・知の創造分科会（第５回） 
合同分科会 
○話題提供、今後の進め方について検討 
「大学と教養」（猪木武徳先生・国際日本文化研究センター所長） 
「日本のリベラル・アーツの歩みとこれから」（長谷川壽一委員） 

６月 30日 教養教育・共通教育検討分科会・知の創造分科会 役員会 
○両分科会報告書の取り纏めの方針・枠組の検討 
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７月７日 教養教育・共通教育検討分科会（第８回）・知の創造分科会（第６回） 
合同分科会 
○分野別の教育課程編成上の参照基準について 
○教養教育・共通教育分科会報告書案、知の創造分科会提言案について 
「大学教育の質保証－教養教育・共通教育の理念と課題」 

（質保証委員会用、以下、報告書） 
「現代市民社会における教養・教養教育－21世紀のリベラル・アーツの創造」 

（知の創造分科会用、以下、提言） 
７月 22 日 教養教育・共通教育検討分科会（第９回）・知の創造分科会（第７回） 

合同分科会 
○報告書素案、提言素案、残された論点について審議 

７月 26 日 第一部夏季部会：分野別質保証委員会の概要及び教養教育・共通教育分科

会／知の創造分科会の報告書案の報告 
７月31日 「日本の展望委員会・知の創造分科会」報告書（初稿）提出 
８月６日 教養教育・共通教育検討分科会（第 10 回）・知の創造分科会（第８回） 

合同分科会 
○報告書素案、提言素案、残された論点について審議 

９月１日 教養教育・共通教育検討分科会（第 11 回）・知の創造分科会（第９回） 
合同分科会 
○報告書素案、提言素案、残された論点について審議 

10 月５日 総会 
○検討状況を報告 

11 月 17 日 教養教育・共通教育検討分科会（第 12 回）・知の創造分科会（第 10 回）

合同分科会 
○報告書案、提言案、残された論点について審議 

12 月４日 教養教育・共通教育検討分科会（第 13 回）・知の創造分科会（第 11 回）

合同分科会 
○報告書案、提言案、残された論点について審議 

 
平成 22 年 
２月 10 日 教養教育・共通教育検討分科会（第 14 回）・知の創造分科会（第 12 回）

合同分科会 
○報告書案、提言案について審議 

 
以後、メールにて提言案を審議 

２月 25 日 日本の展望委員会による査読を受けて、同委員会へ最終提言を提出 
２月 26 日 日本の展望委員会（第 10 回） 

○知の創造分科会提言「21 世紀の教養と教養教育」を承認 



【都市戦略６】 

世界をリードするグローバル都市の実現 

政策指針 15 日本の成長を支える国際経済都市の創造 

政策指針 16 都心等の機能強化による東京の都市力の更なる向上 

政策指針 17 若者や女性、高齢者など全ての人が活躍できる社会の実現 

政策指針 18 東京、そして日本を支える人材の育成 

政策指針 19 2020 年大会の成功と東京の発展に寄与する都市外交の推進 
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日本の成長を支える国際経済都市の創造 

【おおむね 10 年後（2024（平成 36）年頃）まで】 

■外国企業の誘致

◇世界に開かれた国際経済都市の実現

事 項 目標年次 目標値 

アジア地域の業務統括拠点・研究開発拠点を

特区内に誘致 
2016 年度 50 社以上 

上記を含む外国企業を特区内に誘致 2016 年度 500 社以上 

■中小企業支援による経済活動の活性化

◇都内の開業率＊が 10％台に上昇（米国・英国並み）

◇中小企業がアジア地域等の旺盛な海外需要や 2020 年東京オリンピック・パラ

リンピック競技大会の経済効果を取り込み、日本経済を活性化

◇少子高齢化などの都市課題の解決に資する産業を東京のリーディング産業化

事 項 目標年次 目標値 

都の支援による中小企業の成長産業分野への

参入 
2024 年度 1,000 件 

都の支援による中小企業の海外展開の実現 2024 年度 2,000 件 

小規模企業の事業承継・継続に向けた支援拠

点の開設 
2015 年度 都内６か所 

【おおむね 10 年後の東京の姿】 

○ 世界で一番ビジネスのしやすい都市として、激化する国際的な都市間競争

を勝ち抜き、新ビジネスが次々と生み出されて、新たな投資や雇用が創出さ

れるなど、東京が日本経済の持続的成長を牽引している。 

○ 高度な技術を持つ中小企業が、成長産業分野への参入や海外展開を通じて

新たなイノベーションを生み出し、グローバル市場における東京の産業のブ

ランド力が確立している。

２ 政策目標 

１ 将来像 

政策指針 15 

都市戦略６ 世界をリードするグローバル都市の実現 

けん 
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＜外国人向けビジネス・ 
生活支援窓口のイメージ＞

 
 
（日本経済の機関車である東京の役割） 

○  グローバル化が進展するなか、アジア等の新興国は、旺盛な需要を背景に魅

力的な市場を形成し、目覚ましい経済成長を遂げている。 
○  一方、我が国においては、本格的な人口減少社会の到来により、労働力人口

の減少と国内需要の縮小があいまって、経済活動が中長期的に低下していくこ

とが懸念されている。 
○  日本の持続的成長のためには、日本経済の機関車の役割を担う東京が、激化

する国際的な都市間競争を勝ち抜き、日本経済を牽引し続ける必要がある。 
 
（外国企業の誘致） 

○  2011 年のアジアヘッドクォーター特区指定 
以降、都では、外国企業の誘致活動を精力的に 
展開するとともに、新たに拠点を設置する企業 
に対する助成制度の創設や「ビジネスコンシェ 
ルジュ東京」によるビジネス・生活支援などの 
取組を実施してきた。 

○  更なる外国企業の誘致の実現には、外国人が暮らしやすい生活環境の整備等

の取組が求められているほか、外国企業と国内企業の交流促進の場など、都内

ひいては日本経済の活性化へと結び付ける仕組みづくりが必要である。 
 
（起業・創業の促進） 

○  都はこれまで、創業支援施設を開設・運営 
するなど、起業家の活動の場を創出するとと 
もに、創業を目指す人へのセミナーや、学生 
を対象としたビジネスプランコンテストを実 
施するなど、起業への挑戦を後押ししてきた。 

○  また、2013 年１月には、成長産業分野のベ 

ンチャー企業を対象とする「東京都ベンチャ 
ー企業成長支援ファンド」を立ち上げるなど、 
起業に対する資金面の支援も充実させてきた。 

○  しかし、都内における開業率は、4.8％（2013 年度）と諸外国に比べ極めて

低い状況であり、多様な起業の創出には、創業期における資金面からの支援の

充実や民間のインキュベータ＊が有するノウハウ等の活用が必要である。 

 
（成長産業のポテンシャル） 

○  都はこれまで、今後成長が期待される産業分野として、大都市が抱える主要

課題である「健康」、「環境・エネルギー」、「危機管理」等の各分野において、

３ 到達状況・課題 

＜2013 年度学生起業家選手権の 
受賞者＞

けん 
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中小企業の技術開発・製品開発を支援してきた。 
○  また、ファッションデザイナーの育成や、高い技術力を持つ中小企業と優れ

た発想力を有するデザイナーとが協働した取組等を促進し、クリエイティブ産

業の育成と活用にも取り組んできた。 
○  しかし、成長産業分野は、技術革新等のスピードが速く、国内外の競争もし

烈であり、中小企業が単独で開発等を進めることは難しいため、大手企業等と

連携した仕組みが必要である。 
 

（海外需要の取り込み） 

○  国内需要の縮小が懸念されるなか、中小企業が持続的に成長するには、旺盛

な海外需要を取り込みながら、国内の企業活動の活性化につなげる必要がある。 
○  都はこれまで、中小企業の海外販路の開拓に向け、海外取引に精通した専門

家による支援や海外展示会への出展支援を行ってきた。 
○  また、東京都知的財産総合センターにおいて、海外での特許や実用新案等の

取得に向けた相談対応や費用助成など、知的財産権の保護等に関する支援を行

い、中小企業の海外における円滑な事業活動をサポートしてきた。 
○  しかし、更なる海外販路の拡大や持続的な海外事業の展開のためには、海外

現地でのサポートや海外ビジネスに精通する企業内人材が不足している。 
 

（産業集積の維持・発展） 

○  都はこれまで、立地環境の整備や企業誘致 
に取り組む区市町村への支援、中小企業に対

する資金面・技術面等からの多面的な支援を

通じて、ものづくり産業をはじめとした産業

集積の維持・発展を図ってきた。 
○  しかし、中小企業の操業環境は依然として

厳しく、経営者の高齢化等の理由から廃業を

余儀なくされる中小企業の増加が見込まれる

など、これまで企業が培ってきた技術の喪失

や地域経済の活力低下が懸念される。 
 

（中小企業における人材確保・育成の推進） 

○  都はこれまで、合同就職面接会や中小企業の魅力発信、職業訓練などを通じ

て、中小企業の人材確保・育成を支援してきた。 
○  少子高齢化に伴う人口減少、グローバル化による競争激化など、雇用をとり

まく社会や経済の構造が変化している。 
○  企業においては人材こそが最大の経営資源・競争力の源泉であり、企業が厳

しい競争を勝ち抜き、成長していくためには、優秀な人材を確保・育成するこ

とが必要である。 

＜新河岸川周辺に広がる工業集積 
（板橋区）＞ 
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○  東京の産業を支える中小企業については、若者の大企業志向の再燃や情報発

信力の弱さ、経営資源の不足等により、人材の確保・育成が困難となっており、

民間企業や区市町村等と連携して一層きめ細かく支援する必要がある。 
 

（農林水産業の置かれた状況） 

○  都はこれまで、意欲ある農林漁業者へのソフト・ハード両面からの支援を実

施してきた。しかし、農地の減少や木材価格の低迷、担い手の減少・高齢化の

進行など、東京の農林水産業を取り巻く経営環境は厳しさを増している。 
○  東京産の食材がＩＯＣ調整委員会の視察の際に使用されるなど、東京の農林

水産物は消費者から好評を得ているが、より多くの都民や国内外から訪れる

人々に提供するためには、生産量の更なる拡大が求められる。 
 
 
 

 

   世界から資本・人材・情報が集まる国際ビジネス環境の創出 

１ グローバルな視点から魅力的なビジネス環境と生活しやすい環境を整備し、多く

の外国企業の誘致や人材の受入れ 

  柔軟かつ大胆な容積率等を設定する10地区の国際的ビジネス拠点プロジェク

トを国家戦略特区制度を活用してスピーディーに展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  民間のノウハウを活用した外国企業の発掘・誘致活動を推進し、特区内にア

ジア地域の業務統括拠点・研究開発拠点を設置する 50 社を含む外国企業 500 社

以上の誘致を実現する。 

  特区内に拠点を設置する外国企業に対し、初期投資に係る助成を行うととも

に、国家戦略特区で更なる規制緩和等を推進するなど、外国企業の進出を促す

インセンティブを充実させる。 

４ これからの政策展開 

１ 

＜国家戦略特区制度を活用した 10 地区の国際的ビジネス拠点プロジェクト＞ 
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  国家戦略特区で、法人設立手続の迅

速化・簡素化、国による雇用労働相談

センターの開設、高度人材と外国企業

等とのマッチングの促進など、外国企

業等がビジネスしやすい環境を整備

する。 

 

  外国企業と国内企業との交流拠点となるビジネスプラットフォームの形成を

促進し、新たな技術やサービスが活発に生み出される魅力的なビジネス環境を

整備する。 

  外国人対応の医療施設やインターナショナルスクールの整備促進、ワンスト

ップでの相談対応など、外国企業の従業員やその家族が安心して暮らせる環境

の充実を図る。 

 

２ 東京がニューヨーク、ロンドンと並ぶ国際金融センターとしての地位へと復活 

  経済の血液である金融の分野において、東京がニューヨーク、ロンドンと並

ぶ国際的な金融センターとなることで、東京ひいては日本・アジアの経済を活

性化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  企業と投資家のビジネス交流拠点の活性化や、世界で活躍する金融関係者等

が集まる国際的な金融会議の開催・誘致など、金融分野における国際的なビジ

ネス交流の場を創出する。 

  再生可能エネルギー分野や福祉分野等における官民連携ファンドの推進、官

民連携（ＰＰＰ＊）の事業機会の拡大など、民間と連携して投資の活性化を促進

し、都の施策の推進を図る。 

  都の優れた技術やノウハウをアジア等の新興国に輸出する官民連携のビジネ

スモデルを拡充し、国際貢献とともに、東京への資金の呼び込みを促進する。（再

掲：267 頁参照） 

  外貨建ての個人向け都債を発行するなど、国内金融資産を預金中心からその

他金融商品への運用に広げるための仕組みづくりや商品開発を推進する。 

＜東京国際金融センターのイメージ＞ 

＜法人設立手続の迅速化・簡素化のイメージ＞ 
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  東京都外債の発行にあたり、従来のロンドン等の海外市場への上場に加え、

東京プロボンド市場＊にも上場することにより、東京プロボンド市場の存在を世

界に発信し、市場の活性化を促進する。 

  首都大学東京大学院ビジネススクールを活用した産・学・公の連携による高

度金融専門人材養成のためのプログラムを開設するなど、国際金融センターで

活躍できる人材を養成する。 

 

３ 東京を国際的なライフサイエンスビジネス拠点へと成長 

  高付加価値型である創薬をはじめとしたライフサイエンス分野において、日

本橋地区等での関連企業の集積や高い交通利便性を生かし、産・学・公の連携

により、民間の創意工夫を生かしたビジネス交流拠点の形成を促進する。 

  交流拠点を中心に、人材や情報を集め、基礎研究の成果（シーズ）を発掘・

選定して製品化につなげ、ライフサイエンス分野における競争力を強化する。 

  民間インキュベーション施設等を活用したスタートアップ場所の確保や展示

会出展・商談会コーディネート支援など、ライフサイエンス分野におけるベン

チャーの創出と成長に向けた取組を促進する。（再掲：216 頁参照） 

  全都立・公社病院の電子カルテシステムに蓄積された診療データを集約して

データバンクシステムを構築するなど、臨床研究や治験の環境整備を推進する。

（再掲：198 頁参照） 

  保険外併用療養に関する特例や病床規制に係る医療法の特例など、国家戦略

特区制度を活用し、世界最高水準の医療技術の実用化を促進する。 

  また、医療用後発医薬品（ジェネリック医薬品）の製造販売承認審査につい

て、都への承認審査権限付与により、製品化までの期間の短縮を図る。 

  国家戦略特区で特許出願を猶予できる期間の拡大を図り、研究機関や企業等

による知的財産戦略を進めるための環境整備を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜医薬品承認までのプロセスと都の政策の方向性＞ 
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   起業・創業の創出による経済活性化 

１ 東京発・世界を変えるベンチャーの創出 

  優れた発想と高い志を持った起業家の卵を発掘し、起業家としての資質を磨

くための新たな取組を進め、産業界の旗手となり得る起業家の輩出を目指すと

ともに、成功事例を広く発信し、起業に挑戦する気運を醸成する。 

  豊富なノウハウを有する民間インキュベーション施設等を活用するなど、ラ

イフサイエンス分野をはじめとした成長産業分野におけるベンチャーの創出と

成長に向けた取組を促進する。 

  先進的な事業アイディアを持つ人材や母体企業から独立して新たなビジネス

に取り組む人材等が集い、切磋琢磨する宿泊滞在型インキュベーション施設を

開設・運営するなど、東京から革新的ビジネスを生み出す環境を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 幅広い層による多様な起業・創業への支援の充実 

  起業を目指す人の個々の進捗やニーズに応じて、継続したきめ細かなサポー

ト体制を整備するとともに、資金面からの支援を集中的・重点的に展開し、成

功事例を創出するなど、起業の実現を促進する。 

  優れた民間インキュベータが集まる東京の強みを生かし、インキュベータの

連携体が、創業予定者の発掘・育成から成長段階までを一体的に支援し、東京

の多彩な産業特性に対応した創業環境を形成する。 

  高度なノウハウを有する民間インキュベータや地域産業に精通した区市町村

に対する支援を通じ、優れたサービスを提供するインキュベーション施設を更

に拡充し、官民一体となった創業環境の形成を一層促進する。 

  地域の金融機関や創業アドバイザーと連携して、資金供給と経営面のサポー

トを行うなど、若者、女性、高齢者などの幅広い層が地域に根ざした起業をし

やすい環境を整備する。 

２ 

＜新たな宿泊滞在型インキュベーション施設のイメージ＞ 
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  国家戦略特区で、法人設立手続の迅速化・簡素化や、創業人材としての高度

外国人材の受入促進、外国人留学生の起業を容易にする新たな仕組みづくりな

ど、外国人の創業環境の整備を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新たな起業の創出による経済の活性化＞

 
 

2013年 2024年

都内 開業率

４．６％

目標 １０％台 米・英並み

2012年

開業率１０％台（米国・英国並み）を目指し、経済を活性化

起業・創業 新たな投資・雇用の創出 経済活性化

若 者

女 性

高齢者

豊かな感性・発想力を生かした起業

豊富な経験・人脈を生かした起業

女性の感性や能力を生かした起業

その他
母体企業から独立して新規事業を立ち上げる

企業発ベンチャー など

幅広い層による多様な起業を支援

（資料）実績数値は「雇用保険事業月報・年報」（厚生労働省）より作成 

都内開業率 

４.８％ 

2013 年度 2024 年度 

起業という働き⽅コラム 

全国的に事業者の数が減少傾向のなか、起業は、新たなビジネスや投資、雇⽤
を⽣み出すなど、地域経済の活性化に不可⽋なものです。 

⼀⽅、起業には開業資⾦の準備や事業の経営など、様々な課題やそれを乗り越
えるための苦労があります。 

そこで、実際に起業を準備している⽅・起業した⽅々の実情を⾒てみましょう。

＜起業を志した理由＞ 

まず、起業を志した理由を⾒てみますと、「⾃分の裁量で仕事をしたい」、「仕事
を通じて⾃⼰実現を図りたい」といった理由が多く、そのほかにも、「趣味や特技
を⽣かしたい」、「家事や⼦育てなどをしながら働きたい」、「社会に貢献したい」
と答えられた⽅も多くいらっしゃいます。 

＜起業分野の特徴＞ 

次に、実際に起業された分野を⾒てみますと、特徴として、⼥性は男性に⽐べ、
⼦育てや介護など⽣活のニーズに根ざした起業が多くなっています。 

また、60 歳以上のシニア層は、経営コンサルタントや営業代⾏などそれまでの
職歴を⽣かした分野が多く、若者はサービス業やＩＴ関連分野が多いようです。 

＜起業を準備している方が直面している課題＞ 

起業を準備している⽅が直⾯している課題を⾒てみますと 「経営の知識・事業
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   成長産業分野の戦略的育成と中小企業の参入促進 

１ 成長産業分野への参入を促進し、新たな技術・製品・サービスを創出 

  今後成長が見込まれる、健康・医療、環境・エネルギー、危機管理等の都市

課題を解決する産業分野における中小企業の技術・製品開発を重点的に支援し、

中小企業の参入を促進する。 

  成長に向けて踏み出す中小企業を強力に後押しするため、成長分野の参入に

必要となる設備投資や、企業・大学等と連携した新技術等の開発・事業化を促

進するなど、成長分野での事業化に至るまでの多面的な支援を促進する。 

  産・学・公の新たな連携によるロボット技術の開発・製品化・事業化を進め、

2020 年大会など様々な場面で東京発ロボットの活躍の場を創出し、東京のロボ

ット技術を国内外に発信する。 

３ 

また、60 歳以上のシニア層は、経営コンサルタントや営業代⾏などそれまでの
職歴を⽣かした分野が多く、若者はサービス業やＩＴ関連分野が多いようです。 

＜起業を準備している方が直面している課題＞ 

起業を準備している⽅が直⾯している課題を⾒てみますと、「経営知識・専⾨知
識の習得」が最も多く、全体の３割を占め、次に「資⾦調達」となっています。 

こうした課題は起業家の努⼒だけでは解決が難しく、⾏政や⺠間のインキュベ
ータ等による⽀援が必要とされています。 

＜起業後の満足度・生活の変化＞ 

起業後の満⾜度を⾒てみますと、６割 
弱の⽅は満⾜しており、また、起業に伴 
う⽣活の変化として、「家族との時間や 
趣味・学習の時間がとりやすくなった」、 
「世の中に貢献している満⾜感を得られ 
るようになった」と答える⽅も多いよう 
です。 

 
いかがでしょう。起業の実情が少し⾒えましたでしょうか。 
起業には課題や苦労がある⼀⽅、やりがいを感じたり、起業後の⽣活に満⾜し

ている⽅も多くいらっしゃいます。 
起業といっても様々な形があり、それぞれの⼈の⽬的に応じて働き⽅の⼀つと

して選ぶと、新たな発⾒があるかもしれません。 

（本コラムの数値等は、総務省「平成 24 年就業構造基本調査」及び中⼩企業庁委託「⽇本の起業環境及び潜

在的起業家に関する調査」（2013 年 12 ⽉、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(株)）を基に作成しています。）
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  今後成長が見込まれる医療機器産業について、ものづくり中小企業の技術と

医療現場や医療機器製造販売業者等のニーズをマッチングする仕組みづくりを

進め、東京発の医療機器の開発・実用化を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  航空機産業などの高度な技術が必要とされる産業分野への参入や新事業の創

出を促進し、国際競争力のある高度なものづくり中小企業を育成する。 

  クリエイティブ産業と他産業との交流や融合を促進し、付加価値の高い製

品・サービスの開発や新たなビジネスの創出を後押しすることで、クリエイテ

ィブ産業を育成する。 

 

２ 2020 年大会の開催による成長機会の獲得 

  東京のみならず全国の中小企業に2020年大会の開催を契機としたビジネスチ

ャンスを広く行き渡らせるよう、大会関連の調達をはじめ様々なビジネス情報

にアクセスできるポータルサイトを中小企業団体等と連携して構築する。 

＜ロボット産業における産・学・公の連携イメージ＞ 

＜医療機器産業における連携イメージ＞ 
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  2020 年大会開催後も受注が促進されるよう、中小企業の新たなものづくり・

サービスの創出への気運を高めるとともに、創造的・革新的な商品やサービス

の開発を後押しするなど、大会後の持続的成長を視野に入れた支援を展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   中小企業の海外展開の促進 

１ 東京の産業力を世界に発信 

  2020 年大会を契機に集まる世界の注目を大会開催後も東京の産業に集めるよ

う、中小企業の優れた製品・サービスを世界に向けて強力に発信する。 

  更なる成長が見込まれるアジア地域を中心とした展示商談会等において、成

長産業分野をはじめとする中小企業の優れた製品等を効果的にアピールし、新

たな市場獲得などのビジネス拡大につなげる。 

  ファッション、コンテンツ、伝統工芸品など東京のクールジャパン関連産業

を世界に発信することで、東京の産業のブランド力を高める。 

 

２ 海外販路の拡大等に向けた支援の充実 

  中小企業の更なる海外販路の開拓・拡大に向け、相談体制の強化や情報提供

の充実、海外販路ナビゲーターによる的確なハンズオン支援（情報提供やアド

バイスに加え、商社への仲介や事業の進行管理など個々の企業に応じた継続的

な支援）など、多面的な支援を展開する。 

  海外販路の開拓や海外営業拠点の設置等による持続的な海外取引を目指す中

小企業を支援するため、アジアの重要拠点であるタイに東京都中小企業振興公

社の支援拠点を設置し、現地での支援体制を強化する。 

４ 

＜2020 年大会の開催を契機としたビジネスチャンスの拡大＞ 
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  中小企業の海外展開を担う企業内人材の育成を促進するとともに、外国人留

学生の採用や就業を支援するなど、海外展開等にあたっての中小企業の人材確

保・育成を総合的に支援する。 

  海外展開に取り組む中小企業に対し、海外規格など海外向け製品の開発に必

要な情報の調査・提供や、新興国における契約トラブル・模倣品被害等の知的

財産権侵害への対策を強化するなど、技術・経営の両面から総合的に支援する。 

 

 

   産業集積の維持・発展とものづくり技術の高度化・高付加価値化の推進 

１ 産業集積の維持・発展 

  工場の立地促進や操業継続のための環境整備、地域産業の担い手同士の新た

なネットワークの構築等に主体的に取り組む区市町村を重点的に支援し、地域

の産業基盤を維持・強化するとともに、無秩序な産業の空洞化を防止する。 

  経営改善や新たな事業への展開等に取り組む中小企業に対し、専門家の派遣

による現地での助言や、顧客ニーズの把握とそれに基づく製品改良を一体的に

支援するなど多面的な支援を展開し、中小企業の経営力の向上を図っていく。 

  小規模企業の事業承継・継続に向けた支援拠点を整備し、後継者の確保や販

路開拓等の支援を展開するなど、地域で活躍する小規模企業の事業の継続と持

続的発展を後押しする。 

  後継者の不在などに悩む中小企業の円滑な事業承継に向け、相談・支援体制

を強化するなど、これまで中小企業が培ってきた技術やノウハウの喪失を防ぎ、

東京の産業基盤を維持する。 

  都内各地域の商業活動において重要な役割を担っている商店街に対して、に

ぎわいの創出や地域の活性化に向けた様々な取組を区市町村と連携して支援す

ることで、地域経済の振興を図る。 

  八王子市に都域を越えた広域的産業交流の中核機能を担う交流拠点を整備し、

５ 

＜タイの現地支援拠点における支援イメージ＞ 
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圏央道の整備による相乗効果により、多摩地域における産業集積・産業交流を

促進する。 

 

２ ものづくり技術の高度化・高付加価値化 

  開発から事業化に向けた各段階での支援や先端技術分野における試験研究・

測定・技術指導など、中小企業の競争力強化に向けた付加価値の高い製品・技

術の開発を促進する。 

  中小企業が他企業、大学、公的研究機関等と連携し、より高度・高付加価値

な技術や製品を生み出す取組を支援するなど、多様な主体の連携によるものづ

くり技術の高度化・高付加価値化を促進する。 

  中小企業が大企業の保有する知的財産を活用して新たな製品・技術を開発す

る取組を支援するなど、大企業と中小企業の連携によるイノベーションの創出

を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  優れた製品等の認定やメディアを活用した販路開拓の支援などを通じ、中小

企業による付加価値の高い技術・製品の開発を促進する。 

 

 

中小企業の人材確保・育成に対する支援の展開 

１ 人材確保・育成を支援 

  ものづくり産業等を支える高度な技能を持つ中核

人材を育成・確保するため、民間企業等による企業

内職業訓練を支援するほか、ものづくり産業の新た

なニーズを踏まえ、城南職業能力開発センター大田

校の機能充実などを図る。 

  ものづくり中小企業の生産性と収益性を高めるた

め、生産管理などの知識や現場改善の手法などを総合的に学ぶカリキュラムな

どにより、ものづくり中核人材の育成を図る。 

  中小企業へ専門家を派遣し、雇用条件・人事制度の見直し、採用や人材活用

ノウハウ等について助言するなど、企業における人材確保に向けた取組を支援

する。 

＜大企業と中小企業の連携の取組イメージ＞ 

６ 

＜職業訓練の様子＞ 
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   農林水産業の産業力強化と東京の特産品の魅力発信 

１ 生産基盤の強化と競争力ある経営の実現 

  大消費地という東京のメリットを生かし、販路開拓や経営の多角化に取り組

む農業者へのハード・ソフト両面からの総合的な支援や、ＩＣＴ＊による自動環

境制御等の最先端技術の活用等を推進し、収益性の高い農業の実現を図る。 

  農産物の生産・供給、快適な都市環境の形成、都民生活への潤いと安らぎの

提供等、多面的な機能を有している都市農地について、区市町と連携した効果

的な保全策を構築・展開する。 

  林業の振興を図り、伐採・利用・植栽・保育という森林循環を促進するため、

花粉発生源対策にも資する伐採更新、林道開設、担い手の確保・育成、低コス

ト林業技術の開発などを推進する。 

  島しょ地域において、資源管理型漁業や水産資源の有効活用による持続可能

な水産業の振興を図るとともに、多摩地域では江戸前アユ等の活用や遊漁施設

の整備など内水面漁業の振興を推進する。 

  トウキョウＸ＊や東京しゃも＊等、

東京のブランド畜産物の安定的な

生産と供給力の強化を図るため、育

成技術の向上、青梅畜産センターの

再編整備、生産者の新規開拓等を行

うとともに、生産者の経営力向上に

向け、農水産物のブランド化や加工

品開発等による付加価値を高める

取組を促進する。 

 

２ 東京の特産品の魅力を国内外へ発信 

  「東京味わいフェスタ」等のイベントの開催、

東京の特産品を扱う拠点ショップの展開、多摩産

材の国際的な木材認証の取得による2020年大会関

連施設等への活用の推進など、2020 年大会の高い

注目度を生かし、東京産の農林水産物の魅力を国

内外に広く発信していく。（再掲：126 頁参照） 

  「とうきょう特産食材使用店」「東京 島じまん

食材使用店」「東京都エコ農産物認証制度」の更な

る拡大や、学校給食等における東京産水産物の消

費拡大の推進、消費者ニーズに即した東京ならで

はの新たな特産品の開発等を進めるなど、安全・

安心な東京産の農水産物の地産地消を一層促進す

る。 

７ 

＜トウキョウ X＞ ＜東京しゃも＞

＜「とうきょう特産食材使用店」 

ロゴ入り木製ボード＞

＜「東京 島じまん食材使用店」

ロゴ入り木製ボード＞
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都心等の機能強化による東京の都市力の更なる向上 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【おおむね 10 年後（2024（平成 36）年頃）まで】 
 

■拠点駅の整備推進 

  ◇拠点駅の交通結節機能の強化により、まちの利便性が向上 

事  項 目標年次 目標値 

東京駅 丸の内駅前広場の整備 2017 年度 完了 

渋谷駅 渋谷川の再生 2018 年度 完了 

新宿駅 
南口の基盤整備 2015 年度 完了 

東西自由通路の整備 2020 年度 完了 

品川駅周辺 品川駅・田町駅間新駅 2020 年度 暫定開業 
 

■都市再生の推進 

  ◇市街地の再開発により、国際ビジネスや生活文化の発信拠点などへ再生 

事  項 目標年次 目標値 

都市の再生 
竹芝地区 2019 年度 竣工・開業 

渋谷地区（宮下町） 2017 年度 竣工・開業 

晴海地区 選手村の後利用（再掲） 2021年度以降 住宅として入居 
 

■臨海部の整備推進 

  ◇臨海副都心の開発や豊洲新市場の開場などにより、ベイエリアの魅力が向上 

事  項 目標年次 目標値 

臨海副都心 

大型クルーズ客船ふ頭の整備 2019 年 完了 

都心と臨海副都心の連絡強化

（再掲） 
2019 年度 BRT＊の早期導入 

 

【おおむね 10 年後の東京の姿】 

○ 市街地の再開発により、都心等の公共施設やまちの機能が一体的に再編・

整備され、多様な都市機能が高密度に集積している。 

○ 都心等の拠点駅の機能を高める取組を周辺まちづくりと一体で行うこと

で、多くの人々が快適に訪れることができるまちが創出されている。 

○ 臨海部においてビジネスやＭＩＣＥ＊・観光などの機能の集積が図られ、日

本の成長を牽引する国際的な戦略拠点として発展している。 

２ 政策目標 

１ 将来像 

政策指針 16 

都市戦略６ 世界をリードするグローバル都市の実現 
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豊洲地区 
豊洲新市場の整備 2016 年度 開場 

千客万来施設の整備 2016 年度 開設 

 
 
 
（拠点駅のポテンシャルの活用） 

○  都心のターミナル駅は、複数の鉄道・バス等の乗り入れや商業施設の併設な

どの機能集積の進展により、多くの人々が利用するビジネスや観光、にぎわい

の拠点となっている。 
○  東京駅では、首都東京の玄関口にふさわしい景観形成を図るため、2012 年に

丸の内駅舎を復原した。周辺の開発とも連携して駅利用者以外の新たな人の流

れを生み出し、エリア一帯の魅力を高めている。 
○  しかしながら、都心部の拠点駅の一部では、駅前広場の滞留スペースの不足

や、周辺道路におけるバス・タクシー等による渋滞の発生、鉄道施設による移

動ルートの制約など、依然として安全性や利便性の面で課題を抱えている。 
○  また、世界一を目指す都市として、東京が海外から人を呼び込むビジネスや

国際観光の拠点となるためには、国内外へのアクセス向上や周辺のまちづくり

と一体となった回遊性の向上など、駅の機能を高めていくことが重要となる。 
 

（都市再生の進展） 

○  都は、都市開発諸制度＊を活用し、エリアごとの特性に応じた都市機能の集

積を積極的に誘導しているが、高い立地ポテンシャルを有しながら、いまだ再

開発の進んでいない市街地において、集積のメリットをより一層発揮させるま

ちづくりを進めていくとともに、都民にとって貴重な都市空間である土地の一

層の有効活用に取り組んでいくことが必要である。 
○  また、都市の魅力を持続的に高めていくためには、開発後も都市経営の視点

を重視した都市づくりに取り組んでいくことが不可欠であり、様々な取組を行

っていく必要がある。 
 
（臨海部の整備） 

○  臨海副都心地区では、これまで交通インフラ等の基盤整備を進めてきたが、

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会とその先を見据え、日本の

成長を牽引する国際戦略拠点として更なる都市機能の充実が求められている。 
○  豊洲地区では、発展が見込まれる臨海副都心の隣接地区として、観光や水辺

のレクリエーションを通じたにぎわい創出により、臨海副都心との相乗効果を

生み出すことが期待されている。 
  

３ 到達状況・課題 
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   都心等における拠点機能の充実・強化 

１ 中核拠点＊及び都心周辺部における多様な都市機能の高密度な集積の推進 

  大手町、丸の内、八重洲などでは、街区の再編と同時に、都心の生活基盤を

支えるインフラや業務・商業などの集積したストックの機能更新を進めるとと

もに、育成すべき用途の誘導により都市機能の多様化を図り、にぎわいと活力

のある拠点を形成していく。 

  新宿、渋谷、品川などにおいて、基幹的な交通結節機能の強化や都市基盤の

再編と民間開発を一体的に進め、それぞれの地域特性を生かした機能が集積し

た拠点を形成する。 

  都心周辺の拠点的なエリアでは、周辺市街地との調和に配慮しながら、民間

活力を生かした機能更新を図り、大規模土地利用転換や街区再編による計画的

な市街地を形成するとともに、中高層化による居住機能の維持・向上による職

住が近接した都市づくりを推進する。 

  東京の強みの一つである発達した公共交通網を生かし、拠点駅等における乗

換利便性や利用サービスの更なる向上を図っていく。 

 

２ 周辺まちづくりと一体となった拠点駅整備の推進 

  東京駅周辺では、丸の内口の駅前広場整備により首都にふさわしい景観の形

成を図るとともに、丸の内側と八重洲側を結ぶ東西自由通路の整備を推進し、

駅利用者や来訪者の回遊性を向上する。また、八重洲側に羽田空港及び地方都

市とのアクセスを強化する大規模バスターミナルを整備し、広域交通の結節点

としてのターミナル機能を高める。 

  渋谷駅では、東京メトロ銀

座線の移設等の駅機能改良

に併せ、多層階に分散した公

共交通を結ぶ縦のバリアフ

リー動線の整備や駅と周辺

市街地を結ぶ歩行者デッキ

の整備などにより、歩行者に

やさしい都市空間を生み出

す。また、南街区では、渋谷

川のオープンスペースの確

保等を通じ、魅力ある水辺空

間を創出する。 

 

 

 

４ これからの政策展開 

１ １ 

＜渋谷駅周辺のまちづくりと歩行者動線＞ 

Ａ 

Ｂ 

Ａ Ｂ 
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  新宿駅周辺では、2015 年度に南口地

区基盤整備事業が完成し、点在してい

たバスターミナルの集約により、鉄

道・バス等の各交通機関の利用しやす

く、分かりやすい乗継を実現する。ま

た、東西自由通路の整備や駅前広場等

の再編、西新宿地区の地下歩行者専用

道の整備により、国際的なにぎわいと

交流を創造する、歩行者中心の回遊性

の高いまちづくりを推進する。 

  羽田空港に近接し、リニア中央新幹

線の始発駅となる品川駅では、国内外

への広域アクセスに優れた立地特性

を生かし、品川駅・田町駅間への新駅

設置や駅周辺道路などの基盤整備に

より、駅周辺の大規模な低未利用地を

活用した最先端のビジネス環境の形

成を図る。また、先端技術や国際文化

などが交流するＭＩＣＥの拠点創出

を進めるとともに、崖線や水辺などを

生かした環境都市を実現し、日本の成

長を牽引する国際交流拠点にふさわ

しいまちづくりを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域整備の核として４つの優先整備地区を定め、東京都が主導しながら公民協働で段階的に開発整備を推進 

＜品川駅・田町駅周辺のまちづくり＞ 

＜新宿駅南口の交通結節機能強化の概要＞

世界の人が

集まるビジ

ネス機能、知

の交流機能

を更に集積 

品川駅と新駅とが相乗効

果を発揮しながら、交通

結節機能を発揮 
 

＜国際交流拠点の展開イメージ（品川）＞ 

品川駅北周辺地区 

大規模な低未利用地を活用し、

最先端のビジネス環境を形成 

新たな価値を創造する場とな

る MICE の拠点の形成 品川駅とその周辺が調和

したまちづくりの実現 

芝浦水再生センター地区 品川駅・田町駅間新駅イメージ 

環境都市づくり、緑豊かな

オープンスペースの形成 

リニア中央新幹線始発駅 

品川駅西口地区 
品川駅街区地区 

©Central Japan Railway Company. 

All rights reserved.

新駅

（画像提供）東日本旅客鉄道株式会社

品川駅

多様な都市機能の連携により、世界と日本をつなぐ

国際交流拠点を構築 
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   東京のポテンシャルを最大限に引き出す開発プロジェクト等の推進 

１ 地域の特性を生かしたまちづくりの推進 

  都市再生特別地区や都市開発諸制度を活用した優良な民間開発の誘導に取り

組み、質の高い多様な都市機能の集積を促進し、東京の活力を高めるとともに、

国際競争力の一層の強化を図る。  

 

２ 有楽町地区のまちづくり 

  業務、商業、文化・交流など多様な機能が共存・集積する特性を生かし、様々

な人々が訪れ交流する国際ビジネス・都市観光拠点を形成するまちづくりを推

進する。 

  なかでも、有楽町駅周辺では、旧都庁

舎跡地を活用した公民連携のまちづくり

事業の実施により、機能更新を進め、公

共空間の整備・改善を図るとともに、東

京国際フォーラムとの近接性や、銀座な

どの多様な観光資源の集積等を踏まえて、

ＭＩＣＥ機能の充実を図る。 

  加えて、歩行者ネットワークの形成等

により、高架の鉄道敷を挟む有楽町駅東

西間や、開発が進む日比谷や八重洲、銀

座などとの連携を強化し、にぎやかで、

安全・快適な回遊性の高いまちづくりを

目指す。 

 

３ 北青山三丁目地区のまちづくり 

  敷地面積約４ha の老朽化した大規模団地である都営青山北町アパートを建替

え、高層・集約化するとともに、創出される用地を生かし、青山通り沿道との一

体的なまちづくりを進める。 

  ファッションや文化等の施設が集積し、

都心にありながら大規模な緑地も多い特

色ある地域において、質の高い民間開発

を誘導しながら、最先端の文化・流行の

発信拠点を形成する。 

  具体的な事業手法、区域、都営住宅の

建替え計画や創出用地の規模・配置等を

示す基本計画を盛り込んだ実施方針を

2015 年度に公表し、都営住宅の建替えを

2020 年度までに完了する。 

 

２ 

＜北青山三丁目地区のまちづくり＞ 

＜有楽町地区のまちづくり＞ 

- 228 - - 229 -



＜竹芝地区完成イメージ＞ 

４ 2020 年大会のレガシーを生かした質の高い都市空間の形成 

  晴海地区では、民間事業者が持つ最新の技術とノウハウを引き出し、選手村

のレガシーをはじめとして、住宅及び人々の交流機能を併せ持った魅力的な市

街地を形成していく。（再掲：51 頁参照） 

  神宮外苑地区では、新国立競技場の建設を契機として大規模スポーツ施設の

更新を促進し、これらの施設を中心に多様な機能が集積するスポーツ・文化の

拠点形成を推進する。また、いちょう並木から聖徳記念絵画館を臨む歴史的景

観の維持・保全を図りながら、関係地権者等と連携して緑あふれる安全で快適

な歩行者空間を整備し、新たな魅力・にぎわい・風格を兼ね備えたスポーツク

ラスター＊を形成していく。 

 

５ 都市再生や街区再編の促進 

  都有地を活用した「都市再生ステップア

ップ・プロジェクト＊」により、竹芝地区

では、国際競争力の強化に資するコンテン

ツ産業のビジネス拠点を形成し、渋谷地区

（宮下町）では、世界に向けた生活文化や

ファッション産業等の発信拠点を形成する。 

  京成高砂駅周辺において、地元区や鉄道

事業者と連携して、都有地活用等による駅

を中心としたまちづくりに着手し、コンパ

クトな市街地の形成を推進する。また、開

発ポテンシャルの高いエリアに立地する都営住宅の建替えに伴い創出された用

地において、民間の活力を生かした開発を誘導し、地域の魅力向上を図る。 

  土地の有効・高度利用による多様な都市機能の集積と交通・防災機能等の向

上を図るため、街区再編や大街区化等の取組を促進し、質の高い高密度な都市

空間の形成を図る。 

  築地地区では、地域特性等を生かした市場移転後の土地利用の方向性及び土

地活用方策を検討の上、具体化し、まちづくりを推進する。 

  

大街区化 

施行前の市街地 １６街区を３街区に再編 

＜大街区化の事例（神保町一丁目南部地区）＞ 

再開発事業区域 

西街区
東街区 

北街区
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６ エリアマネジメント活動の促進 

  都内の様々な拠点において、地域の特性を生かし

て魅力やにぎわいを持続的に高めていくため、民間

活力を最大限に活用し、エリアマネジメント＊による

まちづくりを推進する。 

  まちのにぎわいを創出する「東京のしゃれた街並

みづくり推進条例＊」における「まちづくり団体」

の登録対象区域の要件を緩和するなど、効果的な規

制緩和等を実施し、地域のエリアマネジメント活動

を支援する。 

 

 

 

 

  

＜エリアマネジメント活動による

にぎわい創出の例＞

【実施前】 

【実施後】 

都が推進する「都市再⽣ステップアップ・プロジェクト」の１つである⽵芝地
区のまちづくりでは、ＪＲ浜松町駅を含めた再開発を⾒据え、⽵芝を国際都市と
して⾶躍させる基軸として、海岸通りや⾸都⾼速による地域の分断を改善し、地
区の回遊性を向上させるとともに、にぎわいの連続性を創出する歩⾏者デッキ「⽵
芝ブリッジウェイ」を整備します。この歩⾏者デッキは、災害時に緊急輸送道路
となる海岸通りを横断することなく避難できるルートとしても活⽤できるため、
地域の防災対応⼒の強化にも寄与します。 

また、まちなみ景観の誘導・形成や環境美化など、まちを育てる取組であるエ
リアマネジメントにおいて、地区のにぎわい創出・交流活動、歩⾏者デッキ等の
公共空間等の維持管理、防災性向上に資する活動等に取り組み、歩⾏者デッキが
⽣み出す効果を補強します。 

このように都では、⺠間活⼒を導⼊しながら、開発エリアと周辺街区や公共施
設を結ぶ歩⾏者デッキを有効に活⽤し、世界に誇る魅⼒あるまちづくりに向けて、
都市再⽣を進めていきます。 

⽵芝地区のハード・ソフト⼀体のまちづくりコラム 

＜⽵芝地区の歩⾏者デッキのイメージ＞
＜⾸都⾼上のイメージ＞
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   2020 年大会後も見据えた臨海部のまちづくり 

１ 臨海副都心における魅力あるまちづくりの推進 

  臨海副都心をビジネスやＭＩＣＥ・国際観光の拠点に発展させていくため、

2020 年大会後も視野に入れた将来ビジョンを策定する。 

  臨海副都心地区に大型クルーズ客船に対応可能な新たな客船ふ頭を完成させ、

2020 年大会開催に向けて臨海副都心の魅力を向上させる。 

  国道 357 号東京港トンネルの整備促進や、環状２号線や臨港道路南北線の開

通など、臨海部における道路ネットワークの整備を推進する。（再掲：99 頁参照） 

  臨港道路等において自転車走行空間を整備するとともに、自転車推奨ルート

やシェアサイクル＊と連携し、自転車利用者の利便性と快適性を高める。（再掲：

110 頁参照） 

  臨海副都心や豊洲新市場へのアクセスを充実するため、都心と臨海副都心を

結ぶＢＲＴを導入する。（再掲：109 頁参照） 

 

２ 豊洲地区における新たなにぎわいの拠点の形成 

  首都圏の食を支える基幹市場と

して、高度な品質・衛生管理等を

行う施設や効率的な物流システム

を備え、多様化する消費者のニー

ズや環境負荷軽減にも対応した豊

洲新市場を開場する。 

  市場施設の開場と併せて「千客

万来施設」を整備し、築地にみら

れるにぎわいを継承・発展させる 

３ 

＜豊洲地区のまちづくりイメージ＞ 
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   2020 年大会後も見据えた臨海部のまちづくり 

１ 臨海副都心における魅力あるまちづくりの推進 

  臨海副都心をビジネスやＭＩＣＥ・国際観光の拠点に発展させていくため、

2020 年大会後も視野に入れた将来ビジョンを策定する。 

  臨海副都心地区に大型クルーズ客船に対応可能な新たな客船ふ頭を完成させ、

2020 年大会開催に向けて臨海副都心の魅力を向上させる。（再掲：○頁参照） 

  国道 357 号東京港トンネルの整備促進や、環状２号線や臨港道路南北線の開

通など、臨海部における道路ネットワークの整備を推進する。（再掲：○頁参照） 

  臨港道路等において自転車走行空間を整備するとともに、自転車推奨ルート

やシェアサイクル＊と連携し、自転車利用者の利便性と快適性を高める。（再掲：

○頁参照） 

  臨海副都心や豊洲新市場へのアクセスを充実するため、都心と臨海副都心を

結ぶＢＲＴを導入する。（再掲：○頁参照） 

 

２ 豊洲地区における新たなにぎわいの拠点の形成 

  首都圏の食を支える基幹市場とし

て、高度な品質・衛生管理等を行う

施設や効率的な物流システムを備え、

多様化する消費者のニーズや環境負

荷軽減にも対応した豊洲新市場を開

場する。 

  市場施設の開場と併せて「千客万

来施設」を整備し、築地にみられる

にぎわいを継承・発展させるととも

３ 

＜防災訓練への参加＞

＜清掃活動の実施＞ 

【エリアマネジメントの取組】
【活動事例】

対象範囲（約 28ha） 

活⽤都有地（約 1.5ha）

歩⾏者デッキ 

＜豊洲地区のまちづくりイメージ＞ 



に、食の魅力を発信することで観光客を惹きつけ、豊洲ならではの活気やにぎ

わいを創出する。 

  水辺のウォーキングや水陸両用車での遊覧等を楽しめるレクリエーションエ

リアとして豊洲の水際緑地帯等を整備するとともに、新たな船着場の設置によ

り、水辺の各拠点とを結ぶ水上交通ネットワークを充実させる。 

 

2020 年大会後の数十年先を見据えた都市像の提示 

１ 東京の都市力の向上と魅力の発信 

  都市づくりに関し、2020年大会のレガシーを生かしつつ、その更なる10年後、

20 年後を見据え、インフラや拠点の整備、防災都市づくりはもとより、環境、

文化などの観点も加え、「都市づくりのグランドデザイン（仮称）」について検

討し、明らかにしていく。 

  あわせて、東京の都市づくりに係るシティセールスを推進し、海外の企業や

投資家等への情報発信を活性化する。 

 

 

 

４ 

竹芝ふ頭方面のイメージ

とともに、食の魅力を発信することで観光客を惹きつけ、豊洲ならではの活気

やにぎわいを創出する。
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履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ
ミュニケーション

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 比較文化論

2
コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

6
単位

選択

（ｺｰｽ別）

8
単位以上

ﾛﾎﾞｯﾄ

組込みシステ
ム制御実習 3

自動制御機
械開発実習 3

産業用ロ
ボット実習 2

情報工学概
論 2

デザインエ
ンジニアリ
ング概論

3

職業専門
科目

情報数学
2

確率統計論
2

技術英語
2

79.5

線形代数
2

単位
以上

必修

解析学
2

36.5

プログラミ
ング

C言語基礎

3
組込みC,  
C++言語 3

プログラミング
概論 1.5

ソフトウェ
アシステム
開発

2

単位
情報
通信

コンピュータシ
ステム 2

データベー
ス基礎と応
用

2
情報セキュ
リティ応用 2

電子
回路

エレクトロニク
ス工学 3

回路・プリ
ント基板設
計

3

人工知能基
礎 1.5

機械学習

2
深層学習

2

自然言語処
理 1.5

画像・音声
認識 2

人工知能数
学 1.5

デバイス・ネッ
トワーク 1.5

サーバ・
ネットワー
ク

1.5

9.0

IoTデバイス
プログラミ
ングⅠ

1
IoTデバイス
プログラミング
Ⅲ

2

単位以上 制御工学基
礎 2

IoTデバイス
プログラミング
Ⅱ

1

力学

2

制御工学基
礎 2

材料力学・材
料工学 2

ロボット機
構 2

機械設計

2
ロボット制
御 2

展開科目 必修

企画・発想法

1.5
プロジェク
トマネジメ
ント

2
知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会 2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ

1.5
企業経営論

2

ベンチャー起
業経営 1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目

4
単位

卒業要件 計 124 単位以上

カリキュラム配置  工科学部　情報工学科 資料　8

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

科目種別 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

講義
・

演習

単位

基盤

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ

AI

5 臨地実務実習Ⅱ 7.5 臨地実務実習Ⅲ 7.5

学科
共通

ソリュー
ション開発
Ⅱ

4

ソリュー
ション開発
Ⅰ

2

IoT

人工知能シ
ステム開発
Ⅱ

3
人工知能応
用 2

人工知能シ
ステム開発
Ⅰ

2
メディア情報
処理実習 1

3
IoTサービス
デザイン 2

IoTシステム
開発Ⅰ 3

IoTシステム
開発Ⅱ

IoT

センサ・アク
チュエータ 2

データ解析

1.5

ﾛﾎﾞｯﾄ

講義
・

演習

ビジネス
教養

講義
・

演習

学科
包括

数学
物理
英語

AI

選択

Pythonプロ
グラミング 1.5

地域共創デザイン実習

演習
必修
4単位

研究
制作

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成

1



履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ

ミュニケーショ

ン

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 単位 比較文化論

2
コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

9
単位

選択

5
単位以上

学科包括

コンテンツ
デザイン概
論

2

職業専門
科目

線形代数

2
統計論

2
技術英語

2

解析学

2

必修

コンピュータ
グラフィックス
Ⅰ

2
コンピュータ
グラフィックス
Ⅱ

2

79.5 39

情報
通信

電子情報工
学概論 2

単位
以上

単位 ゲーム構成論
Ⅰ 2

プログラミング
言語基礎 1.5

ゲームアルゴ
リズム 2

ゲームAI Ⅰ

1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅰ

3
コンテンツ制
作マネジメント 2

エンタテインメ
ント設計 1.5

デジタル造形
Ⅰ 3

デジタル造
形Ⅱ 3

映像論

2

CGデザイン
基礎 1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅱ

1.5
ゲームプログ
ラミングⅠ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅡ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅢ 1

選択

6.5
単位以上 ゲーム構成論

Ⅱ 1.5
ゲームデザイ
ン実践演習 1

インターフェー
スデザイン 1

デジタル映像
表現技法基
礎

1.5
デジタル映像
表現技法応
用

3
デジタルキャ
ラクタ実践演
習

3
インターフェー
スデザイン 1

CGアニメー
ション総合
演習

1

展開科目 必修

企画・発想法

1.5

プロジェク
トマネジメ
ント

2

知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会

2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ 1.5

企業経営論

2

ベンチャー起
業経営

1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目 必修

4 4
単位 単位

卒業要件 計 124 単位以上

7.5

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

ゲームハード
概論

地域共創デザイン実習

演習
研究
制作

CG

講義
・

演習

ビジネス
教養

1.5

3
ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅲ

3
ゲームAI Ⅱ

講義
・

演習

ｹﾞｰﾑ

CG

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾏｰ）

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾗﾝﾅｰ）

数学
物理
英語

講義
・

演習

基盤

臨地実務実習Ⅱ 7.5

ｹﾞｰﾑ

ゲーム制作技
術総合実習
Ⅰ

3

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5

ゲーム制作技
術総合実習
Ⅱ

2

CG

学科
共通

カリキュラム配置　工科学部 デジタルエンタテインメント学科 資料　8

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期前期後期 前期 後期科目種別 前期 後期 前期

デジタルコンテンツ制作応用

6 3
デジタルコン
テンツ総合実
習

臨地実務実習Ⅲ

CGアニメー
ション総合実
習Ⅰ

3 2
CGアニメー
ション総合実
習Ⅱ

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成

2



資料9-1
【工科学部 情報工学科】
カリキュラムツリー

1



2

資料9-1-1
【工科学部 情報工学科 ＡＩ戦略コース】
カリキュラムツリー



資料9-1-2

3

【工科学部 情報工学科 ＩｏＴシステムコース】
カリキュラムツリー



資料9-1-3

4

【工科学部 情報工学科 ロボット開発コース】
カリキュラムツリー



資料9-1-4

5

【工科学部 情報工学科】
理論科目の学習体系について



【工科学部 デジタルエンタテインメント学科】
カリキュラムツリー

資料9-2

6



7

【工科学部 デジタルエンタテインメント学科 ゲームプロデュースコース】
カリキュラムツリー

資料9-2-1



資料9-2-2

8

【工科学部 デジタルエンタテインメント学科 ＣＧアニメーションコース】
カリキュラムツリー



資料9-2-3

9

【工科学部 デジタルエンタテインメント学科】
理論科目の学習体系について



資料10-1

ディプロマ・ポリシー
（学位授与の方針）

カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成・実施の

方針）

冒
頭

　本学は、卓越した機能によ
る技術的価値と優れた芸術的
表現による文化的価値を備
え、ビジネス上の成功を目指
しつつ社会や環境への配慮を
欠かさない人工物の創造をす
る“Designer in Society（社
会とともにあるデザイ
ナー）”となるために、定め
られた在籍期間、及び、所定
の単位を取得し、必修等の条
件を満たすこと等を卒業要件
とし、卒業を認定し学位を授
与する。

東京国際工科専門職大学
では、ディプロマ・ポリ
シーに掲げた学修成果を
得るために、デザイン思
考の教育課程を編成す
る。
学修方法･学修過程、学修
成果の評価の在り方は以
下のように定める。

冒
頭

本学部は情報技術を応用する領域におけ
る専門職を養成する。そのため、本学の
「ディプロマ・ポリシー」を踏まえた上
で、定められた課程において以下の知
識・能力を修得し、教育の理念である
「Designer in Society（社会とともに
あるデザイナー）」に従い、ものを創る
ことができる学生に対し、卒業を認定し
学位を授与する。

工科学部では、ディプロマ・ポリシー
に掲げた能力を身につけることができ
るように、以下のように教育課程を編
成する。
このように体系立てられ編成される教
育課程に対し、学修方法･学修過程、学
修成果の評価の在り方は以下のように
定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

主な
授業形
態

DP
No.

keywords ＜教育課程の区分＞

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学など
の基礎知識とともに、コンピュータシス
テムの構成に関する知識を有している

3
創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を
支援する知識・理解の科目を置く

2 創造

AI, IoT, ロボットの各分野において、
価値創造のためのソフトウェアアルゴリ
ズムやシステム構成方法論について理解
している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工
知能システムに関する論理的・数学的知
識を有している
・IoTシステムコースに所属する学生
は、ソフトウェア、ハードウェア、ネッ
トワークとデータ解析の知識を有してい
る
・ロボット開発コースに所属する学生
は、ハードウェアとソフトウェアのバラ
ンスした知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともに
あるデザイナー）”の根幹に当たる倫
理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解
している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコ
ミュニケーションの汎用的技能を育成
する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロ
ボット）と社会との接点を理解し、情報
システム技術をコアとして、システムイ
ンテグレーションに関する知識を総合的
に俯瞰することができる 1 分析

5
問題発見
力

情報工学を主導する専門職人材として問
題を発見する力を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現
力を有している

演習 2 創造

問題・課題解決のために知識を総合
し、価値創造の方法論を学ぶ科目を配
する。

7
プロトタ
イプ開発
力

情報技術を応用して対象領域の課題を解
決するソリューションのプロトタイプを
開発する能力を有している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工
知能システムの応用に着目する
・IoTシステムコースに所属する学生
は、IoTシステムのプロトタイプ開発を
行い、サービスデザインにも着目する
・ロボット開発コースに所属する学生
は、ロボットの応用に関する実践的プロ
トタイプ開発に着目する

7
プロトタ
イプ開発
力

プロトタイプ開発を主軸とする実習科
目を配置する

8 判断力

論理的思考能力と科学的知識によって最
適解を判断することができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション
能力を有している 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供する
ことができる 3

ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を養
成する科目を配置する

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択す
る能力を有している 12 倫理観

環境や社会への配慮し、持続可能な解
を生み出すための知識を学ぶ

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エ
ラーを厭わず最後までやり遂げる

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三
現主義（現場、現実、現物）で行動でき
る

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究
制作を実施します。この科目は、英語
での発表を義務付けている

＜教育課程の区分＞
1. 教育課程は①対象領域
を俯瞰し、②問題・課題
を発見し、③解決策を考
え、④プロトタイプを開
発し、⑤評価から①に戻
る一連の過程に必要な知
識、能力を得られる教育
課程とする。

2. 専門職人材としてプロ
トタイプ開発を行う実践
力とビジネスセンスを磨
き倫理観をもって対象領
域にアプローチするため
に必要な科目を配する。

3．実習科目を中心として
志向・態度を学び、チャ
レンジ精神、向上心、探
究心を涵養する

＜教育内容・方法＞
本学では「担任制度」を
設け、学生10名程度に1名
以上の担当教員を配し、
学修計画・履修登録のみ
ならず、より良い教育及
び学修を円滑に運営する
ための人間環境を整え
「個に対する教育」を行
う。
（学修方法）
科目が初歩的なものから
専門的なものへと進行す
る配置の中で、初歩的過
程で学んだ科目内容が、
どのようにして専門的な
科目の基礎をなすか、ま
た専門的科目の内容がど
のようにして社会にどの
ように役立つかを実習科
目や総合科目を通じて学
ぶ。この実感が、
“Designer in Society
（社会とともにあるデザ
イナー）”の基礎とな
る。したがって、科目配
列は特に１年次では最初
に動機付け及びトピック
へのエクスポージャを目
的とした科目によって原
理や理論を深く学ぶので
はなく、何に使われてい
るかを中心に理解する。
その後に原理や理論を学
ぶ科目を配置している。
これは自分が持っている
社会に役立ちたいという
動機が、学問によって裏
付けられることを経験
し、実感的動機を科目学
修動機に変換させること
でもある。それに基づい
て、専門的な科目は動機
を満たすものとして自発
的に学習することが可能
となる。これを実現する
ために、実務経験のある
教員から何を学ぶかを知
り、また実習、演習、イ
ンターンシップなども、
漫然と課題に向かうので
なく、自発的に学習する
ものとして位置づけるこ
とができるものとなる。

実習

講義・
演習

多くの実習科目を通し、新しいモノ・
コトでも躊躇せず、変化を好んで対応
し、対話を通じて他者と協力し、机上
のデータだけではなく、自分の目で見
て耳で聞く行動指針を養成する

基礎
科目

職業
専門
科目

協調性をもって、主体的に行動すること
ができる。加えて、リーダーシップを発
揮することができる

設定された問題を解決するための理論
科目と、正確な判断力を養成する科目
を置く。これらの科目は職業専門科目
の講義科目として配する

職業
専門
科目

展開
科目

俯瞰力と問題発見力を涵養する実習科
目を配置する

実習による実践だけではなく、協調性
をもって、チームメンバーとして主体
的に行動する、または、リーダーとし
て、指導力を発揮する原理を学ぶ科目
を配する

知
識

・
理
解

能
力

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

10

態
度
・
志
向

倫理観

1. 豊かな創造力
　対象領域を俯瞰し、問題・
課題を発見し科学的根拠を
もって分析するとともに、分
析した結果問題の本質を精査
できる総合力と、解決を複数
考案できる創造力、感性、倫
理観を有している。

2. 確かな実践力
　問題・課題解決に対し、実
際にプロトタイプを開発し複
数インプリメントすることで
実際に解決案を創造するとと
もに、最適解を選択できる社
会的倫理観を持ちながら判断
できる知識・能力を有してい
る

3. 鋭いビジネスセンス
　専門職人材として、顧客や
品質を第一に考えられるとと
もに、現実的判断をもって遂
行することのできるビジネス
スキルと共に、自身が持つ好
奇心の実現に向け協調性を
もって、主体的に行動するこ
とができる。

4. 高い倫理観
　倫理観をもって社会の責務
を認識した行動指針を有して
いるとともに、顕在する問題
解決のみならず、社会の持続
性・発展性まで考慮すること
のできる専門職人材である。

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

講義

講義

展開
科目

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

工科学部東京国際工科専門職大学

東京国際工科専門職大学　工科学部
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

1
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冒
頭

情報工学科では、人工知能システム、IoTシステム、ロ
ボット中心とした情報工学における教育・研究・実践
活動を通して、情報工学分野における基礎及び専門技
術に関する知識と創造力を身につける。さらに、それ
らを俯瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニケー
ション能力を有し、グローバルに活躍できる技術者を
養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学
生に学位を授与する。

情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身に
つけることができるように、以下のように教育課程を編成
する。
　このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学
修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のよう
に定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

授業
形態

DP
No.

keywords

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識と
ともに、コンピュータシステムの構成に関する知識を
有している 3

創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理
解の科目を置く

2 創造

AI, IoT, ロボットの各分野において、価値創造のため
のソフトウェアアルゴリズムやシステム構成方法論に
ついて理解している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システム
に関する論理的・数学的知識を有している
・IoTシステムコースに所属する学生は、ソフトウェ
ア、ハードウェア、ネットワークとデータ解析の知識
を有している
・ロボット開発コースに所属する学生は、ハードウェ
アとソフトウェアのバランスした知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともにあるデザイ
ナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの
汎用的技能を育成する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロボット）と社
会との接点を理解し、情報システム技術をコアとし
て、システムインテグレーションに関する知識を総合
的に俯瞰することができる 1 分析

5
問題発見
力

情報工学を主導する専門職人材として問題を発見する
力を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有してい
る

演習 2 創造

問題解決のために情報技術を統合し、価値創造の方法論を
学ぶ科目を配する。
共通:「C言語基礎」「組込みC,C++言語」「回路・プリン
ト基板設計」「プログラミング概論」「ソフトウェアシス
テム開発」
A群:「Pythonプログラミング」「機械学習」「深層学習」
「画像・音声認識」
B群:「Pythonプログラミング」「デバイス・ネットワー
ク」「サーバ・ネットワーク」「IoTデバイスプログラミ
ングⅠ」「IoTデバイスプログラミングⅡ」「IoTデバイス
プログラミングⅢ」
C群:「機械設計」「ロボット機構」「ロボット制御」

7
プロトタ
イプ開発
力

情報技術を応用して対象領域の課題を解決するソ
リューションのプロトタイプを開発する能力を有して
いる。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システム
の応用に着目する
・IoTシステムコースに所属する学生は、IoTシステム
のプロトタイプ開発を行い、サービスデザインにも着
目する
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロボットの
応用に関する実践的プロトタイプ開発に着目する

7
プロトタ
イプ開発
力

8 判断力
論理的思考能力と科学的知識によって最適解を判断す
ることができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有して
いる 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供することができる

3
ビジネス
の仕組み

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有し
ている

12 倫理観

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず
最後までやり遂げる

環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知
識を養成する

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現
場、現実、現物）で行動できる

社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経
営資産についての知識を習得する科目を配する。

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究制作を実施する。こ
の科目は、英語での発表を義務付けている。

東京国際工科専門職大学　工科学部　情報工学科
　ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

情報工学科

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

知
識
・
理
解

基礎
科目

講義

能
力

職業
専門
科目

講義

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理
論科目として数学や、物理学と共に、情報技術の基礎的な
知識に関する理論科目を配置する。
共通：「エレクトロニクス工学」「コンピュータシステ
ム」「情報数学」「線形代数」「解析学」「確率統計論」
「データベース基礎と応用」「技術英語」「情報セキュリ
ティ応用」
A群:「人工知能基礎」「自然言語処理」「人工知能数学」
「データ解析」
B群:「制御工学基礎」「センサ・アクチュエータ」「デー
タ解析」
C群:「力学」「制御工学基礎」「センサ・アクチュエー
タ」「材料力学・材料工学」

職業
専門
科目
展開
科目

実習

デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ
知的好奇心を向上させながら探究心を身につけるととも
に、チャレンジ精神を養成する。

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロボット）と対象領
域が抱える問題を見つけるための俯瞰力と問題発見力、そ
の問題を解決するための知識の総合力を養成する科目を配
する。
共通：「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開発Ⅰ、
Ⅱ」「地域共創デザイン実習」
A群:「人工知能システムⅠ、Ⅱ」「メディア情報処理実
習」「人工知能応用」
B群:「IoTシステム開発Ⅰ、Ⅱ」「IoTサービスデザイン」
C群:「組込みシステム制御実習」「自動制御機械開発実
習」「産業用ロボット実習」

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加
えて、リーダーシップを発揮することができる

態
度
・
志
向

倫理観

展開
科目

講
義・
演習

専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する
手法を講義と演習を組み合わせて学ぶ

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

2
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冒
頭

デジタルエンタテインメント学科では、デジタルコン
テンツ分野における歴史的・社会的背景、および、デ
ジタルコンテンツの役割や職能を理解し、プロトタイ
プ開発を行うことで、グローバルに発信可能なデジタ
ルコンテンツのクリエイターを養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学
生に学位を授与する。

デジタルエンタテインメント学科ではディプロマ・ポリ
シーに掲げた能力を身につけることができるように、以下
のように教育課程を編成する。
　このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学
修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のよう
に定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

授業
形態

DP
No.

keywords

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識と
ともに、コンピュータシステムの基本構成やデジタル
コンテンツに関する知識を有している 6

創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理
解の科目を置く

2 創造

デジタルゲーム、およびコンピュータグラフィックス
技術を用いた価値創造のためのアルゴリズムや表現方
法論について理解している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コン
ピュータゲームに関するデジタルコンテンツ制作に特
化した知識を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、映像制
作、キャラクターデザイン等、コンピュータグラ
フィックスに特化した知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともにあるデザイ
ナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの
汎用的技能を育成する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と社会との接
点を理解し、デジタルコンテンツ、情報システム技
術、ビジネスに関する知識などを総合的に俯瞰するこ
とができる

1 分析

5
問題発見
力

デジタルコンテンツを主導する専門職人材として問題
を発見し設定する能力を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有してい
る。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コン
ピュータゲームデザインおよびプログラミングなど
ゲーム開発に関する総合力を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、CG映像
に関する一連のプロセスと制作のための総合力を有し
ている

演習 2 創造

問題解決のためにデジタルゲーム、およびコンピュータグ
ラフィックス技術を統合し、価値創造の方法論を学び芸術
的感性を涵養する科目を配する。
共通:「ゲームプログラム構成基礎Ⅰ」「デジタル造形
Ⅰ」「CGデザイン基礎」「プログラミング言語基礎」「デ
ジタル造形Ⅱ」「ゲームAIⅠ」「エンタテインメント設
計」
A群:「ゲームプログラム構成基礎Ⅱ」「ゲームプログラム
構成基礎Ⅲ」「ゲームプログラミングⅠ」「ゲームプログ
ラミングⅡ」「ゲームプログラミングⅢ」「ゲームAI
Ⅱ」「ゲームデザイン実践演習」「インターフェースデザ
イン」
B群:「デジタル映像表現技法基礎」「デジタル映像表現技
法応用」「デジタルキャラクタ実践演習」「インター
フェースデザイン」「CGアニメーション総合演習」

7
プロトタ
イプ開発
力

デジタルコンテンツのプロトタイプを開発する能力を
有している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、プロ
トタイプを制作する目的を理解し、デジタルゲームに
関して企画・開発する能力を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、プロト
タイプを制作する目的を理解し、CG映像に関して企
画・制作する能力を有している

7
プロトタ
イプ開発
力

8 判断力
論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最適解を判断
することができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有して
いる 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供することができる

3
ビジネス
の仕組み

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有し
ている

12 倫理観

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず
最後までやり遂げる

環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知
識を養成する

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現
場、現実、現物）で行動できる

社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経
営資産についての知識を習得する科目を配する

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究制作を実施する。こ
の科目は、英語での発表を義務付けている。

態
度
・
志
向

倫理観

展開
科目

専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する
手法を講義と演習を組み合わせて学ぶ

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

講
義・
演習

能
力

職業
専門
科目

講義

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理
論科目として数学とともに、技術の基礎的な知識に関する
理論科目を配置する。
共通:「コンピュータグラフィックスⅠ」「電子情報工学
概論」「ゲーム構成論Ⅰ」「線形代数」「解析学」「コン
ピュータグラフィックスⅡ」「統計論」「ゲームアルゴリ
ズム」「コンテンツ制作マネジメント」「映像論」「技術
英語」
A群:「ゲーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」
B群:「ゲームハード概論」

職業
専門
科目
展開
科目

実習

デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ
知的好奇心を向上させながら探究心を身につけるととも
に、チャレンジ精神を養成する。

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と対象領域が抱
える問題を見つけるための俯瞰力と問題発見力、その問題
を解決するための知識の総合力を養成する科目を配する。
共通:「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテンツ総合
実習」「デジタルコンテンツ総合実習」「地域共創デザイ
ン実習」
A群:「ゲーム制作技術総合実習Ⅰ、Ⅱ」
B群:「CGアニメーション総合実習Ⅰ、Ⅱ」

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加
えて、リーダーシップを発揮することができる

東京国際工科専門職大学　工科学部　デジタルエンタテインメント学科
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

デジタルエンタテインメント学科

知
識
・
理
解

基礎
科目

講義

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）
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ディプロマ・ポリシーと教育課程の比較（情報工学科）

4 5 1 2 6 7 8 9 10 13 14 11 12

経

営

資

源

（

ヒ

ト
）

経

営

資

源

（

モ

ノ
）

経

営

資

源

（

カ

ネ
）

○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎

コミュニケーションツール ○ ◎
○ ◎ ◎
○ ◎ ○ ○ ◎
○ ◎ ○ ◎
○ ◎ ○ ◎

臨 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○
臨 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○
臨 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎

IoTサービスデザイン ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

○ ◎ ◎ ○ ◎
○ ◎ ◎ ◎ ○
○ ○ ◎
○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
○ ◎ ◎
○ ◎ ◎
○ ◎ ◎

○ ◎
○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
○ ◎

データベース基礎と応用 ○ ◎ ◎
○ ◎ ◎

ソフトウェアシステム開発 ○ ◎
情報セキュリティ応用 ○ ◎ ◎

○ ◎
○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
○ ◎ ◎
○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
センサ・アクチュエータ ○ ◎ ◎

○ ◎
デバイス・ネットワーク ○ ◎ ◎

○ ◎
○ ◎ ◎

○ ◎
○ ◎
○ ◎

○ ◎ ◎
サーバ・ネットワーク ○ ◎ ◎
IoTデバイスプログラミングⅡ ○ ◎

○ ◎
○ ◎

○ ◎ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ◎ ○ ○

○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○
チームワークとリーダーシップ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎

○ ○ ○ ◎ ○
○ ○ ○ ◎ ◎
○ ○ ○ ◎ ◎
○ ○ ◎ ○ ○ ◎

○ ○ ◎ ◎ ◎
総合
科目 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎

科目
区分

授業科目の名称

授業形態

講

　

義

講

義

・

演

習

演

　

習

実

験

・

実

習

組込システム制御実習

自動制御機械開発実習

産業用ロボット実習

プログラミング概論

基
礎
科
目

英語コミュニケーションⅠa

英語コミュニケーションⅠb

英語コミュニケーションⅡa

英語コミュニケーションⅡb

英語コミュニケーションⅢa

コミュニケーションと記号論

英語コミュニケーションⅢb

英語コミュニケーションⅣ

社会と倫理

比較文化論

感性をはかる

力学

人工知能基礎

情報工学概論

人工知能数学

職
業
専
門
科
目

臨地実務実習Ⅰ

臨地実務実習Ⅱ

臨地実務実習Ⅲ

ソリューション開発Ⅰ

ソリューション開発Ⅱ

人工知能システム開発Ⅰ

メディア情報処理実習

人工知能システム開発Ⅱ

人工知能応用

IoTシステム開発Ⅰ

IoTシステム開発Ⅱ

IoTデバイスプログラミングⅠ

材料力学・材料工学

正

確

な

科

学

的

判

断

力

制御工学基礎

技術英語

デザインエンジニアリング概論

Ｃ言語基礎

エレクトロニクス工学

コンピュータシステム

情報数学

線形代数

解析学

組込みC,  C++言語

回路・プリント基板設計

確率統計論

Pythonプログラミング

展
開
科
目

企画・発想法

プロジェクトマネジメント

地域共創デザイン実習

知的財産権論

グローバル市場化戦略

企業経営論

持続可能な社会

ベンチャー起業経営

資料11-1

チ
ー

ム

ワ
ー

ク

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ

力

3
チ
ャ

レ

ン

ジ

精

神

豊かな想像力 確かな実践力 倫理観

基

本

的

倫

理

社

会

的

倫

理

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

力

三

現

主

義

鋭敏なビジネスセンス

卒業研究制作

経営資源

俯

瞰

問

題

発

見

分

析

創

造
（

知

識
）

創

造

力

・

表

現

力

プ

ロ

ト

タ

イ

プ

開

発

力

データ解析

ロボット機構

ロボット制御

機械学習

機械設計

深層学習

画像・音声認識

自然言語処理
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ディプロマ・ポリシーと教育課程の比較（デジタルエンタテインメント学科）

4 5 1 2 6 7 8 9 10 13 14 11 12

経
営
資
源

（

ヒ
ト
）

経
営
資
源

（

モ
ノ
）

経
営
資
源

（

カ
ネ
）

○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎

コミュニケーションツール ○ ◎
○ ◎ ◎
○ ◎ ○ ○ ◎
○ ◎ ○ ◎
○ ◎ ○ ◎

臨 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○
臨 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○
臨 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○

デジタルコンテンツ制作応用 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
デジタルコンテンツ総合実習 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
ゲーム制作技術総合実習Ⅰ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
ＣＧアニメーション総合実習Ⅰ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
ゲーム制作技術総合実習Ⅱ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
ＣＧアニメーション総合実習Ⅱ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
コンテンツデザイン概論 ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎
コンピュータグラフィックスⅠ ○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
○ ◎ ◎

ゲームプログラム構成基礎Ⅰ ○ ◎ ◎
○ ○ ◎ ○
○ ○ ◎ ○

○ ◎ ◎
○ ◎ ◎

コンピュータグラフィックスⅡ ○ ◎ ◎
プログラミング言語基礎 ○ ○ ◎ ○

○ ○ ◎ ○
○ ◎ ◎

ゲームアルゴリズム ○ ◎ ◎
コンテンツ制作マネジメント ○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
○ ◎ ◎

○ ○ ◎ ○
エンタテインメント設計 ○ ○ ◎ ○
ゲームプログラム構成基礎Ⅱ ○ ○ ◎ ○

○ ○ ◎ ◎ ○ ◎
デジタル映像表現技法基礎 ○ ○ ◎ ○
ゲームプログラム構成基礎Ⅲ ○ ○ ◎ ○
デジタル映像表現技法応用 ○ ○ ◎ ○
ゲームプログラミングⅠ ○ ○ ◎ ○
ゲームデザイン実践演習 ○ ◎ ◎
デジタルキャラクタ実践演習 ○ ○ ◎ ○
ゲームプログラミングⅡ ○ ○ ◎ ○
インターフェースデザイン ○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
ゲームプログラミングⅢ ○ ◎ ◎

○ ○ ◎ ○
○ ◎ ◎

○ ◎ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ◎ ○ ○

○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○
チームワークとリーダーシップ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎

○ ○ ○ ◎ ○
○ ○ ○ ◎ ◎
○ ○ ○ ◎ ◎
○ ○ ◎ ○ ○ ◎

○ ○ ◎ ◎ ◎
総合
科目 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎

科目
区分

授業科目の名称

授業形態 豊かな想像力

創
造
（

知
識
）

創
造
力
・
表
現
力

実
験
・
実
習

演
　
習

講
義
・
演
習

講
　
義

基
礎
科
目

英語コミュニケーションⅠa

英語コミュニケーションⅠb

英語コミュニケーションⅡa

英語コミュニケーションⅡb

英語コミュニケーションⅢa

コミュニケーションと記号論

英語コミュニケーションⅢb

英語コミュニケーションⅣ

社会と倫理

比較文化論

感性をはかる

職
業
専
門
科
目

臨地実務実習Ⅰ

臨地実務実習Ⅱ

臨地実務実習Ⅲ

電子情報工学概論

ゲーム構成論Ⅰ

デジタル造形Ⅰ

ＣＧデザイン基礎

線形代数

解析学

展
開
科
目

企画・発想法

プロジェクトマネジメント

地域共創デザイン実習

知的財産権論

グローバル市場化戦略

企業経営論

持続可能な社会

ベンチャー起業経営

卒業研究制作

確かな実践力 鋭敏なビジネスセンス

3

俯
瞰

問
題
発
見

分
析

ゲームハード概論

ゲームAI Ⅱ

ＣＧアニメーション総合演習

デジタル造形Ⅱ

統計論

映像論

技術英語

ゲームAI Ⅰ

ゲーム構成論Ⅱ
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チ
ー

ム
ワ
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ク

リ
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ダ
ー
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力
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プ
開

発
力

正
確
な
科
学
的
判

断
力
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資料12

平成21年度就職支援体制調査事業

大学生の「社会人観」の把握と

「社会人基礎力」の認知度向上実証に関する調査

平成22年6月
経済産業省

I 調査概要 I

①企業人事担当者へのアンケー ト調査
---------------------------------------------------

・調査方法：Web、郵送及び直接訪問による調査
調査期間：平成21年11月23日~12月25日
調査対象全国の企業人事採用担当者
・有効回答： 1, 179件
•実施主体：株式会社学情

0調査対象の属性
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・調査方法：Ｗｅｂ及び大学内キャリアガイダンス時等の直接記入による調査
・調査期間：平成２１年１１月２３日～１２月２５日
・調査対象：全国の大学・修士課程・博士課程の日本人学生
・有効回答：１，５９８件
・実施主体：株式会社学情

②②日本人学生へのアンケート調査日本人学生へのアンケート調査

調査概要

＜国公立・私立＞ ＜大学所在地＞ ＜所属学年＞

○調査対象の属性

・調査方法：Ｗｅｂ及び大学内キャリアガイダンス時等の直接記入による調査
・調査期間：平成２１年１１月２３日～１２月２５日
・調査対象：日本への外国人留学生
・有効回答：５２８件
・実施主体：株式会社学情

③③外国人留学生へのアンケート調査外国人留学生へのアンケート調査

調査概要

＜国公立・私立＞ ＜大学所在地＞ ＜所属学年＞

○調査対象の属性

＜国公立 私立＞ ＜大学所在地＞

-2-
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ポイント

• 企業が「「学生に求める能力要素」学生に求める能力要素」と、学生が「「企業で求められていると考
える能力要素」

企業で求められていると考
える能力要素」には大きな差異が見られる。

• 企業が学生に対し「主体性」「粘り強さ」「コミュニケーション能力」といった
「社会人基礎力」に類する内面的な能力要素の不足を感じている一方、
学生はそれらの能力要素への意識は低く、「自分は既に身につけている
」と考える傾向が見られる。

• 学生は「語学力」「業界に関する専門知識」「簿記」「ＰＣスキル」等の不足
感を感じている一方、企業側はそれらの能力要素に対し特に不足感を感
じていない。

• 企業・学生ともに「社会人基礎力」３つの能力の中では、「前に踏み出す
力」、１２の能力要素の中では、「実行力」を重視。

１：社会で活躍するために必要と考える能力要素

-3-
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1‐‐1‐‐1 社会に出て活躍するために必要だと考える能力要素【対日本人学生・対企業】社会に出て活躍するために必要だと考える能力要素【対日本人学生・対企業】

・企業・日本人学生ともに「人柄（明るさや素直さ等）」「コミュニケーション力」を必要な能
力要素と考えている。

・「一般常識」の必要性ならびに「業界に関する専門知識」への意識に差異が見られる。

ｎ： 3445 4319※上位３つまで回答

1‐‐1‐‐2 自分に不足していると思う能力要素【対日本人学生】
学生に不足していると思う能力要素【対企業】
自分に不足していると思う能力要素【対日本人学生】
学生に不足していると思う能力要素【対企業】

・企業側は学生に対し、「主体性」「粘り強さ」「コミュニケーション力」といった内面的な
基本能力の不足を感じている。それに対して学生は、技術・スキル系の能力要素が自
らに不足していると考えている。

・企業側が「学生に求める能力要素」と学生が「企業から求められていると考えている
能力要素」ならびにその水準には、大きなギャップが存在する。

n： 2958 4095※上位３つまで回答 -4-
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1‐‐1‐‐3 自分が既に身に付けていると思う能力要素【対日本人学生】
学生が既に身に付けていると思う能力要素【対企業】
自分が既に身に付けていると思う能力要素【対日本人学生】
学生が既に身に付けていると思う能力要素【対企業】

・学生側は「チームワーク力」「粘り強さ」といった能力要素に関して、既に身に付けてい
ると考えている。しかし企業側は、その水準に達していないと考えている。

n： 1939 3697※上位３つまで回答

1‐‐1‐‐4 自社で活躍している若手人材（ハイパフォーマー）が共通して持っている能力
要素【対企業】

自社で活躍している若手人材（ハイパフォーマー）が共通して持っている能力
要素【対企業】

・「コミュニケ－ション力」、「人柄（明るさ・素直さ等）」が突出して多く、次に「主体性」
と続く。

企業人事採用担当者 n： 3091※上位３つまで回答

-5-
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1‐‐2‐‐1社会に出て活躍するために必要だと考える能力要素【対日本人学生・対外国
人留学生】

社会に出て活躍するために必要だと考える能力要素【対日本人学生・対外国
人留学生】

・ 日本人学生・外国人留学生ともに、「人柄（明るさや素直さ等）」、「コミュニケーション

力」を、社会に出て活躍するために必要な能力と考えている学生が多い中、外国人留
学生は「語学力（ＴＯＥＩＣ・日本語力など）」が回答数として最も多かった。

・留学生として日本で就職する場合、語学力が必要不可欠と考える留学生が多いと考
えられる。

n： 4319 1409※上位３つまで回答

1‐‐2‐‐2 1‐‐2‐‐1の回答理由の回答理由

外国人留学生

日本人学生

・インターシップに参加した際の社会人の方の働きぶりを見てそのように感じたから
・仕事をやっていく上で必要な能力だと思うから
・仕事は１人で行うことが出来ないから
・集団で成果を出すためには、チームワークが必要だから
・コミュニケーション力は人間関係を構築する上で必要な能力だと思うから 等

・資格は就職するとき、一番重要な武器だと思うから
・相手に対する態度によって結果が変わることがあるから重要だと思う
・人柄が大事だと思うから
・仕事は一人では行えないから、チームワークがとても大事だと思う

・国際化の現代社会、語学力やコミュニケーション力は不可欠なものである。そして、
職場で人々の間の協力も必要なので、チームワーク力も大切だと思っている
・日本人とコミュニケーションをとる力及び、ビジネスマナーが大事だから
・留学生として就職する場合、語学力がない限り、相手にしてくれない気がするから
・留学生なので、日本語力は絶対いると思うから 等

外国人留学生

-6-
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1‐‐2‐‐3自分に不足していると思う能力要素 【対日本人学生・対外国人留学生】自分に不足していると思う能力要素 【対日本人学生・対外国人留学生】

・日本人学生・外国人留学生ともに、自分自身に不足している能力として、「語学力（Ｔ
ＯＥＩＣ・日本語力など）」、「業界に関する専門知識」、「簿記」との回答が多かった。技
能・スキル系の能力要素を活躍するために必要と考える日本人学生・外国人留学生
がともに多い。

n： 4095 1234
※上位３つまで回答

1‐‐2‐‐4自分が既に身につけていると思う能力要素 【対日本人学生・対外国人留学生】自分が既に身につけていると思う能力要素 【対日本人学生・対外国人留学生】

・日本人学生・外国人留学生ともに、「人柄（明るさ・素直さ等）」を既に身に付けている
と考えているとの回答が最も多い。

・日本人学生の方が「粘り強さ」「チームワーク力」に自信を持っている。

※しかし企業が求める水準とは大きな乖離がある（→1-1-2、1-1-3参照）

n： 3697 1287
※上位３つまで回答

-7-
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1‐‐3‐‐1 「社会人基礎力」の３つの能力のうち、最も重要だと考える能力【対学生・対企業】「社会人基礎力」の３つの能力のうち、最も重要だと考える能力【対学生・対企業】

・企業・日本人学生ともに、「前に踏み出す力（アクション）：一歩前に踏み出し、失敗を
しても粘り強く取り組む力」が回答数として最も多かった。

n： 1568 4541121

1‐‐3‐‐2 「社会人基礎力」の１２の能力要素のうち、重要だと考える能力要素 【対学生・
対企業】

「社会人基礎力」の１２の能力要素のうち、重要だと考える能力要素 【対学生・
対企業】

・企業・日本人学生ともに、「実行力」が最も多い。「主体性」への回答も多いことから、
社会で活躍するのは「自ら進んで実行できる」人間であるとの意識が強いと考えられる。

・外国人留学生は「創造力」「実行力」を重視する意識が高い。

n： 41463153 1223
※上位３つまで回答

-8-
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２：「社会人基礎力」の認知度や活用など２：「社会人基礎力」の認知度や活用など

企業人事における「社会人基礎力」の認知度は４４．１％にとどまっている。

2‐‐1‐‐1 経済産業省が提唱している「社会人基礎力」という概念を知っているか【対企業】経済産業省が提唱している「社会人基礎力」という概念を知っているか【対企業】

企業人事採用担当者 n： 1174

-9-
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2‐‐1‐‐2採用・選考過程や人材育成において、求める人物像（人材要件）を明確化して
いますか 【対企業】

採用・選考過程や人材育成において、求める人物像（人材要件）を明確化して
いますか 【対企業】

・80.8％の企業が、求める人物像を明確化している。

企業人事採用担当者 n： 1173

2‐‐1‐‐3採用・選考過程や社員の人材育成において「社会人基礎力」の指標・概念を
活用しているか 【対企業】

採用・選考過程や社員の人材育成において「社会人基礎力」の指標・概念を
活用しているか 【対企業】

・採用・選考過程への「社会人基礎力」の指標・概念の活用は20.7％にとどまっている。

各社独自での人材要件の明確化や選考指標・概念の活用に取り組んでいる企業が多
いと考えられる。

企業人事採用担当者 n： 1166

-10-
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2‐‐1‐‐4社会人基礎力の指標・概念をどのような場合に活用しているか 【対企業】社会人基礎力の指標・概念をどのような場合に活用しているか 【対企業】

・「新卒採用過程全般」、「新入社員研修」において社会人基礎力の指標・概念が活
用されている。

・企業への入口、入口直後といった若い人材を対象にした機会で活用されている。

企業人事採用担当者 n： 785※複数回答可

2‐‐1‐‐5「社会人基礎力」の指標・概念を今後、採用・選考過程での人物評価の要素
や人材育成において活用するか 【対企業】

「社会人基礎力」の指標・概念を今後、採用・選考過程での人物評価の要素
や人材育成において活用するか 【対企業】

・社会人基礎力の指標・概念を、採用活動に活用していきたいと考える企業が7割を
占めている。自社独自の指標・概念と、社会人基礎力が合致していると考えられる。

企業人事採用担当者 n： 1083

-11-
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2‐‐2‐‐1「社会人基礎力」という概念を知っていたか【対日本人学生・対外国人留学生】「社会人基礎力」という概念を知っていたか【対日本人学生・対外国人留学生】

・日本人学生・外国人留学生ともに、「社会人基礎力」という概念を知らない学生の方
が多い（日本人学生：約６７％、外国人留学生：約７０％）。「社会人基礎力」の認知度は
約30％にとどまっている。

日本人学生 外国人留学生
n： 516n： 1589

2‐‐2‐‐2（（2‐‐2‐‐1で「はい」と回答した方のみ）「社会人基礎力」を何を通して知ったか
【対日本人学生・対外国人留学生】

で「はい」と回答した方のみ）「社会人基礎力」を何を通して知ったか
【対日本人学生・対外国人留学生】

・上位３位（「就職サイト」「テレビ・新聞・雑誌」「ゼミ・授業」）までは、日本人学生、外国人
留学生ともに同じ結果となった。

・メディアから情報を入手している学生が多い一方で、 「ゼミ・授業」が社会人基礎力を知
るきっかけとなっている学生も多い。

n： 645 319※複数回答可 -12-
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2‐‐2‐‐3（（2‐‐2‐‐1で「はい」と回答した方のみ）「社会人基礎力」を、いつ知ったか？
【対日本人学生・対外国人留学生】

で「はい」と回答した方のみ）「社会人基礎力」を、いつ知ったか？
【対日本人学生・対外国人留学生】

・日本人学生・外国人留学生ともに、「大学３年生」の間に「社会人基礎力」を知った学
生が多かった。就職活動に関する準備をはじめ、情報収集を実施する過程で、社会人
基礎力を認知する学生が多いのではないかと思われる。

・一方、「大学１年生」で「社会人基礎力」を知ったと回答する外国人留学生も多い。

n： 483 130※複数回答可

2‐‐2‐‐4「社会人基礎力」の内容を知るのは、どの時期が一番望ましいと思うか 【対
日本人学生・対外国人留学生】

「社会人基礎力」の内容を知るのは、どの時期が一番望ましいと思うか 【対
日本人学生・対外国人留学生】

・日本人学生の回答者の多くが、高校生・大学１年生の間に知るのが望ましいと考えて
いる。【2‐‐2‐‐3】において、「大学3年生」の間に社会人基礎力を知った学生が多かっ
たことに対し、実際には、大学の入学前後に知ることを望む学生が多い。
・一方で、外国人留学生に関しては、 「大学1年生」 「大学2年生」 「大学3年生」との回答
が多い。

n： 1567 469-13-
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2‐‐2‐‐5 「社会人基礎力」の内容は、自分にとって役に立つと思うか（１つだけ） 【対
日本人学生・対外国人留学生】

「社会人基礎力」の内容は、自分にとって役に立つと思うか（１つだけ） 【対
日本人学生・対外国人留学生】

・日本人学生・外国人留学生ともに、約９割の学生が「社会人基礎力」の内容は、自分
にとって役に立つと考えている。

日本人学生 外国人留学生
n： 475n： 1567

2‐‐2‐‐6「社会人基礎力」をどのような場面で活用したいと思うか 【対日本人学生・対
外国人留学生】

「社会人基礎力」をどのような場面で活用したいと思うか 【対日本人学生・対
外国人留学生】

・日本人学生・外国人留学生ともに、社会人基礎力を「日常生活で常に意識したい」、
また「就職活動」の場で活用したいと思う学生が多い。

・多くの回答者が日常生活で常に意識したいと考えている。一方で就職活動を行う上で
活用できると考えている回答者も多い。社会人基礎力を身につけることが社会に出る
ための準備と考える学生が多いと推測出来る。

n： 1566 478

-14-
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３：日本人学生・外国人留学生の考える「社会人観」

3‐‐1‐‐1社会に出ることに対するイメージ【対日本人学生・対外国人留学生】社会に出ることに対するイメージ【対日本人学生・対外国人留学生】

・日本人学生は、「楽しみ」「どちらかといえば楽しみ」の回答が過半数を占めた。多く
の回答者が社会に出ることを「楽しみ」とイメージしているようである。

・一方、外国人留学生は、 「楽しみ」が最も多く、「どちらかといえば不安」が続く。社会に
出ることが「楽しみ」な回答者と「不安」な回答者が混在しているようだ。

n： 1577 505

-15-
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3‐‐1‐‐2 社会に出るにあたり、不安に思うこと【対日本人学生・対外国人留学生】社会に出るにあたり、不安に思うこと【対日本人学生・対外国人留学生】

・社会に出るにあたり、「社内（同期・先輩・上司）や取引先等との人間関係」や、「精
神面（モチベーションを維持できるか）」を不安に思っている日本人学生が多い。

・一方で、多くの留学生が「仕事・職務の内容（日本語のビジネスレターを書くことができ
るかなど）」や「社内（同期・先輩・上司）や取引先等との人間関係」を不安に思っている。
「語学力」という留学生特有の不安は多くの回答者が持っている。

n： 1584 500

3‐‐1‐‐3 社会に出ることをイメージした時、最も楽しみなこと【対日本人学生・対外国人
留学生】

社会に出ることをイメージした時、最も楽しみなこと【対日本人学生・対外国人
留学生】

・日本人学生と比べ、外国人留学生は社会で自分の能力を活かすことに対する回答数が
多いのが特徴。

・社会に出ることをイメージした時、「新しい経験」や「新しい知識や経験が身に付く」「自分
の能力を活かすこと」を楽しみにしている日本人学生が多く、 外国人留学生の回答は、
「新しい知識や経験が身に付く」「自分の能力を活かすこと」が多い。

n： 1589 507-16-

saito.aki
タイプライターテキスト
-16-



3‐‐2‐‐1キャリア形成や就職に関する情報をどのように入手しているか【対日本人学
生・対外国人留学生】

キャリア形成や就職に関する情報をどのように入手しているか【対日本人学
生・対外国人留学生】

・日本人学生は、「インターネット」を活用すると同時に、「セミナー」「学内ガイダンス」
といった学内外で情報を集めている回答者が多い。一方で、外国人留学生は、 「学

内ガイダンス」、「友人・先輩からの口コミ」、「ゼミ・授業」など、大学内での情報収集
に留まっている。

n： 4055 1083
※上位３つまで回答

3‐‐2‐‐2学生生活の中で最も興味があること【対日本人学生・対外国人留学生】学生生活の中で最も興味があること【対日本人学生・対外国人留学生】

・学生生活の中で最も興味があることとして、日本人学生は、「サークル・部活動」 「ゼ

ミ・研究」、「趣味」の回答数が多いが、外国人留学生は、「ゼミ・研究」や「資格取得」の
回答が多い。

n： 1577 492-17-

saito.aki
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3‐‐2‐‐3学生生活の中で最も優先順位が高いこと【対日本人学生・対外国人留学生】学生生活の中で最も優先順位が高いこと【対日本人学生・対外国人留学生】

・日本人学生は、 「ゼミ・研究」、「就職活動」の回答数が多いが、外国人留学生は、「ゼ
ミ・研究」や「資格取得」の回答が多い。

n： 1578 495

3‐‐2‐‐4就職にあたって企業に期待すること（自由記述）就職にあたって企業に期待すること（自由記述）

日本人学生

・年代関係なく多くの方 と々交流していけること。
・組織間でコミュニケーションが取れていて、お互いに支えあえるような会社が増えてほしい。
・たくさんの人と出会うのが楽しみ。
・やりがいがあるかどうか。自分ががんばった分、ちゃんと認められるかが心配。
・人物重視の選考をしてほしい。
・日々新しい人々に出会い、新しく発見する、学ぶことが出来ることできる職場で働きたい。
・人間的に出来る限りのやり方で経験を積ませていただくこと。
・自分も成長できて、かつ、人の役に立てること。 等

外国人留学生

・自分の能力を十分に発揮すれば良い。
・自分と共に成長できる企業に出会いたい。
・採用の手続き課程をもっと簡単にして欲しい。留学生をもっと信用して欲しい。
・自分の能力を活かすこと。 等

-18-
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４：その他４：その他

4‐‐1 講師派遣、寄付講座、技術・商品協力等で大学教育に協力しているか【対企業】講師派遣、寄付講座、技術・商品協力等で大学教育に協力しているか【対企業】

・大学教育に協力している企業は３４．７％に留まる。

企業人事採用担当者 n： 1160

-19-
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4‐‐2 （（4‐‐1で「はい」と回答された方のみ）どのような協力をしているか【対企業】で「はい」と回答された方のみ）どのような協力をしているか【対企業】

・「インターンシップ」や「講師派遣」という回答が大勢を占める。

・企業の協力については、「学生を受け入れる」もしくは「講演のために人を派遣す
る」といった分野に集中している。

企業人事採用担当者 n： 686

4‐‐3（（4‐‐1で「いいえ」と回答された方のみ）どのような形ならば協力が可能か【対企業】で「いいえ」と回答された方のみ）どのような形ならば協力が可能か【対企業】

・「インターンシップ」や「施設見学」との回答が多い。

企業人事採用担当者
n： 813
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GETTING STARTED WITH THE SDGS IN UNIVERSITIES2

EXECUTIVE SUMMARY

The United Nations’ Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development is one 
of the most ambitious and important global agreements in recent history. The agenda, with the 17 
Sustainable Development Goals (SDGs) at its core, is a guide to tackling the world’s most pressing 
challenges – including ending poverty and bringing economic prosperity, social inclusion, environmental 
sustainability and peace and good governance to all countries and all people by 2030. 

There is already a strong interest in, and response to, the SDGs by governments, businesses and 
organisations in most countries. The SDGs will be a major influencer on the strategies and actions of 
these stakeholders – as well as on development finance flows – over the next 15 years. The SDGs also 
have strong relevance to universities, and the tertiary and academic sectors more broadly.

The SDGs cover a wide range of complex social, economic, and environmental challenges and 
addressing them will require transformations in how societies and economies function and how we 
interact with our planet. Education, research, innovation and leadership will be essential in helping society 
address these challenges. Universities, with their broad remit around the creation and dissemination of 
knowledge and their unique position within society, have a critical role to play in the achievement of the 
SDGs. Arguably none of the SDGs will be achieved without this sector. 

Engaging with the SDGs will also greatly benefit universities by helping them demonstrate university 
impact, capture demand for SDG-related education, build new partnerships, access new funding 
streams, and define a university that is responsible and globally aware.

Education and research are explicitly recognised in a number of the SDGs and universities have a direct 
role in addressing these. However the contribution of universities to the SDGs is much broader, as they 
can support the implementation of every one of the SDGs as well as the implementation of the SDG 
framework itself. Some of these main areas of contribution are: 

• Learning and teaching: Providing students with the knowledge, skills and motivation 
to understand and address the SDGs (broadly ‘education for sustainable development’); 
providing in-depth academic or vocational expertise to implement SDG solutions; providing 
accessible, affordable and inclusive education to all; providing capacity building for students and 
professionals from developing countries; and empowering and mobilising young people.

• Research: Providing the necessary knowledge, evidence-base, solutions, technologies, 
pathways and innovations to underpin and support the implementation of the SDGs by the 
global community – through both traditional disciplinary approaches and newer interdisciplinary, 
transdisciplinary and sustainability science approaches; providing capacity building for 
developing countries in undertaking and using research; collaborating with and supporting 
innovative companies to implement SDG solutions; improving diversity in research; and student 
training for sustainable development research.

• Organisational governance, culture and operations of the university: Implementing the 
principles of the SDGs through governance structures and operational policies and decisions, 
such as those relating to employment, finance, campus services, support services, facilities, 
procurement, human resources, and student administration.

• External leadership: Strengthening public engagement and participation in addressing the 
SDGs; initiating and facilitating cross-sectoral dialogue and action; ensuring higher education 
sector representation in national implementation; helping to design SDG based policies; and 
demonstrating sector commitment to the SDGs.

Through their current actions in these areas, universities already make important contributions to the 
achievement of the SDGs. However, for the SDGs to be truly successful at a global scale, universities 
need to become champions of sustainable development and play a leading role in the implementation of 
the SDGs. 
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GETTING STARTED WITH THE SDGS IN UNIVERSITIES 3

For this, a whole-of-university approach is essential and universities can use the following Steps to start 
and deepen their engagement with the SDGs:

1. Mapping what they are already doing

2. Building internal capacity and ownership of the SDGs

3. Identifying priorities, opportunities and gaps

4. Integrating, implementing and embedding the SDGs within university strategies, policies and 
plans

5. Monitoring, evaluating and communicating their actions on the SDGs

Different universities will necessarily approach this process in different ways, and this Guide provides 
general tools and guidance that can be customised to different contexts and needs – including guidance 
on mapping, engaging with university stakeholders and senior leadership, building the business case, 
managing interlinkages, and reporting.

Given the size of the task of achieving the SDGs, and the critical role universities have in supporting and 
delivering on them, there is an urgent need for the sector to accelerate action on the SDGs. The key is for 
universities to get started. This Guide provides the framework for doing so. 
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GETTING STARTED WITH THE SDGS IN UNIVERSITIES4

ABOUT THIS GUIDE

What is the purpose of the Guide?

Getting started with the SDGs in universities outlines the key roles universities – and the higher education 
and academic sectors more generally – have in contributing to the United Nations (UN) Sustainable 
Development Goals (SDGs) and the benefits of becoming engaged. It provides practical guidance on how 
to get started with deepening contributions. 

While there is increasing awareness of the critical role universities have in SDG implementation – and 
many universities are actively looking to play their role – there is little guidance material available on 
what this means in practice. Existing guides on implementing the SDGs in other sectors [1, 2, 3] do not 
address the unique needs of and opportunities for universities. This Guide fills this gap by building on 
existing resources and the experiences of universities who have already started engaging with the SDGs. 

There is no ‘right’ way for a university to engage with the SDGs. How universities choose to act will 
depend on their size, context, research or educational strengths, funding availability, values, priorities and 
the needs of the communities they serve. This Guide outlines general concepts, steps and examples to 
help tailor an approach.

What does the Guide cover?

Section 1 summarises what the SDGs are, why universities are crucial for the achievement of the SDGs, 
and the significant benefits universities can gain from engaging with the SDGs.

Section 2 provides an overview of how universities can contribute to implementing the SDGs through 
their core functions of education, research, operations and external leadership. 

Section 3 provides a step-by-step guide to help universities engage with the SDGs and in particular 
develop an institution-wide framework for supporting SDG implementation. 

Section 4 offers practical guidance and tools to assist universities to engage with the SDGs, 
including how to map existing activities, how to engage with stakeholders, and how to report on SDG 
contributions.

Who is the Guide for?

This Guide is primarily aimed at people or groups looking to implement a coordinated approach to the 
SDGs within their university. Often these are existing sustainable development ‘connecting points’, 
such as sustainability institutes, sustainability managers, sustainability committees, or Corporate Social 
Responsibility coordinators. 

The Guide also includes information to help university leaders understand the opportunities of the 
SDGs and how to mobilise action. It will also be useful for university staff and students interested in 
understanding the SDGs, undertaking activities to support them within their own areas, or advocating for 
the adoption of the SDGs by their university. 
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GETTING STARTED WITH THE SDGS IN UNIVERSITIES 5

1. WHY THE SDGS MATTER TO UNIVERSITIES 

1.1 WHAT ARE THE SDGS?

In September 2015, world leaders at the UN unanimously adopted Transforming Our World: The 2030 
Agenda for Sustainable Development [4], one of the most ambitious and important global agreements in 
recent history. The agenda, which came into effect on 1 January 2016, aims to set the world on a path 
towards a better future for all by 2030. 

At the heart of the agenda are the 17 SDGs (sometimes referred to as the Global Goals) and their 169 
targets (Box 1). The SDGs are a set of priorities and aspirations to guide all countries in tackling the 
world’s most pressing challenges, including ending poverty and hunger; protecting the planet from 

Box 1: The 17 SDGs*

SDG 1 End poverty in all its forms everywhere

SDG 2 End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture 

SDG 3 Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages 

SDG 4 Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all 

SDG 5 Achieve gender equality and empower all women and girls 

SDG 6 Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all 

SDG 7 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all 

SDG 8 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and 
decent work for all 

SDG 9 Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation 

SDG 10 Reduce inequality within and among countries 

SDG 11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

SDG 12 Ensure sustainable consumption and production patterns 

SDG 13 Take urgent action to combat climate change and its impacts

SDG 14 Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development 

SDG 15 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, 
combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss 

SDG 16 Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and 
build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

SDG 17 Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable 
Development Finance

* A full list of targets for each goal can be found at http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.  
Annex A provides details of the social, environmental and economic challenges covered by each of the SDGs.
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GETTING STARTED WITH THE SDGS IN UNIVERSITIES6

degradation and addressing climate change; ensuring that all people can enjoy prosperous, healthy and 
fulfilling lives; and fostering peaceful, just and inclusive societies free from fear and violence. 

The SDGs continue the work of the Millennium Development Goals (MDGs), which drove global action to 
address the basic needs of the world’s poorest countries from 2000 to 2015. However, the SDGs differ 
from the MDGs in several significant ways that make them far more influential and consequential.

The SDGs cover a much broader range of challenges than the MDGs, most of which are relevant and 
applicable to all countries or vulnerable groups within countries. They emphasise the interlinkages 
between the social, economic and environmental dimensions of sustainable development, as well as 
between the goals themselves – and therefore the need to address the goals in context of one another 
(and not separately or sequentially) [5]. They include targets devoted to mobilising the means required 
to implement the SDGs, such as partnerships, financing and enabling policies. They recognise that 
addressing the challenges of the SDGs is everybody’s responsibility and explicitly call on business, civil 
society, and the tertiary and academic sectors among others to collaborate on the achievement of the 
SDGs.

Although the SDGs are not legally binding, the unprecedented buy-in they enjoy as a result of an 
extensive and inclusive global consultation and a local appeal for action means that they will be a major 
influencer on the strategies and actions of governments, businesses and organisations, as well as on 
development finance flows over the next 15 years.

The strong interest and response to the SDGs across most countries and sectors since their adoption and 
the many new initiatives, partnerships and networks that they have spurred, provide clear evidence that they 
are already influential. There is already strong uptake within the UNi and national governmentsii and growing 
interest, adoption and action on SDGs within a range of sectors including businessiii, sub-national and local 
governmentsiv, youthv, civil society, philanthropic organisationsvi, and development banks.

The university sector is also starting to come on board with the SDGs, thanks to the efforts of 
organisations such as the Sustainable Development Solutions Network (SDSN), Future Earth, the UN 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Principles of Responsible Management 
in Education (PRME), and nationally focused member-based associations – such as the Australasian 
Campuses Towards Sustainability (ACTS), Environmental Association for Universities and Colleges 
(EAUC), and Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE). 

However, given the size of the task of achieving the SDGs, and the critical roles universities have in 
delivering on the SDGs, there is an urgent need for the sector to accelerate action. This Guide provides 
universities with information and tools to get started on implementing the SDGs.

i  For example, UN SDGs home page (www.un.org/sustainabledevelopment).
ii  For example, the Voluntary National Reviews to the High Level Political Forum on Sustainable Development 
(sustainabledevelopment.un.org/vnrs) and the 2016 G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development  
(g20chn.org/English/Documents/Current/201609/P020160908661601548463.pdf).
iii  For example, the UN Global Compact (www.unglobalcompact.org/sdgs), the Business and Sustainable Development Commission 
for business leaders (report.businesscommission.org), and the CEO Statement of Support for the Sustainable Development Goals 
(www.unglobalcompact.org.au/2016/09/07/gcna-launches-ceo-statement-of-support-for-the-sdgs).
iv  For example, the USA Sustainable Cities Initiative (unsdsn.org/what-we-do/solution-initiatives/usa-sustainable-cities-initiative-usa-sci).
v  For example, SDSN Youth 2017, Youth Solutions Report, (www.youthsolutions.report).
vi  For example, SDGfunders: the SDG Philanthropy Platform (sdgfunders.org/home/lang/en).
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1.2 THE CASE FOR UNIVERSITY ENGAGEMENT IN 
THE SDGS 

Universities occupy a unique position within society. With a broad remit around the creation and 
dissemination of knowledge, universities have long been powerful drivers of global, national and local 
innovation, economic development, and societal wellbeing [6, 7, 8]. As such, universities have a critical 
role in the achievement of the SDGs and will also greatly benefit from engaging with them (see Figure 1).

Figure 1: The case for university engagement in the SDGs

Create increased demand for 
SDG related education

Provide a comprehensive and 
globally accepted definition of  
a responsible university 

Offer a framework  
for demonstrating impact

Create new funding streams

Support collaboration with  
new external and internal 
partners

Provide knowledge, 
innovations and solutions to 
the SDGs 

Create current and future SDG 
implementers

Demonstrate how to support,  
adopt and implement SDGs in 
governance, operations  
and culture

Develop cross-sectoral  
leadership to guide the SDG 
response

How do universities 
help the SDGs?

How do the  
SDGs help universities?

Knowledge

Learning

Demonstration

Impact

Collaboration
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Why the SDGs need universities

The tertiary education and scientific research sectors are explicitly recognised in a number of the SDGs; 
however, university contribution is needed much more broadly to achieve all of the SDGs. The SDG 
agenda covers a wide range of interconnected social, economic, and environmental challenges and the 
unique functions and expertise of universities are critical for overcoming all of these. Arguably the SDGs 
will not be achieved without this sector. The key roles for universities are:

Providing the knowledge and solutions to underpin the implementation of the SDGs 

Addressing the challenges of the SDGs will require new knowledge, new ways of doing things, hard 
choices between competing options, and in some cases profound transformations. Universities drive 
technological and societal progress through research, discovery, knowledge creation, and adoption. 
They attract and nurture talent and creativity and are central players in regional and national innovation 
systems. These services are critical for helping the global community understand the challenges, 
opportunities, and interactions between the SDGs; develop and implement solutions; develop and assess 
policy options and transformation pathways; and monitor progress.

Creating current and future SDG implementers

Universities provide people with professional and personal skills and capabilities. They have access to 
large concentrations of young and curious people who are passionate, creative and have a desire for 
a better world. They also increasingly influence global development through international students and 
alumni, international campuses, and capacity building activities. Achieving the SDGs will need everyone 
to contribute. Universities therefore need to ensure that they are equipping current and future leaders, 
decision-makers, teachers, innovators, entrepreneurs, and citizens with the knowledge, skills and 
motivation that will help them contribute to achieving the SDGs. 

Embodying the principles of the SDGs through organisational governance, operations and culture 

Universities are complex and diverse institutions. Through their staff, students, campuses, 
neighbourhoods and supply chains, they have significant social, economic and environmental footprints. 
By implementing the principles of the SDGs within their own governance, operations and culture, 
universities will directly contribute to the achievement of the SDGs within these extensive spheres.

Providing cross-sectoral leadership in implementation

Universities hold a position of neutral and trusted stakeholders within society. As such, they have the 
capacity and responsibility to guide and lead the local, national, and international response to the SDGs 
through cross-sectoral dialogues and partnerships. They also have a key role in educating the public and 
other sectors on the SDGs and in advocating for the importance of the SDGs.
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Why universities need the SDGs

The SDGs are a global framework with strong buy-in and adoption among governments, business, civil 
society, funders, other universities and the community. Universities can draw a range of benefits from this 
broad support by engaging with the SDGs. Key benefits include: 

Demonstrating university impact

The SDGs provide a new and integrated way to communicate and demonstrate to external stakeholders 
– including government, funders and the community – how universities contribute to global and local 
wellbeing and therefore their impact and relevance. 

Capturing demand for SDG-related education 

The SDGs speak to both young and old people, as global citizens wanting to make meaningful 
contributions to society and the environment. Additionally, as government and business increasingly 
embed the SDGs as a strategic focus, the demand for graduates who understand and can implement the 
SDG agenda will grow. Early adoption of SDG-related education will future proof an institution for these 
changing circumstances. 

Building new external and internal partnerships

One of the strengths of the SDG agenda is that it provides a common framework for different sectors and 
organisations to connect and work together on shared interests. This will give universities opportunities to 
form new collaborations with government, industry, and the community in both research and education. 
Equally, the framework can help identify common interests across different areas of the university, helping 
to drive cross-disciplinary partnerships, collaboration, and innovation.

Accessing new funding streams

Funders – including government agencies, international banks, and philanthropists – are increasingly 
framing funding calls around the achievement of the SDGs. 

Adopting a comprehensive and globally accepted definition of a responsible and globally aware 
university 

Universities are increasingly re-thinking their role in the twenty-first century and looking to be both more 
responsive to societal needs and to become agents of change towards solving global challenges. As 
a universally agreed framework, the SDGs provide an organising structure for what this looks like for 
a university. Furthermore, given the critical role universities have in ensuring the success of the SDGs, 
universities have a moral imperative to embody support for the SDGs as part of their social missions and 
core functions. 

“ We can use the global network of universities, your university, my university, a thousand-and-more 
universities around the world, to be an active ‘solutions network’ to help governments, business, and civil 
society to chart out the pathways to successful sustainable development, and also to be the incubators 
for the rapid development and rapid fusion of sustainable development technologies. Universities around 
the world should be in the lead of helping society to find the technical solutions to achieve these goals. ”
Jeffrey D. Sachs,  
Director, Sustainable Development Solutions Network 
 
[Sachs, JD 2015, ‘Achieving the sustainable development goals’, Journal of International Business Ethics, vol. 8, no. 2, pp. 53–62 (p.61).]
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2. HOW UNIVERSITIES CAN CONTRIBUTE 
TO THE SDGS

As explained in Section 1, universities have a critical role in contributing to the achievement of the SDGs. This 
Section expands on this discussion by looking in more detail at how universities can contribute to the SDGs.

For convenience, this Section is divided into 4 subsections, each covering one of the core functions of 
university activity: learning and teaching; research; organisational governance, culture and operations; 
and external leadership. Each subsection explains how this area is relevant to the SDGs and what 
universities can do to contribute. The subsections also include ideas, resources and examples for further 
action. 

While learning and teaching, research, organisational governance and operations, and external 
leadership are often approached separately, in reality they are closely interlinked. The SDGs present great 
opportunities for creating, strengthening and communicating links between these areas, and therefore a 
university-wide approach to engagement with the SDGs is best (see Section 3).

Figure 2 summarises the structure of this Section and provides an overview of the key contributions 
universities can make to the SDGs.

OPERATIONS &
 GOVERNANCE

EXTERNAL 
LEADERSHIP

RESEARCH EDUCATIONResearch on the SDGs

Interdisciplinary and 
transdisciplinary research

Innovations and solutions

National & local 
implementation

Capacity building for 
research

Figure 2: An overview of university contributions to the SDGs.

Education for sustainable 
development

Jobs for implementing 
the SDGs

Capacity building

Mobilising young people 

Governance and 
operations aligned with 
SDGs
Incorporate into 
university reporting

Public engagement

Cross-sectoral dialogue 
and action 

Policy development and 
advocacy

Advocacy for sector role

Demonstrate sector 
commitment 
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2.1 LEARNING AND TEACHING

Education is one of the bedrocks of the SDGs. In and of itself, quality education leads to significant 
sustainable development benefits for individuals, communities and countries [9]. It is also a critical 
means of supporting and accelerating global capacity to implement the SDGs [10]. As such, universities, 
through their extensive learning and teaching activities – including undergraduate and graduate teaching, 
professional training, executive and adult education, online learning, co-curricular activities, and student 
clubs and societies – have a very important role to play in SDG implementation. 

How is learning and teaching relevant to the SDGs?

The SDGs recognise the importance of education to sustainable development through SDG 4, which calls 
for providing “inclusive and equitable quality education and promot[ing] lifelong learning opportunities for 
all.” Some of the targets within this goal explicitly call for action by universities, and many others have 
direct relevance to learning and teaching activities within universities (see Table 1). 
 

 
Table 1: SDG targets relating directly to learning & teaching.

Goal Target

4.3 By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality 
technical, vocational and tertiary education, including university

4.4 By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have 
relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent 
jobs and entrepreneurship

4.5 By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal access 
to all levels of education and vocational training for the vulnerable, including 
persons with disabilities, indigenous peoples and children in vulnerable 
situations

4.7 By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to 
promote sustainable development, including, among others, through education 
for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender 
equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship 
and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable 
development 

4.a Build and upgrade education facilities that are child, disability and gender 
sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and effective learning 
environments for all

4.b By 2020, substantially expand globally the number of scholarships available 
to developing countries, in particular least developed countries, small island 
developing States and African countries, for enrolment in higher education, 
including vocational training and information and communications technology, 
technical, engineering and scientific programmes, in developed countries and 
other developing countries

4.c By 2030, substantially increase the supply of qualified teachers, including 
through international cooperation for teacher training in developing countries, 
especially least developed countries and small island developing States
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While education is the focus of one goal – SDG 4 – it is closely interlinked with all the other SDGs and 
plays a crucial role in supporting their implementation. This is because:

• Quality education leads to improved development outcomes for individuals and, thus, communities 
and countries [11]. These include better access to gainful employment, better nutrition and health, 
reduction of gender disparities, greater resilience in disasters, more engaged citizens, and so on. 

• Implementing the SDGs will require addressing a wide range of multifaceted and interconnected 
social, economic and environmental challenges, involving complex interlinkages, uncertainty and 
conflicts of values. Many of these challenges have so far proven intractable, partially because of 
people’s tendency to reduce problems to basic components, ignore human elements, and look for 
dualistic (either/or) solutions. Providing learners with skills to think through complexity, transcend 
paradigms, learn through dialogue and communication, engage in deep reflection, develop 
worldview and values sensitivity, and assess when activities support or detract from achieving the 
SDGs – as well as other important skills, knowledge and vocational expertise – will help create 
more effective SDG implementers and will help accelerate the implementation of all the SDGs [12].

Because of the importance of education to all of the SDGs, providing accessible, affordable, and inclusive 
education for all, regardless of gender, sexual identity, race, age, culture, ethnicity, religion, disability, 
economic status or location, is also critical (see Section 2.3). 
 

What can universities do?

At a glance…

Ø	Provide students with the knowledge, skills, and motivation to understand and address the 
challenges of the SDGs

Ø	Empower and mobilise young people 

Ø	Provide in-depth academic or vocational training to implement SDG solutions 

Ø	Enhance opportunities for capacity building of students and professionals from developing 
countries to address challenges relating to the SDGs

Provide students with the knowledge, skills, and motivation to understand and address the 
challenges of the SDGs

To become effective SDG implementers, students need [13, 14]:

• Cross-cutting skills and ‘key competencies’ that are relevant to addressing all of the SDGs: 
systems thinking, critical thinking, self-awareness, integrated problem-solving, and anticipatory, 
normative, strategic and collaboration competencies; creativity, entrepreneurship, curiosity 
and learning skills, design thinking, social responsibility, partnership competencies, and being 
comfortable in inter-disciplinary settings.

• A basic understanding of the subject areas of each of the SDGs.

• Knowledge and understanding of the SDG framework itself and its purpose and uses.

Education for the SDGs is closely aligned with the more general and well-established field of education 
for sustainable development (ESD), and can build on its approaches and methodologies. ESD is also 
increasingly focussed on the SDGs and is developing resources and tools especially for them, such as 
learning objectives [15] and literacy testsi.

i  For example, Sulitest (www.sulitest.org).
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To contribute to education for the SDGs, universities can:

• Integrate the SDGs and the principles of ESD into all undergraduate and graduate courses, as well 
as graduate research training

• Provide training on the SDGs and ESD to all curriculum developers, course coordinators and 
lecturers

• Offer executive education and capacity building courses for external stakeholders on the SDGs 
and the knowledge and skills needed to address them

• Advocate for national and state education policies that support education for the SDGs

• Engage students in the co-creation of learning environments and opportunities that support 
learning on the SDGs

• Structure courses around real-world collaborative projects for change, in which the students have 
the opportunities to act and reflect iteratively, and to develop adaptive capacity while working 
towards a purpose

Empower and mobilise young people 

Young people have both a critical stake in ensuring the SDGs are achieved and also a critical role in 
contributing to their achievement. They are creative, energetic, idealistic and optimistic about the future 
and want to make global, challenging and meaningful contributions. As such they have the potential to be 
the key drivers of sustainable development not just in the future, but nowi. Universities can harness their 
unique access to large concentrations of young people to directly contribute to all the SDGs:

• Give young people opportunities to be heard and participate in university governance decisions 
relating to the SDGs 

• Use the SDG framework and the identification of solutions to the challenges of the SDGs as the 
basis for student co-curricular activities, such as courses, learning and teaching programs, student 
leadership programs, hackathons, innovation and entrepreneurship challenges, and study tours, as 
well as for recruitment activities for high schools students

• Encourage and support all student clubs and societies to engage with the SDGs and collaborate 
with each other on SDG-related events and activities

• Promote student volunteering activities that address the SDGs

• Help students set up a network or club to mobilise the campus and student groups behind the 
SDGs through events, campaigns and projects

• Support students to engage in national and global leadership programs for young people on the 
SDGs, such as SDSN Youth

Provide in-depth academic or vocational training to implement SDG solutions 

Universities can contribute to all of the SDGs by ensuring that they are training graduates for the jobs that 
are needed for SDG implementation. Universities need to ensure they are agile, change-ready and future 
focused, so that they remain relevant not just for the jobs that exist today, but for those that will exist in 
the future. To support this, universities can:

• Form strong links with business and industry to monitor employer trends and skills requirements, 
for example through business communities of practice.

• Enhance opportunities for lifelong learning, such as executive education, online learning, and 
vocational training.

i  For example, SDSN Youth 2017, Youth Solutions Report, (www.youthsolutions.report).
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Enhance opportunities for capacity building of students and professionals from developing 
countries to address challenges relating to the SDGs

Capacity building through education is an important ‘means of implementation’ to help developing 
countries address their own sustainability challenges. 

Universities have extensive links to developing countries through international students and alumni, 
international campuses, academic exchange programs, study tours, and partnerships with universities 
in developing countries. Universities can leverage these links to support capacity building for the SDGs 
through a variety of ways, such as:

• Engage international students on the SDGs, including ensuring ESD is part of all courses

• Develop free quality online courses on sustainable development and how to address SDG 
challenges 

• Develop exchange relationships with universities in developing countries and in-country training 
programs around addressing the SDGs

• Provide SDG-related scholarships for students from developing countries 

• Advocate for overseas development assistance funding towards scholarships and improved in-
country education to support the achievement of the SDGs

Case studies

1. Student engagement through Take One Step (Monash University) [Annex B.1]

2. Doctorate in Sustainable Development for the SDGs (Curtin University) [Annex B.2]

3. The Development Practice Program (James Cook University) [Annex B.3]

4. Student Leadership Forum on the SDGs (Monash University) [Annex B.4]

5. Teaching SDG 1 (The University of Sydney) [Annex B.5]

6. Mapping curriculum through the SDGs (Victoria University of Wellington) [Annex B.6]

Useful resources

The many resources available on implementing ESD provide an excellent starting point for education 
on the SDGs. There are also more and more resources specifically addressing education for the SDGs. 
Some suggested resources are provided below:

Publications

• UNESCO 2017, Education for Sustainable Development Goals: Learning objectives, UNESCO, 
Paris, unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf. 

• Morin, E 1999, Seven complex lessons in education for the future, UNESCO, Paris, unesdoc.
unesco.org/images/0011/001177/117740eo.pdf.

• SDSN General Assembly 2017 The role of Higher Education to foster sustainable development: 
Practices, tools and solutions, Position paper, www.sdsn-mediterranean.unisi.it/wp-content/
uploads/sites/30/2017/08/Testo-positional-CON-FIG-1.pdf.
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Free online courses

• SDG Academy: Educational resources and free online courses from the world’s leading experts on 
sustainable development. courses.sdgacademy.org.

Networks and websites

• Education for Sustainable Development (UNESCO): Useful information on news, events, and 
publications on sustainable development in the context of education. en.unesco.org/themes/
education-sustainable-development.

• Global Action Programme on Education for Sustainable Development (UNESCO): A 
useful resource on how to generate and scale-up concrete actions on education for the SDGs. 
en.unesco.org/gap.

• Principles for Responsible Management Education (PRME): A business school initiative within 
the United Nations Global Compact to advance social responsibility and the SDGs by incorporating 
universal values into curricula and research. www.unprme.org.

• SDSN Youth: The youth arm of the Sustainable Development Solutions Network (SDSN) works to 
empower youth globally to create sustainable development solutions. sdsnyouth.org.

• The Sulitest Initiative: The Sustainability Literacy Test provides an online tool for higher education 
institutions and others to measure and improve sustainability literacy among graduates and 
employees. sulitest.org.
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2.2 RESEARCH 

To achieve the SDGs, the global community will need to overcome many difficult and complex social, 
economic and environmental challenges, some of which will require transformations in how societies and 
economies function and how we interact with our planet. Universities, through their extensive research 
capabilities and activities, have a critical role in providing the necessary knowledge, evidence-base, 
solutions and innovations to underpin and support this task [16, 17, 18, 19, 20]. 

How is research relevant to the SDGs?

Addressing research-related SDG targets 

A number of SDG targets directly refer to the need for research-related activities as key components of 
addressing the SDGs. Many of these targets are considered the ‘means of implementation’ of the SDGs. 
These targets are summarised in Table 2 and are all relevant to university-based research.  

 
Table 2: SDG targets relating directly to research. 

Goal Target

9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial 
sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, 
encouraging innovation and substantially increasing the number of research and 
development workers per 1 million people and public and private research and 
development spending 

9.b Support domestic technology development, research and innovation in 
developing countries, including by ensuring a conducive policy environment for, 
inter alia, industrial diversification and value addition to commodities

SDGs 2.a, 3.b, 7.a, 12.a, refer to the need for scientific 
research and input on sustainable agriculture, vaccines 
development, and sustainable consumption and 
production, respectively. SDGs 14.3, 14.4, 14.5, 14.a 
refer to the need for scientific input in addressing ocean 
and fisheries management.

17.6 Enhance North-South, South-South and triangular regional and international 
cooperation on and access to science, technology and innovation and enhance 
knowledge sharing on mutually agreed terms, including through improved 
coordination among existing mechanisms, in particular at the United Nations 
level, and through a global technology facilitation mechanism

17.8 Fully operationalize the technology bank and science, technology and 
innovation capacity-building mechanism for least developed countries by 2017 
and enhance the use of enabling technology, in particular information and 
communications technology
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Supporting implementation of all the SDGs

More broadly, research, knowledge creation and innovation across the physical sciences, social sciences, 
biomedical sciences, engineering, and the humanities are fundamental for the successful implementation 
of all of the SDGs [21]. Research is the basis for:

• Understanding the challenges: We need to understand the causes and dynamics of the 
sustainable development challenges represented by the SDGs (see Annex A) in order to identify 
the best policies and solutions to address them. Research is critical to filling the many gaps in our 
understanding of the physical world, the human systems, and the interactions between them that 
contribute to these challenges. 

• Localising the SDG agenda: Research also has a key role in translating the global SDG agenda 
to national and local contexts – including helping to identify relevant local challenges, priorities for 
action, and appropriate indicators for measuring local progress.

• Developing solutions: Research is needed to drive the development of social and technological 
innovations and solutions across the SDG challenges. This will include the development, testing, 
piloting and upscaling of solutions, as well as understanding the conditions and barriers for them 
being implemented. 

• Identifying and evaluating options and pathways: SDG implementation is “directed” [22], in 
the sense that we know where we want to get to. However, finding the best pathway to get there 
can be challenging due to the radically diverse contexts across each country and community; 
the inter-dependencies that can lead to trade-offs or synergies between the goals [23, 24]; and 
the likelihood that every pathway will include some winners and some losers. Research – using 
modelling and “backcasting” approachesi – will play a key role in helping policy makers and 
the public construct, assess and identify the most positive, efficient and coherent pathways to 
achieving the SDGs. 

• Supporting the operationalisation of the SDG framework: The research community had an 
important role in shaping the global SDG agenda, but there are still many gaps and unknowns 
about how best to implement it. As such, research has a critical role in, for example, determining 
how to monitor and evaluate progress, how to systematically address interlinkages between the 
goals, and how to incorporate the SDG agenda into national and regional policy frameworks. The 
research community will also have an important role in synthesising and assessing global progress 
on the SDGsii. Finally, the research community also has significant expertise and facilities for 
collection, management, and analysis of data, which could provide much needed support to the 
huge task of monitoring progress on the SDGs. 

Implementing SDGs relevant to the research environment 

A number of the SDGs have strong relevance to the environment in which research is carried out, in 
particular:

• SDG 5 (“Achieve gender equality and empower all women and girls”) and SDG 10 (for example: 
“10.3: Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome…”): The lack of diversity in 
scientific research – particularly in science, technology, engineering, mathematics, and medicineiii 
– is well known, and can detract from the quality and outcomes of scientific research [25]. (See 
Section 2.3)

• SDG 4.7 (“… ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote 
sustainable development”): This is relevant for ensuring that the next generation of researchers is 
trained to undertake research related to sustainable development. (See Section 2.1)

i  For example, the Deep Decarbonisation Pathways Project (deepdecarbonization.org).
ii  For example, through the UN’s Global Sustainable Development Report, which aims to “provide a strong evidence-based 
instrument to support policymakers” in implementing the SDGs (sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport/2019).
iii  For example Science, Workplace Diversity, www.sciencemag.org/careers-career-article-genre/workplace-diversity.
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What can universities do?

At a glance… 

Ø	Encourage and promote the SDGs as a topic of research within the university

Ø	Support the full spectrum of research approaches needed to address the SDGs, including 
interdisciplinary and transdisciplinary research

Ø	Support and incubate innovation for sustainable development solutions

Ø	Actively support national and local implementation of the SDGs

Ø	Advocate for national support and coordination of research on the SDGs

Ø	Support capacity building for developing countries to undertake and use research on the SDGs

Encourage and promote the SDGs as a topic of research within the university

The SDGs represent some of the biggest challenges the world is facing today. To address them, 
sustainable development needs to become the cornerstone for future research at all levels [26]. This will 
require support for research on the SDGs to be internalised within the policies and culture of the university 
[27]. To do this, universities can:

• Raise awareness and the profile of the SDGs among researchers, including Early Career 
Researchers looking to build their profile and presence in new spaces

• Help researchers to understand how their research currently relates and connects to various goals 

• Map how the university’s research and research strengths align with the SDGs and identify the key 
researchers 

• Prioritise research relating to the SDGs and recruit suitable academic staff

• Develop academic promotion criteria that value contributions to the SDGs

• Showcase research relating to the SDGs and highlight the SDGs in major flagship projects

• Regularly report on how university research is contributing to the SDGs

• Encourage and support researchers to engage in global research community efforts to support the 
SDGs (such as international assessments and syntheses of the current state of knowledge)

The SDG framework also aligns well with the strong push globally for universities to report on research 
impact. 

Support the full spectrum of research approaches needed to address the SDGs, including 
interdisciplinary and transdisciplinary research

A wide range of research approaches is needed to address the breadth and nature of the challenges 
posed by the SDGs [28, 29, 30, 31]. These approaches include the more traditional disciplinary 
approaches (across the natural sciences, social sciences, and engineering and technology studies), in 
particular fundamental empirical research to fill gaps in our knowledge and answer ‘what currently is’, and 
applied or pragmatic research on ‘what is feasible’ for solving particular SDG challenges.
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However, newer approaches are crucial for addressing the complexity and real-world context of the 
SDGs. These approaches help to explore ‘what is possible’ and are guided by values [32] to achieve the 
SDGs equitably. They include:

• Sustainability science – or more broadly research for sustainable development – a new branch of 
research which seeks to understand how interactions and emergent properties between natural, 
social and economic systems shape sustainable development challenges, and how to create 
transformations towards more sustainable outcomes [33].

• Interdisciplinary and transdisciplinary approaches that bring different disciplines, sectors, and types 
of knowledges (traditional, practitioner, expert, citizen, and so on) together to help illuminate all 
aspects of complex social, environmental and economic challenges.

• Co-design and co-production approaches, which work closely with policy makers and users of 
knowledge from the start to define the problems, plan the research methodology, and carry out the 
research.

• Inclusive approaches that recognise and engage with important groups – such as women [34], 
indigenous people, and diverse cultures, worldviews and ideologies – and forms of knowledge – 
such as traditional knowledge – that are often under-represented in research. 

• Policy-relevant advice that uses existing knowledge and research to assist policy makers 
understand the implications of different policy options and design new policies.

These new research approaches can be more challenging to carry out than traditional approaches, 
particularly within traditional university structures. Building trust and relationships among people from 
different disciplines and stakeholders from other sectors takes time; and research funding and journals 
are at times biased towards discipline-based research. Research on highly applied problems and policy 
advice is challenging as the methodology and timing often change significantly as the nature of the 
complex space becomes clearer. In addition academic performance and reward structures, which are 
generally based on publications and grants, do not often incentivise collaborative engagement. 

However, in order to help address the SDGs, it is crucial for universities to encourage and support 
these research approaches, particularly interdisciplinary and transdisciplinary approaches – for example 
with workload allocations and recognition of academic contributions. Universities can use the SDGs to 
address this task. They can:

• Map university research onto the SDGs and identify opportunities for interdisciplinary linkages (see 
Section 4.1)

• Identify existing SDG-related interdisciplinary research efforts and capabilities within the university

• Build capacity of all researchers (including Early Career Researchers and graduate students) in 
interdisciplinary research and other new research approaches

• Provide seed funding and scholarships towards interdisciplinary and transdisciplinary work on the 
SDGs 

• Provide structures and forums to encourage interaction, idea generation, and integration across 
disciplines

• Reflect the value and validity of collaborative research and integrative, systems design, and 
solutions oriented approaches in research incentive structures, and promotional opportunities
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Support and incubate innovation for sustainable development solutions

Universities are centres of innovation, invention and discovery, and have played a role in the development 
of almost every major technology of the twentieth century. As such they can help drive the development 
of social and technological innovations and solutions across SDG challenges. Universities can expand 
their role as hubs of innovation to support and host businesses – such as start-up high tech companies 
located near university research programs – that provide technologies and services for sustainable 
development. To do this they can: 

• Collaborate with businesses to develop new technologies and solutions to address the SDGs

• Incubate start-up high-tech companies associated with university research programs inspired by 
the SDGs and evaluated by their contribution to the SDGs

• Establish innovation hubs focussed on SDG-related challenges, partnering businesses and 
university based research

• Develop ‘proof-of-concept’ SDG solutions for take-up by business

• Develop SDG-related exchange programs between universities and business

• Arrange innovation challenges to address the SDGs for researchers across the university and 
external stakeholders

• Encourage processes to assess the impacts of proposed solutions on all other SDGs and seek to 
maximise co-benefits and minimise negative impacts (see Section 4.5)

Actively support national and local implementation of the SDGs

• Use the SDGs to develop collaborative relationships with industry, government, communities, 
private sector, and non-governmental organisations around specific SDG challenges

• Play a lead role in policy development for sustainable development, including initiating projects to 
identify problems and challenges, develop policies and strategies, model likely futures with and 
without interventions, monitor and report on interventions, and enable adaptive management

• Provide expert advice on SDG implementation to other sectors, such as business, state 
governments and local governments 

• Provide expert advice on localised SDG targets and indicators and monitoring and reporting 
mechanisms

• Use the SDGs as the basis for place-based learning and where the university is seeking to engage 
the community in learning programs or in research

Advocate for national support and coordination of research on the SDGs

Changes in the external research environment would greatly facilitate university research for the SDGs, 
including government coordination of and funding for national implementation by all sectors, and 
availability of national research funding specifically for interdisciplinary and SDG-related research, such as 
the Global Challenges Research Fund in the United Kingdomi. 

• Advocate for national policies and funding for research relating to the SDGs and to interdisciplinary 
research in general

• Help set national research agendas and priorities around addressing the SDGs

i  www.rcuk.ac.uk/funding/gcrf.
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Support capacity building for developing countries to undertake and use research on the SDGs

Capacity building for scientific research is needed and relevant in all areas of the SDGs. Many universities 
already play a significant role in capacity building for research and can build and expand on these existing 
activities.

• Form partnerships and exchange programs with universities in developing countries around areas 
of relevance to the SDGs

• Encourage joint research projects on the SDGs and build capacity for conducting cross-cultural 
research

• Facilitate knowledge exchange with and among communities or countries on how to address 
common SDG challenges

• Share expertise in data collection and interpretation, and access to high-powered facilities and 
software for managing large data sets to help countries manage the huge challenges of monitoring 
progress on the SDGs

Case studies

1. Achieving SDG 6 discussion paper series (University of Queensland) [Annex B.7]

2. The UTS Development Network (University of Technology, Sydney) [Annex B.8]

3. SDG Ideation Forum (Victoria University of Wellington) [Annex B.9]

4. SDG research website (University of Western Australia) [Annex B.10]

5. Safe Families Research Study (Monash University) [Annex B.11]

6. Mapping research to the SDGs (Institute for Sustainable Futures, UTS) [Annex B.12]

Useful resources 

Publications

• Schmalzbauer, B & Visbeck, M (eds) 2016, The contribution of science in implementing the 
Sustainable Development Goals, German Committee Future Earth, Stuttgart/Kiel.  
futureearth.org/sites/default/files/2016_report_contribution_science_sdgs.pdf.

• Dena, F, Palmer, J, Riedy, C & Mitchell, C 2017, Transdisciplinary research and practice for 
sustainability outcomes, Routledge, London. www.routledge.com/Transdisciplinary-Research-and-
Practice-for-Sustainability-Outcomes/Fam-Palmer-Riedy-Mitchell/p/book/9781138119703.

• Brown, RR, Deletic, A & Wong THF 2015, ‘Interdisciplinarity: How to catalyse collaboration’, 
Nature, vol. 525 (16 September), pp. 315–317. www.nature.com/news/interdisciplinarity-how-to-
catalyse-collaboration-1.18343

• ICSU & ISSC 2015, Review of the Sustainable Development Goals: The science perspective, 
International Council for Science (ICSU), Paris. www.icsu.org/publications/reports-and-reviews/
review-of-targets-for-the-sustainable-development-goals-the-science-perspective-2015 

• Elsevier 2015, Sustainability science in a global landscape, www.elsevier.com/research-
intelligence/resource-library/sustainability-2015.
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Networks and websites

• Sustainable Development Solutions Network (SDSN): The SDSN was commissioned by 
UN Secretary-General Ban Ki-moon in 2012 to mobilise scientific and technical expertise from 
academia, civil society, and the private sector to support practical problem solving for sustainable 
development at local, national, and global scales. unsdsn.org.

• Future Earth: A major international research platform on global environmental change and global 
sustainability. www.futureearth.org.

• td-net: A platform for researchers and funders in the field of inter- and transdisciplinary research 
and teaching. It provides expertise, methods and tools for coproducing knowledge.  
www.transdisciplinarity.ch/en/td-net/Ueber-td-net.html.

• Integration and Implementation Sciences (I2S): A hub for improving research impact on 
complex real-world problems. i2s.anu.edu.au.
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2.3 ORGANISATIONAL GOVERNANCE, CULTURE 
AND OPERATIONS OF THE UNIVERSITY

Universities are often large entities and can have significant impacts on the social, cultural, and 
environmental wellbeing within their campuses, communities, and regions – and sometimes far beyond. 
These impacts directly relate to all areas of the SDGs and by acting responsibly universities can make 
significant contributions to their achievement.

Why are organisational governance, culture and operations relevant to the 
SDGs?

All organisations will have some impact on how the SDGs are manifested within their operational sphere 
of influence. Depending on the nature and size of the organisation, its impacts on some – and sometimes 
all – of the SDGs can be significant. By identifying these impacts and acting responsibly to address them, 
all organisation can contribute to the SDGs.

Universities are often major employers, consumers, investors, and real estate holders. They oversee large 
communities of staff, students, and contractors. Their campuses can function like and be the size of small 
cities. They can create significant flows of people and goods that necessitate infrastructure investment in 
surrounding areas. They can also have an influence far beyond their regions through their supply chains 
and increasingly international reach. As a result, universities have an impact across each and every one of 
the SDGs, and this impact can be large. 

What can universities do?

At a glance… 

Ø	Align university governance structures and operational policies with the aims of the SDGs

 
Align university governance structures and operational policies with the aims of the SDGs

By addressing their impacts within each area of the SDGs through their internal policies and operations, 
universities can make a significant contribution to achieving the SDGs within their spheres of operation. 
Examples of actions universities can take are listed in Table 3. 

There is significant overlap between the SDG agenda, as it applies to internal operations within 
universities, and the Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainable Campus activities that many 
universities are already deeply engaged with. The SDGs are an opportunity to link, showcase and build on 
these activities. 

These actions are largely managed through governance structures and operational policies and decisions, 
such as those relating to employment, finance, campus services, support services, facilities, procurement, 
human resources, and student administration. Ensuring these align with the SDGs will lead to flow-on 
actions and accountability across all areas. Actions universities can take to get this started include:

• Map how high-level university strategies, policies, plans and reporting indicators align with the 
SDGs and identify which organisational units are relevant to which SDGs

• Identify and address any key gaps in the university response across the SDGs 

• Incorporate the SDGs into university organisational reporting (See also Section 4.6)

Universities can draw on the extensive resources and networks that exist around CSR and Sustainable 
Campuses for support in further implementation (see ‘Useful resources’ at the end of this section). As the 
SDGs are becoming established these resources are increasingly being reframed around them.
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Table 3: Examples of actions universities can take to contribute to the SDGs through their internal 
operations.

Goal Examples of actions

• Ensuring Fair Trade and ethical supply chains 

• Investment policies that promote Environment, Social and Governance (ESG) 
principles

• Providing support structures for students living in poverty, such as scholarships and 
assistance packages

• Providing sustainable, nutritious and affordable food choices on campus

• Facilitating food production on campus 

• Offering fresh food markets on campus

• Introducing measures to reduce food waste on campus

• Providing access to affordable health and wellbeing services on campus

• Providing wellbeing programs for staff and students to reduce incidence of non-
communicable diseases and promote mental health

• Implementing ‘no smoking’ policies on campuses

• Ensuring appropriate practices are in place for dealing with hazardous substances

• Supporting vulnerable and disadvantaged people to access and participate fully in 
the university, including persons with disabilities, indigenous peoples, and people 
experiencing financial difficulty

• Providing programs to enhance literacy and education in communities and schools 
in the university’s local area and beyond

• Providing facilities that promote and encourage inclusivity in learning

• Implementing workplace gender equity strategies, including those for improving 
the representation of women in university leadership positions and senior academic 
roles 

• Working to close the gender pay gap

• Providing childcare on campus and promoting workplace flexibility

• Participating in national campaigns for preventing violence against women and 
committing to report on the number of sexual assaults that have taken place at the 
institution 
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Goal Examples of actions

• 

• 

• Incorporating aspirational environmentally sustainable design aspects 
into capital works 

• Providing free drinking water for students, staff and visitors

• Instituting zero-net emission policies and investing in on-campus 
renewable energy production

• Putting climate mitigation and adaptation strategies in place

• Including climate change risk in risk reporting frameworks

• Developing long term resource efficiency and management plans

• Developing management and guardianship plans for on-campus and 
surrounding waterways

• Developing management and guardianship plans for on-campus 
biodiversity and ecosystems

• Installing appropriate drainage traps to minimise pollution

• Installing water harvesting, storage and reuse systems

• Reducing all waste (including hazardous waste) and increasing 
recycling

• Ensuring safe practice expectations for hazardous waste handling and 
disposal

• Increasing use of sustainable transport

• Incorporating sustainability and ethical considerations into purchasing 
policies, procedures and activities

• Monitoring and reporting on sustainability performance through to 
Council level

• Engaging staff and students in all sustainable campus activities

• Aligning employment, training and regulation policies to be consistent with 
commitments to equity and access strategies and targets

• Providing appropriately positioned and supported scholarship and financial 
assistance schemes for students in need

• Supporting creativity and innovation through a culture of acceptable risk-taking, 
providing the appropriate space and process for ideas to flourish

• Monitoring employment outcomes and academic workload management

• Implementing socially and environmentally responsible procurement policies and 
procedures, affecting up and down the supply chain

• Critically querying the role of economic growth

• Issuing only green bonds where bonds are required

• Testing and piloting innovative solutions to improving operations on campus

• Committing to building sustainable and resilient infrastructure that supports 
wellbeing and minimises environmental impact

• Ensuring retrofits of existing buildings increase resource efficiency and adopt clean 
and environmentally sound technologies

• Committing to sustainable and reliable Information and communications technology 
processes and services

Examples of actions
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Goal Examples of actions

• Managing the pay gap between lowest and highest paid staff

• Instituting an equity agenda and plan that commits to equal opportunity and 
reduced inequalities in all processes and activities, most notably pay

• Committing to the elimination of discrimination across the university by ensuring the 
diversity of the population has the opportunity to be represented and have a voice 
in the decision-making process

• Providing a supportive, inclusive and safe working and learning environment for 
people from financially and socially disadvantaged, backgrounds, people from 
rural and regional areas, people with disabilities, women in the workplace, people 
of diverse genders and sexualities and people from diverse cultural and faith 
communities

• Scaling up and delivering sustainable solutions to global challenges developed by 
the university for the wider community and industry 

• Providing safe and affordable on-campus and/or university supported housing 

• Committing to the development of and investment in the university’s local 
community and areas of greatest influence (where possible)

• Allowing fluid campus boundaries to encourage the use of green space by local 
community members as a public amenity

• Committing to ensure the campus always remains safe, green, and provides 
accessibility for all levels of mobility

• Implementing best practice pollution control (including air) and waste management 
processes and policies

• Working with local and state government to advocate for greater access to and 
provision of sustainable transport systems including public transport and bike paths

• Developing policies, procedures and plans to ensure the campus is safe for all staff, 
students and visitors

• Ensuring that procurement policies and procedures clearly indicate an intolerance to 
working with any companies known or found to be involved in exploitation of people

• Ensuring that investment policies preclude investment in industry that deals in arms, 
human trafficking and/or modern slavery

• Ensuring that the policies and culture of the institution clearly indicate that bribery, 
corruption, violence, crime and acts of terrorism is unacceptable

• Organising cross-cultural and inter-faith activities on campus 

• Ensuring that all staff and students have access to justice and information about 
their rights 

• Involving staff, students and key stakeholders in university governance decisions 

• Building strategies and culture that openly supports developing, maintaining and 
enhancing partnerships both internally and externally

2.
 H

O
W

 U
N

IV
E

R
S

IT
IE

S
 C

A
N

 C
O

N
T

R
IB

U
T

E
 T

O
 T

H
E

 S
D

G
S



GETTING STARTED WITH THE SDGS IN UNIVERSITIES 27

Useful resources

Publications

• United Nations Environment Programme 2014, Greening universities toolkit V2.0: Transforming 
universities into green and sustainable campuses, web.unep.org/training/content/greening-
universities-toolkit-v20-transforming-universities-green-and-sustainable-campuses-0. This Toolkit 
provides strategies, tools and resources to inspire, encourage and support universities to develop 
and implement their own transformative strategies for establishing green, resource-efficient and 
low-carbon campuses.

• Wildlife and Environment Society of South Africa 2016, Stepping up to the SDGs, USAID, 
www.wessa.org.za/uploads/documents/WESSA_Stepping_up_to_the_Sustainable_Development_
Goals_-_Jun_2016.pdf. A practical guide to integrating the SDGs into our daily lives, including our 
practical activities, year plan, networking and sustainable centre developments through change-
choice-practices. 

Networks and websites

• Australian SDG Hub for Business (Global Compact Network Australia): A ‘living’ resource for 
businesses and other organisations on why the SDGs are relevant to them and what they can do 
to contribute to them. www.unglobalcompact.org.au/issues/sustainable-development/sustainable-
development-goals-sdgs.

• The United Nations Global Compact: The world’s largest Corporate Social Responsibility 
reporting organisation, assisting businesses to align strategies and operations with universal 
principles on human rights, labour, environment and anti-corruption, and take actions that advance 
societal goals. Many universities are also members. www.unglobalcompact.org.

• Australasian Campuses Towards Sustainability (ACTS): A membership based association 
for Australian and New Zealand higher education sectors, ACTS supports the development and 
connection of sustainability leaders, practitioners and educators towards a more sustainable 
sector. ACTS has strong linkages to other similar associations across through the world through its 
involvement in the Global Education Alliance. Membership provides access to regular newsletters, 
webinars, professional development opportunities concerning the most up to date issues and 
challenges for the sector. www.acts.asn.au.
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2.4 EXTERNAL LEADERSHIP

Success in achieving the SDGs will depend on action and collaboration by all actors [35]. By leveraging 
their unique position within society, universities – both individually and collectively – can help lead, guide, 
and support the local, national, and international response to the SDGs [36]. 

Why is university leadership relevant to the SDGs?

The scale of the task of achieving the SDGs will require mobilisation of all sectors. In the inspirational 
words of the UN’s Transforming our world document [37]: “The future of humanity and of our planet lies 
in our hands… We have mapped the road to sustainable development; it will be for all of us to ensure 
that the journey is successful and its gains irreversible.” The journey “will involve Governments as well as 
parliaments, the UN system and other international institutions, local authorities, indigenous peoples, civil 
society, business and the private sector, the scientific and academic community – and all people.”

Collaboration will also be crucial, as encapsulated in target 17.16 to “Enhance the Global Partnership 
for Sustainable Development, complemented by multi-stakeholder partnerships that mobilize and share 
knowledge, expertise, technology and financial resources, to support the achievement of the Sustainable 
Development Goals in all countries…”

Mobilisation and collaboration on this scale needs significant leadership and support to bring all 
stakeholders on board, build their capacity to understand and implement the SDGs, and facilitate 
conversations, mutual learning and partnerships between different sectors. The public itself is also a key 
stakeholder in SDG implementation in identifying the priorities, debating the options, and contributing to 
implementation in their own lives. In most countries the public has little knowledge of the SDGs and little 
opportunity to actively participate in implementation.

As places devoted to knowledge creation and teaching for the benefit of society, universities have 
traditionally occupied a unique position in society that makes them particularly suited to provide 
leadership on SDG implementation. They are trusted by the public and are seen as neutral actors by other 
sectors. Many have significant prominence and influence in the public sphere. And they have expertise 
in research and education that is essential for building capacity and supporting policy making. While 
many universities have struggled to maintain this critical role under ‘rationalisation and commercialisation’ 
processes, the SDGs provide an opportunity to enhance this role. 

What can universities do?

At a glance…

Ø	Strengthen public engagement and participation in addressing the SDGs

Ø	Initiate and facilitate cross-sectoral dialogue and action on SDG implementation

Ø	Play a lead role in policy development and advocacy for sustainable development

Ø	Demonstrate the importance of the university sector in SDG implementation

Ø	Demonstrate university sector commitment to the SDGs

2.
 H

O
W

 U
N

IV
E

R
S

IT
IE

S
 C

A
N

 C
O

N
T

R
IB

U
T

E
 T

O
 T

H
E

 S
D

G
S



GETTING STARTED WITH THE SDGS IN UNIVERSITIES 29

Strengthen public engagement and participation in addressing the SDGs

• Host public lectures by leading thinkers, community events and forums to raise awareness of the 
SDGs and how they are relevant to everybody

• Facilitate interactive workshops and debates to inform about actions, solutions, innovations and 
technologies, and to solicit ideas and interaction 

Initiate and facilitate cross-sectoral dialogue and action on SDG implementation

• Serve as a neutral platform and ‘safe’ space for different stakeholders to come together to frankly 
discuss the challenges of implementing the SDGs

• Facilitate cross-sectoral collaboration and partnerships on solutions to addressing the challenges 
of specific SDGs

• Speak with business and industry partners to understand what is being done in the sustainable 
development space and to identify further opportunities 

Play a lead role in policy development and advocacy for sustainable development

• Work with policy makers to identify problems, options, and solutions, and to assist in policy 
evaluation

• Get issues onto the political agenda

• Develop guidance and syntheses of knowledge on particular SDG areas

• Develop tools and resources to support SDG implementation 

Demonstrate the importance of the university sector in SDG implementation

• Work across the tertiary sector and with other sectors to initiate and lead discussions on national 
and regional implementation.

• Ensure the sector is coherently represented in all national dialogues and processes on the 
implementation of the SDGs

• Build partnerships and networks with other universities towards mobilising sector action on the SDGs

• Actively seek opportunities to develop guidance and tools to support national and regional 
implementation of the SDGs 

 Demonstrate university sector commitment to the SDGs

• Actively work to support the implementation of the SDGs within the university through teaching, 
research, and operations

• Sign the University Commitment to the SDGsi and make the SDGs a prominent part of university 
marketing 

• Initiate high profile public activities in support of the SDGs 

• Advocate for action by other sectors and governments for the importance of the SDGs and the 
need to address them

i  ap-unsdsn.org/regional-initiatives/sdgs/university-commitment.
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Case studies

1. Western Australia’s SDG Network (Curtin University Sustainability Policy Institute) [Annex B.13]

2. Leading SDG localisation in Australia (SDSN Australia/Pacific) [Annex B.14]

3. Recognising SDG impact in university awards (Western Sydney University) [Annex B.15]

4. Social Good Summit (The University of Sydney) [Annex B.16]

Useful resources

Networks

• Sustainable Development Solutions Network (SDSN): SDSN is a global network of universities 
and other knowledge institutions launched by the UN Secretary General in August 2012 to mobilise 
global scientific and technological expertise in support of sustainable development and the SDGs. 
unsdsn.org.
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3. THE SDG-ENGAGED UNIVERSITY

Through their ‘business-as-usual’ activities in education, research, and operations universities already 
make many important contributions to the achievement of the SDGs. However, for the SDGs to be truly 
successful at a global scale, universities need to become champions of sustainable development and 
play a leading role in the implementation of the SDGs. This is a challenging task. Universities are often 
hindered by external structural factors and internal limitations. Yet, the SDGs provide a framework to work 
towards structural solutions, as well as accelerate contribution to local, national, and global wellbeing. 

The SDGs provide a unique opportunity to take a whole-of-university approach to solving the big 
challenges facing humanity. The SDGs are inclusive and diverse enough to be able to speak the language 
of the majority, providing a common language and platform for building collaboration. In general, 
universities can engage with the SDGs on a number of different levels:

• Recognition: Identifying and acknowledging what a university is already doing to contribute to the 
SDGs can provide a powerful narrative about impact and a strong impetus for further action.

• Opportunistic alignment: Different areas across the university recognise the usefulness and 
importance of the SDG framework and find opportunities to use it to frame or drive discrete 
activities and programs (such as the examples in Section 2), without an overall strategy.

• Organising principle: The ongoing and far reaching impact will come if the SDGs become part of 
‘business-as-usual’ for the university, by recognising and integrating the SDG framework into all 
relevant university governance structures and frameworks.

This Section provides guidance on Steps universities can take to start and to deepen their engagement 
with the SDGs. These Steps, which have been adapted from other guidesi, are summarised in Figure 3 
and are described in more detail below. 

Figure 3: Overview of the step-by-step SDG integration process.

i  In particular, the SDG Compass: The guide for business action on the SDGs by the Global Reporting Initiative, the UN Global 
Compact, and the World Business Council for Sustainable Development (2015) (sdgcompass.org); and Getting Started with the 
SDGs in Cities: A Guide for Stakeholders by the Sustainable Development Solutions Network (2016) (sdgcities.guide).
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These Steps are intended to offer general guidance. Depending on their context and their starting point 
some universities may want to work on only one Step, skip Steps, undertake several Steps jointly, or 
follow a different sequence of Steps. 

It is important to recognise that there is no one way for universities to implement or support the SDGs. 
Universities differ from each other in many ways, including in size, structure, access to funding, existing 
work in sustainable development, values, priorities, and the needs of the communities they serve. How 
they choose to engage with the SDGs and work through the Steps described in this Section should 
reflect these differences and opportunities.

3.1 STEP 1: MAP WHAT YOU ARE ALREADY DOING

Mapping what your university is already doing to support and contribute to the SDGs across all areas 
or within specific areas of the university is a great starting point for discovering possibilities for deeper 
engagement. It is also a powerful tool for showcasing what is already in place, as well as for identifying 
synergies across the university.

By using the SDG framework to guide the university’s mapping exercise you will be able to: 

• Identify key stakeholders and potential champions for the SDGs

• Identify strengths and gaps as a basis for identifying priorities and actions on the SDGs (Step 2)

• Help build a business case for further university engagement in the SDGs

Before beginning to map university activities, you should have a clear understanding of the purpose of 
your mapping exercise and what data you are seeking for it and from it. This will help you to identify 
sources and will help focus your area of enquiry. 

The following tools will help you achieve this Step:

a) Mapping university contributions to the SDGs (Section 4.1)

b) How to run a stakeholder engagement workshop (Section 4.2)

Case studies

1. Mapping curriculum through the SDGs (Victoria University of Wellington) [Annex B.6]

2. Mapping research to the SDGs (Institute for Sustainable Futures, UTS) [Annex B.12]
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3.2 STEP 2: BUILD CAPACITY AND OWNERSHIP OF 
THE SDGS 

Taking a participatory approach is key to working towards the SDG agenda. This includes collaboration 
and partnership within and across organisations and communities by bringing all of those involved in 
the life and work of the university on board to both champion the work already underway and to create 
substantial ownership of actions taken. 

Building capacity and ownership of the SDGs requires understanding the current knowledge of and 
commitment to the SDGs across research, learning, teaching, operations, governance and culture. 
Reaching this understanding could include a stock-taking of the information gathered in Step 1. This may 
indicate where existing knowledge gaps lie and how you might advocate for the importance of the SDGs 
to the work and life of the university. Workshops involving various areas of the university are also a great 
way of understanding current knowledge of the SDGs while raising awareness about the SDGs and their 
relevance for the university community. 

By discussing the global and local relevance of the SDGs, people involved in the university can develop 
a shared understanding of the SDGs, learn about the work and interests of others, begin to identify 
areas for collaboration and action, and nurture a collective and individual ownership of the process and 
community of practice. Engaging with the student body in particular is key to this Step. You may start by 
holding student workshops on the SDGs and engaging directly with student organisations.

To get started on Step 2, the following tools will be helpful: 

a) Running a stakeholder engagement workshop (Section 4.2) 

b) Building the business case for university engagement (Section 4.3) 

c) The University Commitment to the SDGs (Section 4.4) 

Case studies

1. University SDG Leadership Workshop (James Cook University) [Annex B.17]

3.3 STEP 3: IDENTIFY PRIORITIES, OPPORTUNITIES 
AND GAPS

Step 3 will allow you to build on the commitment to the SDGs established in Step 2 and begin to 
progress and integrate the SDGs at your university. This Step is central to setting whole-of-university 
intentions and commitments to the SDGs. 

Key to the completion of this Step will be setting a realistic and incremental foundation for any actions 
that the university takes to integrate its commitment to the SDGs. Cultivating a solid and cohesive 
base from which to act will safeguard against ad hoc or reactionary decisions. Step 3 involves bringing 
together key stakeholders – students, staff, community members – to arrive at a common determination 
of priorities for action on the SDGs and to identify opportunities for working cohesively and collectively on 
achieving the SDGs. 

The following tasks can help to pave the way for implementing integrated action on the SDGs: 

• Review the information gathered in Steps 1 and 2 (or through other university processes) to identify 
and understand the gaps and opportunities for working towards the SDGs that exist in your university

• Identify the priorities for implementing the commitment to the SDGs. Crucial to this will be dialogue 
with all key stakeholders. You might consider holding an agenda-setting workshop. This could 
bring together representatives from across the university or from discrete areas to start work 
setting an agenda for action towards the SDGs
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It is important to involve the whole university in achieving this Step – including the student body – in 
identifying priorities, opportunities and gaps, as this will be crucial to cohesive and collective work on the 
SDGs across the university. 

To start designing how you will approach this Step, these tools may be useful: 

a) Mapping university contributions to the SDGs (Section 4.1)

b) How to run a stakeholder engagement workshop (Section 4.2)

3.4 STEP 4: INTEGRATE, IMPLEMENT AND EMBED

The previous Steps set the scene for the university to move forward. This Step looks to identify the 
best way of integrating and implementing commitment and actions on the SDGs. This will ensure your 
university moves towards a leadership role and can become a champion for the SDGs. 

Depending on your institutional context, this Step will involve including the SDGs in various vehicles for 
governance, establishing coordination mechanisms for your actions on the SDGs and implementing 
policies, strategies and/or action plans. To complete this Step, you need to make decisions that are 
clear and widely supported about how the SDGs will be mainstreamed in all key university strategies and 
policies. These strategies and policies might include your university’s strategic plan, research framework, 
learning and teaching framework, corporate engagement framework, future students messaging, and so 
on.

Mainstreaming the SDGs in all key strategies and policies means either:

a) Embedding commitment and actions on the SDGs into a whole-of-university strategy and its 
supporting elements; or 

b) Commitment and actions on the SDGs are reflected in a university policy that governs a whole-of-
university approach to sustainable development

The real transformational power takes place when the SDG framework is integrated within the whole 
university, becoming ‘business-as-usual’. 

These tools will enable you to complete this Step: 

a) Building the business case for university engagement (Section 4.3)

b) The University Commitment to the SDGs (Section 4.4)

3.5 STEP 5: MONITOR, EVALUATE AND COMMUNICATE

The way in which universities evaluate and celebrate their contributions to the SDGs is key to informing 
and shaping future engagement and action. A cohesive and well-grounded monitoring, evaluation and 
communications plan will enable universities to create and share compelling stories to draw both the 
necessary support for their future engagement with the SDGs and to widen the shared understanding of 
the SDGs. 

The tools that you use to measure and evaluate may already be in place within the university. For 
example, you might be feeding into annual reports and existing diversity and inclusion reporting 
processes, or you might be reporting to a funding body. In time, universities or coordinating bodies may 
develop their own benchmarking tools on the SDGs. In the meantime, you may find the tool on Reporting 
on SDG contributions (Section 4.6) useful. 
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4.  TOOLS AND GUIDANCE FOR SDG 
INTEGRATION

The SDGs are a new agenda providing a framework for governments, business, industry, civil society, and 
education to collaboratively work towards the future we want. This new agenda builds on and provides an 
enhanced space to introduce, progress, and normalise inter- and trans-disciplinary approaches. 

This Section provides tools and guidance to assist universities to address the new aspects of the SDGs 
agenda, as they work through the Steps in Section 3 to deepen their engagement.

These tools are: 

• Mapping university contributions to the SDGs (Section 4.1)

• How to run a stakeholder engagement workshop (Section 4.2)

• Building a business case for university engagement (Section 4.3)

• The University Commitment to the SDGs (Section 4.4)

• Managing interlinkages between the SDGs (Section 4.5)

• Reporting on the SDGs (Section 4.6)

Many of these tools are useful for more than one of the Steps described in Section 3. The information 
included is intended to be applicable to a wide range of university contexts and universities can 
customise tools to their own context and needs.

4.1 MAPPING UNIVERSITY CONTRIBUTIONS TO 
THE SDGS 

This Section introduces a range of approaches that can be used to identify and ‘map’ how the university 
contributes to the SDGs through its research, educational and operational activities, as well as some of 
the considerations for selecting and designing the best approachi. 

Mapping can be a very valuable exercise in starting university discussions on the SDGs, as well as in 
ongoing implementation and reporting. It can be used, for example, to: 

• Identify key people and departments who are engaged in contributing to the SDGs as a way of 
identifying key stakeholders and keeping a database of what is already being done

• Identify areas of shared interest across the university and opportunities for internal collaboration 
and external partnerships

• Identify strengths and gaps in university activities as a basis for building a business case for 
university engagement and for identifying opportunities for future activities

• Engage and build capacity of staff and students in the SDGs

• Gather information for reporting, communicating and showcasing university contribution to the 
SDGs

• Form a national or regional picture of expertise in the SDGs and identify national or regional gaps

Mapping can be a big undertaking, as universities are often large and complex institutions and can 
contribute to the SDGs in many different ways. The key to ensuring the process is manageable is to be 

i  The information and advice in this Section is based on consultation with people who have carried out SDG mapping in their own 
universities.
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clear about the objectives and outcomes of the mapping and to choose an approach and ‘data source’ 
accordingly. Each mapping exercise is therefore likely to look different. It may also be useful to adopt a 
progressive approach to mapping different kinds of contributions rather than trying to do it all at once. 

The main types of approaches to mapping are:

• Desktop assessment: This approach involves a desktop review of the data sources and a 
manual assessment and assignment of activities to the SDGs. Technically and logistically this is 
the simplest approach. However, it is a labour intensive process, and would be most suitable for 
small data sets of high-level information, such as faculty-level research strengths and university 
objectives.

• Self-identification: This approach involves asking people to self-identify which SDGs their 
activities align with. This has the advantages of engaging the people who are most familiar with 
an activity and building their understanding of the SDGs. However, considerable effort may be 
required – both in the design of the request and in the follow up – to ensure that people respond. 
For this reason, this approach will work better with a small number of key people (such as faculty 
research coordinators), when there is high-level support, and existing relationships. It can also be a 
good way to ‘verify’ mapping done through other approaches.

• Keyword searches: This approach uses SDG-specific keywords to search through large sets of 
activity-related data, such as research publications or course listings. This approach can be time 
consuming to set up, to identify the right keywords, to find good software for analysis, to gain 
access to the right kind of data, and to test that the results that come out make sense. However, 
once it is set up it can be automated to some extent, a great advantage for being able to update 
the results on a regular basis and for tracking progress on the SDGs. 

Examples of ‘data sources’ that can be used as the basis for mapping include:

• Research: Research strategies, flagship initiatives, researchers, projects/grants, publications, and 
research excellence rankings

• Education: graduate and undergraduate courses/units, course coordinators, and student club and 
society interests

• Operations: university strategies, policies, objectives, initiatives, and operational areas

• Reporting: Indicators against which the university currently reports 

A couple of useful further resources to help get started are:

• Practical approaches to mapping university contributions to the SDGs (Webinar) by SDSN 
Australia/Pacific and ACTS (2017): youtu.be/PbET71egLzw. 

• Compiled list of SDG keywords (spreadsheet) by Monash University and SDSN Australia/Pacific 
(2017): ap-unsdsn.org/wp-content/uploads/2017/04/Compiled-Keywords-for-SDG-Mapping_
Final_17-05-10.xlsx.

4.2 RUNNING A STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
WORKSHOP 

The SDGs cut across all faculties and all areas of university activity and can be an opportunity to develop 
new partnerships with internal and external stakeholders. A well-designed cross-university workshop 
is a great opportunity to discuss how the university could engage with the SDGs and can be a highly 
rewarding and energising experience for all the participants.

Suggested workshop outlines can be found in Box 2, though the actual structure and content will need 
to be customised to suit your audience, their familiarity with the SDGs, and the exact objectives of the 
workshop. 
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Box 2: Template cross-university SDG workshop

Potential objectives

• To build a basic understanding of the SDGs

• To bring key people on board with the SDGs and build champions

• To identify strengths, gaps, priorities, and opportunities for university engagement with the SDGs, 
and develop a plan for putting them into action

• To create links and a shared purpose for people working in different areas of the university

Length

• Half to full day

Participants

• University leadership, key sustainable development leaders in the university, external relations, 
representatives from each faculty and from operational areas, student reps (for example from 
relevant clubs and societies), key external stakeholders

Presentations (first half)

• What are the SDGs and how is the world responding to them? 

• How can the ambitions of the SDGs be translated into action? 

• Interesting and relevant examples of how the SDGs have been used (within the area, by external 
stakeholders, by other universities)

• Short reflections from a variety of stakeholders on the opportunities of the SDGs for the university

Discussion questions / breakout groups (second half)

• How does what I do align with the SDGs? How could I do more to contribute to them?

• How does the current work of the university relate to or contribute to the SDGs – which SDGs and 
how?

• What are our strengths, what are our gaps and opportunities? How do these align with the 
university’s priorities and values? 

• How can we use the SDG framework to improve and showcase what we currently do? 

• What are the areas of common interest within the university? Can we use these linkages as the 
basis for collaboration?

• What are the structural barriers/challenges? What needs to change to promote more action?

• What needs to happen to realise opportunities? What are next the steps?

Outcomes

• Workshop report

• Plan of action for the university

• Communication to the whole university

Tips

• Ensure that the content and activities are meaningful to all the participants, regardless of their 
background or area of the university. For example, ensure that discussion questions make sense 
from the perspective of all participants

• Use a combination of presentation and activities that allow discussion
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4.3 BUILDING THE BUSINESS CASE FOR 
UNIVERSITY ENGAGEMENT

A business case may be needed to appropriately position the discussion with university leadership. This 
Guide has been designed to assist with business case preparation by providing a general overview of 
why the SDGs are important for universities and how universities can engage with them, and by providing 
tools for universities to look at how the SDGs are relevant to their own activities. Box 3 provides a 
template outline for what a business case for university engagement in the SDGs might look like.

Box 3: Outline business case for university-wide engagement with the SDGs

1. What are the SDGs (Section 1.1)

2. The global importance of the SDGs and how other sectors are using them (Section 1.1)

3. The benefits for university, including the need for leadership on the SDGs (Section 1.2)

4. Some of the key things the university is already doing to contribute to the SDGs (Section 4.1) 

5. The opportunities for the university and how it could use the SDGs to further its strategic 
objectives (Section 1.2)

6. What other universities are doing (case studies and web search)

7. The potential expectations and obligations that the university might need to fulfil if it engages 
with the SDGs (for example, Sections 3 and 4.6).

8. Address some potential barriers (gathered from Section 4.2)

9. Recommendations for next steps – for example running more cross-university workshops 
(Section 4.2) and signing the University Commitment to the SDGs (Section 4.4)

 

4.4 THE UNIVERSITY COMMITMENT TO THE SDGS

The University Commitment to the SDGs (Box 4) is a short statement, for signing by the head of the 
university, that affirms the university’s intention to support and promote the SDGs through their research, 
education and operations, as well as report on activities in support of the goals. The Commitment was 
initiated by SDSN Australia/Pacific to demonstrate university leadership and highlight the important ways 
the sector can contribute to the SDGs. 

The Commitment was deliberately designed not to be onerous or prescriptive, with no mandatory or 
legal obligations, so that it can also be used as a tool for engaging the senior leadership of the university 
in the SDGs and for starting internal conversations. It is up to each university how they interpret the 
implementation of the Commitment. This Guide was partially prepared to help universities with this task.

As of publicationi, 9 leading universities in the Australia/Pacific region have signed the Commitment: 
James Cook University, The University of Adelaide, The University of Melbourne, Monash University, 
University of Technology, Sydney, RMIT University, Western Sydney University, Deakin University, and 
Victoria University of Wellington. 

Universities that are interested in signing the Commitment are invited to contact SDSN Australia/Pacific.

i  For the latest list of signatories, see ap-unsdsn.org/regional-initiatives/sdgs/university-commitment.
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Box 4: University Commitment to the SDGs

The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and their associated 169 targets were agreed by 
all countries at the United Nations in September 2015 and constitute a shared global framework of 
development priorities to 2030. They aim to bring an end to extreme poverty, promote prosperity and 
wellbeing for all, protect the environment and address climate change, and encourage good governance 
and peace and security.

Universities will have a vital role to play in addressing these critical global challenges and achieving the 
Sustainable Development Goals. Universities have a responsibility through their teaching to equip the 
next generation of leaders, innovators and thinkers to understand the global challenges facing the world 
and the role they can play in rising to meet these challenges. Through their research and training of 
research leaders, universities are at the forefront of finding sustainable social, economic, environmental 
and technical solutions to global problems. Finally through their own operations universities can pioneer 
innovation and can set an example to other sectors and businesses.

It is important for the future of the world that all universities play their part in achieving the Sustainable 
Development Goals.

Hence, we, the undersigned universities:

• recognising the enormous social, economic and environmental challenges facing the world

• recognising that future development must take place in a way that is socially, economically and 
environmentally sustainable

• recognising that the Sustainable Development Goals establish an agenda for the achievement of 
sustainable development by 2030

• stressing the vitally important role that universities can play in achieving a sustainable future 
through teaching, research and operations

Agree that we will:

• support and promote the principles of the Sustainable Development Goals 

• undertake research that provides solutions to sustainable development challenges

• provide the educational opportunity for our students to acquire the knowledge and skills 
needed to promote sustainable development

• contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals by ensuring our 
campuses and major programs are environmentally sustainable and socially inclusive, and

• report on our activities in support of the Sustainable Development Goals
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4.5 MANAGING INTERLINKAGES

The SDG agenda explicitly recognises the importance of interdependencies between and within the SDGs. 
It calls for the SDGs to be considered as an indivisible and integrated whole that should be addressed in a 
balanced way that accounts for interlinkages between the SDGs and between their social, environmental 
and economic dimensions [38].

Identifying negative interlinkages (or trade-offs) is important for ensuring that progress in one area does 
not lead to unexpected outcomes that undermine progress in other areas. On the other hand positive 
interlinkages (or synergies) are useful for addressing multiple areas at once. The process of identifying 
interlinkages is also valuable in bridging silos across disciplines and sectors [39, 40].

Analysis of interlinkages between SDGs can be relevant and useful to universities in a number of ways:

• It is an important area of research where universities can provide significant support to policy 
makers trying to identify the best policy pathways for achieving the SDGs (Section 2.2)

• It can help identify key connections across disciplines and initiate impactful interdisciplinary research 
projects that investigate topics from many perspectives (Section 2.2)

• It is a central concept in most of the key competencies of education for the SDGs – including 
systems thinking, anticipatory competencies, and integrated problem-solving (Section 2.1)

• It can help measure the broader benefits of education and identify ways it can be enhanced through 
other actions (Section 2.1)

• It can help identify potential trade-offs and co-benefits of implementing particular SDGs within 
operations, which can help prioritise actions with the most positive benefits (Section 2.3)

• It can help identify and amplify the broader/downstream co-benefits of major university projects – 
including research and operational projects – as well as assessing and mitigating potential negative 
impacts

• It can help bridge different areas of the university – particularly research, teaching and operations – 
for example through the ‘living labs’ concept

Working across disciplines, faculties or organisational areas to identify and manage interlinkages can be 
difficult because systems are siloed and structured to be competitive and working in a more systemic way 
carries overheads in terms of time, expertise and money. However considerable effort is being undertaken by 
the scientific and policy communities to develop practical knowledge and guidance to support this process. 
Box 5 provides links to some useful tools and examples to help universities put this process into practice.

4.6 REPORTING ON SDG CONTRIBUTIONS 

As discussed in Section 3, Step 5, reporting is both an important measure for accountability and 
evaluation and a huge opportunity for universities that engage with the SDGs. In particular, the SDGs 
provide a great opportunity to organise and integrate university reporting and to showcase and celebrate 
the impact and importance of what the university does for global and local wellbeing.

With the SDGs being relatively new, SDG reporting is an area that is still being actively being developed. 
As yet there are no comprehensive and generally accepted guidelines on what that would look like, 
particularly not on how organisations can report on their SDG impact. This Section provides a quick 
background to existing SDG reporting efforts, and some ideas for how universities can start to consider 
reporting on their SDG contributions.

The global SDG agenda includes 232 official indicatorsi, for which the UN is collecting national data. 
However, reporting is voluntary and national governments can choose what to report and how. The only 
reporting countries are mandated to do is report on progress in implementing the SDGs to the UN High 
Level Political Forum on Sustainable Development at least twice between 2016 and 2030ii. 

i   unstats.un.org/sdgs.
ii   sustainabledevelopment.un.org/hlpf.
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Box 5: Some resources and examples for managing interlinkages in universities

• Nilsson et al. [41] explain the different forms interlinkages between the SDGs can take and provide 
a simple scale for scoring their strength and direction.

• ICSU [42] undertook a science-informed analysis using the scale above to identify and rate the 
key positive and negative interactions between food/agriculture (SDG 2), health (SDG 3), energy 
(SDG 7) and oceans (SDG 14) and all the other goals, as the basis for a science-policy dialogue on 
achieving them.

• Hall et al. [43] ran workshops with a multidisciplinary team of researchers at the University of 
Queensland to map how the SDGs influence each other, with a particular focus on water, sanitation 
and hygiene (SDG 6) in Australia and beyond. The resulting influence diagram provides a strategic 
basis for developing implementation options.

• Malekpour et al. [44] held a cross-university workshop at Monash University to explore the nexus 
between food (SDG 2), energy (SDG 7) and water (SDG 6) within the university’s campus, as a way 
to generate ideas for campus-based projects that could stimulate new research, provide education 
opportunities and contribute to campus sustainability.

• The Gold Standard has launched the Gold Standard for the Global Goals and is developing tools to 
measure the impacts and co-benefits of projects to reduce greenhouse gas emissions on health, 
gender equality, and access to clean water of the communities in which they are implementedi.

• SDSN Australia/Pacific [45] developed a framework for SDG integration to guide a multi-sector 
discussion on the key SDG interlinkages that are relevant to Australia, and to identify potential 
targets/indicators that capture the interlinkages.

• The Institute for Sustainable Futures at the University of Technology Sydney ran a Systems Thinking 
Master Class for development practitioners that provided them with a conceptual understanding 
and practical tools to grapple with the complexity of SDG interlinkages and to identify new 
opportunities for addressing themii.

 
Reporting by other sectors is voluntary, but more and more organisations are starting to incorporate 
reporting on the SDGs into their annual or sustainability reports. Some initial guidance on what to report 
is provided by the SDG Compass [46] and the Getting Started with the SDGs in Cities [47]. The SDG 
Compass also provides a supplement linking the SDGs and Global Reporting Initiative (GRI) indicatorsiii, 
and more comprehensive guidance is being prepared by GRI and the UN Global Compactiv. Some of 
these tools have relevance for university reporting, however none are specific to this. 

It is worth noting that none of the existing guidance recommends that organisations report against every 
one of the 169 SDG targets, or even each of the 17 goals, given the huge effort that is required. 

In the absence of mandatory reporting requirements and reporting guidelines specific to universities, 
universities can tailor an approach that suits their own values, priorities and existing reporting activities. 
Here are some suggestions for how to go about it:

• At a minimum, identify or develop measures or indicators to demonstrate your university’s 
engagement with the SDGs and report on them annually. These could be based on the outcomes 
of the SDG engagement process as described in Section 3, and in particular Section 3, Step 5. 
They can include actions taken to progress the SDG framework; the results of mapping SDG 
contributions; stories about university initiatives and their impact; and new resources (measurement 
tools, technologies, practices) that have been developed.

i  www.goldstandard.org/project-developers/develop-project.
ii  www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/institute-sustainable-futures/news/systems-thinking-impact.
iii  sdgcompass.org/business-indicators.
iv  www.globalreporting.org/information/SDGs/Pages/Reporting-on-the-SDGs.aspx.
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• Build on existing reporting obligations. Many activities universities do that relate to the SDGs are 
already being reported in universities’ annual reports, sustainability reports, and reports to voluntary 
reporting organisations such as PRME, the UN Global Compact, the Global Reporting Initiative, 
and the LiFE Index. Consolidating these reports around the SDGs is also an opportunity to develop 
a single overall narrative of university impact on global wellbeing.

• Avoid ‘SDG-washing’. ‘Green-washing’ is when information is used to give the impression that a 
product, organisation, policy, or project is environmentally friendly (even when it isn’t). The SDGs 
can be used in the same way. It is important to ensure that the information being reported is 
substantive and reliable and that the SDGs are not being used only to promote the perception 
that a university is contributing to sustainable development. Universities may give the impression 
that they are SDG-washing their achievements if they report only on SDG indicators where the 
university performs well, ignoring other important indicators where performance is not strong.

• It is important to be clear what objective you are trying to reach through your reporting to assist in 
identifying what will work for you. For example, is your objective to engage a broad audience? If 
so, a story-telling approach may work best. Or are you trying to relay the facts and figures? Then a 
table of progress against identified indicators may do the trick. Whatever the case may be, be sure 
you are not reporting just for the sake of reporting, as this is time consuming and has little outcome 
and benefit associated with it. 

A number of universities have started reporting on aspects of their SDG contributions, and some 
examples can be found in:

• A compilation of approaches: Giselle Weybrecht 2017, ‘Reporting on the SDGs – A visual tour 
of different approaches’, PRiMEtime Blog, (10 & 17 July) (primetime.unprme.org/2017/07/10/
reporting-on-the-sdgs-a-visual-tour-of-different-approaches-part-1-of-2). 

• A selection of university annual reports: RMIT University, Sustainability Annual Report 2016 (www1.
rmit.edu.au/browse;ID=7pzvmijz5s6y); Deakin University, Sustainability Progress Report 2016 
www.deakin.edu.au/students/your-campus/organisational-sustainability); Victoria University of 
Wellington, Sustainability Report 2016; The University of Bologna, Report on U.N. Sustainable 
Development Goals 2016 (www.unibo.it/en/university/who-we-are/report-on-un-sdg).

With SDG reporting being a topic of active development, no doubt future editions of this Guide will be 
able to point to more comprehensive guidelines and tools that universities could draw on. 
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ANNEX A: EXAMPLES OF CHALLENGES 
COVERED BY THE SDGS

Goal Key issues and challenges 

Goal 1 calls for an end to poverty in all its forms everywhere. To meet this objective, 
social protection programs and targeted assistance for the poor and most vulnerable 
must be expanded and improved alongside a strengthening of disaster risk reduction 
and mitigation initiatives for developing countries with weaker institutions. 

Goal 2 aims to end hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 
sustainable agriculture. Achieving this goal means securing access for all to safe, 
sufficient and nutritious food. This will require resilient agricultural practices and 
sustainable food production systems. Increased and improved data on food access 
can help to track the progress on Goal 2 and to guide food insecurity interventions. 

Goal 3 seeks to ensure health and wellbeing for everyone at all ages, including access 
to safe, affordable and effective health care. To achieve this goal, work on universal 
access to sexual and reproductive health services, infectious disease prevention, and the 
treatment and prevention of other public health issues needs to take place.

Goal 4 aims to ensure inclusive and equitable access to (and completion of) quality 
education. This goal promotes the acquisition of the knowledge, skills and values 
needed to function well and contribute to society. The targets of this goal range from 
ensuring universal youth literacy and numeracy, expanding the global number of 
scholarships available to developing countries and ensuring equal access for all to 
affordable and quality technical, vocational and tertiary education. 

The achievement of gender equality and the empowerment of women and girls to reach 
their full potential is key to Goal 5. The achievement of this goal requires the elimination 
of all forms of discrimination, violence and harmful practices against women and access 
to sexual and reproductive health and rights. Work towards this goal will also mean the 
achievement of gender parity in political, public and economic life. 

Goal 6 seeks to ensure not only the availability of drinking water, sanitation and hygiene, 
but also improvements to the quality and sustainability of water resources. Addressing 
Goal 6 will involve effective and integrated water resource management and improved 
sanitation facilities for all. To achieve these outcomes, international cooperation and the 
involvement of local communities will need to be expanded. 

Goal 7 aims to ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy 
for all. The achievement of this goal means ensuring access to electricity, clean fuels 
and technologies for cooking, and increasing the use of renewable energy through both 
international cooperation and expanded infrastructure and technology for clean energy. 

Economic growth and employment are important for reaching the economic security 
that is crucial to the achievement of Goal 8, as is equitable access to financial services. 
To meet this objective, countries and industries must protect labour rights and promote 
safe and secure working environments for all workers, including migrant workers, in 
particular women migrants, and those in precarious employment. 

Goal 9 encompasses infrastructure development, industrialisation and innovation. 
To meet this objective, work must be done to develop and ensure quality, reliable, 
inclusive, sustainable and resilient infrastructure. This will involve innovation and the 
creation of new and more sustainable industries, spurred by investments in research 
and development. 
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Goal Key issues and challenges 

The call to reduce inequality through Goal 10 is universal, with inequalities within and 
between all countries highlighted. Reducing symptoms of and structural factors behind 
inequalities in income and opportunity, as well as those based on sex, age, disability, 
origin, class, ethnicity, race, religion and representation are crucial to achieving this 
goal. Key to this will be the development of monitoring and guiding indicators and 
the strengthening of political will for enacting internal policies and for international and 
regional cooperation. 

Goal 11 aims to make cities and other human settlements inclusive, safe, resilient 
and sustainable while stimulating innovation and employment. As urbanisation rises 
and transforms societies, the promotion of cohesive city-level strategies to innovate, 
transform and drive economic and social sustainable development will be key to the 
achievement of the SDGs. 

Goal 12 focuses on the promotion of sustainable consumption and production 
patterns. This goal presents a challenge to produce and consume less, while meeting 
other goals related to inequalities in quality of life and consumption. Innovations 
around sustainable management of natural resources, a reduction in food waste, and 
an increase in recycling, reuse, prevention and reduction practices will be crucial to 
achieving this goal. 

Goal 13 calls for urgent action to combat climate change and its impacts, but also to 
build resilience in responding to climate-related hazards and natural disasters. This 
goal represents a collective responsibility to reinforce adaptive capacity and resilience 
to natural disasters and hazards related to climate change. Achievement of this goal 
will require both the incorporation of measures to fight climate change into national 
planning, strategies and policies and the improvement of awareness-raising, education 
and institutional and human capacity on mitigation, impact reduction, early warning and 
adaptation to climate change.

Goal 14 seeks to promote the conservation and sustainable use of the oceans, seas 
and marine resources for sustainable development. This goal requires government, 
industry and community acknowledgement of the value and importance of coastal 
areas and oceans. Achievement of this goal will require collaboration to improve 
research capacity, scientific knowledge and sharing of marine technology to not only 
enhance ocean health but also to improve the role of marine biodiversity in developing 
countries. 

Goal 15 focuses on managing forests sustainably, restoring degraded lands and 
successfully combating desertification, reducing degraded natural habitats and ending 
biodiversity loss. Crucial to this goal is integrating biodiversity and ecosystem values 
into local and national planning, poverty reduction plans and development processes. 

Goal 16 seeks to promote peaceful and inclusive societies based on respect for human 
rights, the rule of law, good governance at all levels, and transparent, effective and 
accountable institutions. For this goal to be achieved, universality is important. Global 
indicators that allow for context-specific measures and the motivation to act need to be 
developed. Universal access to justice and information must also be ensured. 

Goal 17 aims to strengthen the means of implementation and revitalise the global 
partnership for sustainable development. Key to the achievement of this goal is 
universal partnership, complemented by stakeholder partnerships to share and mobilise 
expertise, financial resources, knowledge and technology for supporting the SDGs in 
every country.
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ANNEX B: CASE STUDIES

B.1 STUDENT ENGAGEMENT THROUGH TAKE ONE STEP (MONASH 
UNIVERSITY)

Motivating students to engage with the SDGs is key to mobilising action at the university level. Take One 
Step, developed by the Monash Sustainable Development Institute at Monash University, is an online 
engagement platform for students aimed at inspiring leadership and action on the SDGs. 

Designed as an interactive platform that plays on student’s competitive instincts, participating students 
are asked to commit to a SDG-inspired change in their life, document their progress, take quizzes 
and read learning content. Students have committed to a range of challenges including reducing food 
waste, becoming socially conscious consumers, and volunteering in their local communities. The social 
interactivity through the ability to share, like and follow other people’s challenges. Mobilising student 
groups and staff members to champion the project and incorporating gamification elements into the 
platform has been critical to its success. 

It is envisioned that Take One Step will grow, enabling students from different countries to interact, share 
ideas and work on challenges together. Monash is planning to create an improved platform for the site that 
can be customised with educational video content, collaboration tools and further gamification, which can 
be shared with other universities and organisations. For more information see www.takeonestep.com.au.

B.2 DOCTORATE IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE SDGS 
(CURTIN UNIVERSITY)

Research that is focused on addressing the SDGs is needed by the global community to address the 
challenges and goals represented by the SDGs. The Doctorate in Sustainable Development (DSD) 
at Curtin University is a Professional Doctorate designed to help practitioners address the complex 
challenges articulated by the SDGs. 

Linked to the SDGs, the Doctorate in Sustainable Development (DSD) at Curtin University is among 
the first of its kind. The first 15 DSD students are linking their practical, personal and professional 
experience in the field with national and international institutions. The DSD is supported by world leading 
experts in sustainability, actively partnering with governments, aid agencies, corporations and voluntary 
organisations. Its core work is to find ways to integrate practical and policy processes and outcomes 
required to achieve the SDGs. Addressing barriers to achieving the SDGs will be a fundamental part of 
the Doctorate. Some coursework at the start of the DSD includes units on the SDGs, on leadership in 
sustainability and on research methods. For more information see www.sustainability.curtin.edu.au/.

B.3 THE DEVELOPMENT PRACTICE PROGRAM (JAMES COOK 
UNIVERSITY)

The Development Practice Program at James Cook University (JCU) teaches and researches integrated 
landscape approaches to achievement of the SDGs through case study areas in ‘Sentinel Landscapes’ in 
tropical developing countries. These are landscapes where the University engages with local academic, 
management, civil society and community organisations to better understand the full local contexts 
in which the SDGs will have to be achieved and to explore with local stakeholders the options for 
progressing development targets in an integrated way.

The special challenges to sustainable development in tropical forest and coastal regions are identified 
through SDG 9. The Development Practice Program at JCU aims to provide students with the tools they 
need to reconcile poverty alleviation with environmental sustainability in these environments. 

The research produced through the Development Practice Program aims to provide the knowledge and 
analysis that will lead to decision making consistent with the SDGs. The University aims to build long-term 
partnerships with universities in tropical developing countries and civil society organizations who share 
JCU’s commitment to sustainable development. JCU also aims to recruit graduate students from these 
countries in order to both enrich the student body at JCU and also to build local capacity on sustainable 
development science. 
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B.4 STUDENT LEADERSHIP FORUM ON THE SDGS (MONASH 
UNIVERSITY)

Catalysing student action on the SDGs and improving student understanding of the SDGs will be crucial 
to meeting the SDGs. In October 2016, the Monash Sustainable Development Institute hosted the 
Monash Student Leadership Forum on the SDGs with the aim of bringing together student leaders and 
key staff to discuss how Monash student action on the SDGs could be better recognised, connected, 
and amplified. 

The key objectives of the forum were to:

• Link key people and areas at Monash involved in organising student activities relating to the SDGs

• Introduce everyone to the SDGs and examples of their global impact 

• Map how Monash students currently contribute to the SDGs 

• Identify areas of common interest and potential joint activities for 2017

• Brainstorm ideas for increasing student participation and interest in contributing to the SDGs 

Participants were very positive about the event and excited from the experience of finding common 
interests with other students. Many had not heard of the SDGs before, or only knew a little bit about 
them, so found this forum very useful. A wide range of potential follow up activities were suggested. 
These suggestions and enthusiasm will be built on to encourage more Monash students to be engaged 
and excited about the SDGs.

B.5 TEACHING SDG 1 (THE UNIVERSITY OF SYDNEY) 

In 2014 The University of Sydney developed a new unit of study for the University’s Masters of 
Management titled ‘Poverty Alleviation and Profitability’. This unit relates to SDG 1 through its exploration 
of poverty and the role of business in its alleviation, but is also contextualised through discussion of the 
relationship of SDG 1 to the other Goals. The unit takes a macro approach, questioning the purpose of 
business, discussing how the SDGs redefine the role of business in social issues, and presenting relevant 
academic theories such as Creating Shared Value and Base of the Pyramid. 

The unit has been shaped by knowledge gained through attendance at the UN Global Compact Leaders 
Summit in New York. Anecdotal evidence from students – as well as the preliminary findings of on-going 
formal research – illustrates some fundamental changes in student values and career aspirations after 
taking the unit. Building on the work achieved through the unit, the University has developed a MOOC/
SPOC on the SDGs and business. You can watch a short video about the ‘Poverty Alleviation and 
Profitability’ unit here: www.youtube.com/watch?v=N4HZN9Tr6dU and find further information here: 
sydney.edu.au/news-opinion/news/2017/04/06/on-my-mind.html.

B.6 MAPPING CURRICULUM THROUGH THE SDGS (VICTORIA 
UNIVERSITY OF WELLINGTON)

Equipping students with the skills and expertise to develop sustainable solutions through a curriculum 
that responds to the SDGs is a major way in which universities can contribute to delivering on the SDGs. 
Victoria University of Wellington (Victoria) is using the SDGs as an organising framework to guide its 
contribution to a sustainable future. As part of this contribution, the curriculum content of the Victoria’s 
3000 plus courses were reviewed through an SDG lens. 

Victoria wanted to see which schools and faculties had the greatest existing sustainability content in 
their courses, and equally which of the 17 goals either featured strongly or were under-represented. 
A consultant was engaged to develop an automated process of scraping content off Victoria’s online 
Course Finder and then searching the course descriptions for the occurrence of keywords specifically 
developed for each of the 17 goals. 

The findings have now been used to start discussions about how the SDGs can be incorporated into 
courses and how the process for flagging SDG content in courses can be improved. The project is also 
informing wider consideration of new options for coordinating sustainability across teaching and has 
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identified a network of academic expertise in sustainability. For more information about Victoria University 
of Wellington’s work on sustainability, visit: www.victoria.ac.nz/about/governance/sustainability-office 

B.7 ACHIEVING SDG 6 DISCUSSION PAPER SERIES (THE UNIVERSITY 
OF QUEENSLAND)

Freshwater is vital for survival – and yet 1-in-9 people globally don’t have access to clean drinking water 
and 1-in-3 lacks improved sanitation. SDG 6 seeks to ensure the availability and sustainable management 
of water and sanitation for all. In 2016 the University of Queensland (UQ) released 3 linked policy 
discussion papers on the SDGs, with a particular focus on SDG 6. Authored by a multidisciplinary group 
of UQ researchers and facilitated by the Global Change Institute at UQ, these papers aim to: 

• Identify how to begin to implement the SDGs;

• Identify and understand the interlinkages between the SDGs;

• Conduct an in-depth investigation of community cooperation and capacity-building (Target 6a). 

The papers have been distributed widely to non-academic audiences in order to inform policy decision, 
industry responses and civil society considerations regarding the SDGs. The papers respond to an 
identified significant ‘appetite’ from a range of organisations for guidance on what the Goals mean in an 
on-the-ground setting. See: gci.uq.edu.au/sustainable-water.

B.8 THE UTS DEVELOPMENT NETWORK (THE UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY, SYDNEY)

One key challenge for universities in addressing the SDGs lies in encouraging cross-faculty collaboration. 
In 2013 the Institute for Sustainable Futures at University of Technology, Sydney (UTS) hosted the 
‘Development Futures’ development sector conference. In planning for the conference, staff with an 
interest in poverty and social justice across UTS were sought out. From this, the UTS Development 
Network – a community of practice focusing on development, poverty alleviation and social justice – was 
formed. Its purpose is to promote collaboration, exchange learning and develop shared research across 
different areas of UTS.

The UTS Development Network has held 2 forums, one on gender equality and the SDGs and another 
on energy and the SDGs. These forums provided a helpful framework for researchers from different 
faculties to draw links between their work. Specific goals provided a concrete orientation for participants 
and speakers and the intersection of different SDGs was emphasised and articulated in both forums. 
Using the SDG framework in this way has allowed the Network to connect areas within UTS, which may 
otherwise be prone to being siloed. It also highlighted and promoted a common purpose for researchers 
at UTS in their international development work. 

B.9 SDG IDEATION FORUM (VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON)

Interdisciplinary collaboration on the SDGs can bring diverse perspectives to finding solutions and 
synergies between the 17 SDGs. Victoria University of Wellington (Victoria) has channelled resources 
towards the development of new research that fosters collaboration across faculties. 

In November 2016 an Ideation Forum was held at Victoria, bringing together 57 staff and postgraduate 
students from across all faculties with invited guests from the business, civil society and government 
sectors. Together, they generated new research ideas, and formed cross-disciplinary teams to develop 
the ideas into research proposals, which were submitted for internal funding. The SDGs were chosen as 
the context for the Forum because of their breadth and ability to be relevant to all disciplines. 

This Forum resulted in 8 projects being funded for delivery throughout 2017 with topics including 
‘community participation in biodiverse cities’, ‘sustainable food law and policy’, and ‘facing climate 
change in education’. Beyond the research projects, the Ideation Forum provided a great opportunity 
for academics to make new connections with colleagues they hadn’t worked with or even met before. 
As a result, the SDG context has proved very useful in breaking down academic silos. A second, more 
focussed Ideation Forum was held in April 2017. More information on the Forums is available here: www.
victoria.ac.nz/about/strengths/sustainability.
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B.10 SDG RESEARCH WEBSITE (THE UNIVERSITY OF WESTERN 
AUSTRALIA) 

Keen to highlight some of the significant and interconnected sustainable development research being 
carried out locally, nationally and internationally by its researchers, The University of Western Australia 
(UWA) identified the SDGs as an ideal framework for mapping research activities. From this mapping, the 
University identified 8 dominant areas of sustainable development research activity: Food security, Human 
rights, Health for all, Sustainable Cities, Climate Change and Energy, Healthy Ecosystems, Knowledge 
and Education for All, and Governance.

These 8 areas of activity provided the framework for a website highlighting research leaders, research 
news, programs and initiatives, and events. The website was identified as an ideal medium for engaging 
and highlighting relevant information on university activities on the SDGs, as well as for encouraging 
communication and interaction. It has become a virtual hub for UWA sustainability information for external 
and internal visitors to the site alike. The website is expanding to share the stories of emerging leaders 
within the identified research activity areas. This approach to communicating the University’s significant 
sustainable development research has the full support of the University Executive. You can visit the 
website at: www.research.uwa.edu.au/sustainability-research-at-uwa.

B.11 SAFE FAMILIES RESEARCH STUDY (MONASH UNIVERSITY)

When working with partners in the field, universities can use the SDG framework as a way to align, 
measure and explain research activities. Monash University is conducting research that will evaluate 
the implementation of the Safe Families project. Safe Families is the first long-term, intensive, locally-
developed community-based violence prevention project implemented in the Solomon Islands. It is 
currently delivered in a collaborative, stakeholder model that includes Oxfam Solomon Islands, who are 
partnering with Monash University on this research. 

The SDGs – particularly SDG 5, and the related Targets and Indicators around the prevalence of violence 
– have been used to guide and direct the research. The research will ask: how can the evidence for 
primary prevention of sexual and intimate partner violence in low and middle income country settings 
be built? Within this is an implicit need to expand the evidence from the Pacific and post-conflict high-
prevalence settings. 

During the research design process, the framing of the SDGs has assisted the teams in checking their 
methodology against their intended outcomes, asking: will this research assist in demonstrating the global 
burden of gender based violence? As the project is soon to commence activities, it is anticipated that the 
SDGs will continue to act as a ‘lighthouse’ for the research collaborators.

B.12 MAPPING RESEARCH TO THE SDGS (INSTITUTE FOR SUSTAINABLE 
FUTURES, UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY)

Mapping university activities and actions to the SDGs can identify potential linkages across a university, 
help to get buy-in, and catalyse interdisciplinary research collaborations on the SDGs. 

In 2016 the Institute for Sustainable Futures at UTS (ISF-UTS) created a tool for mapping its research 
against the SDG framework. The mapping tool and process was intended to help ISF-UTS see where 
research work is currently linked to the SDGs, which could in turn help determine how to strengthen 
alignments, and make decisions about whether to address any identified gaps. 

ISF-UTS also developed a collaborative process to encourage research directors to engage with the 
SDGs in a meaningful way and to promote accurate understanding and buy-in across the Institute. ISF-
UTS created a simple Excel tool, which 10 research directors used to indicate where they found a link 
between a SDG (at the Target level) and an active or recent project in their research area. The results were 
then collated and analysed to show the depth and breadth of ISF-UTS’ alignment to the SDGs. 

ISF-UTS will use the results of the mapping to monitor their path to impact. This will include using the SDGs 
as a framework against which to report on research impact and contributions to creating change towards 
sustainable futures. For more information please visit: www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/
institute-sustainable-futures/our-research/sdgs-mapping-our.

A
N

N
E

X
 B

: C
A

S
E

 S
T

U
D

IE
S

http://www.research.uwa.edu.au/sustainability-research-at-uwa
http://www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/institute-sustainable-futures/our-research/sdgs-mapping-our
http://www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/institute-sustainable-futures/our-research/sdgs-mapping-our


GETTING STARTED WITH THE SDGS IN UNIVERSITIES 51

B.13 WESTERN AUSTRALIA’S SDG NETWORK (CURTIN UNIVERSITY 
SUSTAINABILITY POLICY INSTITUTE)

The SDG agenda calls for all countries, communities and stakeholders to work in collaborative 
partnership to achieve a better world for all. Since its formation in February 2016 WA’s SDG Network has 
been engaging civil society to grow the WA community’s understanding of the SDGs, to highlight the 
benefits of integrated planning across sectors, and to build new partnerships and action on the SDGs 
across business, community, and government. 

The Network was formed following a December 2015 workshop on the SDGs and how they connect to 
WA hosted by Curtin University Sustainability Policy Institute and attended by over 70 people from diverse 
sectors and organisations. The Network brings together a broad cross-section of members including 
Curtin University Sustainability Policy Institute, The One World Centre, WACOSS, Conservation Council of 
WA, WA Local Government Association, Oxfam, Murdoch University Centre for Responsible Citizenship 
and Sustainability, Reconciliation WA, Volunteering WA, and the Justice, Ecology & Development Office of 
the Archdiocese of Perth. 

The aim of the Network is to localise and build civil society understanding, ownership, and action for the 
global development goals in WA, and to find meaningful ways to measure a baseline and framework for 
progress towards the goals through collaborations that nurture the collective interests of WA communities 
and individuals. Further work will be taking place in 2017 to engage more deeply with communities and to 
document the ways that groups are working together on the SDGs. 

B.14 LEADING SDG LOCALISATION IN AUSTRALIA (SDSN AUSTRALIA/
PACIFIC)

In early 2013, SDSN Australia/Pacific, led by Monash University, launched one of the first ever initiatives 
to localise the SDGs to a subnational context, helping stakeholders in Australia understand, prepare and 
respond to the SDGs. This initiative has provided inspiration for global SDSN localisation activities.

In its unique position as a network of regional universities and knowledge institutions, it has also been 
able to play a central role in engaging and building partnerships with business, government, civil society, 
academia, the development community, and young people in the region. 

Through multi-stakeholder workshops for senior leaders and decision makers, direct engagement and 
advice, and presentations and public events, the network has been raising awareness of the SDGs 
across the region, demonstrating their local relevance and potential, and initiating discussions on the roles 
of different sectors in implementing them.

In September 2016, SDSN Australia/Pacific partnered with peak business and civil society organisations 
to co-host the inaugural Australian SDGs Summit, Australia’s first high-level multi-stakeholder forum to 
advance national implementation of the SDGs. The Summit brought together 150 leaders and decision-
makers from across all sectors of Australia to build a common understanding of the opportunities 
presented by the SDGs and how they could be put into practice in Australia. See ap-unsdsn.org.

B.15 RECOGNISING SDG IMPACT IN UNIVERSITY AWARDS (WESTERN 
SYDNEY UNIVERSITY)

Identifying and acknowledging what a university is already doing to contribute to the SDGs can offer 
not only a powerful narrative about impact, but also a strong impetus for further action. The Western 
Sydney University Awards celebrate the significant achievements of Western Sydney University’s staff and 
students. The awards provide a platform for the University to showcase some of the outstanding work 
being carried out in teaching, postgraduate research and supervision, professional service, engagement, 
sustainability and leadership. They also assist in building organisational strength. 

One category recognised through the Awards is the ‘Excellence in University Engagement and 
Sustainability Award’. This year, the Award has staff and student categories for individuals and groups 
and provides an example of one way of mainstreaming and promoting the SDGs through existing 
channels, while providing a University-wide platform for recognition of work already done. Following the 
University’s commitment to the SDSN initiative earlier in 2017 it was announced that this Award would 
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be expanded to enable recognition of staff and student contributions to the SDGs. The nomination form 
includes criteria for evaluation and requires applicants to outline how their work aligns with the SDGs. 

You can read about past winners and find out more about the Awards by visiting:  
www.westernsydney.edu.au/university_awards/awards.

B.16 SOCIAL GOOD SUMMIT (THE UNIVERSITY OF SYDNEY)

In 2015 the University of Sydney’s Business School teamed up with Social Good Summit Australia to 
host a Summit highlighting the efforts of business, not-for-profit, as well as government and civic society 
in Australia to work towards the SDGs. Based on the annual Social Good Summit held at the UN in New 
York, individuals and groups instrumental to the achievement of the SDGs in Australia were invited to 
the 1-day Summit. One of the primary goals of the Summit was to engage the wider Australian society 
with the SDGs and to provide inspirational examples and role models of work already being done. The 
speakers were grouped according to the SDG framework and spoke about initiatives taking place in 
response to specific Goals. Among the speakers talking about their work were leaders from National 
Australia Bank, OZ Harvest and the Australian Human Rights Commissioner. For more information about 
Social Good Summit Australia please visit: www.socialgoodsummit.com.au. You can watch a short video 
about the 2015 Summit here: www.youtube.com/watch?v=6tTJlwbPNCY&feature=youtu.be.

B.17 UNIVERSITY SDG LEADERSHIP WORKSHOP (JAMES COOK 
UNIVERSITY)

The SDGs have relevance for all areas of university activity. Support from university leadership is crucial to 
ensuring university commitments to the SDGs are acted upon. 

In April 2017 James Cook University (JCU) held the Sustainable Development Goals Leadership 
Workshop. As the first Australian university to sign the University Commitment to the SDGs (see 4.4), JCU 
have been exploring how best to implement this commitment. The Workshop brought together leadership 
from across the University to align and map delivery of JCU’s commitment to the SDGs with its Strategic 
Intent, its State of the Tropics project, and to identify opportunities across research, learning, teaching, 
operations, governance and culture. 

The following outcomes emerged from the Workshop: 

• Increased awareness of JCU’s commitment to the SDGs among the University leadership including 
senior and middle management

• An understanding of how the SDGs can be used as a planning and operating framework across 
the University;

• Scoping of opportunities for aligning the SDGs with activities in operations, research, curricula and 
stakeholder engagement.

There are future plans to build on the interest across the University in the SDGs by extending this 
workshop model to the student body and to all staff. Outcomes are already in evidence in the University’s 
planning work, as themes that emerged from the Workshop are being fed into the University’s strategic 
planning processes. 

To learn more about how JCU is creating a culture of sustainability, see www.jcu.edu.au/tropeco.
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教員組織の構成について

（単位：名）

（単位：名）

（単位：名）

資料14

Ⅰ．必要専任教員数

教授 実務家教員 実研

情報工学科
必要数 5 4 2

実数 14 12 9

教授

デジタル
エンタテインメント
学科

必要数 4 4 2

実数 7 10 5

Ⅱ．専任教員の職位構成

助教 講師 准教授

デジタル
エンタテインメント学科

1 5 3 7

情報工学科 1 3 2 14

Ⅲ．専任教員の年齢構成　

30-39歳 40-49歳 50-59歳

デジタル
エンタテインメント学科

1 2 8 3

情報工学科 1 0 9 3

70歳-

3

1

(完成年度　年度末）
高

1

4

60-64歳 65-69歳

1



1 

 

学校法人日本教育財団就業規則 抜粋 

 

第 4 節 定年・退職および解雇 

（定 年） 

第 14 条 教職員は、60 歳の誕生日をもって定年退職とする。ただし、次の各号の事由のい

ずれも満たす者については、65 歳まで継続雇用する。 

（1）本人が継続雇用を希望していること 

（2）本就業規則第 17 条の解雇事由または第 15 条の退職事由に該当していないこと 

2．前項により継続雇用された教職員のうち、別表に該当し、経過措置の適用を受ける教職

員については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第 3 項

に基づき、なお効力を有することとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法

律第 9 条第 2 項に基づく労使協定により定められた基準に該当した教職員に限り、適用年

齢以上の雇用を継続するものとし、基準のいずれかを満たさない教職員については、適用年

齢までの雇用とする。 

3．第 1 項、第 2 項の定めによらず、大学の教員は、65 歳の誕生日をもって定年退職とす

る。ただし、必要と認められる教員については、定年を延長することがある。 
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工科学部 情報工学科 卒業要件と履修設定

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

履歴方法 科目群
科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 科目名

グローバルコミュニ
ケーション

英語コミュニケー
ションⅠa

2
英語コミュニケー
ションⅠb

2
英語コミュニケー
ションⅡa

2
英語コミュニケー
ションⅡb

1
英語コミュニケー
ションⅢa

2
英語コミュニケー
ションⅢb

1
英語コミュニケー
ションⅣ

1 必須 11 単位

コミュニケーションス
キル

コミュニケーション
ツール

1 必須 1 単位

論理 社会と倫理 2 必須 2 単位

比較文化論 2
コミュニケーション
と記号論

2

感性をはかる 2

臨地実務
実習 5 7.5 7.5 必須 20 単位

学科
共通

ソリューション開発
Ⅰ

2
ソリューション開発
Ⅱ

4 必須 6 単位

A群：AI
★人工知能システ
ム開発Ⅰ

2
★メディア情報処
理実習

1
★人工知能システ
ム開発Ⅱ

3 ★人工知能応用 2

B群：IoT
★IoTシステム開
発Ⅰ

3
★IoTシステム開
発Ⅱ

3
★IoTサービスデ
ザイン

2

C群：ロボット
★組込みシステム
制御実習

3
★自動制御機械
開発実習

3
★産業用ロボット
実習

2

情報工学概論 2

デザインエンジニ
アリング概論

3

情報数学 2 確率統計論 2 技術英語 2

線形代数 2

解析学 2

プログラ
ミング C言語基礎 3 組込みC, C++言語 3

プログラミング概
論

1.5
ソフトウェアシステ
ム開発

2 必修 9.5 単位 合計 79.5 単位
以上

情報
通信

コンピュータシステ
ム

2
データベース基礎
と応用

2
情報セキュリティ
応用

2 必修 6 単位 124 単位

電子
回路

エレクトロニクス工
学

3
回路・プリント基板
設計

3 必修 6 単位 以上

Pythonプログラミ
ング

1.5 人工知能基礎 1.5 ★機械学習 2 ★深層学習 2
（必修 26 単位）

自然言語処理 1.5 ★画像・音声認識 2 （選択・必修 8 単位
以上）

人工知能数学 1.5 ★データ解析 1.5

Pythonプログラミ
ング

1.5 制御工学基礎 2
★デバイス・ネット
ワーク

1.5
★サーバ・ネット
ワーク

1.5

センサ・アクチュ
エータ

2
IoTデバイスプログ
ラミングⅠ

1
★IoTデバイスプロ
グラミングⅢ

2
（必修 36.5 単位）

IoTデバイスプログ
ラミングⅡ

1 ★データ解析 1.5 （選択・必修 9 単位
以上）

力学 2 制御工学基礎 2
材料力学・材料工
学

2 ★ロボット機構 2

センサ・アクチュ
エータ

2 ★機械設計 2 ★ロボット制御 2

企画・発想法 1.5
プロジェクトマネジ
メント

2 知的財産権論 2
グローバル市場化
戦略

2 持続可能な社会 2

チームワークとリー
ダーシップ

1.5 企業経営論 2
ベンチャー起業経
営

1.5

実習
地域ビジネス

実践 6 必修 6 単位

総合科目
4

単位
演習

研究
制作 4 必修 4 単位 合計 4 単位

卒業に必要な124単位の内、基礎科目群20単位、展開科目群20.5単位、総合科目群4単位、職業専門科目群から79.5単位以上取得する必要があります。

※1 実習の選択・必修科目で選択した科目群と、講義・演習科目で選択した科目群は同一の必要があります。

※2 選択・必修科目群（所属するコースに特化した科目）の内、★がついた科目は卒業時に単位取得が必ず必要な科目です（コースコア科目）。必ず履修するようにしてください。
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利用区分 １年 ２年 ３年 ４年

基礎科目

20
単位

講義
　・

演習
合計 20

単位 単位 単位 単位 単位
科目種別

単位

卒業要件

全区分 必要単位数

単位単位
科目群別 必要単位数 利用区分別 必要単位数

単位

基盤 必須 6 単位

選択
・

必修
8

単位以上
（A～C群の内、
1つを選択）

＜実習科目＞

職業専門
科目

79.5
単位

実習

臨地実務実習Ⅰ 臨地実務実習Ⅱ 臨地実務実習Ⅲ

講義
・

演習

学科
包括

必修 5 単位

数学
物理
英語

必修 10 単位

卒業に必要な
単位

A群：AI

選択
・

必修
9

単位以上
（A～C群の内、
1つを選択）B群：IoT

＜講義・演習科目＞

C群：ロボット

展開科目

20.5
単位

講義
・

演習

ビジネス
教養

合計 20.5 単位

地域共創デザイン実習

卒業研究制作

必修 14.5 単位

1



工科学部 デジタルエンタテインメント学科 卒業要件と履修設定

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

履歴方法 科目群
科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 科目名

グローバルコミュニ
ケーション

英語コミュニケーショ
ンⅠa

2
英語コミュニケーショ
ンⅠb

2
英語コミュニケーショ
ンⅡa

2
英語コミュニケーショ
ンⅡb

1
英語コミュニケーショ
ンⅢa

2
英語コミュニケーショ
ンⅢb

1
英語コミュニケーショ
ンⅣ

1 必須 11 単位

コミュニケーションス
キル

コミュニケーション
ツール

1 必須 1 単位

論理 社会と倫理 2 必須 2 単位

比較文化論 2
コミュニケーションと
記号論

2

感性をはかる 2

臨地実務
実習 5 7.5 7.5 必須 20 単位

学科
共通 6

デジタルコンテンツ
総合実習

3 必須 9 単位

A群：ゲーム
★ゲーム制作技術
総合実習Ⅰ

3
★ゲーム制作技術
総合実習Ⅱ

2

B群：CG
★CGアニメーション
総合実習Ⅰ

3
★CGアニメーション
総合実習Ⅱ

2

学科
包括

コンテンツデザイン
概論

2 必須 2 単位

線形代数 2 統計論 2 技術英語 2

解析学 2

コンピュータグラフィ
クスⅠ

2
コンピュータグラフィ
クスⅡ

2

情報
通信 電子情報工学概論 2 必修 2 単位

ゲーム構成論Ⅰ 2
プログラミング言語
基礎

1.5 ゲームアルゴリズム 2 ゲームAI Ⅰ 1.5 合計 79.5 単位
以上

ゲームプログラム構
成基礎Ⅰ

3
コンテンツ制作マネ
ジメント

2
エンタテインメント設
計

1.5

デジタル造形Ⅰ 3 デジタル造形Ⅱ 3 映像論 2 124 単位

CGデザイン基礎 1.5
（必修 29 単位）

以上

ゲームプログラム構
成基礎Ⅱ

1.5
ゲームプログラム構
成基礎Ⅲ

3
☆ゲームプログラミ
ングⅠ

1.5
☆ゲームプログラミ
ングⅡ

1.5
ゲームプログラミン
グⅢ

1 （選択・必修 5 単位
以上）

★ゲームAI Ⅱ 3

ゲーム構成論Ⅱ 1.5
ゲームプログラム構
成基礎Ⅲ

3
☆ゲームデザイン実
践演習

1
インターフェイスデザ
イン

1 ★ゲームAI Ⅱ 3

☆ゲームハード概論 1.5
（必修 39 単位）

デジタル映像表現技
法基礎

1.5
デジタル映像表現技
法応用

3
★デジタルキャラクタ
実践演習

3
インターフェイスデザ
イン

1
★CGアニメーション
総合演習

1 （選択・必修 6.5 単位
以上）

ゲームハード概論 1.5

企画・発想法 1.5
プロジェクトマネジメ
ント

2 知的財産権論 2
グローバル市場化戦
略

2 持続可能な社会 2

チームワークとリー
ダーシップ

1.5 企業経営論 2 ベンチャー起業経営 1.5

実習
地域ビジネス

実践 6 必修 6 単位

総合科目
4

単位
演習

研究
制作 4 必修 4 単位 合計 4 単位

卒業に必要な124単位の内、基礎科目群20単位、展開科目群20.5単位、総合科目群4単位、職業専門科目群から79.5単位以上取得する必要があります。

※1 実習の選択・必修科目で選択した科目群と、講義・演習科目で選択した科目群は同一の必要があります。

※2 選択・必修科目群（所属するコースに特化した科目）の内、★がついた科目は卒業時に単位取得が必ず必要な科目です（コースコア科目）。必ず履修するようにしてください。

※3 選択・必修科目群（所属するコースに特化した科目）の内、☆がついた科目は以下の条件を満たした単位取得が必要な科目です（準コースコア科目）。必ず履修するようにしてください。

『「ゲームプログラミングⅠ」、「ゲームプログラミングⅡ」』もしくは『「ゲームデザイン実践演習」、「ゲームハード概論」』のどちらか

卒業研究制作

＜講義・演習科目＞

B群：CG

単位

合計 20.5 単位

地域共創デザイン実習

選択
・

必修
6.5

単位以上
（A、B群の内、
1つを選択）

展開科目

20.5
単位

講義
・

演習

ビジネス
教養

必修 14.5

卒業に必要な
単位

CG 必修 9.5 単位

＜実習科目＞

選択
・

必修
5

単位以上
（A、B群の内、
1つを選択）

講義
・

演習

数学
物理
英語

必修 12 単位

ゲーム 必修 13.5 単位

A群：ゲーム
（プランナー）

職業専門
科目

79.5
単位

実習

臨地実務実習Ⅰ 臨地実務実習Ⅱ 臨地実務実習Ⅲ

デジタルコンテンツ制作応用

A群：ゲーム
（プログラマー）

基礎科目

20
単位

講義
　・

演習
合計 20

単位 単位 単位 単位 単位 単位
科目種別

単位 単位

卒業要件

科目群別 必要単位数

単位

基盤 必須 6 単位

利用区分別 必要単位数 全区分 必要単位数

資料 16-2

利用区分 １年 ２年 ３年 ４年

2



履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ
ミュニケーション

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 比較文化論

2
コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

6
単位

選択

（ｺｰｽ別）

8
単位以上

ﾛﾎﾞｯﾄ

組込みシステ
ム制御実習 3

自動制御機
械開発実習 3

産業用ロ
ボット実習 2

情報工学概
論 2

デザインエ
ンジニアリ
ング概論

3

職業専門
科目

情報数学
2

確率統計論
2

技術英語
2

79.5

線形代数
2

単位
以上

必修

解析学
2

36.5

プログラミ
ング

C言語基礎

3
組込みC,  
C++言語 3

プログラミング
概論 1.5

ソフトウェ
アシステム
開発

2

単位
情報
通信

コンピュータシ
ステム 2

データベー
ス基礎と応
用

2
情報セキュ
リティ応用 2

電子
回路

エレクトロニク
ス工学 3

回路・プリ
ント基板設
計

3

人工知能基
礎 1.5

機械学習

2
深層学習

2

自然言語処
理 1.5

画像・音声
認識 2

人工知能数
学 1.5

デバイス・ネッ
トワーク 1.5

サーバ・
ネットワー
ク

1.5

9.0

IoTデバイス
プログラミ
ングⅠ

1
IoTデバイス
プログラミング
Ⅲ

2

単位以上 制御工学基
礎 2

IoTデバイス
プログラミング
Ⅱ

1

力学

2

制御工学基
礎 2

材料力学・材
料工学 2

ロボット機
構 2

機械設計

2
ロボット制
御 2

展開科目 必修

企画・発想法

1.5
プロジェク
トマネジメ
ント

2
知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会 2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ

1.5
企業経営論

2

ベンチャー起
業経営 1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目

4
単位

卒業要件 計 124 単位以上

履修モデル  工科学部　情報工学科　　ＡＩ 戦略コース 資料17

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

科目種別 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

講義
・

演習

単位

基盤

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ

AI

5.0 臨地実務実習Ⅱ 7.5 臨地実務実習Ⅲ 7.5

学科
共通

ソリュー
ション開発
Ⅱ

4

ソリュー
ション開発
Ⅰ

2

IoT

人工知能シ
ステム開発
Ⅱ

3
人工知能応
用 2

人工知能シ
ステム開発
Ⅰ

2
メディア情報
処理実習 1

3
IoTサービス
デザイン 2

IoTシステム
開発Ⅰ 3

IoTシステム
開発Ⅱ

センサ・アク
チュエータ 2

データ解析

1.5

ﾛﾎﾞｯﾄ

講義
・

演習

ビジネス
教養

講義
・

演習

学科
包括

数学
物理
英語

AI

選択

Pythonプロ
グラミング 1.5

IoT

地域共創デザイン実習

演習
必修
4単位

研究
制作

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成

1



履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ
ミュニケーション

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 比較文化論

2
コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

6
単位

選択
（ｺｰｽ別）

8
単位以上

ﾛﾎﾞｯﾄ

組込みシステ
ム制御実習 3

自動制御機
械開発実習 3

産業用ロ
ボット実習 2

情報工学概
論 2

デザインエ
ンジニアリ
ング概論

3

職業専門
科目

情報数学
2

確率統計論
2

技術英語
2

79.5

線形代数
2

単位
以上

必修

解析学
2

36.5

プログラミ
ング

C言語基礎

3
組込みC,  
C++言語 3

プログラミング
概論 1.5

ソフトウェ
アシステム
開発

2

単位
情報
通信

コンピュータシ
ステム 2

データベー
ス基礎と応
用

2
情報セキュ
リティ応用 2

電子
回路

エレクトロニク
ス工学 3

回路・プリ
ント基板設
計

3

人工知能基
礎 1.5

機械学習

2
深層学習

2

自然言語処
理 1.5

画像・音声
認識 2

人工知能数
学 1.5

デバイス・ネッ
トワーク 1.5

サーバ・
ネットワー
ク

1.5

9.0

IoTデバイス
プログラミ
ングⅠ

1
IoTデバイス
プログラミング
Ⅲ

2

単位以上 制御工学基
礎 2

IoTデバイス
プログラミング
Ⅱ

1

力学

2

制御工学基
礎 2

材料力学・材
料工学 2

ロボット機
構 2

機械設計

2
ロボット制
御 2

展開科目 必修

企画・発想法

1.5
プロジェク
トマネジメ
ント

2
知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会 2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ

1.5
企業経営論

2

ベンチャー起
業経営 1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目

4
単位

卒業要件 計 124 単位以上

履修モデル  工科学部　情報工学科　　IoTシステムコース 資料17

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

科目種別 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

講義
・

演習

単位

基盤

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ

AI

5.0 臨地実務実習Ⅱ 7.5 臨地実務実習Ⅲ 7.5

学科
共通

ソリュー
ション開発
Ⅱ

4

ソリュー
ション開発
Ⅰ

2

IoT

人工知能シ
ステム開発
Ⅱ

3
人工知能応
用 2

人工知能シ
ステム開発
Ⅰ

2
メディア情報
処理実習 1

3
IoTサービス
デザイン 2

IoTシステム
開発Ⅰ 3

IoTシステム
開発Ⅱ

センサ・アク
チュエータ 2

データ解析

1.5

ﾛﾎﾞｯﾄ

講義
・

演習

ビジネス
教養

講義
・

演習

学科
包括

数学
物理
英語

AI

選択

Pythonプロ
グラミング 1.5

IoT

地域共創デザイン実習

演習
必修
4単位

研究
制作

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成

2



履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ
ミュニケーション

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 比較文化論

2
コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

6
単位

選択
（ｺｰｽ別）

8
単位以上

ﾛﾎﾞｯﾄ

組込みシステ
ム制御実習 3

自動制御機
械開発実習 3

産業用ロ
ボット実習 2

情報工学概
論 2

デザインエ
ンジニアリ
ング概論

3

職業専門
科目

情報数学
2

確率統計論
2

技術英語
2

79.5

線形代数
2

単位
以上

必修

解析学
2

36.5

プログラミ
ング

C言語基礎

3
組込みC,  
C++言語 3

プログラミング
概論 1.5

ソフトウェ
アシステム
開発

2

単位
情報
通信

コンピュータシ
ステム 2

データベー
ス基礎と応
用

2
情報セキュ
リティ応用 2

電子
回路

エレクトロニク
ス工学 3

回路・プリ
ント基板設
計

3

人工知能基
礎 1.5

機械学習

2
深層学習

2

自然言語処
理 1.5

画像・音声
認識 2

人工知能数
学 1.5

デバイス・ネッ
トワーク 1.5

サーバ・
ネットワー
ク

1.5

9.0

IoTデバイス
プログラミ
ングⅠ

1
IoTデバイス
プログラミング
Ⅲ

2

単位以上 制御工学基
礎 2

IoTデバイス
プログラミング
Ⅱ

1

力学

2

制御工学基
礎 2

材料力学・材
料工学 2

ロボット機
構 2

機械設計

2
ロボット制
御 2

展開科目 必修

企画・発想法

1.5
プロジェク
トマネジメ
ント

2
知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会 2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ

1.5
企業経営論

2

ベンチャー起
業経営 1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目

4
単位

卒業要件 計 124 単位以上

履修モデル  工科学部　情報工学科　　ロボット開発コース 資料17

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

科目種別 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

講義
・

演習

単位

基盤

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ

AI

5.0 臨地実務実習Ⅱ 7.5 臨地実務実習Ⅲ 7.5

学科
共通

ソリュー
ション開発
Ⅱ

4

ソリュー
ション開発
Ⅰ

2

IoT

人工知能シ
ステム開発
Ⅱ

3
人工知能応
用 2

人工知能シ
ステム開発
Ⅰ

2
メディア情報
処理実習 1

3
IoTサービス
デザイン 2

IoTシステム
開発Ⅰ 3

IoTシステム
開発Ⅱ

センサ・アク
チュエータ 2

データ解析

1.5

ﾛﾎﾞｯﾄ

講義
・

演習

ビジネス
教養

講義
・

演習

学科
包括

数学
物理
英語

AI

選択

Pythonプロ
グラミング 1.5

IoT

地域共創デザイン実習

演習
必修
4単位

研究
制作

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成

3



履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ

ミュニケーショ

ン

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 単位 比較文化論

2
コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

9
単位

選択

5
単位以上

学科包括

コンテンツ
デザイン概
論

2

職業専門
科目

線形代数

2
統計論

2
技術英語

2

解析学

2

必修

コンピュータ
グラフィックス
Ⅰ

2
コンピュータ
グラフィックス
Ⅱ

2

79.5 39

情報
通信

電子情報工
学概論 2

単位
以上

単位 ゲーム構成論
Ⅰ 2

プログラミング
言語基礎 1.5

ゲームアルゴ
リズム 2

ゲームAI Ⅰ

1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅰ

3
コンテンツ制
作マネジメント 2

エンタテインメ
ント設計 1.5

デジタル造形
Ⅰ 3

デジタル造
形Ⅱ 3

映像論

2

CGデザイン
基礎 1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅱ

1.5
ゲームプログ
ラミングⅠ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅡ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅢ 1

選択

6.5
単位以上 ゲーム構成論

Ⅱ 1.5
ゲームデザイ
ン実践演習 1

インターフェー
スデザイン 1

デジタル映像
表現技法基
礎

1.5
デジタル映像
表現技法応
用

3
デジタルキャ
ラクタ実践演
習

3
インターフェー
スデザイン 1

CGアニメー
ション総合
演習

1

展開科目 必修

企画・発想法

1.5

プロジェク
トマネジメ
ント

2

知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会

2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ 1.5

企業経営論

2

ベンチャー起
業経営

1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目 必修

4 4
単位 単位

卒業要件 計 124 単位以上

履修モデル　工科学部 デジタルエンタテインメント学科　ゲームプロデュースコース（プログラマー系） 資料17

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期後期 前期 後期 前期科目種別 前期 後期 前期

講義
・

演習

基盤

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5 臨地実務実習Ⅱ 7.5

ｹﾞｰﾑ

ゲーム制作技
術総合実習
Ⅰ

3
ゲーム制作技
術総合実習
Ⅱ

臨地実務実習Ⅲ 7.5

学科
共通

デジタルコン
テンツ総合実
習

3
デジタルコンテンツ制作応用

6

CG
CGアニメー
ション総合実
習Ⅰ

3

2

講義
・

演習

数学
物理
英語

ｹﾞｰﾑ

CG

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾏｰ）

CGアニメー
ション総合実
習Ⅱ

2

ゲームハード
概論

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾗﾝﾅｰ）

ゲームAI Ⅱ
3

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅲ

3

演習
研究
制作

CG

講義
・

演習

ビジネス
教養

1.5

地域共創デザイン実習

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成

4



履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ

ミュニケーショ

ン

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 単位 比較文化論

2
コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

9
単位

選択

5
単位以上

学科包括

コンテンツ
デザイン概
論

2

職業専門
科目

線形代数

2
統計論

2
技術英語

2

解析学

2

必修

コンピュータ
グラフィックス
Ⅰ

2
コンピュータ
グラフィックス
Ⅱ

2

79.5 39

情報
通信

電子情報工
学概論 2

単位
以上

単位 ゲーム構成論
Ⅰ 2

プログラミング
言語基礎 1.5

ゲームアルゴ
リズム 2

ゲームAI Ⅰ

1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅰ

3
コンテンツ制
作マネジメント 2

エンタテインメ
ント設計 1.5

デジタル造形
Ⅰ 3

デジタル造
形Ⅱ 3

映像論

2

CGデザイン
基礎 1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅱ

1.5
ゲームプログ
ラミングⅠ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅡ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅢ 1

選択

6.5
単位以上 ゲーム構成論

Ⅱ 1.5
ゲームデザイ
ン実践演習 1

インターフェー
スデザイン 1

デジタル映像
表現技法基
礎

1.5
デジタル映像
表現技法応
用

3
デジタルキャ
ラクタ実践演
習

3
インターフェー
スデザイン 1

CGアニメー
ション総合
演習

1

展開科目 必修

企画・発想法

1.5

プロジェク
トマネジメ
ント

2

知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会

2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ 1.5

企業経営論

2

ベンチャー起
業経営

1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目 必修

4 4
単位 単位

卒業要件 計 124 単位以上

履修モデル　工科学部 デジタルエンタテインメント学科　ゲームプロデュースコース（プランナー系） 資料17

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期後期 前期 後期 前期科目種別 前期 後期 前期

講義
・

演習

基盤

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5 臨地実務実習Ⅱ 7.5

ｹﾞｰﾑ

ゲーム制作技
術総合実習
Ⅰ

3
ゲーム制作技
術総合実習
Ⅱ

臨地実務実習Ⅲ 7.5

学科
共通

デジタルコン
テンツ総合実
習

3
デジタルコンテンツ制作応用

6

CG
CGアニメー
ション総合実
習Ⅰ

3

2

講義
・

演習

数学
物理
英語

ｹﾞｰﾑ

CG

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾏｰ）

CGアニメー
ション総合実
習Ⅱ

2

ゲームハード
概論

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾗﾝﾅｰ）

ゲームAI Ⅱ
3

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅲ

3

演習
研究
制作

CG

講義
・

演習

ビジネス
教養

1.5

地域共創デザイン実習

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成

5



履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ

ミュニケーショ

ン

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 単位 比較文化論

2
コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

9
単位

選択

5
単位以上

学科包括

コンテンツ
デザイン概
論

2

職業専門
科目

線形代数

2
統計論

2
技術英語

2

解析学

2

必修

コンピュータ
グラフィックス
Ⅰ

2
コンピュータ
グラフィックス
Ⅱ

2

79.5 39

情報
通信

電子情報工
学概論 2

単位
以上

単位 ゲーム構成論
Ⅰ 2

プログラミング
言語基礎 1.5

ゲームアルゴ
リズム 2

ゲームAI Ⅰ

1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅰ

3
コンテンツ制
作マネジメント 2

エンタテインメ
ント設計 1.5

デジタル造形
Ⅰ 3

デジタル造
形Ⅱ 3

映像論

2

CGデザイン
基礎 1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅱ

1.5
ゲームプログ
ラミングⅠ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅡ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅢ 1

選択

6.5
単位以上 ゲーム構成論

Ⅱ 1.5
ゲームデザイ
ン実践演習 1

インターフェー
スデザイン 1

デジタル映像
表現技法基
礎

1.5
デジタル映像
表現技法応
用

3
デジタルキャ
ラクタ実践演
習

3
インターフェー
スデザイン 1

CGアニメー
ション総合
演習

1

展開科目 必修

企画・発想法

1.5

プロジェク
トマネジメ
ント

2

知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会

2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ 1.5

企業経営論

2

ベンチャー起
業経営

1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目 必修

4 4
単位 単位

卒業要件 計 124 単位以上

7.5

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

ゲームハード
概論

地域共創デザイン実習

演習
研究
制作

CG

講義
・

演習

ビジネス
教養

1.5

3
ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅲ

3
ゲームAI Ⅱ

講義
・

演習

ｹﾞｰﾑ

CG

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾏｰ）

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾗﾝﾅｰ）

数学
物理
英語

講義
・

演習

基盤

臨地実務実習Ⅱ 7.5

ｹﾞｰﾑ

ゲーム制作技
術総合実習
Ⅰ

3

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5

ゲーム制作技
術総合実習
Ⅱ

2

CG

学科
共通

履修モデル　工科学部 デジタルエンタテインメント学科　ＣＧアニメーションコース 資料17

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期前期後期 前期 後期科目種別 前期 後期 前期

デジタルコンテンツ制作応用

6 3
デジタルコン
テンツ総合実
習

臨地実務実習Ⅲ

CGアニメー
ション総合実
習Ⅰ

3 2
CGアニメー
ション総合実
習Ⅱ

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成

6



1 
 

コース運用の概要 

 

 

 

 

資料 18 



ＩＴ：情報工学科

ＤＥ：デジタルエンタテインメント学科

資料19教育課程連携協議会の構成員

No. 区分 所属・役職ＩＴ ＤＥ

1

2

3

4

6

5

協力

8

9

10

11

12

13

7

職業

職業

職業

地域

協力

地域

協力

協力

協力

教職員

教職員

教職員

〇 一般社団法人 コンピュータソフトウェア協会　理事

〇 〇
ＩＥＥＥ日本支部　理事会承認理事
特定非営利活動法人ブロードバンド・アソシエーション理事長
特定非営利活動法人映像産業振興機構　理事

〇
公益財団法人 画像情報教育振興協会
教育事業部　教育企画推進部　部長

〇 〇 新宿区　文化観光産業部　産業振興課　課長

〇 日本電信電話株式会社　人材戦略担当　担当部長

〇 株式会社 コスモ・コンピューティングシステム 代表取締役

〇

〇 〇 東京国際工科専門職大学（仮称）　統轄責任者

〇 〇 東京商工会議所　新宿支部　事務局長

〇 デジタルエンタテインメント学科　学科長、教授

〇
富士通デザイン株式会社
デザイン・ビジネス推進室 シニアディレクター

副学長、学部長
情報工学科　教授

〇 株式会社 バンダイナムコスタジオ 取締役

〇 株式会社 スクウェア・エニックス 執行役員

1



 

【資料 20_校舎施設の整備計画】 

 

 

 各教室の面積、稼働率、施設・設備の利用業況等をエリアごとに表した。 

 

（※安全性の観点により、非表示といたします。） 

 

 



 

【資料 21_施設図面及び設備設置計画】 

 

 

 各教室のフロアマップ、見取図、施設・設備等をエリアごとに表した。 

 

（※安全性の観点により、非表示といたします。） 

 

 



 

【資料 22_グループ研究指導やミーティングに活用できる研究スペース】 

 

 

 学生へのグループ研究指導や企業等とのミーティングに対応できる研究スペースの配置

図、面積、仕様、用途等を表した。 

 

（※安全性の観点により、非表示といたします。） 

 

 



東京国際工科専門職大学　工科学部

情報工学科 - A～Dパターン

- A～Dパターン

-

- A～Dパターン
-

～

～

東京国際工科専門職大学　年間スケジュール

年次

入
学
式

オ
リ
エ
ン

Ｇ
Ｗ

期
末
試
験

期
末
試
験

お
盆

オ
リ
エ
ン

期
末
試
験

期
末
試
験

イ
ベ
ン
ト

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

各時間割の運用時期

試
験

試
験

試
験

うち、7.5h×30日

臨地実務実習Ⅲ

オ
リ
エ
ン
振
り
返
り

後期
（10～11月）

オ
リ
エ
ン

実
習
準
備

うち、7.5h×30日

前期
（4～6月）

振
り
返
り

振
り
返
り

臨地実務実習Ⅱ
試
験

資料 23

１年
試
験

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月４月 ５月 ６月 ７月 ８月

試
験

オ
リ
エ
ン

３月
冬
期
休
暇

春
期
休
暇

30名

４年 5名

時間割表（案）

ロボット開発コース

1 2 ＩｏＴシステムコース 前期

前期1

時間割番号

1 ＡＩ戦略コース

夏
期
休
暇

後期
（11～2月）

前期
（7～9月）

デジタルエンタテインメント学科 2 1
2 2 ＣＧアニメーションコース

ゲームプロデュースコース

試
験

試
験

オ
リ
エ
ン

実
習
準
備

うち、7.5h×20日

臨地実務実習Ⅰ実
習
準
備

４年

３年

２年

情報工学科（共通）

AI戦略コース IoTシステムコース

１年

２年

40名

後期

後期

後期1 3 前期

Aパターン

情報工学科同様、コースの偏りが発生することを想定し、下記のとおりゲームプロデュースコース
５０名、CGアニメーションコース３０名に分かれる前提で時間割を編成している。

20名ロボット開発コース

情報工学科の時間割作成のベースとなる、各学年、各コースの人数想定

時間割作成においては、学生の希望によりコースの偏りが発生することを想定し、下記のとおり、
１年次は入学定員120名で入学し、２～４年次にはAI戦略コース50名、IoTシステムコース50名、
ロボット開発コース20名に分かれる前提で時間割を編成している。

■情報工学科

■デジタルエンタテインメント学科

AI戦略コース、IoTシステムコースでは50名を超える学生が存在するため、時間割パターンとして
複数用意し（今回は４パターン）、そのパターンの組み合わせによって各授業40名以下の実施と
なるよう調整を行う。

前期 後期

50名 50名
Aパターン

20名
5名

20名
5名

5名 5名
20名Aパターン

Aパターン

20名
４年

Dパターン
Cパターン
Bパターン

Dパターン
Cパターン
Bパターン

前期 後期

 時間割案作成における前提条件

5名

CGアニメーションコース

Dパターン
Cパターン
Bパターン
Aパターン

ゲームプロデュースコース

Bパターン

20名

デジタルエンタテインメント学科の時間割作成のベースとなる、各学年、各コースの人数想定

20名

40名

２年 50名

40名
40名

１年 デジタルエンタテインメント学科（共通）

Cパターン
Bパターン

40名

1



時間割 1-1-A 工科学部　情報工学科

AI戦略コース Aﾊﾟﾀｰﾝ　前期

１年 - 情報工学科 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土

科　目 英語コミュニケーションⅠａ 情報工学概論 英語コミュニケーションⅠａ エレクトロニクス工学 感性をはかる
担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 冨山&藤井&上條 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 相磯 駒井
教　室 371-373&352&353 374-376 371-373&352&353 251 374-376

科　目 デザインエンジニアリング概論 エレクトロニクス工学 比較文化論
担　当 冨山 相磯 蔵原
教　室 377 251 353

科　目 デザインエンジニアリング概論 コンピュータシステム 企画・発想法 Ｃ言語基礎
担　当 冨山 辻野 石田 川崎
教　室 377 377 377 374-376

科　目 Ｃ言語基礎
担　当 川崎
教　室 374-376

科　目

担　当

教　室

２年 - 情報工学科（AI戦略 Aﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 確率統計論 人工知能数学 人工知能システム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 嘉村 三宅 大関 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 377 374-376 257/258 311&312
科　目 英語コミュニケーションⅡａ 人工知能基礎 英語コミュニケーションⅡａ 人工知能システム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 斎藤亜 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 大関 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 371-373&352&353 374-376 371-373&352&353 257/258 311&312
科　目 データベース基礎と応用 自然言語処理 地域共創デザイン実習

担　当 鈴木雅 鈴木雅 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 352 374-376 311&312
科　目 地域共創デザイン実習

担　当 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 311&312
科　目 プログラミング概論

担　当 荒金&斎藤亜&三宅

教　室 374-376

３年 - 情報工学科（AI戦略 Aﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 深層学習 データ解析 社会と倫理 英語コミュニケーションⅢａ

担　当 三宅 山本裕 片方 神保&菅谷&吉野&門田&裵

教　室 257/258 257/258 374-376 371-373&352&353

科　目 人工知能システム開発Ⅱ 深層学習 技術英語
担　当 上條&三宅 三宅 鈴木雅
教　室 257/258 257/258 353
科　目 人工知能システム開発Ⅱ

担　当 上條&三宅
教　室 257/258
科　目 人工知能システム開発Ⅱ ソフトウェアシステム開発 画像・音声認識 情報セキュリティ応用

担　当 上條&三宅 荒金&駒井&武本 上條 爰川
教　室 257/258 371-373 257/258 374-376
科　目 英語コミュニケーションⅢａ ソフトウェアシステム開発 画像・音声認識 知的財産権論
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 荒金&駒井&武本 上條 境
教　室 371-373&352&353 371-373 257/258 354/355

４年 - 情報工学科（AI戦略 Aﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～6月） 前期（7～9月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 ソリューション開発Ⅱ ベンチャー起業経営 持続可能な社会
担　当 西田&山本裕&爰川 本西 大守 科目名
教　室 371-373 354/355 374-376 臨地実務実習Ⅲ
科　目 ソリューション開発Ⅱ ベンチャー起業経営 ソリューション開発Ⅱ 持続可能な社会
担　当 西田&山本裕&爰川 本西 西田&山本裕&爰川 大守 時間数
教　室 371-373 354/355 371-373 374-376 １日7.5時間
科　目 ソリューション開発Ⅱ ソリューション開発Ⅱ 合計30日
担　当 西田&山本裕&爰川 西田&山本裕&爰川 実習場所
教　室 371-373 371-373 各実習施設
科　目 英語コミュニケーションⅣａ ソリューション開発Ⅱ ソリューション開発Ⅱ 科目担当
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 西田&山本裕&爰川 西田&山本裕&爰川 波多江
教　室 371-373&352&353 371-373 371-373 荒金
科　目 英語コミュニケーションⅣａ ソリューション開発Ⅱ 斎藤亜
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 西田&山本裕&爰川 菊間
教　室 374-376&352&353 371-373 広田
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時間割 1-1-A 工科学部　情報工学科

AI戦略コース Aﾊﾟﾀｰﾝ　後期

１年 - 情報工学科 後期（10～2月）

月 火 水 木 金 土

科　目 英語コミュニケーションⅠｂ コミュニケーションツール 英語コミュニケーションⅠｂ 解析学 情報数学
担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 村上 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 藤木 川崎
教　室 371-373&352&353 371-373 371-373&352&353 352 377

科　目 コミュニケーションと記号論 プロジェクトマネジメント Ｐｙｔｈｏｎプログラミング

担　当 中谷 十返 斎藤亜
教　室 371-373 377 374-376

科　目 力学
担　当 遠山
教　室 374-376

科　目 回路・プリント基板設計 組込みＣ,Ｃ＋＋言語 線形代数
担　当 広田 荒金 川崎
教　室 251 374-376 374-376

科　目 回路・プリント基板設計 組込みＣ,Ｃ＋＋言語

担　当 広田 荒金
教　室 251 374-376

２年 - 情報工学科（AI戦略 Aﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～11月） 後期（12～2月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 チームワークとリーダーシップ 機械学習 地域共創デザイン実習

担　当 石田 大関 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 科目名
教　室 371-373 257/258 311&312 臨地実務実習Ⅰ
科　目 英語コミュニケーションⅡｂ 英語コミュニケーションⅡｂ 機械学習 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 大関 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 時間数
教　室 371-373&352&353 371-373&352&353 257/258 311&312 １日7.5時間
科　目 チームワークとリーダーシップ メディア情報処理実習 地域共創デザイン実習 合計20日
担　当 石田 鈴木雅 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 実習場所
教　室 371-373 257/258 311&312 各実習施設
科　目 機械学習 メディア情報処理実習 地域共創デザイン実習 科目担当
担　当 大関 鈴木雅 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 波多江
教　室 257/258 257/258 311&312 荒金
科　目 機械学習 藤井
担　当 大関 三宅
教　室 257/258

３年 - 情報工学科（AI戦略 Aﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（12～2月） 後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 人工知能応用 企業経営論 英語コミュニケーションⅢｂ ソリューション開発Ⅰ

担　当 上條 本西 神保&菅谷&吉野&門田&裵 鈴木雅&山本裕&小栁 科目名
教　室 277/278 257/258 371-373&352&353 371-373 臨地実務実習Ⅱ
科　目 人工知能応用 企業経営論 ソリューション開発Ⅰ

担　当 上條 本西 鈴木雅&山本裕&小栁 時間数
教　室 277/278 257/258 371-373 １日7.5時間
科　目 人工知能応用 合計30日
担　当 上條 実習場所
教　室 277/278 各実習施設
科　目 人工知能応用 ソリューション開発Ⅰ グローバル市場化戦略 科目担当
担　当 上條 鈴木雅&山本裕&小栁 辻野 波多江
教　室 277/278 371-373 352 駒井
科　目 英語コミュニケーションⅢｂ ソリューション開発Ⅰ グローバル市場化戦略 冨山
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 鈴木雅&山本裕&小栁 辻野 爰川
教　室 371-373&352&353 371-373 352 小栁

４年 - 情報工学科（AI戦略 Aﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目

担　当

教　室

科　目

担　当

教　室
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時間割 1-1-B 工科学部　情報工学科

AI戦略コース Bﾊﾟﾀｰﾝ　前期

２年 - 情報工学科（AI戦略 Bﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 人工知能数学 人工知能システム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 三宅 大関 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 374-376 257/258 311&312
科　目 英語コミュニケーションⅡａ 人工知能基礎 英語コミュニケーションⅡａ 人工知能システム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 斎藤亜 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 大関 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 371-373&352&353 374-376 371-373&352&353 257/258 311&312
科　目 自然言語処理 地域共創デザイン実習

担　当 鈴木雅 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 374-376 311&312
科　目 確率統計論 データベース基礎と応用 地域共創デザイン実習

担　当 嘉村 鈴木雅 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 377 377 311&312
科　目 プログラミング概論

担　当 荒金&斎藤亜&三宅

教　室 374-376

３年 - 情報工学科（AI戦略 Bﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 深層学習 英語コミュニケーションⅢａ

担　当 三宅 神保&菅谷&吉野&門田&裵

教　室 257/258 371-373&352&353

科　目 人工知能システム開発Ⅱ 深層学習 データ解析 社会と倫理 情報セキュリティ応用

担　当 上條&三宅 三宅 山本裕 片方 爰川
教　室 257/258 257/258 257/258 374-376 371-373
科　目 人工知能システム開発Ⅱ 技術英語 知的財産権論
担　当 上條&三宅 鈴木雅 境
教　室 257/258 353 352
科　目 人工知能システム開発Ⅱ ソフトウェアシステム開発 画像・音声認識
担　当 上條&三宅 荒金&駒井&武本 上條
教　室 257/258 371-373 257/258
科　目 英語コミュニケーションⅢａ ソフトウェアシステム開発 画像・音声認識
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 荒金&駒井&武本 上條
教　室 371-373&352&353 371-373 257/258

４年 - 情報工学科（AI戦略 Bﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～6月） 前期（7～9月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 持続可能な社会 ソリューション開発Ⅱ

担　当 大守 西田&山本裕&爰川 科目名
教　室 374-376 371-373 臨地実務実習Ⅲ
科　目 持続可能な社会 ソリューション開発Ⅱ ソリューション開発Ⅱ

担　当 大守 西田&山本裕&爰川 西田&山本裕&爰川 時間数
教　室 374-376 371-373 371-373 １日7.5時間
科　目 ソリューション開発Ⅱ ベンチャー起業経営 ソリューション開発Ⅱ 合計30日
担　当 西田&山本裕&爰川 本西 西田&山本裕&爰川 実習場所
教　室 371-373 374-376 371-373 各実習施設
科　目 英語コミュニケーションⅣａ ソリューション開発Ⅱ ベンチャー起業経営 ソリューション開発Ⅱ 科目担当
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 西田&山本裕&爰川 本西 西田&山本裕&爰川 波多江
教　室 371-373&352&353 371-373 374-376 371-373 荒金
科　目 英語コミュニケーションⅣａ ソリューション開発Ⅱ 斎藤亜
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 西田&山本裕&爰川 菊間
教　室 374-376&352&353 371-373 広田
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時間割 1-1-B 工科学部　情報工学科

AI戦略コース Bﾊﾟﾀｰﾝ　後期

２年 - 情報工学科（AI戦略 Bﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～11月） 後期（12～2月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 機械学習 地域共創デザイン実習

担　当 大関 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 科目名
教　室 257/258 311&312 臨地実務実習Ⅰ
科　目 英語コミュニケーションⅡｂ 英語コミュニケーションⅡｂ 機械学習 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 大関 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 時間数
教　室 371-373&352&353 371-373&352&353 257/258 311&312 １日7.5時間
科　目 メディア情報処理実習 地域共創デザイン実習 合計20日
担　当 鈴木雅 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 実習場所
教　室 257/258 311&312 各実習施設
科　目 チームワークとリーダーシップ チームワークとリーダーシップ 機械学習 メディア情報処理実習 地域共創デザイン実習 科目担当
担　当 石田 石田 大関 鈴木雅 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 波多江
教　室 374-376 374-376 257/258 257/258 311&312 荒金
科　目 機械学習 藤井
担　当 大関 三宅
教　室 257/258

３年 - 情報工学科（AI戦略 Bﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（12～2月） 後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 人工知能応用 英語コミュニケーションⅢｂ ソリューション開発Ⅰ

担　当 上條 神保&菅谷&吉野&門田&裵 鈴木雅&山本裕&小栁 科目名
教　室 277/278 371-373&352&353 371-373 臨地実務実習Ⅱ
科　目 人工知能応用 グローバル市場化戦略 企業経営論 ソリューション開発Ⅰ

担　当 上條 辻野 本西 鈴木雅&山本裕&小栁 時間数
教　室 277/278 374-376 374-376 371-373 １日7.5時間
科　目 人工知能応用 グローバル市場化戦略 企業経営論 合計30日
担　当 上條 辻野 本西 実習場所
教　室 277/278 353 353 各実習施設
科　目 人工知能応用 ソリューション開発Ⅰ 科目担当
担　当 上條 鈴木雅&山本裕&小栁 波多江
教　室 277/278 371-373 駒井
科　目 英語コミュニケーションⅢｂ ソリューション開発Ⅰ 冨山
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 鈴木雅&山本裕&小栁 爰川
教　室 371-373&352&353 371-373 小栁

４年 - 情報工学科（AI戦略 Bﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目

担　当

教　室

科　目

担　当

教　室

資料23

時間帯

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅴ

Ⅳ

時間帯

Ⅱ

Ⅰ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅰ

時間帯

Ⅲ

Ⅱ

Ⅴ

Ⅳ

5



時間割 1-1-C 工科学部　情報工学科

AI戦略コース Cﾊﾟﾀｰﾝ　前期

２年 - 情報工学科（AI戦略 Cﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 確率統計論 地域共創デザイン実習

担　当 嘉村 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 377 311&312
科　目 英語コミュニケーションⅡａ 自然言語処理 英語コミュニケーションⅡａ 人工知能数学 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 鈴木雅 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 三宅 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 371-373&352&353 374-376 371-373&352&353 374-376 311&312
科　目 データベース基礎と応用 人工知能基礎 人工知能システム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 鈴木雅 斎藤亜 大関 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 352 374-376 257/258 311&312
科　目 人工知能システム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 大関 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 257/258 311&312
科　目 プログラミング概論

担　当 荒金&斎藤亜&三宅

教　室 374-376

３年 - 情報工学科（AI戦略 Cﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 データ解析 社会と倫理 英語コミュニケーションⅢａ

担　当 山本裕 片方 神保&菅谷&吉野&門田&裵

教　室 257/258 374-376 371-373&352&353

科　目 人工知能システム開発Ⅱ 技術英語 画像・音声認識
担　当 上條&三宅 鈴木雅 上條
教　室 257/258 353 257/258
科　目 人工知能システム開発Ⅱ 深層学習 画像・音声認識
担　当 上條&三宅 三宅 上條
教　室 257/258 257/258 257/258
科　目 人工知能システム開発Ⅱ 深層学習 ソフトウェアシステム開発 情報セキュリティ応用

担　当 上條&三宅 三宅 荒金&駒井&武本 爰川
教　室 257/258 257/258 371-373 374-376
科　目 英語コミュニケーションⅢａ ソフトウェアシステム開発 知的財産権論
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 荒金&駒井&武本 境
教　室 371-373&352&353 371-373 354/355

４年 - 情報工学科（AI戦略 Cﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～6月） 前期（7～9月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 ソリューション開発Ⅱ ベンチャー起業経営 持続可能な社会
担　当 西田&山本裕&爰川 本西 大守 科目名
教　室 371-373 354/355 374-376 臨地実務実習Ⅲ
科　目 ソリューション開発Ⅱ ベンチャー起業経営 ソリューション開発Ⅱ 持続可能な社会
担　当 西田&山本裕&爰川 本西 西田&山本裕&爰川 大守 時間数
教　室 371-373 354/355 371-373 374-376 １日7.5時間
科　目 ソリューション開発Ⅱ ソリューション開発Ⅱ 合計30日
担　当 西田&山本裕&爰川 西田&山本裕&爰川 実習場所
教　室 371-373 371-373 各実習施設
科　目 英語コミュニケーションⅣａ ソリューション開発Ⅱ ソリューション開発Ⅱ 科目担当
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 西田&山本裕&爰川 西田&山本裕&爰川 波多江
教　室 371-373&352&353 371-373 371-373 荒金
科　目 英語コミュニケーションⅣａ ソリューション開発Ⅱ 斎藤亜
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 西田&山本裕&爰川 菊間
教　室 374-376&352&353 371-373 広田
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時間割 1-1-C 工科学部　情報工学科

AI戦略コース Cﾊﾟﾀｰﾝ　後期

２年 - 情報工学科（AI戦略 Cﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～11月） 後期（12～2月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 チームワークとリーダーシップ 機械学習 地域共創デザイン実習

担　当 石田 大関 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 科目名
教　室 371-373 257/258 311&312 臨地実務実習Ⅰ
科　目 英語コミュニケーションⅡｂ 英語コミュニケーションⅡｂ 機械学習 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 大関 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 時間数
教　室 371-373&352&353 371-373&352&353 257/258 311&312 １日7.5時間
科　目 チームワークとリーダーシップ 機械学習 メディア情報処理実習 地域共創デザイン実習 合計20日
担　当 石田 大関 上條 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 実習場所
教　室 371-373 257/258 257/258 311&312 各実習施設
科　目 機械学習 メディア情報処理実習 地域共創デザイン実習 科目担当
担　当 大関 上條 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 波多江
教　室 257/258 257/258 311&312 荒金
科　目 藤井
担　当 三宅
教　室

３年 - 情報工学科（AI戦略 Cﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（12～2月） 後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 人工知能応用 企業経営論 英語コミュニケーションⅢｂ ソリューション開発Ⅰ

担　当 斎藤亜 本西 神保&菅谷&吉野&門田&裵 鈴木雅&山本裕&小栁 科目名
教　室 277/278 257/258 371-373&352&353 371-373 臨地実務実習Ⅱ
科　目 人工知能応用 企業経営論 ソリューション開発Ⅰ

担　当 斎藤亜 本西 鈴木雅&山本裕&小栁 時間数
教　室 277/278 257/258 371-373 １日7.5時間
科　目 人工知能応用 合計30日
担　当 斎藤亜 実習場所
教　室 277/278 各実習施設
科　目 人工知能応用 ソリューション開発Ⅰ グローバル市場化戦略 科目担当
担　当 斎藤亜 鈴木雅&山本裕&小栁 辻野 波多江
教　室 277/278 371-373 352 駒井
科　目 英語コミュニケーションⅢｂ ソリューション開発Ⅰ グローバル市場化戦略 冨山
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 鈴木雅&山本裕&小栁 辻野 爰川
教　室 371-373&352&353 371-373 352 小栁

４年 - 情報工学科（AI戦略 Cﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目

担　当

教　室

科　目

担　当

教　室
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時間割 1-1-D 工科学部　情報工学科

AI戦略コース Dﾊﾟﾀｰﾝ　前期

２年 - 情報工学科（AI戦略 Dﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 地域共創デザイン実習

担　当 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 311&312
科　目 英語コミュニケーションⅡａ 自然言語処理 英語コミュニケーションⅡａ 人工知能数学 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 鈴木雅 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 三宅 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 371-373&352&353 374-376 371-373&352&353 374-376 311&312
科　目 人工知能基礎 人工知能システム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 斎藤亜 大関 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 374-376 257/258 311&312
科　目 確率統計論 データベース基礎と応用 人工知能システム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 嘉村 鈴木雅 大関 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 377 377 257/258 311&312
科　目 プログラミング概論

担　当 荒金&斎藤亜&三宅

教　室 374-376

３年 - 情報工学科（AI戦略 Dﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 英語コミュニケーションⅢａ

担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵

教　室 371-373&352&353

科　目 人工知能システム開発Ⅱ データ解析 社会と倫理 画像・音声認識 情報セキュリティ応用

担　当 上條&三宅 山本裕 片方 上條 爰川
教　室 257/258 257/258 374-376 257/258 371-373
科　目 人工知能システム開発Ⅱ 深層学習 技術英語 画像・音声認識 知的財産権論
担　当 上條&三宅 三宅 鈴木雅 上條 境
教　室 257/258 257/258 353 257/258 352
科　目 人工知能システム開発Ⅱ 深層学習 ソフトウェアシステム開発

担　当 上條&三宅 三宅 荒金&駒井&武本
教　室 257/258 257/258 371-373
科　目 英語コミュニケーションⅢａ ソフトウェアシステム開発

担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 荒金&駒井&武本
教　室 371-373&352&353 371-373

４年 - 情報工学科（AI戦略 Dﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～6月） 前期（7～9月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 持続可能な社会 ソリューション開発Ⅱ

担　当 大守 西田&山本裕&爰川 科目名
教　室 374-376 371-373 臨地実務実習Ⅲ
科　目 持続可能な社会 ソリューション開発Ⅱ ソリューション開発Ⅱ

担　当 大守 西田&山本裕&爰川 西田&山本裕&爰川 時間数
教　室 374-376 371-373 371-373 １日7.5時間
科　目 ソリューション開発Ⅱ ベンチャー起業経営 ソリューション開発Ⅱ 合計30日
担　当 西田&山本裕&爰川 本西 西田&山本裕&爰川 実習場所
教　室 371-373 374-376 371-373 各実習施設
科　目 英語コミュニケーションⅣａ ソリューション開発Ⅱ ベンチャー起業経営 ソリューション開発Ⅱ 科目担当
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 西田&山本裕&爰川 本西 西田&山本裕&爰川 波多江
教　室 371-373&352&353 371-373 374-376 371-373 荒金
科　目 英語コミュニケーションⅣａ ソリューション開発Ⅱ 斎藤亜
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 西田&山本裕&爰川 菊間
教　室 374-376&352&353 371-373 広田
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時間割 1-1-D 工科学部　情報工学科

AI戦略コース Dﾊﾟﾀｰﾝ　後期

２年 - 情報工学科（AI戦略 Dﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～11月） 後期（12～2月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 機械学習 地域共創デザイン実習

担　当 大関 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 科目名
教　室 257/258 311&312 臨地実務実習Ⅰ
科　目 英語コミュニケーションⅡｂ 英語コミュニケーションⅡｂ 機械学習 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 大関 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 時間数
教　室 371-373&352&353 371-373&352&353 257/258 311&312 １日7.5時間
科　目 機械学習 メディア情報処理実習 地域共創デザイン実習 合計20日
担　当 大関 上條 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 実習場所
教　室 257/258 257/258 311&312 各実習施設
科　目 チームワークとリーダーシップ チームワークとリーダーシップ 機械学習 メディア情報処理実習 地域共創デザイン実習 科目担当
担　当 石田 石田 大関 上條 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 波多江
教　室 374-376 374-376 257/258 257/258 311&312 荒金
科　目 藤井
担　当 三宅
教　室

３年 - 情報工学科（AI戦略 Dﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（12～2月） 後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 人工知能応用 英語コミュニケーションⅢｂ ソリューション開発Ⅰ

担　当 斎藤亜 神保&菅谷&吉野&門田&裵 鈴木雅&山本裕&小栁 科目名
教　室 277/278 371-373&352&353 371-373 臨地実務実習Ⅱ
科　目 人工知能応用 グローバル市場化戦略 企業経営論 ソリューション開発Ⅰ

担　当 斎藤亜 辻野 本西 鈴木雅&山本裕&小栁 時間数
教　室 277/278 374-376 374-376 371-373 １日7.5時間
科　目 人工知能応用 グローバル市場化戦略 企業経営論 合計30日
担　当 斎藤亜 辻野 本西 実習場所
教　室 277/278 353 353 各実習施設
科　目 人工知能応用 ソリューション開発Ⅰ 科目担当
担　当 斎藤亜 鈴木雅&山本裕&小栁 波多江
教　室 277/278 371-373 駒井
科　目 英語コミュニケーションⅢｂ ソリューション開発Ⅰ 冨山
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 鈴木雅&山本裕&小栁 爰川
教　室 371-373&352&353 371-373 小栁

４年 - 情報工学科（AI戦略 Dﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目

担　当

教　室

科　目

担　当

教　室
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時間割 1-2-A 工科学部　情報工学科

IoTｼｽﾃﾑコース Aﾊﾟﾀｰﾝ　前期

１年 - 情報工学科 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土

科　目 英語コミュニケーションⅠａ 情報工学概論 英語コミュニケーションⅠａ 企画・発想法 デザインエンジニアリング概論

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 冨山&藤井&上條 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 石田 冨山
教　室 371-373&352&353 374-376 371-373&352&353 377 353

科　目 感性をはかる デザインエンジニアリング概論

担　当 駒井 冨山
教　室 352 353

科　目 コンピュータシステム Ｃ言語基礎 エレクトロニクス工学 比較文化論
担　当 辻野 川崎 相磯 蔵原
教　室 353 374-376 251 353

科　目 Ｃ言語基礎 エレクトロニクス工学

担　当 川崎 相磯
教　室 374-376 251

科　目

担　当

教　室

２年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Aﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 ＩｏＴシステム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 藤井 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 257/258 311&312
科　目 英語コミュニケーションⅡａ 英語コミュニケーションⅡａ ＩｏＴシステム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 藤井 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 371-373&352&353 371-373&352&353 257/258 311&312
科　目 確率統計論 ＩｏＴシステム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 嘉村 藤井 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 377 257/258 311&312
科　目 センサ・アクチュエータ 制御工学基礎 地域共創デザイン実習

担　当 西田 遠山 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 251 377 311&312
科　目 データベース基礎と応用 プログラミング概論

担　当 鈴木雅 荒金&斎藤亜&三宅

教　室 377 374-376

３年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Aﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 サーバ・ネットワーク 英語コミュニケーションⅢａ

担　当 菊間 神保&菅谷&吉野&門田&裵

教　室 277/278 371-373&352&353

科　目 ＩｏＴシステム開発Ⅱ 技術英語
担　当 藤井 鈴木雅
教　室 277/278 371-373
科　目 ＩｏＴデバイスプログラミングⅢ データ解析 ＩｏＴシステム開発Ⅱ 情報セキュリティ応用

担　当 武本 山本裕 藤井 爰川
教　室 374-376 257/258 277/278 374-376
科　目 ＩｏＴデバイスプログラミングⅢ 社会と倫理 ソフトウェアシステム開発 ＩｏＴシステム開発Ⅱ 知的財産権論
担　当 武本 片方 荒金&駒井&武本 藤井 境
教　室 374-376 374-376 371-373 277/278 354/355
科　目 英語コミュニケーションⅢａ ソフトウェアシステム開発

担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 荒金&駒井&武本
教　室 371-373&352&353 371-373

４年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Aﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～6月） 前期（7～9月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 ベンチャー起業経営 ソリューション開発Ⅱ

担　当 本西 西田&山本裕&爰川 科目名
教　室 354/355 371-373 臨地実務実習Ⅲ
科　目 ベンチャー起業経営 ソリューション開発Ⅱ ソリューション開発Ⅱ

担　当 本西 西田&山本裕&爰川 西田&山本裕&爰川 時間数
教　室 354/355 371-373 371-373 １日7.5時間
科　目 ソリューション開発Ⅱ ソリューション開発Ⅱ 持続可能な社会 合計30日
担　当 西田&山本裕&爰川 西田&山本裕&爰川 大守 実習場所
教　室 371-373 371-373 374-376 各実習施設
科　目 英語コミュニケーションⅣａ ソリューション開発Ⅱ ソリューション開発Ⅱ 持続可能な社会 科目担当
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 西田&山本裕&爰川 西田&山本裕&爰川 大守 波多江
教　室 371-373&352&353 371-373 371-373 374-376 荒金
科　目 英語コミュニケーションⅣａ ソリューション開発Ⅱ 斎藤亜
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 西田&山本裕&爰川 菊間
教　室 374-376&352&353 371-373 広田
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時間割 1-2-A 工科学部　情報工学科

IoTｼｽﾃﾑコース Aﾊﾟﾀｰﾝ　後期

１年 - 情報工学科 後期（10～2月）

月 火 水 木 金 土

科　目 英語コミュニケーションⅠｂ コミュニケーションと記号論 英語コミュニケーションⅠｂ プロジェクトマネジメント Ｐｙｔｈｏｎプログラミング

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 中谷 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 十返 斎藤亜
教　室 371-373&352&353 371-373 371-373&352&353 377 374-376

科　目 組込みＣ,Ｃ＋＋言語 コミュニケーションツール 回路・プリント基板設計 解析学 情報数学
担　当 荒金 村上 広田 藤木 川崎
教　室 354/355 371-373 251 352 377

科　目 組込みＣ,Ｃ＋＋言語 線形代数 回路・プリント基板設計

担　当 荒金 川崎 広田
教　室 354/355 371-373 251

科　目 力学
担　当 遠山
教　室 354/355

科　目

担　当

教　室

２年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Aﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～11月） 後期（12～2月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 チームワークとリーダーシップ デバイス・ネットワーク 地域共創デザイン実習

担　当 石田 武本 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 科目名
教　室 374-376 374-376 311&312 臨地実務実習Ⅰ
科　目 英語コミュニケーションⅡｂ デバイス・ネットワーク 英語コミュニケーションⅡｂ ＩｏＴデバイスプログラミングⅡ 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 武本 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 武本 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 時間数
教　室 371-373&352&353 374-376 371-373&352&353 374-376 311&312 １日7.5時間
科　目 ＩｏＴデバイスプログラミングⅡ 地域共創デザイン実習 合計20日
担　当 武本 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 実習場所
教　室 374-376 311&312 各実習施設
科　目 ＩｏＴデバイスプログラミングⅠ 地域共創デザイン実習 科目担当
担　当 辻野 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 波多江
教　室 374-376 311&312 荒金
科　目 チームワークとリーダーシップ ＩｏＴデバイスプログラミングⅠ 藤井
担　当 石田 辻野 三宅
教　室 374-376 374-376

３年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Aﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（12～2月） 後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 ＩｏＴサービスデザイン 英語コミュニケーションⅢｂ ソリューション開発Ⅰ

担　当 菊間 神保&菅谷&吉野&門田&裵 鈴木雅&山本裕&小栁 科目名
教　室 257/258 371-373&352&353 371-373 臨地実務実習Ⅱ
科　目 ＩｏＴサービスデザイン ソリューション開発Ⅰ

担　当 菊間 鈴木雅&山本裕&小栁 時間数
教　室 257/258 371-373 １日7.5時間
科　目 グローバル市場化戦略 ＩｏＴサービスデザイン 企業経営論 合計30日
担　当 辻野 菊間 本西 実習場所
教　室 353 257/258 257/258 各実習施設
科　目 グローバル市場化戦略 ＩｏＴサービスデザイン 企業経営論 ソリューション開発Ⅰ 科目担当
担　当 辻野 菊間 本西 鈴木雅&山本裕&小栁 波多江
教　室 353 257/258 371-373 371-373 駒井
科　目 英語コミュニケーションⅢｂ ソリューション開発Ⅰ 冨山
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 鈴木雅&山本裕&小栁 爰川
教　室 371-373&352&353 371-373 小栁

４年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Aﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目

担　当

教　室

科　目

担　当

教　室
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時間割 1-2-B 工科学部　情報工学科

IoTｼｽﾃﾑコース Bﾊﾟﾀｰﾝ　前期

２年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Bﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 ＩｏＴシステム開発Ⅰ 制御工学基礎 地域共創デザイン実習

担　当 藤井 遠山 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 257/258 374-376 311&312
科　目 英語コミュニケーションⅡａ 英語コミュニケーションⅡａ ＩｏＴシステム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 藤井 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 371-373&352&353 371-373&352&353 257/258 311&312
科　目 ＩｏＴシステム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 藤井 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 257/258 311&312
科　目 確率統計論 データベース基礎と応用 地域共創デザイン実習

担　当 嘉村 鈴木雅 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 377 377 311&312
科　目 センサ・アクチュエータ プログラミング概論

担　当 西田 荒金&斎藤亜&三宅

教　室 251 374-376

３年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Bﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 サーバ・ネットワーク 英語コミュニケーションⅢａ

担　当 菊間 神保&菅谷&吉野&門田&裵

教　室 277/278 371-373&352&353

科　目 データ解析 社会と倫理 ＩｏＴシステム開発Ⅱ 情報セキュリティ応用

担　当 山本裕 片方 藤井 爰川
教　室 257/258 374-376 277/278 371-373
科　目 ＩｏＴデバイスプログラミングⅢ 技術英語 ＩｏＴシステム開発Ⅱ 知的財産権論
担　当 武本 鈴木雅 藤井 境
教　室 374-376 353 277/278 352
科　目 ＩｏＴデバイスプログラミングⅢ ソフトウェアシステム開発 ＩｏＴシステム開発Ⅱ

担　当 武本 荒金&駒井&武本 藤井
教　室 374-376 371-373 277/278
科　目 英語コミュニケーションⅢａ ソフトウェアシステム開発

担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 荒金&駒井&武本
教　室 371-373&352&353 371-373

４年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Bﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～6月） 前期（7～9月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 持続可能な社会 ソリューション開発Ⅱ

担　当 大守 西田&山本裕&爰川 科目名
教　室 374-376 371-373 臨地実務実習Ⅲ
科　目 持続可能な社会 ソリューション開発Ⅱ ソリューション開発Ⅱ

担　当 大守 西田&山本裕&爰川 西田&山本裕&爰川 時間数
教　室 374-376 371-373 371-373 １日7.5時間
科　目 ソリューション開発Ⅱ ベンチャー起業経営 ソリューション開発Ⅱ 合計30日
担　当 西田&山本裕&爰川 本西 西田&山本裕&爰川 実習場所
教　室 371-373 374-376 371-373 各実習施設
科　目 英語コミュニケーションⅣａ ソリューション開発Ⅱ ベンチャー起業経営 ソリューション開発Ⅱ 科目担当
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 西田&山本裕&爰川 本西 西田&山本裕&爰川 波多江
教　室 371-373&352&353 371-373 374-376 371-373 荒金
科　目 英語コミュニケーションⅣａ ソリューション開発Ⅱ 斎藤亜
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 西田&山本裕&爰川 菊間
教　室 374-376&352&353 371-373 広田
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時間割 1-2-B 工科学部　情報工学科

IoTｼｽﾃﾑコース Bﾊﾟﾀｰﾝ　後期

２年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Bﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～11月） 後期（12～2月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 デバイス・ネットワーク 地域共創デザイン実習

担　当 武本 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 科目名
教　室 374-376 311&312 臨地実務実習Ⅰ
科　目 英語コミュニケーションⅡｂ デバイス・ネットワーク 英語コミュニケーションⅡｂ ＩｏＴデバイスプログラミングⅡ 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 武本 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 武本 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 時間数
教　室 371-373&352&353 374-376 371-373&352&353 374-376 311&312 １日7.5時間
科　目 ＩｏＴデバイスプログラミングⅡ 地域共創デザイン実習 合計20日
担　当 武本 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 実習場所
教　室 374-376 311&312 各実習施設
科　目 チームワークとリーダーシップ チームワークとリーダーシップ ＩｏＴデバイスプログラミングⅠ 地域共創デザイン実習 科目担当
担　当 石田 石田 辻野 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 波多江
教　室 374-376 374-376 374-376 311&312 荒金
科　目 ＩｏＴデバイスプログラミングⅠ 藤井
担　当 辻野 三宅
教　室 374-376

３年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Bﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（12～2月） 後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 ＩｏＴサービスデザイン 英語コミュニケーションⅢｂ ソリューション開発Ⅰ

担　当 菊間 神保&菅谷&吉野&門田&裵 鈴木雅&山本裕&小栁 科目名
教　室 257/258 371-373&352&353 371-373 臨地実務実習Ⅱ
科　目 ＩｏＴサービスデザイン グローバル市場化戦略 企業経営論 ソリューション開発Ⅰ

担　当 菊間 辻野 本西 鈴木雅&山本裕&小栁 時間数
教　室 257/258 374-376 374-376 371-373 １日7.5時間
科　目 ＩｏＴサービスデザイン グローバル市場化戦略 企業経営論 合計30日
担　当 菊間 辻野 本西 実習場所
教　室 257/258 353 353 各実習施設
科　目 ＩｏＴサービスデザイン ソリューション開発Ⅰ 科目担当
担　当 菊間 鈴木雅&山本裕&小栁 波多江
教　室 257/258 371-373 駒井
科　目 英語コミュニケーションⅢｂ ソリューション開発Ⅰ 冨山
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 鈴木雅&山本裕&小栁 爰川
教　室 371-373&352&353 371-373 小栁

４年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Bﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目

担　当

教　室

科　目

担　当

教　室
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時間割 1-2-C 工科学部　情報工学科

IoTｼｽﾃﾑコース Cﾊﾟﾀｰﾝ　前期

２年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Cﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 ＩｏＴシステム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 山本裕 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 257/258 311&312
科　目 英語コミュニケーションⅡａ 英語コミュニケーションⅡａ ＩｏＴシステム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 山本裕 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 371-373&352&353 371-373&352&353 257/258 311&312
科　目 確率統計論 ＩｏＴシステム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 嘉村 山本裕 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 377 257/258 311&312
科　目 センサ・アクチュエータ 制御工学基礎 地域共創デザイン実習

担　当 西田 遠山 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 251 377 311&312
科　目 データベース基礎と応用 プログラミング概論

担　当 鈴木雅 荒金&斎藤亜&三宅

教　室 377 374-376

３年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Cﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 英語コミュニケーションⅢａ

担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵

教　室 371-373&352&353

科　目 サーバ・ネットワーク ＩｏＴシステム開発Ⅱ 技術英語
担　当 菊間 辻野 鈴木雅
教　室 277/278 277/278 371-373
科　目 ＩｏＴデバイスプログラミングⅢ データ解析 ＩｏＴシステム開発Ⅱ 情報セキュリティ応用

担　当 武本 山本裕 辻野 爰川
教　室 374-376 257/258 277/278 374-376
科　目 ＩｏＴデバイスプログラミングⅢ 社会と倫理 ソフトウェアシステム開発 ＩｏＴシステム開発Ⅱ 知的財産権論
担　当 武本 片方 荒金&駒井&武本 辻野 境
教　室 374-376 374-376 371-373 277/278 354/355
科　目 英語コミュニケーションⅢａ ソフトウェアシステム開発

担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 荒金&駒井&武本
教　室 371-373&352&353 371-373

４年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Cﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～6月） 前期（7～9月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 ベンチャー起業経営 ソリューション開発Ⅱ

担　当 本西 西田&山本裕&爰川 科目名
教　室 354/355 371-373 臨地実務実習Ⅲ
科　目 ベンチャー起業経営 ソリューション開発Ⅱ ソリューション開発Ⅱ

担　当 本西 西田&山本裕&爰川 西田&山本裕&爰川 時間数
教　室 354/355 371-373 371-373 １日7.5時間
科　目 ソリューション開発Ⅱ ソリューション開発Ⅱ 持続可能な社会 合計30日
担　当 西田&山本裕&爰川 西田&山本裕&爰川 大守 実習場所
教　室 371-373 371-373 374-376 各実習施設
科　目 英語コミュニケーションⅣａ ソリューション開発Ⅱ ソリューション開発Ⅱ 持続可能な社会 科目担当
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 西田&山本裕&爰川 西田&山本裕&爰川 大守 波多江
教　室 371-373&352&353 371-373 371-373 374-376 荒金
科　目 英語コミュニケーションⅣａ ソリューション開発Ⅱ 斎藤亜
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 西田&山本裕&爰川 菊間
教　室 374-376&352&353 371-373 広田
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時間割 1-2-C 工科学部　情報工学科

IoTｼｽﾃﾑコース Cﾊﾟﾀｰﾝ　後期

２年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Cﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～11月） 後期（12～2月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 チームワークとリーダーシップ ＩｏＴデバイスプログラミングⅠ デバイス・ネットワーク 地域共創デザイン実習

担　当 石田 辻野 武本 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 科目名
教　室 374-376 374-376 374-376 311&312 臨地実務実習Ⅰ
科　目 英語コミュニケーションⅡｂ ＩｏＴデバイスプログラミングⅠ 英語コミュニケーションⅡｂ デバイス・ネットワーク 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 辻野 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 武本 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 時間数
教　室 371-373&352&353 374-376 371-373&352&353 374-376 311&312 １日7.5時間
科　目 地域共創デザイン実習 合計20日
担　当 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 実習場所
教　室 311&312 各実習施設
科　目 ＩｏＴデバイスプログラミングⅡ 地域共創デザイン実習 科目担当
担　当 武本 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 波多江
教　室 374-376 311&312 荒金
科　目 チームワークとリーダーシップ ＩｏＴデバイスプログラミングⅡ 藤井
担　当 石田 武本 三宅
教　室 374-376 374-376

３年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Cﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（12～2月） 後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 ＩｏＴサービスデザイン 英語コミュニケーションⅢｂ ソリューション開発Ⅰ

担　当 爰川 神保&菅谷&吉野&門田&裵 鈴木雅&山本裕&小栁 科目名
教　室 257/258 371-373&352&353 371-373 臨地実務実習Ⅱ
科　目 ＩｏＴサービスデザイン ソリューション開発Ⅰ

担　当 爰川 鈴木雅&山本裕&小栁 時間数
教　室 257/258 371-373 １日7.5時間
科　目 グローバル市場化戦略 ＩｏＴサービスデザイン 企業経営論 合計30日
担　当 辻野 爰川 本西 実習場所
教　室 353 257/258 257/258 各実習施設
科　目 グローバル市場化戦略 ＩｏＴサービスデザイン 企業経営論 ソリューション開発Ⅰ 科目担当
担　当 辻野 爰川 本西 鈴木雅&山本裕&小栁 波多江
教　室 353 257/258 371-373 371-373 駒井
科　目 英語コミュニケーションⅢｂ ソリューション開発Ⅰ 冨山
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 鈴木雅&山本裕&小栁 爰川
教　室 371-373&352&353 371-373 小栁

４年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Cﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目

担　当

教　室

科　目

担　当

教　室
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時間割 1-2-D 工科学部　情報工学科

IoTｼｽﾃﾑコース Dﾊﾟﾀｰﾝ　前期

２年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Dﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 ＩｏＴシステム開発Ⅰ 制御工学基礎 地域共創デザイン実習

担　当 山本裕 遠山 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 257/258 374-376 311&312
科　目 英語コミュニケーションⅡａ 英語コミュニケーションⅡａ ＩｏＴシステム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 山本裕 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 371-373&352&353 371-373&352&353 257/258 311&312
科　目 ＩｏＴシステム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 山本裕 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 257/258 311&312
科　目 確率統計論 データベース基礎と応用 地域共創デザイン実習

担　当 嘉村 鈴木雅 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 377 377 311&312
科　目 センサ・アクチュエータ プログラミング概論

担　当 西田 荒金&斎藤亜&三宅

教　室 251 374-376

３年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Dﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 英語コミュニケーションⅢａ

担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵

教　室 371-373&352&353

科　目 サーバ・ネットワーク データ解析 社会と倫理 ＩｏＴシステム開発Ⅱ 情報セキュリティ応用

担　当 菊間 山本裕 片方 辻野 爰川
教　室 277/278 257/258 374-376 277/278 371-373
科　目 ＩｏＴデバイスプログラミングⅢ 技術英語 ＩｏＴシステム開発Ⅱ 知的財産権論
担　当 武本 鈴木雅 辻野 境
教　室 374-376 353 277/278 352
科　目 ＩｏＴデバイスプログラミングⅢ ソフトウェアシステム開発 ＩｏＴシステム開発Ⅱ

担　当 武本 荒金&駒井&武本 辻野
教　室 374-376 371-373 277/278
科　目 英語コミュニケーションⅢａ ソフトウェアシステム開発

担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 荒金&駒井&武本
教　室 371-373&352&353 371-373

４年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Dﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～6月） 前期（7～9月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 持続可能な社会 ソリューション開発Ⅱ

担　当 大守 西田&山本裕&爰川 科目名
教　室 374-376 371-373 臨地実務実習Ⅲ
科　目 持続可能な社会 ソリューション開発Ⅱ ソリューション開発Ⅱ

担　当 大守 西田&山本裕&爰川 西田&山本裕&爰川 時間数
教　室 374-376 371-373 371-373 １日7.5時間
科　目 ソリューション開発Ⅱ ベンチャー起業経営 ソリューション開発Ⅱ 合計30日
担　当 西田&山本裕&爰川 本西 西田&山本裕&爰川 実習場所
教　室 371-373 374-376 371-373 各実習施設
科　目 英語コミュニケーションⅣａ ソリューション開発Ⅱ ベンチャー起業経営 ソリューション開発Ⅱ 科目担当
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 西田&山本裕&爰川 本西 西田&山本裕&爰川 波多江
教　室 371-373&352&353 371-373 374-376 371-373 荒金
科　目 英語コミュニケーションⅣａ ソリューション開発Ⅱ 斎藤亜
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 西田&山本裕&爰川 菊間
教　室 374-376&352&353 371-373 広田

資料23

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

16



時間割 1-2-D 工科学部　情報工学科

IoTｼｽﾃﾑコース Dﾊﾟﾀｰﾝ　後期

２年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Dﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～11月） 後期（12～2月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 ＩｏＴデバイスプログラミングⅠ デバイス・ネットワーク 地域共創デザイン実習

担　当 辻野 武本 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 科目名
教　室 374-376 374-376 311&312 臨地実務実習Ⅰ
科　目 英語コミュニケーションⅡｂ ＩｏＴデバイスプログラミングⅠ 英語コミュニケーションⅡｂ デバイス・ネットワーク 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 辻野 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 武本 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 時間数
教　室 371-373&352&353 374-376 371-373&352&353 374-376 311&312 １日7.5時間
科　目 地域共創デザイン実習 合計20日
担　当 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 実習場所
教　室 311&312 各実習施設
科　目 チームワークとリーダーシップ チームワークとリーダーシップ ＩｏＴデバイスプログラミングⅡ 地域共創デザイン実習 科目担当
担　当 石田 石田 武本 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 波多江
教　室 374-376 374-376 374-376 311&312 荒金
科　目 ＩｏＴデバイスプログラミングⅡ 藤井
担　当 武本 三宅
教　室 374-376

３年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Dﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（12～2月） 後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 ＩｏＴサービスデザイン 英語コミュニケーションⅢｂ ソリューション開発Ⅰ

担　当 爰川 神保&菅谷&吉野&門田&裵 鈴木雅&山本裕&小栁 科目名
教　室 257/258 371-373&352&353 371-373 臨地実務実習Ⅱ
科　目 ＩｏＴサービスデザイン グローバル市場化戦略 企業経営論 ソリューション開発Ⅰ

担　当 爰川 辻野 本西 鈴木雅&山本裕&小栁 時間数
教　室 257/258 374-376 374-376 371-373 １日7.5時間
科　目 ＩｏＴサービスデザイン グローバル市場化戦略 企業経営論 合計30日
担　当 爰川 辻野 本西 実習場所
教　室 257/258 353 353 各実習施設
科　目 ＩｏＴサービスデザイン ソリューション開発Ⅰ 科目担当
担　当 爰川 鈴木雅&山本裕&小栁 波多江
教　室 257/258 371-373 駒井
科　目 英語コミュニケーションⅢｂ ソリューション開発Ⅰ 冨山
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 鈴木雅&山本裕&小栁 爰川
教　室 371-373&352&353 371-373 小栁

４年 - 情報工学科（IoTｼｽﾃﾑ Dﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目

担　当

教　室

科　目

担　当

教　室
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時間割 1-3 工科学部　情報工学科

ロボット開発コース　前期

１年 - 情報工学科 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土

科　目 英語コミュニケーションⅠａ 情報工学概論 英語コミュニケーションⅠａ デザインエンジニアリング概論 Ｃ言語基礎
担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 冨山&藤井&上條 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 冨山 川崎
教　室 371-373&352&353 374-376 371-373&352&353 377 374-376

科　目 コンピュータシステム エレクトロニクス工学 デザインエンジニアリング概論 企画・発想法 Ｃ言語基礎
担　当 辻野 相磯 冨山 石田 川崎
教　室 377 251 377 377 374-376

科　目 エレクトロニクス工学 感性をはかる
担　当 相磯 駒井
教　室 251 352

科　目 比較文化論
担　当 蔵原
教　室 353

科　目

担　当

教　室

２年 - 情報工学科（ロボット開発） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 組込みシステム制御実習 制御工学基礎 地域共創デザイン実習

担　当 広田 遠山 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 251 374-376 311&312
科　目 英語コミュニケーションⅡａ 組込みシステム制御実習 英語コミュニケーションⅡａ 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 広田 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 371-373&352&353 251 371-373&352&353 311&312
科　目 組込みシステム制御実習 地域共創デザイン実習

担　当 広田 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 251 311&312
科　目 確率統計論 データベース基礎と応用 地域共創デザイン実習

担　当 嘉村 鈴木雅 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 377 377 311&312
科　目 センサ・アクチュエータ プログラミング概論

担　当 西田 荒金&斎藤亜&三宅

教　室 251 374-376

３年 - 情報工学科（ロボット開発） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 英語コミュニケーションⅢａ

担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵

教　室 371-373&352&353

科　目 自動制御機械開発実習 データ解析 社会と倫理 ロボット制御 情報セキュリティ応用

担　当 小栁 山本裕 片方 遠山 爰川
教　室 251 257/258 374-376 374-376 371-373
科　目 自動制御機械開発実習 技術英語 ロボット制御 知的財産権論
担　当 小栁 鈴木雅 遠山 境
教　室 251 353 374-376 352
科　目 自動制御機械開発実習 ソフトウェアシステム開発 ロボット機構
担　当 小栁 荒金&駒井&武本 遠山
教　室 251 371-373 371-373
科　目 英語コミュニケーションⅢａ ソフトウェアシステム開発 ロボット機構
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 荒金&駒井&武本 遠山
教　室 371-373&352&353 371-373 371-373

４年 - 情報工学科（ロボット開発） 前期（4～6月） 前期（7～9月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 持続可能な社会 ソリューション開発Ⅱ

担　当 大守 西田&山本裕&爰川 科目名
教　室 374-376 371-373 臨地実務実習Ⅲ
科　目 持続可能な社会 ソリューション開発Ⅱ ソリューション開発Ⅱ

担　当 大守 西田&山本裕&爰川 西田&山本裕&爰川 時間数
教　室 374-376 371-373 371-373 １日7.5時間
科　目 ソリューション開発Ⅱ ベンチャー起業経営 ソリューション開発Ⅱ 合計30日
担　当 西田&山本裕&爰川 本西 西田&山本裕&爰川 実習場所
教　室 371-373 374-376 371-373 各実習施設
科　目 英語コミュニケーションⅣａ ソリューション開発Ⅱ ベンチャー起業経営 ソリューション開発Ⅱ 科目担当
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 西田&山本裕&爰川 本西 西田&山本裕&爰川 波多江
教　室 371-373&352&353 371-373 374-376 371-373 荒金
科　目 英語コミュニケーションⅣａ ソリューション開発Ⅱ 斎藤亜
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 西田&山本裕&爰川 菊間
教　室 374-376&352&353 371-373 広田
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時間割 1-3 工科学部　情報工学科

ロボット開発コース　後期

１年 - 情報工学科 後期（10～2月）

月 火 水 木 金 土

科　目 英語コミュニケーションⅠｂ 英語コミュニケーションⅠｂ

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 須賀&菅谷&吉野&門田&福島

教　室 371-373&352&353 371-373&352&353

科　目 力学 線形代数 組込みＣ,Ｃ＋＋言語

担　当 遠山 川崎 荒金
教　室 374-376 371-373 354/355

科　目 コミュニケーションツール 組込みＣ,Ｃ＋＋言語 解析学 情報数学
担　当 村上 荒金 藤木 川崎
教　室 374-376 354/355 352 377

科　目 コミュニケーションと記号論 回路・プリント基板設計 プロジェクトマネジメント Ｐｙｔｈｏｎプログラミング

担　当 中谷 広田 十返 斎藤亜
教　室 374-376 251 377 374-376

科　目 回路・プリント基板設計

担　当 広田
教　室 251

２年 - 情報工学科（ロボット開発） 後期（10～11月） 後期（12～2月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 機械設計 地域共創デザイン実習

担　当 遠山 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 科目名
教　室 374-376 311&312 臨地実務実習Ⅰ
科　目 英語コミュニケーションⅡｂ 機械設計 英語コミュニケーションⅡｂ 機械設計 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 遠山 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 遠山 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 時間数
教　室 371-373&352&353 374-376 371-373&352&353 374-376 311&312 １日7.5時間
科　目 機械設計 地域共創デザイン実習 合計20日
担　当 遠山 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 実習場所
教　室 374-376 311&312 各実習施設
科　目 チームワークとリーダーシップ チームワークとリーダーシップ 材料力学・材料工学 地域共創デザイン実習 科目担当
担　当 石田 石田 長岐 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 波多江
教　室 374-376 374-376 353 311&312 荒金
科　目 材料力学・材料工学 藤井
担　当 長岐 三宅
教　室 353

３年 - 情報工学科（ロボット開発） 後期（12～2月） 後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 産業用ロボット実習 英語コミュニケーションⅢｂ ソリューション開発Ⅰ

担　当 西田 神保&菅谷&吉野&門田&裵 鈴木雅&山本裕&小栁 科目名
教　室 251 371-373&352&353 371-373 臨地実務実習Ⅱ
科　目 産業用ロボット実習 グローバル市場化戦略 企業経営論 ソリューション開発Ⅰ

担　当 西田 辻野 本西 鈴木雅&山本裕&小栁 時間数
教　室 251 374-376 374-376 371-373 １日7.5時間
科　目 産業用ロボット実習 グローバル市場化戦略 企業経営論 合計30日
担　当 西田 辻野 本西 実習場所
教　室 251 353 353 各実習施設
科　目 産業用ロボット実習 ソリューション開発Ⅰ 科目担当
担　当 西田 鈴木雅&山本裕&小栁 波多江
教　室 251 371-373 駒井
科　目 英語コミュニケーションⅢｂ ソリューション開発Ⅰ 冨山
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 鈴木雅&山本裕&小栁 爰川
教　室 371-373&352&353 371-373 小栁

４年 - 情報工学科（ロボット開発） 後期（10～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目 卒業研究制作
担　当 教授12名

教　室 374-376
科　目

担　当

教　室

科　目

担　当

教　室
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時間割 2-1-A 工科学部　デジタルエンタテインメント学科

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽコース　Aﾊﾟﾀｰﾝ　前期

１年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土

科　目 英語コミュニケーションⅠａ ゲーム構成論Ⅰ 英語コミュニケーションⅠａ 電子情報工学概論

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 山根 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 蛭田
教　室 371-373&352&353 352 371-373&352&353 352

科　目 ゲームプログラム構成基礎Ⅰ 企画・発想法
担　当 竹渕 中谷
教　室 374-376 352

科　目 ゲームプログラム構成基礎Ⅰ コンピュータグラフィックスⅠ コンテンツデザイン概論

担　当 竹渕 藤田 源田&斎藤直
教　室 374-376 352 374-376

科　目 ＣＧデザイン基礎 デジタル造形Ⅰ 感性をはかる
担　当 吉田 山本浩 大上
教　室 277/278 354/355 352

科　目 デジタル造形Ⅰ 比較文化論
担　当 山本浩 蔵原
教　室 354/355 353

２年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Aﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 ゲーム制作技術総合実習Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 水上&川上 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 277/278 311&312
科　目 英語コミュニケーションⅡａ ゲーム制作技術総合実習Ⅰ 英語コミュニケーションⅡａ ゲームプログラム構成基礎Ⅲ 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 水上&川上 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 竹渕 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 371-373&352&353 277/278 371-373&352&353 354/355 311&312
科　目 ゲーム制作技術総合実習Ⅰ 統計論 ゲームプログラム構成基礎Ⅲ 地域共創デザイン実習

担　当 水上&川上 竹渕 竹渕 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 277/278 374-376 354/355 311&312
科　目 ゲームアルゴリズム コンテンツ制作マネジメント 地域共創デザイン実習

担　当 佐藤 斎藤直 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 354/355 354/355 311&312
科　目 映像論
担　当 渡部
教　室 354/355

３年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Aﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 エンタテインメント設計 デジタルコンテンツ制作応用 ゲームプログラミングⅡ 英語コミュニケーションⅢａ 知的財産権論
担　当 小野 斎藤直&渡部 水上 神保&菅谷&吉野&門田&裵 境
教　室 354/355 313 371-373 371-373&352&353 354/355
科　目 ゲームＡＩ Ⅰ デジタルコンテンツ制作応用 技術英語
担　当 佐藤 斎藤直&渡部 山根
教　室 354/355 313 374-376
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 社会と倫理
担　当 斎藤直&渡部 片方
教　室 313 354/355
科　目 デジタルコンテンツ制作応用

担　当 斎藤直&渡部
教　室 313
科　目 英語コミュニケーションⅢａ

担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵

教　室 371-373&352&353

４年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Aﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～6月） 前期（7～9月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 デジタルコンテンツ総合実習 持続可能な社会 デジタルコンテンツ総合実習 ベンチャー起業経営

担　当 二村&山本浩 大守 二村&山本浩 本西 科目名
教　室 313 377 313 374-376 臨地実務実習Ⅲ
科　目 デジタルコンテンツ総合実習 持続可能な社会 デジタルコンテンツ総合実習 ベンチャー起業経営

担　当 二村&山本浩 大守 二村&山本浩 本西 時間数
教　室 313 377 313 374-376 １日7.5時間
科　目 デジタルコンテンツ総合実習 デジタルコンテンツ総合実習 合計30日
担　当 二村&山本浩 二村&山本浩 実習場所
教　室 313 313 各実習施設
科　目 英語コミュニケーションⅣａ 科目担当
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 藤田
教　室 371-373&352&353 川上
科　目 英語コミュニケーションⅣａ 小野
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 齋藤長
教　室 374-376&352&353
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時間割 2-1-A 工科学部　デジタルエンタテインメント学科

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽコース　Aﾊﾟﾀｰﾝ　後期

１年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科 後期（10～2月）

月 火 水 木 金 土

科　目 英語コミュニケーションⅠｂ 英語コミュニケーションⅠｂ

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 須賀&菅谷&吉野&門田&福島

教　室 371-373&352&353 371-373&352&353

科　目 コンピュータグラフィックスⅡ デジタル映像表現技法基礎

担　当 藤田 渡部
教　室 374-376 354/355

科　目 ゲーム構成論Ⅱ 線形代数 プロジェクトマネジメント

担　当 山根 嘉村 十返
教　室 371-373 353 377

科　目 ゲームプログラム構成基礎Ⅱ コミュニケーションツール プログラミング言語基礎 解析学 デジタル造形Ⅱ

担　当 竹渕 村上 髙橋 藤木 山本浩
教　室 371-373 353 374-376 352 371-373

科　目 コミュニケーションと記号論 デジタル造形Ⅱ

担　当 中谷 山本浩
教　室 371-373 371-373

２年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Aﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～11月） 後期（12～2月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 ゲーム制作技術総合実習Ⅱ チームワークとリーダーシップ ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 地域共創デザイン実習

担　当 竹渕&二村 石田 竹渕&二村 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 科目名
教　室 313 354/355 277/278 311&312 臨地実務実習Ⅰ
科　目 英語コミュニケーションⅡｂ ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 英語コミュニケーションⅡｂ ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 竹渕&二村 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 竹渕&二村 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 時間数
教　室 371-373&352&353 313 371-373&352&353 277/278 311&312 １日7.5時間
科　目 チームワークとリーダーシップ ゲームプログラミングⅠ 地域共創デザイン実習 合計20日
担　当 石田 水上 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 実習場所
教　室 374-376 371-373 311&312 各実習施設
科　目 ゲームプログラミングⅠ 地域共創デザイン実習 科目担当
担　当 水上 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 渡部
教　室 371-373 311&312 竹渕
科　目 小野
担　当 齋藤長
教　室

３年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Aﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（12～2月） 後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 グローバル市場化戦略 ゲームＡＩ Ⅱ デジタルコンテンツ制作応用 ゲームプログラミングⅢ 英語コミュニケーションⅢｂ 企業経営論
担　当 小野 佐藤 斎藤直&渡部 水上 神保&菅谷&吉野&門田&裵 本西 科目名
教　室 374-376 354/355 313 371-373 371-373&352&353 354/355 臨地実務実習Ⅱ
科　目 グローバル市場化戦略 ゲームＡＩ Ⅱ デジタルコンテンツ制作応用 ゲームプログラミングⅢ ゲームＡＩ Ⅱ 企業経営論
担　当 小野 佐藤 斎藤直&渡部 水上 佐藤 本西 時間数
教　室 374-376 354/355 313 371-373 354/355 354/355 １日7.5時間
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 ゲームＡＩ Ⅱ 合計30日
担　当 斎藤直&渡部 佐藤 実習場所
教　室 313 354/355 各実習施設
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 科目担当
担　当 斎藤直&渡部 山根
教　室 313 二村
科　目 英語コミュニケーションⅢｂ 藤田
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 川上
教　室 371-373&352&353

４年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Aﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作
担　当 教授7名　准教授2名

教　室 313
科　目 卒業研究制作
担　当 教授7名　准教授2名

教　室 313
科　目 卒業研究制作
担　当 教授7名　准教授2名

教　室 313
科　目

担　当

教　室

科　目

担　当

教　室
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時間割 2-1-B 工科学部　デジタルエンタテインメント学科

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽコース　Bﾊﾟﾀｰﾝ　前期

２年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Bﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 ゲーム制作技術総合実習Ⅰ 映像論 地域共創デザイン実習

担　当 水上&川上 渡部 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 277/278 353 311&312
科　目 英語コミュニケーションⅡａ ゲーム制作技術総合実習Ⅰ 英語コミュニケーションⅡａ ゲームプログラム構成基礎Ⅲ 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 水上&川上 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 竹渕 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 371-373&352&353 277/278 371-373&352&353 354/355 311&312
科　目 ゲーム制作技術総合実習Ⅰ ゲームプログラム構成基礎Ⅲ 地域共創デザイン実習

担　当 水上&川上 竹渕 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 277/278 354/355 311&312
科　目 統計論 地域共創デザイン実習

担　当 竹渕 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 374-376 311&312
科　目 ゲームアルゴリズム コンテンツ制作マネジメント

担　当 佐藤 斎藤直
教　室 352 353

３年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Bﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 ゲームプログラミングⅡ 英語コミュニケーションⅢａ

担　当 斎藤直&渡部 水上 神保&菅谷&吉野&門田&裵

教　室 313 371-373 371-373&352&353

科　目 エンタテインメント設計 デジタルコンテンツ制作応用 知的財産権論
担　当 小野 斎藤直&渡部 境
教　室 374-376 313 352
科　目 ゲームＡＩ Ⅰ デジタルコンテンツ制作応用 技術英語
担　当 佐藤 斎藤直&渡部 山根
教　室 354/355 313 352
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 社会と倫理
担　当 斎藤直&渡部 片方
教　室 313 377
科　目 英語コミュニケーションⅢａ

担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵

教　室 371-373&352&353

４年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Bﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～6月） 前期（7～9月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 デジタルコンテンツ総合実習 デジタルコンテンツ総合実習

担　当 二村&山本浩 二村&山本浩 科目名
教　室 313 313 臨地実務実習Ⅲ
科　目 デジタルコンテンツ総合実習 デジタルコンテンツ総合実習

担　当 二村&山本浩 二村&山本浩 時間数
教　室 313 313 １日7.5時間
科　目 デジタルコンテンツ総合実習 持続可能な社会 デジタルコンテンツ総合実習 ベンチャー起業経営 合計30日
担　当 二村&山本浩 大守 二村&山本浩 本西 実習場所
教　室 313 352 313 353 各実習施設
科　目 英語コミュニケーションⅣａ 持続可能な社会 ベンチャー起業経営 科目担当
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 大守 本西 藤田
教　室 371-373&352&353 352 353 川上
科　目 英語コミュニケーションⅣａ 小野
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 齋藤長
教　室 374-376&352&353

資料23

時間帯

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅴ

Ⅳ

時間帯

Ⅱ

Ⅰ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅰ

時間帯

Ⅲ

Ⅱ

Ⅴ

Ⅳ

22



時間割 2-1-B 工科学部　デジタルエンタテインメント学科

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽコース　Bﾊﾟﾀｰﾝ　後期

２年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Bﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～11月） 後期（12～2月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 ゲーム制作技術総合実習Ⅱ ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 地域共創デザイン実習

担　当 竹渕&二村 竹渕&二村 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 科目名
教　室 313 277/278 311&312 臨地実務実習Ⅰ
科　目 英語コミュニケーションⅡｂ ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 英語コミュニケーションⅡｂ ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 竹渕&二村 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 竹渕&二村 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 時間数
教　室 371-373&352&353 313 371-373&352&353 277/278 311&312 １日7.5時間
科　目 ゲームプログラミングⅠ 地域共創デザイン実習 合計20日
担　当 水上 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 実習場所
教　室 371-373 311&312 各実習施設
科　目 ゲームプログラミングⅠ 地域共創デザイン実習 科目担当
担　当 水上 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 渡部
教　室 371-373 311&312 竹渕
科　目 チームワークとリーダーシップ チームワークとリーダーシップ 小野
担　当 石田 石田 齋藤長
教　室 374-376 352

３年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Bﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（12～2月） 後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 ゲームＡＩ Ⅱ デジタルコンテンツ制作応用 ゲームプログラミングⅢ 英語コミュニケーションⅢｂ

担　当 佐藤 斎藤直&渡部 水上 神保&菅谷&吉野&門田&裵 科目名
教　室 354/355 313 371-373 371-373&352&353 臨地実務実習Ⅱ
科　目 ゲームＡＩ Ⅱ デジタルコンテンツ制作応用 ゲームプログラミングⅢ ゲームＡＩ Ⅱ
担　当 佐藤 斎藤直&渡部 水上 佐藤 時間数
教　室 354/355 313 371-373 354/355 １日7.5時間
科　目 グローバル市場化戦略 デジタルコンテンツ制作応用 ゲームＡＩ Ⅱ 企業経営論 合計30日
担　当 小野 斎藤直&渡部 佐藤 本西 実習場所
教　室 374-376 313 354/355 353 各実習施設
科　目 グローバル市場化戦略 デジタルコンテンツ制作応用 企業経営論 科目担当
担　当 小野 斎藤直&渡部 本西 山根
教　室 374-376 313 353 二村
科　目 英語コミュニケーションⅢｂ 藤田
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 川上
教　室 371-373&352&353

４年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Bﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作
担　当 教授7名　准教授2名

教　室 313
科　目 卒業研究制作
担　当 教授7名　准教授2名

教　室 313
科　目 卒業研究制作
担　当 教授7名　准教授2名

教　室 313
科　目

担　当

教　室

科　目

担　当

教　室
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時間割 2-1-C 工科学部　デジタルエンタテインメント学科

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽコース　Cﾊﾟﾀｰﾝ　前期

２年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Cﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 ゲーム制作技術総合実習Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 水上&川上 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 277/278 311&312
科　目 英語コミュニケーションⅡａ ゲーム制作技術総合実習Ⅰ 英語コミュニケーションⅡａ 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 水上&川上 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 371-373&352&353 277/278 371-373&352&353 311&312
科　目 ゲーム制作技術総合実習Ⅰ 統計論 地域共創デザイン実習

担　当 水上&川上 竹渕 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 277/278 374-376 311&312
科　目 ゲームアルゴリズム コンテンツ制作マネジメント ゲームプログラム構成基礎Ⅲ 地域共創デザイン実習

担　当 佐藤 斎藤直 竹渕 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 354/355 354/355 354/355 311&312
科　目 映像論 ゲームプログラム構成基礎Ⅲ

担　当 渡部 竹渕
教　室 354/355 354/355

３年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Cﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 エンタテインメント設計 デジタルコンテンツ制作応用 インターフェースデザイン 英語コミュニケーションⅢａ 知的財産権論
担　当 小野 斎藤直&渡部 山根 神保&菅谷&吉野&門田&裵 境
教　室 354/355 313 374-376 371-373&352&353 354/355
科　目 ゲームハード概論 ゲームＡＩ Ⅰ デジタルコンテンツ制作応用 技術英語
担　当 二村 佐藤 斎藤直&渡部 山根
教　室 374-376 354/355 313 374-376
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 社会と倫理
担　当 斎藤直&渡部 片方
教　室 313 354/355
科　目 デジタルコンテンツ制作応用

担　当 斎藤直&渡部
教　室 313
科　目 英語コミュニケーションⅢａ

担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵

教　室 371-373&352&353

４年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Cﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～6月） 前期（7～9月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 デジタルコンテンツ総合実習 持続可能な社会 デジタルコンテンツ総合実習 ベンチャー起業経営

担　当 二村&山本浩 大守 二村&山本浩 本西 科目名
教　室 313 377 313 374-376 臨地実務実習Ⅲ
科　目 デジタルコンテンツ総合実習 持続可能な社会 デジタルコンテンツ総合実習 ベンチャー起業経営

担　当 二村&山本浩 大守 二村&山本浩 本西 時間数
教　室 313 377 313 374-376 １日7.5時間
科　目 デジタルコンテンツ総合実習 デジタルコンテンツ総合実習 合計30日
担　当 二村&山本浩 二村&山本浩 実習場所
教　室 313 313 各実習施設
科　目 英語コミュニケーションⅣａ 科目担当
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 藤田
教　室 371-373&352&353 川上
科　目 英語コミュニケーションⅣａ 小野
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 齋藤長
教　室 374-376&352&353
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時間割 2-1-C 工科学部　デジタルエンタテインメント学科

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽコース　Cﾊﾟﾀｰﾝ　後期

２年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Cﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～11月） 後期（12～2月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 ゲーム制作技術総合実習Ⅱ チームワークとリーダーシップ ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 地域共創デザイン実習

担　当 竹渕&二村 石田 竹渕&二村 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 科目名
教　室 313 354/355 277/278 311&312 臨地実務実習Ⅰ
科　目 英語コミュニケーションⅡｂ ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 英語コミュニケーションⅡｂ ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 竹渕&二村 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 竹渕&二村 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 時間数
教　室 371-373&352&353 313 371-373&352&353 277/278 311&312 １日7.5時間
科　目 チームワークとリーダーシップ 地域共創デザイン実習 合計20日
担　当 石田 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 実習場所
教　室 374-376 311&312 各実習施設
科　目 ゲームデザイン実践演習 地域共創デザイン実習 科目担当
担　当 川上 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 渡部
教　室 371-373 311&312 竹渕
科　目 ゲームデザイン実践演習 小野
担　当 川上 齋藤長
教　室 371-373

３年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Cﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（12～2月） 後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 グローバル市場化戦略 デジタルコンテンツ制作応用 英語コミュニケーションⅢｂ 企業経営論
担　当 小野 斎藤直&渡部 神保&菅谷&吉野&門田&裵 本西 科目名
教　室 374-376 313 371-373&352&353 354/355 臨地実務実習Ⅱ
科　目 グローバル市場化戦略 デジタルコンテンツ制作応用 企業経営論
担　当 小野 斎藤直&渡部 本西 時間数
教　室 374-376 313 354/355 １日7.5時間
科　目 ゲームＡＩ Ⅱ デジタルコンテンツ制作応用 合計30日
担　当 佐藤 斎藤直&渡部 実習場所
教　室 354/355 313 各実習施設
科　目 ゲームＡＩ Ⅱ デジタルコンテンツ制作応用 ゲームＡＩ Ⅱ 科目担当
担　当 佐藤 斎藤直&渡部 佐藤 山根
教　室 354/355 313 354/355 二村
科　目 英語コミュニケーションⅢｂ ゲームＡＩ Ⅱ 藤田
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 佐藤 川上
教　室 371-373&352&353 354/355

４年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Cﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作
担　当 教授7名　准教授2名

教　室 313
科　目 卒業研究制作
担　当 教授7名　准教授2名

教　室 313
科　目 卒業研究制作
担　当 教授7名　准教授2名

教　室 313
科　目

担　当

教　室

科　目

担　当

教　室
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時間割 2-1-D 工科学部　デジタルエンタテインメント学科

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽコース　Dﾊﾟﾀｰﾝ　前期

２年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Dﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 ゲーム制作技術総合実習Ⅰ 映像論 地域共創デザイン実習

担　当 水上&川上 渡部 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 277/278 353 311&312
科　目 英語コミュニケーションⅡａ ゲーム制作技術総合実習Ⅰ 英語コミュニケーションⅡａ 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 水上&川上 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 371-373&352&353 277/278 371-373&352&353 311&312
科　目 ゲーム制作技術総合実習Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 水上&川上 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 277/278 311&312
科　目 統計論 ゲームプログラム構成基礎Ⅲ 地域共創デザイン実習

担　当 竹渕 竹渕 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 374-376 354/355 311&312
科　目 ゲームアルゴリズム コンテンツ制作マネジメント ゲームプログラム構成基礎Ⅲ

担　当 佐藤 斎藤直 竹渕
教　室 352 353 354/355

３年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Dﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 インターフェースデザイン 英語コミュニケーションⅢａ

担　当 斎藤直&渡部 山根 神保&菅谷&吉野&門田&裵

教　室 313 374-376 371-373&352&353

科　目 ゲームハード概論 エンタテインメント設計 デジタルコンテンツ制作応用 知的財産権論
担　当 二村 小野 斎藤直&渡部 境
教　室 374-376 374-376 313 352
科　目 ゲームＡＩ Ⅰ デジタルコンテンツ制作応用 技術英語
担　当 佐藤 斎藤直&渡部 山根
教　室 354/355 313 352
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 社会と倫理
担　当 斎藤直&渡部 片方
教　室 313 377
科　目 英語コミュニケーションⅢａ

担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵

教　室 371-373&352&353

４年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Dﾊﾟﾀｰﾝ） 前期（4～6月） 前期（7～9月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 デジタルコンテンツ総合実習 デジタルコンテンツ総合実習

担　当 二村&山本浩 二村&山本浩 科目名
教　室 313 313 臨地実務実習Ⅲ
科　目 デジタルコンテンツ総合実習 デジタルコンテンツ総合実習

担　当 二村&山本浩 二村&山本浩 時間数
教　室 313 313 １日7.5時間
科　目 デジタルコンテンツ総合実習 持続可能な社会 デジタルコンテンツ総合実習 ベンチャー起業経営 合計30日
担　当 二村&山本浩 大守 二村&山本浩 本西 実習場所
教　室 313 352 313 353 各実習施設
科　目 英語コミュニケーションⅣａ 持続可能な社会 ベンチャー起業経営 科目担当
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 大守 本西 藤田
教　室 371-373&352&353 352 353 川上
科　目 英語コミュニケーションⅣａ 小野
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 齋藤長
教　室 374-376&352&353
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時間割 2-1-D 工科学部　デジタルエンタテインメント学科

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽコース　Dﾊﾟﾀｰﾝ　後期

２年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Dﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～11月） 後期（12～2月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 ゲーム制作技術総合実習Ⅱ ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 地域共創デザイン実習

担　当 竹渕&二村 竹渕&二村 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 科目名
教　室 313 277/278 311&312 臨地実務実習Ⅰ
科　目 英語コミュニケーションⅡｂ ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 英語コミュニケーションⅡｂ ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 竹渕&二村 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 竹渕&二村 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 時間数
教　室 371-373&352&353 313 371-373&352&353 277/278 311&312 １日7.5時間
科　目 地域共創デザイン実習 合計20日
担　当 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 実習場所
教　室 311&312 各実習施設
科　目 ゲームデザイン実践演習 地域共創デザイン実習 科目担当
担　当 川上 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 渡部
教　室 371-373 311&312 竹渕
科　目 チームワークとリーダーシップ チームワークとリーダーシップ ゲームデザイン実践演習 小野
担　当 石田 石田 川上 齋藤長
教　室 374-376 352 371-373

３年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Dﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（12～2月） 後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 英語コミュニケーションⅢｂ

担　当 斎藤直&渡部 神保&菅谷&吉野&門田&裵 科目名
教　室 313 371-373&352&353 臨地実務実習Ⅱ
科　目 デジタルコンテンツ制作応用

担　当 斎藤直&渡部 時間数
教　室 313 １日7.5時間
科　目 グローバル市場化戦略 ゲームＡＩ Ⅱ デジタルコンテンツ制作応用 企業経営論 合計30日
担　当 小野 佐藤 斎藤直&渡部 本西 実習場所
教　室 374-376 354/355 313 353 各実習施設
科　目 グローバル市場化戦略 ゲームＡＩ Ⅱ デジタルコンテンツ制作応用 ゲームＡＩ Ⅱ 企業経営論 科目担当
担　当 小野 佐藤 斎藤直&渡部 佐藤 本西 山根
教　室 374-376 354/355 313 354/355 353 二村
科　目 英語コミュニケーションⅢｂ ゲームＡＩ Ⅱ 藤田
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 佐藤 川上
教　室 371-373&352&353 354/355

４年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Dﾊﾟﾀｰﾝ） 後期（10～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作
担　当 教授7名　准教授2名

教　室 313
科　目 卒業研究制作
担　当 教授7名　准教授2名

教　室 313
科　目 卒業研究制作
担　当 教授7名　准教授2名

教　室 313
科　目

担　当

教　室

科　目

担　当

教　室
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時間割 2-2 工科学部　デジタルエンタテインメント学科

ＣＧアニメーションコース　前期

１年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土

科　目 英語コミュニケーションⅠａ 企画・発想法 英語コミュニケーションⅠａ 比較文化論
担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 中谷 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 蔵原
教　室 371-373&352&353 353 371-373&352&353 354/355

科　目 ＣＧデザイン基礎 コンピュータグラフィックスⅠ デジタル造形Ⅰ 電子情報工学概論

担　当 吉田 藤田 山本浩 蛭田
教　室 277/278 353 354/355 352

科　目 ゲーム構成論Ⅰ デジタル造形Ⅰ コンテンツデザイン概論

担　当 山根 山本浩 源田&斎藤直
教　室 353 354/355 374-376

科　目 ゲームプログラム構成基礎Ⅰ

担　当 竹渕
教　室 354/355

科　目 ゲームプログラム構成基礎Ⅰ 感性をはかる
担　当 竹渕 大上
教　室 354/355 352

２年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（CGｱﾆﾒｰｼｮﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 映像論 地域共創デザイン実習

担　当 渡部 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 353 311&312
科　目 英語コミュニケーションⅡａ ＣＧアニメーション総合実習Ⅰ 英語コミュニケーションⅡａ デジタル映像表現技法応用 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 近藤 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 渡部 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 371-373&352&353 257/258 371-373&352&353 277/278 311&312
科　目 ＣＧアニメーション総合実習Ⅰ デジタル映像表現技法応用 地域共創デザイン実習

担　当 近藤 渡部 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 257/258 277/278 311&312
科　目 ＣＧアニメーション総合実習Ⅰ 統計論 地域共創デザイン実習

担　当 近藤 竹渕 大関&駒井&西田&中谷&蛭田

教　室 257/258 374-376 311&312
科　目 ゲームアルゴリズム コンテンツ制作マネジメント

担　当 佐藤 斎藤直
教　室 352 353

３年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（CGｱﾆﾒｰｼｮﾝ） 前期（4～9月）

月 火 水 木 金 土
科　目 ゲームハード概論 デジタルコンテンツ制作応用 英語コミュニケーションⅢａ

担　当 二村 斎藤直&渡部 神保&菅谷&吉野&門田&裵

教　室 374-376 313 371-373&352&353

科　目 エンタテインメント設計 デジタルコンテンツ制作応用 知的財産権論
担　当 小野 斎藤直&渡部 境
教　室 374-376 313 352
科　目 ゲームＡＩ Ⅰ デジタルコンテンツ制作応用 技術英語
担　当 佐藤 斎藤直&渡部 山根
教　室 354/355 313 352
科　目 インターフェースデザイン デジタルコンテンツ制作応用 社会と倫理
担　当 山根 斎藤直&渡部 片方
教　室 374-376 313 377
科　目 英語コミュニケーションⅢａ

担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵

教　室 371-373&352&353

４年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（CGｱﾆﾒｰｼｮﾝ） 前期（4～6月） 前期（7～9月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 デジタルコンテンツ総合実習 デジタルコンテンツ総合実習

担　当 二村&山本浩 二村&山本浩 科目名
教　室 313 313 臨地実務実習Ⅲ
科　目 デジタルコンテンツ総合実習 デジタルコンテンツ総合実習

担　当 二村&山本浩 二村&山本浩 時間数
教　室 313 313 １日7.5時間
科　目 デジタルコンテンツ総合実習 持続可能な社会 デジタルコンテンツ総合実習 ベンチャー起業経営 合計30日
担　当 二村&山本浩 大守 二村&山本浩 本西 実習場所
教　室 313 352 313 353 各実習施設
科　目 英語コミュニケーションⅣａ 持続可能な社会 ベンチャー起業経営 科目担当
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 大守 本西 藤田
教　室 371-373&352&353 352 353 川上
科　目 英語コミュニケーションⅣａ 小野
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 齋藤長
教　室 374-376&352&353

時間帯

Ⅰ
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Ⅳ

Ⅴ

Ⅱ

Ⅲ

時間帯

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅴ

Ⅳ

時間帯

Ⅱ

Ⅰ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅰ

時間帯

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅴ

28



時間割 2-2 工科学部　デジタルエンタテインメント学科

ＣＧアニメーションコース　後期

１年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科 後期（10～2月）

月 火 水 木 金 土

科　目 英語コミュニケーションⅠｂ 英語コミュニケーションⅠｂ

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 須賀&菅谷&吉野&門田&福島

教　室 371-373&352&353 371-373&352&353

科　目 プロジェクトマネジメント

担　当 十返
教　室 377

科　目 解析学 コミュニケーションと記号論 プログラミング言語基礎 ゲームプログラム構成基礎Ⅱ

担　当 藤木 中谷 髙橋 竹渕
教　室 352 352 371-373 371-373

科　目 コンピュータグラフィックスⅡ 線形代数 デジタル造形Ⅱ ゲーム構成論Ⅱ デジタル映像表現技法基礎

担　当 藤田 嘉村 山本浩 山根 渡部
教　室 377 352 374-376 374-376 371-373

科　目 コミュニケーションツール デジタル造形Ⅱ

担　当 村上 山本浩
教　室 352 374-376

２年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（CGｱﾆﾒｰｼｮﾝ） 後期（10～11月） 後期（12～2月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 デジタルキャラクタ実践演習 地域共創デザイン実習

担　当 源田 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 科目名
教　室 313 311&312 臨地実務実習Ⅰ
科　目 英語コミュニケーションⅡｂ 英語コミュニケーションⅡｂ デジタルキャラクタ実践演習 地域共創デザイン実習

担　当 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 須賀&菅谷&吉野&門田&福島 源田 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 時間数
教　室 371-373&352&353 371-373&352&353 313 311&312 １日7.5時間
科　目 デジタルキャラクタ実践演習 ＣＧアニメーション総合実習Ⅱ ＣＧアニメーション総合実習Ⅱ 地域共創デザイン実習 合計20日
担　当 源田 近藤 近藤 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 実習場所
教　室 313 313 257/258 311&312 各実習施設
科　目 デジタルキャラクタ実践演習 ＣＧアニメーション総合実習Ⅱ ＣＧアニメーション総合実習Ⅱ 地域共創デザイン実習 科目担当
担　当 源田 近藤 近藤 大関&駒井&西田&中谷&蛭田 渡部
教　室 313 313 257/258 311&312 竹渕
科　目 チームワークとリーダーシップ チームワークとリーダーシップ 小野
担　当 石田 石田 齋藤長
教　室 374-376 352

３年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（CGｱﾆﾒｰｼｮﾝ） 後期（12～2月） 後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土 月～金
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 ＣＧアニメーション総合演習 英語コミュニケーションⅢｂ

担　当 斎藤直&渡部 山本浩 神保&菅谷&吉野&門田&裵 科目名
教　室 313 313 371-373&352&353 臨地実務実習Ⅱ
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 ＣＧアニメーション総合演習

担　当 斎藤直&渡部 山本浩 時間数
教　室 313 313 １日7.5時間
科　目 グローバル市場化戦略 デジタルコンテンツ制作応用 企業経営論 合計30日
担　当 小野 斎藤直&渡部 本西 実習場所
教　室 374-376 313 353 各実習施設
科　目 グローバル市場化戦略 デジタルコンテンツ制作応用 企業経営論 科目担当
担　当 小野 斎藤直&渡部 本西 山根
教　室 374-376 313 353 二村
科　目 英語コミュニケーションⅢｂ 藤田
担　当 神保&菅谷&吉野&門田&裵 川上
教　室 371-373&352&353

４年 - ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科（CGｱﾆﾒｰｼｮﾝ） 後期（10～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作
担　当 教授7名　准教授2名

教　室 313
科　目 卒業研究制作
担　当 教授7名　准教授2名

教　室 313
科　目 卒業研究制作
担　当 教授7名　准教授2名

教　室 313
科　目

担　当

教　室

科　目

担　当

教　室
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時間帯

Ⅰ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅱ

Ⅲ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅳ
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蔵書数一覧

蔵書数一覧　（開学時）

図書 （冊） 学術雑誌 （種）

〔うち
　外国書〕

〔うち
　外国書〕

〔うち
　外国書〕

15,774 190 70 15 15 15

既存 11,167 45 2 0 0 0

新規購入 260 0 29 13 13 13

合計 11,427 45 31 13 13 13

既存 3,213 81 8 0 0 0

新規購入 238 0 9 0 0 0

合計 3,451 81 17 0 0 0

既存 857 64 17 0 0 0

新規購入 39 0 5 2 2 2

合計 896 64 22 2 2 2

既存 15,237 190 27 0 0 0

新規購入 537 0 43 15 15 15

合計 15,774 190 70 15 15 15

65,774 4,432 206 15 15 15

資料24

モード学園コクーンタワー蔵書合計

電子ジャーナル

東京国際工科専門職大学合計

情報工学科

デジタルエン
タテインメン
ト学科

学科共通

東京国際工科
専門職大学計

1



No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社 数量

1 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 アジャイルコーチング  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

2 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 坂本真樹先生が教える人工知能がほぼほぼわかる本  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

3 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 人工知能の創発 ―知能の進化とシミュレーション―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

4 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ゲーム産業における人工知能 （人工知能 : journal of Japanese Society for
Artificial Intelligence Vol.32 No.2）  ＜※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

5 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 人工知能とは  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

6 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア工学  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

7 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 情報社会の「哲学」 ―グーグル・ビッグデータ・人工知能―  ＜※同時アクセス数1
台＞

勁草書房 1

8 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 MATLABによるシステムプログラミング ―プロセス・ロボット・非線形システム制御か
らDCS構築まで―  ＜※同時アクセス数1台＞

コロナ社 1

9 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 エクストリームプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

10 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 人工知能の基礎 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

11 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ゴール&ストラテジ入門 ―残念なシステムの無くし方 : GQM+Strategies―  ＜※同
時アクセス数1台＞

オーム社 1

12 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Docker コンテナ実践検証 （Think IT Books）  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

13 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 人工知能入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

14 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア開発実践 ―科学技術シミュレーションソフトの設計―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京大学出版会 1

15 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア開発 改訂2版（IT text）  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

16 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Dockerエキスパート養成読本 ―活用の基礎と実践ノウハウ満載!―（Software
design plusシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

17 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 一人称研究のすすめ ―知能研究の新しい潮流―  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

18 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Event-B ―リファインメント・モデリングに基づく形式手法―  ＜※同時アクセス数1
台＞

近代科学社 1

19 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア品質知識体系ガイド ―SQuBOK Guide V2―第2版  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

20 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェアエンジニアリング基礎知識体系 ―SWEBOK V3.0―  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

21 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 オートマトン・形式言語理論 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

22 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 入門パターン認識と機械学習 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

23 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア工学 第3版（情報科学こんせぷつ 7）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

24 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェアシステム工学入門 （未来へつなぐデジタルシリーズ）  ＜※同時アクセス
数1台＞

共立出版 1

25 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 人工知能の方法 ―ゲームからWWWまで― （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

26 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 オンラインジャッジではじめるC/C++プログラミング入門 = Online programming
challenge!  ＜※同時アクセス数1台＞

マイナビ 1

27 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 イラストで学ぶ人工知能概論  ＜※同時アクセス数1台＞ 講談社 1

28 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 人工知能と人工生命の基礎  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

29 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 AIによる大規模データ処理入門  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

新規購入図書一覧 資料　25

1



No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社 数量

新規購入図書一覧 資料　25

30 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 リファクタリング （シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 応用編）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

31 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 テスト駆動開発 （シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 応用編）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

32 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 データベース （シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 基礎編）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

33 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 実践反復型ソフトウェア開発  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

34 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 形式手法入門 ―ロジックによるソフトウェア設計―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

35 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 学生のための画像処理プログラミング演習 ―Visual C++.NET版―  ＜※同時アク
セス数1台＞

東京電機大学出版局 1

36 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Java （シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 基礎編）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

37 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Ruby （シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 基礎編）  ＜※同時アクセス数1台
＞

東京電機大学出版局 1

38 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 アジャイル概論 （シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 応用編）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

39 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 知識システムの実装基礎 ―スライドで理解する人工知能技術―  ＜※同時アクセス
数1台＞

コロナ社 1

40 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 チームコンサート超入門 ―デスマーチ対策ツール : IBM rational team concert ―
改訂版  ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

41 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 抽象によるソフトウェア設計 ―Alloyではじめる形式手法―  ＜※同時アクセス数1台
＞

オーム社 1

42 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Gitによるバージョン管理  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

43 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 情熱プログラマー ―ソフトウェア開発者の幸せな生き方―  ＜※同時アクセス数1台
＞

オーム社 1

44 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 はじめてのAIアプリケーション ―C言語で作るネットワークエージェントと機械学習―
＜※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

45 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 知能の原理 ―身体性に基づく構成論的アプローチ―  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

46 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア工学 （情報工学レクチャーシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

47 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Cによるソフトウェア開発の基礎 ―データ構造とアルゴリズムの基礎から―  ＜※同
時アクセス数1台＞

オーム社 1

48 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 入門git  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

49 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 「要求」の基本原則 （技評SE選書 003）  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

50 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア開発はなぜ難しいのか ―人月の神話を超えて―（技評SE選書 005）
＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

51 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア開発の名著を読む 第2版（技評SE選書 004）  ＜※同時アクセス数1台
＞

技術評論社 1

52 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア開発で伸びる人、伸びない人 第2版（技評SE選書 002）  ＜※同時アク
セス数1台＞

技術評論社 1

53 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Manage It!現場開発者のための達人式プロジェクトマネジメント  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

54 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 新人工知能の基礎知識  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

55 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 SPINモデル検査 ―検証モデリング技法 = Model checking with SPIN―  ＜※同時
アクセス数1台＞

近代科学社 1

56 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Subversion実践入門 ―達人プログラマに学ぶバージョン管理― 第2版  ＜※同時
アクセス数1台＞

オーム社 1

57 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 アジャイルプラクティス ―達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣―  ＜※同時ア
クセス数1台＞

オーム社 1

58 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 アジャイルレトロスペクティブズ ―強いチームを育てる「ふりかえり」の手引き―  ＜
※同時アクセス数1台＞

オーム社 1
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59 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア品質知識体系ガイド ―SQuBOK Guide―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

60 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Ship it!ソフトウェアプロジェクト成功のための達人式ガイドブック  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

61 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 はじめてのAI (エーアイ) プログラミング ―C言語で作る人工知能と人工無能―  ＜
※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

62 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア開発へのSWEBOKの適用  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

63 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 チャンス発見の情報技術 ―ポストデータマイニング時代の意思決定支援―  ＜※
同時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

64 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 例題でわかるC++Builder ―しっかり作れるビジュアルソフト―  ＜※同時アクセス数
1台＞

東京電機大学出版局 1

65 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ニューラルネットワークとファジィ信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 9）  ＜
※同時アクセス数1台＞

コロナ社 1

66 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 学生のためのC++  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

67 臨床医学、診
断・治療

電子書籍/内国書 情報工学科 未来を動かすソフトアクチュエータ ―高分子・生体材料を中心とした研究開発―
（新材料・新素材シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞

シーエムシー出版 1

68 研究法、指導
法、技術教育

電子書籍/内国書 情報工学科 マンガでわかる技術英語  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

69 研究法、指導
法、技術教育

電子書籍/内国書 情報工学科 アクリルロボット工作ガイド  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

70 研究法、指導
法、技術教育

電子書籍/内国書 情報工学科 タミヤ工作パーツで作るしくみがわかるロボット工作教室  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

71 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 若い技術者のための機械・金属材料 第3版 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 丸善出版 1

72 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 実務に役立つ機械設計の考え方×進め方  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

73 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機構学 ―大学課程―改訂2版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

74 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学 （Professional engineer library）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

75 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 振動工学 ―振動の基礎から実用解析入門まで―新装版  ＜※同時アクセス数1台
＞

森北出版 1

76 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 回転体力学の基礎と制振  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

77 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 材料力学 （Professional engineer library） （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

78 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械・金属材料学 （Professional engineer library） （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

79 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 次世代ものづくりのための電気・機械一体モデル （共立スマートセレクション =
Kyoritsu smart selection 3）  ＜※同時アクセス数1台＞

共立出版 1

80 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械設計法 第3版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

81 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 基礎から学べる機械力学  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

82 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 技術者のためのねじの力学 ―材料力学と数値解析で解き明かす―  ＜※同時アク
セス数1台＞

コロナ社 1

83 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械材料学  ＜※同時アクセス数1台＞ 丸善出版 1

84 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 やさしい機械図面の見方・描き方 改訂2版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

85 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械設計入門 （First Stageシリーズ 機械）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

86 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械製図入門 （First Stageシリーズ 機械）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

87 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械要素入門 1 （First Stageシリーズ 機械）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1
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88 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械要素入門 2 （First Stageシリーズ 機械）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

89 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 材料力学 ―機械設計の基礎― （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

90 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 実例で学ぶ機械力学・振動学 ―ロボットから身近な乗り物まで― （※）  ＜※同時
アクセス数1台＞

コロナ社 1

91 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 絵ときでわかる機械設計 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

92 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 気体軸受技術 ―設計・製作と運転のテクニック―  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

93 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 材料力学 第3版新装版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

94 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 演習で学ぶ機械力学 第3版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

95 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 入門立体形状のラピッドプロトタイピング  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

96 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 基礎から学ぶ実用機械の設計  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

97 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機構学  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

98 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 Excelで解く機械設計計算  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

99 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 実践気体軸受の設計と解析 ―有限要素法による動圧・静圧気体軸受解析―  ＜
※同時アクセス数1台＞

コロナ社 1

100 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 教科書では教えない機械設計製図  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

101 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 基礎から学ぶ機構学  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

102 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械強度設計のためのCAE入門 ―有限要素法活用のノウハウ―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

103 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機構学入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

104 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 やさしい機械設計の考え方・進め方  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

105 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 ナノスケールサーボ制御 ―高速・高精度に位置を決める技術―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

106 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学 （専門基礎ライブラリー）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

107 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械の設計考え方・解き方  第3版（わかりやすい機械教室）  ＜※同時アクセス数1
台＞

東京電機大学出版局 1

108 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 マルチボディダイナミクスの基礎 ―3次元運動方程式の立て方―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

109 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 やさしい機械図面の見方・描き方  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

110 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機構学  改訂（機械系大学講義シリーズ 12）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

111 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 振動学 （機械系大学講義シリーズ 11）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

112 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 図解機械材料  第３版  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

113 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 初めて学ぶ基礎機械システム  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

114 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学と構造  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

115 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 力学・材料・機械要素など （基礎シリーズ　. 機械要素概論 1）  ＜※同時アクセス数
1台＞

実教出版 1

116 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機構・伝達・ブレーキなど （基礎シリーズ　. 機械要素概論 2）  ＜※同時アクセス数
1台＞

実教出版 1
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117 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械の力学計算法 （機械計算法シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

118 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 Mathematicaによるメカニズム  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

119 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学 ―考え方・解き方― 第3版（わかりやすい機械教室）  ＜※同時アクセス
数1台＞

東京電機大学出版局 1

120 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 大学基礎機械材料  SI単位版  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

121 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学 ―基礎と演習―  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

122 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械材料学 （機械系大学講義シリーズ 6）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

123 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学 （機械系大学講義シリーズ 10）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

124 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

125 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械要素設計  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

126 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機構学 （実教理工学全書）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

127 機械工作、工
作機械

電子書籍/内国書 情報工学科 ミニフライス盤CNC化実践マニュアル ―ものづくりをステップアップ―（Think IT
Books）  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

128 機械工作、工
作機械

電子書籍/内国書 情報工学科 ミニ旋盤マスターブック ―基礎から応用までよくわかる―  ＜※同時アクセス数1台
＞

誠文堂新光社 1

129 機械工作、工
作機械

電子書籍/内国書 情報工学科 機械加工学の基礎  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

130 機械工作、工
作機械

電子書籍/内国書 情報工学科 はじめての研磨加工  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

131 機械工作、工
作機械

電子書籍/内国書 情報工学科 機械製作法要論 （理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

132 機械工作、工
作機械

電子書籍/内国書 情報工学科 機械加工学 （機械系大学講義シリーズ 27）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

133 電気工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電気・電子入門 （First Stageシリーズ 電気・電子）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

134 電気工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電気・電子の基礎 （専門基礎ライブラリー）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

135 電気工学 電子書籍/内国書 情報工学科 マンガでわかる電気  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

136 電気工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電気・電子概論 （基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

137 電気工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電気工学概論  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

138 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 過渡現象の基礎 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

139 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 即戦力エンジニアになるための電気・電子回路入門 ―イラストと図解で回路の基礎
と応用力が身に付く―  ＜※同時アクセス数1台＞

誠文堂新光社 1

140 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 基本からわかる電気電子材料講義ノート  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

141 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 基本からわかる電気電子計測講義ノート  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

142 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 完全図解電気と電子の基礎教室 ―回路の理解から制御まで―  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

143 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気電子回路 ―アナログ・ディジタル回路―（ロボティクスシリーズ 2） （※）  ＜※
同時アクセス数1台＞

コロナ社 1

144 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気電子機能材料 改訂3版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

145 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気電子工学のための基礎数学 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1
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146 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気電子計測 （基本を学ぶ）  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

147 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 回路理論  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

148 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 現代電気電子材料  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

149 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 回路理論 （基本を学ぶ）  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

150 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気・電子計測 第3版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

151 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気・電子計測入門 新版  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

152 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 教えて?わかった!電気電子計測  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

153 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気電子数学入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

154 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 学生のための電気回路  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

155 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 基礎から学ぶ電気回路計算  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

156 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気数学 （専門基礎ライブラリー）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

157 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 数値電界計算の基礎と応用 （理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

158 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 回路理論の計算法  第2版（電気計算法シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

159 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気・電子の基礎数学  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

160 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 入門回路理論  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

161 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 複素数・三角の基礎  新訂版（電気用数学 2）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

162 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 新電磁気計測 （大学講義シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

163 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 交流理論  第3版（電気工学基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

164 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 エレクトロニクスのための過渡現象 ―理論と演習― 新訂版（理工学講座）  ＜※同
時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

165 電気機器 電子書籍/内国書 情報工学科 マンガでわかるモーター  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

166 電気機器 電子書籍/内国書 情報工学科 永久磁石同期モータの制御 ―センサレスベクトル制御技術―  ＜※同時アクセス
数1台＞

東京電機大学出版局 1

167 電気機器 電子書籍/内国書 情報工学科 原理からわかるモータ技術入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 丸善出版 1

168 電気機器 電子書籍/内国書 情報工学科 無停電電源システム実務読本  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

169 電気機器 電子書籍/内国書 情報工学科 たのしくできる単相インバータの製作と実験  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

170 電気機器 電子書籍/内国書 情報工学科 たのしくできるやさしい電源の作り方  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

171 発電 電子書籍/内国書 情報工学科 災害対応ロボットのいま ―原発の除染と廃炉の現状と展望を探る―（ロボコンマガ
ジン No.95）  ＜※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

172 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 CMOS RF回路設計  ＜※同時アクセス数1台＞ 丸善出版 1

173 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 無線工学 B  第2版（1・2陸技受験教室 3）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

174 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 無線工学の基礎  第2版（1・2陸技受験教室 1）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1
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175 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 無線工学 A  第2版（1・2陸技受験教室 2）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

176 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 電波の基礎と応用 （理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

177 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 光ファイバ通信概論 （理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

178 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 アンテナおよび電波伝搬 （理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

179 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 通信ネットワーク （理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

180 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 無線機器システム（理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

181 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 高周波電磁気学（理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

182 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 XBeeによるArduino無線ロボット工作  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

183 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 誰でも作れるセンサロボット  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

184 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ロボット機構学 （ロボティクスシリーズ 8） （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

185 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ロボットの人類学 ―二〇世紀日本の機械と人間―  ＜※同時アクセス数1台＞ 世界思想社教学社 1

186 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ロボット考学と人間 ―未来のためのロボット工学―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

187 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 アクチュエータ工学入門 ―「動き」と「力」を生み出す驚異のメカニズム―（ブルー
バックス B-1873）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

188 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 RCサーボロボット製作入門 ―PICではじめる!―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

189 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ロボット工学の基礎 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

190 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 アンドロイドを造る  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

191 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ロボットのためのC言語によるマイコン制御の考え方  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

192 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 これで歩く!二足歩行ロボット入門  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

193 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 実践ロボットプログラミング ―LEGO Mindstorms NXTで目指せロボコン!―  ＜※同
時アクセス数1台＞

近代科学社 1

194 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 メカにこだわる!オリジナルロボットD・I・Y  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

195 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 人とロボットの「間」をデザインする  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

196 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 二足歩行ロボット自作入門 ―60日でできる!―  ＜※同時アクセス数1台＞ マイナビ 1

197 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 確率ロボティクス （Mynavi advanced library）  ＜※同時アクセス数1台＞ マイナビ 1

198 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ヒューマノイド工学 ―生物進化から学ぶ2関節筋ロボット機構―  ＜※同時アクセス
数1台＞

東京電機大学出版局 1

199 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 未来型アクチュエータ材料・デバイス  ＜※同時アクセス数1台＞ シーエムシー出版 1

200 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 たのしくできるPICロボット工作  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

201 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 知能ロボット （ハイテク選書）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

202 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 回路シミュレータLTspiceで学ぶ電子回路 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

203 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 スイッチング電源の原理と設計  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1
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204 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 基本からわかるディジタル回路講義ノート  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

205 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 基本からわかる電子回路講義ノート  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

206 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電子回路概論 （First stageシリーズ 電気・電子）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

207 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 メカトロニクス入門 （First Stageシリーズ 機械）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

208 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 メカトロニクス電子回路 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

209 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 はじめてのFPGA設計 ―VHDLによる回路記述からシミュレーションまで―  ＜※同
時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

210 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 基礎から学べる論理回路 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

211 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 回路解析力が身につく電子回路入門  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

212 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 アクティブ・プラズモニクス  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

213 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 VHDLによるFPGA設計&デバッグ  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

214 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 パワーデバイス  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

215 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 半導体・MEMSのための超臨界流体  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

216 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 イメージセンサの本質と基礎  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

217 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 はじめてのメカトロニクス 新装版 ―電子回路・センサ・アクチュエータのきほん―
＜※同時アクセス数1台＞

森北出版 1

218 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 らくらく図解LED発光ダイオードのしくみ  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

219 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電子回路と組込みプログラミング ―モータ制御で学ぶ―  ＜※同時アクセス数1台
＞

マイナビ 1

220 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ディジタル回路の基礎  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

221 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 図解・つくる電子回路 ―正しい工具の使い方、うまく作るコツ―（ブルーバックス B-
1553）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

222 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ディジタル回路の計算法 （電気計算法シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

223 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 最新メカトロニクス入門 （基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

224 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 最新電子回路入門 （基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

225 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ゼロから学ぶディジタル論理回路 （ゼロから学ぶシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台
＞

講談社 1

226 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ゼロから学ぶ電子回路  ＜※同時アクセス数1台＞ 講談社 1

227 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 たのしくできるセンサ回路と制御実験  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

228 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 メカトロニクス概論 1 : 入門編 （基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

229 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 メカトロニクス概論 2 : 応用編 （基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

230 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ディジタル回路 （大学講義シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

231 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 図解電子回路の基礎 ―ポイントスタディ― 第3版  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

232 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 図解・わかる電子回路 ―基礎からDOS/V活用まで―（ブルーバックス B-1084）  ＜
※同時アクセス数1台＞

講談社 1
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233 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電子回路通論 下（理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

234 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電子回路通論 上（理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

235 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電子デバイス工学 （大学講義シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

236 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ディジタル回路の考え方・読み方 ―図解シーケンス― 第2版  ＜※同時アクセス数
1台＞

東京電機大学出版局 1

237 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 基礎電子回路 （大学講義シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

238 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電子工学概論 1 （大学講義シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

239 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミング道への招待 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 丸善出版 1

240 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C言語で学ぶコンピュータ科学とプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

241 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズムの基礎とデータ構造 ―数理とCプログラム―  ＜※同時アクセス数1台
＞

近代科学社 1

242 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

グラフ・ネットワークアルゴリズムの基礎 （数理とCプログラム）  ＜※同時アクセス数1
台＞

近代科学社 1

243 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンテンツ産業とイノベーション ―テレビ・アニメ・ゲーム産業の集積―  ＜※同時ア
クセス数1台＞

勁草書房 1

244 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

楽しく学べるBASICプログラミング ―i99-BASICによる計測・制御システム開発入門
― （※）  ＜※同時アクセス数1台＞

朝倉書店 1

245 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

楽しく学べるC言語  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

246 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

夢みるプログラム ―人工無脳・チャットボットで考察する会話と心のアルゴリズム―
＜※同時アクセス数1台＞

ラトルズ 1

247 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズムとデータ構造 第2版（情報工学レクチャーシリーズ）  ＜※同時アクセス
数1台＞

森北出版 1

248 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングElixir  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

249 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

達人プログラマー 新装版 ―職人から名匠への道―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

250 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Deep Learning Javaプログラミング ―深層学習の理論と実装―（Impress top gear）
＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

251 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Rubyで数独 ―AIプログラミング入門―  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

252 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Python機械学習プログラミング ―達人データサイエンティストによる理論と実践―
（impress top gear）  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

253 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータと数学 （現代基礎数学 2） （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

254 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Kinect v2プログラミング実践 ―医療やビジネスで注目されるKinect v2多機能セン
サーの可能性を広げる実践プログラムを学ぼう!―（Think IT Books）  ＜※同時アク
セス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

255 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Scala関数型デザイン&プログラミング ―Scalazコントリビューターによる関数型徹底
ガイド―（Impress top gear）  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

256 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ユニバーサルWindowsアプリ開発 （Think IT Books）  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

257 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータサイエンス ―計算を通して世界を観る―（サイエンス・パレット 028）  ＜
※同時アクセス数1台＞

丸善出版 1

258 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

対話システム （自然言語処理シリーズ 7）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

259 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

今すぐ使えるかんたんPhotoshop Elements 14 （Imasugu Tsukaeru Kantan Series）
＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

260 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Javaによる3DCG入門 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

261 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

量子コンピューター （今度こそわかるシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 講談社 1
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262 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C#エンジニア養成読本 ―はじめて学ぶC#から最新C#6.0まで情報満載!―
（Software design plusシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

263 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

最新iOSプログラミング徹底解説  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

264 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C言語プログラミングなるほど実験室 ―コンピュータのしくみがよくわかる!―  ＜※
同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

265 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C言語によるPICプログラミング入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

266 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータ科学とプログラミング入門 ―コンピュータとアルゴリズムの基礎―  ＜※
同時アクセス数1台＞

近代科学社 1

267 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

CGリテラシーPhotoshop & Illustrator CC+CS6 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

268 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Pythonで始めるプログラミング入門 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

269 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

よくわかるMicrosoft Excel 2013マクロ/VBA （FOM出版のみどりの本）  ＜※同時ア
クセス数1台＞

富士通エフ・オ－・エム 1

270 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

すごいErlangゆかいに学ぼう!  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

271 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

リファクタリング 新装版 ―既存のコードを安全に改善する―  ＜※同時アクセス数1
台＞

オーム社 1

272 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Rubyのしくみ  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

273 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズム理論入門 新版 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

274 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C言語による画像処理プログラミング入門 : サンプルプログラムから学ぶ ―サンプル
プログラムから学ぶ―新版 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞

朝倉書店 1

275 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

入門C言語 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

276 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Xcode5ではじめるObjective‐Cプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ ラトルズ 1

277 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

XcodeではじめるSwiftプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ ラトルズ 1

278 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Objective‐C超入門 ―ゼロからしっかり学べるiPhoneプログラミング―改訂第3版  ＜
※同時アクセス数1台＞

ラトルズ 1

279 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Kinect v2プログラミング入門 ―Visual Basicで構築するセンサーアプリ集 : Unity連
携でモーションキャプチャも実現できる!―v1.0.0版（Think IT Books）  ＜※同時アク
セス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

280 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

スッキリわかるJava入門 実践編 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

281 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

スッキリわかるJava入門 [入門編] 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

282 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

APIデザインの極意 ―Java/NetBeansアーキテクト探究ノート―  ＜※同時アクセス
数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

283 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

TypeScriptリファレンス  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

284 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

画像処理 （未来へつなぐデジタルシリーズ = Connection to the future with digital
series 28）  ＜※同時アクセス数1台＞

共立出版 1

285 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Linuxによる並行プログラミング入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

286 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

チューリングの計算理論入門 ―チューリング・マシンからコンピュータへ―（ブルー
バックス B-1851）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

287 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミング20言語習得法 ―初心者のための実践独習ガイド―（ブルーバックス
B-1881）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

288 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

入門者のJavaScript ―作りながら学ぶwebプログラミング―（ブルーバックス B-
1850）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

289 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Javaプログラマーなら習得しておきたいJava SE 8実践プログラミング ―新機能を一
挙に解説!―（Impress top gear）  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

290 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

JavaとUMLで学ぶオブジェクト指向プログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1
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291 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Python ―言語によるプログラミングイントロダクション―（世界標準MIT教科書）  ＜
※同時アクセス数1台＞

近代科学社 1

292 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

1ランク上のPICマイコンプログラミング ―シミュレータとデバッガの活用法―  ＜※同
時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

293 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

よくわかる初心者のためのパソコン入門 ―Windows 8対応―（FOM出版のみどりの
本）  ＜※同時アクセス数1台＞

富士通エフ・オ－・エム 1

294 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ディジタル作法 ―カーニハン先生の「情報」教室―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

295 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

型システム入門 ―プログラミング言語と型の理論―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

296 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングClojure  第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

297 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

マイコンプログラミング実習 ―PIC16トレーナによる―  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

298 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

できるクリエイターGIMP 2.8独習ナビ （できるクリエイターシリーズ）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

299 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Adobe JavaScriptリファレンス （New thinking and new ways）  ＜※同時アクセス数1
台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

300 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

GPUプログラミング入門 ―CUDA5による実装―  ＜※同時アクセス数1台＞ 講談社 1

301 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

実践コンピューターリテラシー入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

302 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

はじめてのOSコードリーディング ―UNIX V6で学ぶカーネルのしくみ―（Software
design plusシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

303 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Androidエンジニア養成読本 Vol.2 ―現場で役立つノウハウと仕事にしたい人のた
めの必須知識満載!―（Software design plusシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

304 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Androidプログラミングマスターブック  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

305 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

関数プログラミング入門 ―Haskellで学ぶ原理と技法―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

306 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ARプログラミング ―Processingでつくる拡張現実感のレシピ―  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

307 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Javaで学ぶデータ構造とアルゴリズム  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

308 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

スーパーコンピュータ （岩波講座計算科学 別巻）  ＜※同時アクセス数1台＞ 岩波書店 1

309 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

バイオメトリクス教科書 ―原理からプログラミングまで―  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

310 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Apache POI入門 ―Java+Apache POI APIでExcelドキュメントを操作する―  ＜※同
時アクセス数1台＞

ラトルズ 1

311 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

速習C言語入門 ―脳に定着する新メソッドで必ず身につく―第2版  ＜※同時アク
セス数1台＞

マイナビ 1

312 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングコンテストチャレンジブック ―問題解決のアルゴリズム活用力とコー
ディングテクニックを鍛える―第2版  ＜※同時アクセス数1台＞

マイナビ 1

313 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アプリビジネスで転ばないためのスマートフォンプライバシーの基礎知識 （New
thinking and new ways）  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

314 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

初級Java ―やさしいJava = Java for beginners―  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

315 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズムを、はじめよう  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

316 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータリテラシー （ファーストステップ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

317 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

学生のための基礎Java  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

318 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

7つの言語7つの世界 ―Ruby，Io，Prolog，Scala，Erlang, Clojure and Haskell―  ＜
※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

319 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズムと表計算 ―基本情報技術者試験―  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1
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320 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

高性能コンピュータ技術の基礎  ＜※同時アクセス数1台＞ マイナビ 1

321 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

電脳の教室 ―コンピュータリテラシー― 新版  ＜※同時アクセス数1台＞ 武蔵野美術大学出版局 1

322 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

絶対現場主義C#入門 ―食えるプログラマーになるために―  ＜※同時アクセス数1
台＞

ラトルズ 1

323 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

図解コンピュータアーキテクチャ入門 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

324 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングClojure  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

325 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングRuby1.9 言語編  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

326 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングRuby1.9 ライブラリ編  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

327 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ソフトウェア・通信ネットワーク  改訂3版（図解コンピュータ概論）  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

328 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ハードウェア  改訂3版（図解コンピュータ概論）  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

329 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータ設計の基礎  ＜※同時アクセス数1台＞ マイナビ 1

330 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラマー"まだまだ"現役続行 （技評SE選書 019）  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

331 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

かんたんC# （プログラミングの教科書）  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

332 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

かんたんC言語 （プログラミングの教科書）  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

333 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

かんたんJava （プログラミングの教科書）  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

334 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Pythonスタートブック ―いちばんやさしいパイソンの本―  ＜※同時アクセス数1台
＞

技術評論社 1

335 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

情報リテラシー  ＜※同時アクセス数1台＞ 富士通エフ・オ－・エム 1

336 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

情報リテラシー （入門編）  ＜※同時アクセス数1台＞ 富士通エフ・オ－・エム 1

337 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

情報リテラシー （総合編）  ＜※同時アクセス数1台＞ 富士通エフ・オ－・エム 1

338 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングHaskell  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

339 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アセンブリ言語スタートブック ―CASL II &COMET II で学ぶ―  ＜※同時アクセス
数1台＞

技術評論社 1

340 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

効果的プログラム開発技法 第5版  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

341 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラマのための論理パズル ―難題を突破する論理思考トレーニング―  ＜※同
時アクセス数1台＞

オーム社 1

342 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ネットメディアと「コミュニティ」形成  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

343 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

情報セキュリティ教科書  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

344 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングErlang  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

345 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Cによる探索プログラミング ―基礎から遺伝的アルゴリズムまで―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

オーム社 1

346 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングR ―基礎からグラフィックスまで―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

347 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Rubyで作る奇妙なプログラミング言語 ―ヘンな言語のつくりかた―  ＜※同時アク
セス数1台＞

マイナビ 1

348 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

基礎から学ぶコンピュータアーキテクチャ  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1
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349 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

学生のための詳解C  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

350 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Squeakプログラミング ―簡単に作れるビジュアル教材―  ＜※同時アクセス数1台
＞

東京電機大学出版局 1

351 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

On Lisp ―advanced techniques for common Lisp―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

352 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミング入門Java  改訂版（情報処理技術者テキスト）  ＜※同時アクセス数1
台＞

実教出版 1

353 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コード・クラフト ―エクセレントなコードを書くための実践的技法―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

マイナビ 1

354 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

使える!MATLAB/Simulinkプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 講談社 1

355 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ビジュアルコンピューティング ―3次元CGによる画像生成―  ＜※同時アクセス数1
台＞

東京電機大学出版局 1

356 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

テキストマイニングを使う技術 ―基礎技術と適用事例から導く本質と活用法―  ＜
※同時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

357 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズム入門擬似言語 （情報処理技術者テキスト）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

358 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

CGリテラシーPhotoshop & Illustrator CS2 for Windows  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

359 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ハードウェアを知り、ソフトウェアを書く （Write Great Code Vol.1）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

マイナビ 1

360 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

低いレベルで考え、高いレベルで書く （Write Great Code Vol.2）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

マイナビ 1

361 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Write portable code ―複数プラットフォームに移植可能なソフトウェアの開発技法―
＜※同時アクセス数1台＞

マイナビ 1

362 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータの名著・古典100冊 ―若きエンジニア「必読」のブックガイド―改訂新版
＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

363 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

あるごりずむ  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

364 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Javaで学ぶ数値解析  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

365 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

システム設計 ―基幹業務システム開発のためのウォータフォールモデル技法― 第
２版  ＜※同時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

366 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C言語によるH8マイコン制御  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

367 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

学生のための基礎C  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

368 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Excelで学ぶ遺伝的アルゴリズム  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

369 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

最新プログラミング技術入門「C言語」 （基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

370 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

入門ANSI-C  3訂版（基礎編）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

371 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

量子コンピュータ ―超並列計算のからくり―（ブルーバックス B-1469）  ＜※同時ア
クセス数1台＞

講談社 1

372 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

はじめてのプログラミング C言語編  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

373 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

はじめてのプログラミング Java編  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

374 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

CGリテラシーPhotoshop & Illustrator ―Photoshop 7.0・Illustrator 10 for Windows
―  ＜※同時アクセス数1台＞

実教出版 1

375 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータグラフィックスの基礎  第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

376 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

学生のための入門Java ―JBuilderではじめるプログラミング―  ＜※同時アクセス数
1台＞

東京電機大学出版局 1

377 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

情報の数理 （シリーズ数学の世界 2）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1
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378 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

たのしくできる並列処理コンピュータ  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

379 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

はじめて学ぶC言語入門  改訂版  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

380 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

オブジェクト指向のためのJava入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

381 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

10 lessons はじめて学ぶJavaプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

382 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

量子コンピュータ入門 （情報科学）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

383 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Mathematicaによるプレゼンテーション ―創作グラフィックス―  ＜※同時アクセス数
1台＞

東京電機大学出版局 1

384 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

遺伝的プログラミング （情報科学）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

385 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータ言語と処理 （新・数学とコンピュータシリーズ 1）  ＜※同時アクセス数1
台＞

東京電機大学出版局 1

386 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C言語 ―むりなくマスターできる体系的な学習システム : ANSI規格準拠―（情報処
理教育標準テキストシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞

実教出版 1

387 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Pascalビギナーズテキスト ―Turbo+Sun Pascal―  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

388 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

やさしいCOBOL入門 ―操作の基本とプログラム技法―  ＜※同時アクセス数1台
＞

東京電機大学出版局 1

389 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

The Pascal ―textbook―  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

390 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ビギナーズFORTRANプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

391 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズム入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

392 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

図解Z80マシン語制御のすべて ―ハードからソフトまで―  ＜※同時アクセス数1台
＞

東京電機大学出版局 1

393 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

FORTRANの学び方  改訂版（コンピュータ学習シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台
＞

東京電機大学出版局 1

394 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

実例によるマイコンのプログラミング ―N-BASIC―  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

395 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラム例によるCOBOLの入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

396 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ALGOLの学び方 （コンピュータ学習シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

397 著作、編集 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

著作物を楽しむ自由のために ―最高裁著作権判例を超えて―  ＜※同時アクセス
数1台＞

勁草書房 1

398 著作、編集 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

著作権法入門 第2版 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 有斐閣 1

399 著作、編集 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。 ―必読!―  ＜※同
時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

400 著作、編集 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

著作権法 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 有斐閣 1

401 著作、編集 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

著作権法概論 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 勁草書房 1

402 著作、編集 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ソフトウェアの法的保護 新版  ＜※同時アクセス数1台＞ 有斐閣 1

403 数学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

万能コンピュータ ―ライプニッツからチューリングへの道すじ―  ＜※同時アクセス
数1台＞

近代科学社 1

404 数学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

BASICによる高校数学 （新・数学とコンピュータシリーズ 3）  ＜※同時アクセス数1台
＞

東京電機大学出版局 1

405 代数学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

行列と線形計算 （新・数学とコンピュータシリーズ 4）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

406 幾何学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

有限要素法で学ぶ現象と数理 ―FreeFem++数理思考プログラミング―（シリーズ応
用数理 第4巻）  ＜※同時アクセス数1台＞

共立出版 1
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407 確率論、数理
統計学

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

製品開発のための実験計画法 ―JMPによる応答曲面法・コンピュータ実験―  ＜※
同時アクセス数1台＞

近代科学社 1

408 確率論、数理
統計学

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

できるやさしく学ぶExcel統計入門 ―難しいことはパソコンにまかせて仕事で役立つ
データ分析ができる本―  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

409 確率論、数理
統計学

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

はじめてのS-PLUS/R言語プログラミング ―例題で学ぶS-PLUS/R言語の基本―
＜※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

410 確率論、数理
統計学

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

確率統計 （新・数学とコンピュータシリーズ 6）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

411 計算法 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C#で学ぶ偏微分方程式の数値解法 ―CAEプログラミング入門―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

412 計算法 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータによるグラフィックス （新・数学とコンピュータシリーズ 9）  ＜※同時アク
セス数1台＞

東京電機大学出版局 1

413 計算法 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

数値計算 （新・数学とコンピュータシリーズ 5）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

414 理論物理学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

計算物理学 ―コンピューターで解く凝縮系の物理―（フロー式物理演習シリーズ
21）  ＜※同時アクセス数1台＞

共立出版 1

415 生物科学、一
般生物学

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

バイオテクノロジーのためのコンピュータ入門 （バイオテクノロジー教科書シリーズ
11）  ＜※同時アクセス数1台＞

コロナ社 1

416 工業基礎学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Fortran90/95による有限要素法プログラミング ―非線形シェル要素プログラム付―
＜※同時アクセス数1台＞

丸善出版 1

417 工業基礎学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

図解マイコンはじめてのパソコン計測・制御 ―BASIC・アセンブラ・マシン語―  ＜※
同時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

418 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

いちばんやさしいPHPの教本 ―人気講師が教える実践Webプログラミング―第2版
＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

419 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

デジタルコンテンツアセッサ入門 ―DCA資格2級・3級テキスト―  ＜※同時アクセス
数1台＞

近代科学社 1

420 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ちゃんと使える力を身につけるWebとプログラミングのきほんのきほん  ＜※同時アク
セス数1台＞

マイナビ 1

421 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

いちばんやさしいPHPの教本 ―人気講師が教える実践Webプログラミング―  ＜※
同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

422 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータネットワークセキュリティ  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

423 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

AngularJSアプリケーションプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

424 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Webプログラミング ―基礎からのステップアップ― （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

425 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータネットワーク = Computer network （情報工学テキストシリーズ 第4巻）
＜※同時アクセス数1台＞

共立出版 1

426 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

実践Ruby on Rails 4 ―現場のプロから学ぶ本格Webプログラミング―  ＜※同時ア
クセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

427 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータネットワーク概論 （未来へつなぐデジタルシリーズ = Connection to the
future with digital series 27）  ＜※同時アクセス数1台＞

共立出版 1

428 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Ruby on Rails 4 アプリケーションプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

429 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

CGリテラシーFlash CS5/ActionScript3.0  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

430 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

3次元画像処理入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

431 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

3D立体映像がやってくる ―テレビ・映画の3D普及はこうなる!―  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

432 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

3D立体映像表現の基礎 ―基本原理から制作技術まで―  ＜※同時アクセス数1台
＞

オーム社 1

433 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ARMAシステムとディジタル信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 6）  ＜※同
時アクセス数1台＞

コロナ社 1

434 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

カルマンフィルタと適応信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 5）  ＜※同時ア
クセス数1台＞

コロナ社 1

435 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

画像処理工学  第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1
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436 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ディジタルフィルタと信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 2）  ＜※同時アク
セス数1台＞

コロナ社 1

437 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

高速アルゴリズムと並列信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 4）  ＜※同時
アクセス数1台＞

コロナ社 1

438 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

情報通信とディジタル信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 8）  ＜※同時アク
セス数1台＞

コロナ社 1

439 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

モバイルコンピュータのデータ通信  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

440 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ネットワーカーのためのIPv6とWWW  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

441 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

マルチメディアとディジタル信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 10）  ＜※同
時アクセス数1台＞

コロナ社 1

442 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ネットワークエンジニアのためのTCP/IP入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

443 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

たのしくできるRaspberry Piとブレッドボードで電子工作  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

444 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータアーキテクチャ （情報工学レクチャーシリーズ）  ＜※同時アクセス数1
台＞

森北出版 1

445 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータアーキテクチャ 第2版 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

446 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

名刺サイズの魔法のパソコンRaspberry Piで遊ぼう! 改訂第4版  ＜※同時アクセス
数1台＞

ラトルズ 1

447 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

自作エミュレータで学ぶx86アーキテクチャ ―コンピュータが動く仕組みを徹底理
解!―  ＜※同時アクセス数1台＞

マイナビ 1

448 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータ工学入門 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

449 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

計算機システム基礎 （シリーズ知能機械工学 7）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

450 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

実例で学ぶRaspberry Pi電子工作 ―作りながら応用力を身につける―（ブルーバッ
クス B-1950）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

451 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

新編マイクロコンピュータ技術入門 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

452 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ボクのBeagleBone Black工作ノート  ＜※同時アクセス数1台＞ ラトルズ 1

453 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Raspberry Piユーザーガイド 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

454 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータ設計概論 ―CMOSから組込みCPUまで― （※）  ＜※同時アクセス数1
台＞

コロナ社 1

455 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Raspberry Piで学ぶ電子工作 ―超小型コンピュータで電子回路を制御する―（ブ
ルーバックス B-1891）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

456 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータ理論の起源 （第1巻）  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

457 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

BeagleBone Black(ビーグルボーンブラック)で遊ぼう! ―Raspberry Piより高機能で高
性能―  ＜※同時アクセス数1台＞

ラトルズ 1

458 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

モジュール化で理解する電子工作の基本ワザ  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

459 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

+Gainer ―physical computing with gainer―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

460 電気通信事業 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

JavaからはじめようAndroidプログラミング ―Android Studio対応版―  ＜※同時アク
セス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

461 電気通信事業 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Android Pattern Cookbook ―マーケットで埋もれないための差別化戦略―  ＜※同
時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

462 電気通信事業 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

初歩からわかるAndroid最新プログラミング 増補改訂版  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

463 電気通信事業 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

かんたんAndroidアプリ作成入門 （プログラミングの教科書）  ＜※同時アクセス数1
台＞

技術評論社 1

464 素描、描画 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

なぞってカンタン!パースグリッドスケッチ練習ノート  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1
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465 映画 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ファンタジーのイデオロギー ―現代日本アニメ研究―（未発選書 第20巻）  ＜※同
時アクセス数1台＞

ひつじ書房 1

466 映画 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンテンツクリエーション （メディア学大系 3） （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

467 室内娯楽 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

サバイバルモードマインクラフト攻略指南スーパーガイド （Impress mook）  ＜※同
時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

468 室内娯楽 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

できるマインクラフト建築パーフェクトブック困った!&便利ワザ大全 ―パソコン
/iPhone/Android/PS4/PS3/PS Vista/Xbox One/Xbox 360/Wii U対応―  ＜※同
時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

469 室内娯楽 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Unityによる2Dゲーム開発入門 ―プログラミング初心者がゲームを公開する最短
コース―  ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

470 材料力学 電子書籍/内国書 情報工学科 材料力学 ―機械技術者のために―（理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

471 情報 電子書籍/内国書 情報工学科 ICTビジネス （メディア学大系 8） （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

472 情報 電子書籍/内国書 情報工学科 IoT時代のビッグデータビジネス革命 ―新スマートシティ創造のための実践的活用
術―  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

473 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 意思決定と経済の心理学 （朝倉実践心理学講座 1）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

474 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 マーケティングと広告の心理学 （朝倉実践心理学講座 2）  ＜※同時アクセス数1台
＞

朝倉書店 1

475 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 デザインと色彩の心理学 （朝倉実践心理学講座 3）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

476 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 発想と企画の心理学 （朝倉実践心理学講座 4）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

477 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 わかりやすさとコミュニケーションの心理学 （朝倉実践心理学講座 5）  ＜※同時ア
クセス数1台＞

朝倉書店 1

478 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 コンピテンシーとチーム・マネジメントの心理学 （朝倉実践心理学講座 6）  ＜※同
時アクセス数1台＞

朝倉書店 1

479 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 感情マネジメントと癒しの心理学 （朝倉実践心理学講座 7）  ＜※同時アクセス数1
台＞

朝倉書店 1

480 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 対人関係と恋愛・友情の心理学 （朝倉実践心理学講座 8）  ＜※同時アクセス数1
台＞

朝倉書店 1

481 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 運動と健康の心理学 （朝倉実践心理学講座 9）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

482 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 感動と商品開発の心理学 （朝倉実践心理学講座 10）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

483 数学 電子書籍/内国書 学科共通 離散数学への入門 ―わかりやすい離散数学―  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

484 数学 電子書籍/内国書 学科共通 解析入門 1 （基礎数学 2）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

485 数学 電子書籍/内国書 学科共通 解析入門 2 （基礎数学 3）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

486 数学 電子書籍/内国書 学科共通 線型代数演習 （基礎数学 4）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

487 数学 電子書籍/内国書 学科共通 多様体の基礎 （基礎数学 5）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

488 数学 電子書籍/内国書 学科共通 微分方程式入門 （基礎数学 6）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

489 数学 電子書籍/内国書 学科共通 解析演習 （基礎数学 7）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

490 数学 電子書籍/内国書 学科共通 偏微分方程式入門 （基礎数学 12）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

491 数学 電子書籍/内国書 学科共通 数学の基礎 ―集合・数・位相―（基礎数学 14）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

492 数学 電子書籍/内国書 学科共通 線型代数入門 （基礎数学 1）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

493 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造の理論と方法 （創造性研究 1）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1
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494 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造の諸型 （創造性研究 2）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

495 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造と企業 （創造性研究 3）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

496 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造と教育 （創造性研究 4）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

497 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 日本の科学者と創造性 （創造性研究 5）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

498 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造性研究と測定 （創造性研究 6）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

499 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造的な問題解決 （創造性研究 7）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

500 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造的なイメージ （創造性研究 8）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

501 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 「驚き」から「閃き」へ （創造性研究 9）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

502 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 異分野・異文化の交流と創造性 （創造性研究 10）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

503 ビジネス 電子書籍/内国書 学科共通 国際ビジネス入門 （シリーズ国際ビジネス 1）  ＜※同時アクセス数1台＞ 中央経済社 1

504 ビジネス 電子書籍/内国書 学科共通 国際ビジネス理論 （シリーズ国際ビジネス 2）  ＜※同時アクセス数1台＞ 中央経済社 1

505 ビジネス 電子書籍/内国書 学科共通 グローバル企業の市場創造 （シリーズ国際ビジネス 3）  ＜※同時アクセス数1台＞ 中央経済社 1

506 ビジネス 電子書籍/内国書 学科共通 国際ビジネス研究の新潮流 （シリーズ国際ビジネス 5）  ＜※同時アクセス数1台＞ 中央経済社 1

507 ビジネス 電子書籍/内国書 学科共通 実践力を鍛える戦略ノート マーケティング編  ＜※同時アクセス数1台＞ 東洋経済新報社 1

508 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 1週間でLPICの基礎が学べる本, 第2版 (徹底攻略) 電子版 ＜※同時アクセス数1
台＞

インプレスジャパン 1

509 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 5G教科書: LTE/IoTから5Gまで (インプレス標準教科書シリーズ) 電子版＜※同時
アクセス数1台＞

インプレス 1

510 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Chainerによる実践深層学習(ディープラーニング): 複雑なNNの実装方法 電子版
＜※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

511 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Game Programming Patterns: ソフトウェア開発の問題解決メニュー (impress top
gear) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

インプレス 1

512 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 MATLAB/Simulinkによるモデルベースデザイン入門 電子版 ＜※同時アクセス数1
台＞

オーム社 1

513 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 MATLABではじめるプログラミング教室 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

514 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Pythonで動かして学ぶ!あたらしい深層学習の教科書: 機械学習の基本から深層学
習まで (AI&TECHNOLOGY) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

翔泳社 1

515 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書: 理論を理解して基礎を固める
(AI&TECHNOLOGY) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

翔泳社 1

516 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 カラー図解Raspberry Piではじめる機械学習: 基礎からディープラーニングまで (ブ
ルーバックス, B-2052) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

517 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズム図鑑: 絵で見てわかる26のアルゴリズム 電子版 ＜※同時アクセス数1
台＞

翔泳社 1

518 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 カラー図解最新Raspberry Piで学ぶ電子工作: 作って動かしてしくみがわかる (ブ
ルーバックス, B-1977) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

519 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ゲームクリエイターの仕事: イマドキのゲーム制作現場を大解剖! 電子版 ＜※同時
アクセス数1台＞

翔泳社 1

520 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ゲームプログラマのためのコーディング技術: コーディングパターン オブジェクト指
向 コードメトリクス 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

521 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

データ分析が支えるスマホゲーム開発: ユーザー動向から見えてくるアプリケーショ
ンの姿 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスジャパン 1

522 数学 電子書籍/内国書 学科共通 はじめての離散数学 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1
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523 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングコンテスト攻略のためのアルゴリズムとデータ構造: AIZU ONLINE
JUDGE 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

マイナビ出版 1

524 情報 電子書籍/内国書 学科共通 プロの資料作成力: 意思決定者を動かすテクニックとおもてなしの心 電子版 ＜※
同時アクセス数1台＞

東洋経済新報社 1

525 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 マスタリングTCP/IP: 入門編, 第5版 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

526 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ロボットと解析力学 (ロボティクスシリーズ, 10) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

527 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 逆引きPython標準ライブラリ: 目的別の基本レシピ180+! (impress top gear) 電子版
＜※同時アクセス数1台＞

インプレス 1

528 数学 電子書籍/内国書 学科共通 経済学のための実験統計学 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ 勁草書房 1

529 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 現場で使える!TensorFlow開発入門: Kerasによる深層学習モデル構築手法
(AI&TECHNOLOGY) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

翔泳社 1

530 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 リファクタリング: 既存のコードを安全に改善する, 新装版 電子版 ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

531 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

達人プログラマー: 職人から名匠への道 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

532 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 深層学習 (機械学習プロフェッショナルシリーズ) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ 講談社 1

533 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ディープラーニングG検定公式テキスト: JDLA資格試験学習書 (深層学習教科書)
＜※同時アクセス数1台＞

翔泳社 1

534 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 制御工学の基礎 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

535 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 入門ロボット工学 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

536 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 入門者のLinux: 素朴な疑問を解消しながら学ぶ (ブルーバックス, B-1989) 電子版
＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

537 数学 電子書籍/内国書 学科共通 離散数学への入門: わかりやすい離散数学 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

1 情報 視聴覚資料 学科共通 情報学へのとびら'16　[全15巻] 1セット 15

15

1 情報工学 学術雑誌 情報工学科 人工知能　隔月　(冊子) オーム社 1

2 情報工学 学術雑誌 情報工学科 情報の科学と技術　月刊　(冊子)/本誌のみ 一般社団法人　情報科
学技術協会

1

3 情報工学 学術雑誌 情報工学科 情報通信学会誌　季刊　(冊子)/本誌のみ 情報通信学会 1

4 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日経サイエンス 日経ＢＰ 1

5 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

ソフトウェアデザイン　月刊　(冊子) 技術評論社 1

6 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

日経エレクトロニクス(冊子）/本誌のみ 日経ＢＰ 1

7 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータソフトウェア　季刊　(冊子) 岩波書店 1

8 情報工学 学術雑誌 情報工学科 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌） 電気学会 1

9 情報工学 学術雑誌 情報工学科 計測と制御 計測自動制御学会 1

10 情報工学 学術雑誌 情報工学科 計測自動制御学会論文集 計測自動制御学会 1

視聴覚資料 集計

電子書籍/内国書 集計

537情報工学科　260
デジタルエンタテインメント学科　238

学科共通 　 39
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11 情報工学 学術雑誌 情報工学科 精密工学会誌 = Journal of the Japan Society of Precision Engineering 精密工学会 1

12 情報工学 学術雑誌 情報工学科 知能と情報 : 日本知能情報ファジィ学会誌 : journal of Japan Society for Fuzzy
Theory and Intelligent Informatics.

日本知能情報ファジィ学
会.

1

13 情報工学 学術雑誌 情報工学科 電気学会誌 電気学会 1

14 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日本ロボット学会誌 日本ロボット学会 1

15 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日本機械学会誌 = Journal of the Society of Mechanical Engineers60,000 日本機械学会 1

16 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日本物理学会誌 日本物理学会 1

17 情報工学 学術雑誌 情報工学科 Web+DB Press 技術評論社 1

18 情報工学 学術雑誌 情報工学科 トランジスタ技術 ＣＱ出版 1

19 情報工学 学術雑誌 情報工学科 テレコミュニケーション リックテレコム 1

20 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

映像情報メディア学会誌 映像情報メディア学会 1

21 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

画像電子学会誌  画像電子学会 1

22 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

照明学会誌  照明学会 1

23 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

日本シミュレーション学会論文誌 日本シミュレーション学
会

1

24 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

日本音響学会誌 日本音響学会 1

25 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

月刊アミューズメント産業 アミューズメント産業出版 1

26 ビジネス 学術雑誌 学科共通 オペレーションズ・リサーチ 公益社団法人 日本オペ
レーションズ・リサーチ学
会

1

27 ビジネス 学術雑誌 学科共通 ヒューマンインタフェース学会論文誌 = Transactions of Human Interface Society. ヒューマンインタフェース
学会.

1

28 ビジネス 学術雑誌 学科共通 Harvard Business Review ダイヤモンド 1

29 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 IEEE Communications Magazine IEEE 1

30 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 IEEE Software IEEE 1

31 情報工学 冊子＆電子書籍/学
術雑誌/海外書

情報工学科 IEEE Spactrum IEEE 1

32 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 IEEE transactions on robotics : a publication of the IEEE Robotics and Automation
Society

IEEE 1

33 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Internet of Things Journal IEEE 1

34 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Multimedia Magazine IEEE 1

35 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Network Magazine IEEE 1

36 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Inteligent Systems Magazine IEEE 1

37 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Internet Computing Magazine IEEE 1

38 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Proceedings of the IEEE IEEE 1

39 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Academy of Management Review ACADEMY OF
MANAGEMENT

1

40 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Transactions of the ASME Journal of mechanical design ASME 1

41 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Artificial Intelligence Elsevier 1

42 教育工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

学科共通 CITE Association for the
Advancement of
Computing in Education

1
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43 教育工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

学科共通 International Journal on E-Learning (IJEL) Association for the
Advancement of
Computing in Education

1

1 データベース データベース 学科共通 JdreamⅢ
※　1大学 IPアドレス 同時アクセス数2台

ジーサーチ 1

2 データベース データベース 学科共通 Academic OneFile
※　該当大学におけるIPアドレスにおいてフリーアクセス

Gale 1

3 データベース データベース 学科共通 情報学広場
※　アクセス方法（学認）

情報処理学会 1

3

598

学術雑誌 集計 43

内国28誌/海外15誌
情報工学科　内国16誌/海外13誌

デジタルエンタテインメント学科　内国 9誌/海外 0誌
学科共通　内国 3誌/海外 2誌

データベース 集計

総計

21



新購入予定の学術雑誌（国内28誌）

No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社
1 情報工学 学術雑誌 情報工学科 人工知能　隔月　(冊子) オーム社

2 情報工学 学術雑誌 情報工学科 情報の科学と技術　月刊　(冊子)/本誌のみ 一般社団法人　情報科学
技術協会

3 情報工学 学術雑誌 情報工学科 情報通信学会誌　季刊　(冊子)/本誌のみ 情報通信学会

4 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日経サイエンス 日経ＢＰ

5 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

ソフトウェアデザイン　月刊　(冊子) 技術評論社

6 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

日経エレクトロニクス(冊子）/本誌のみ 日経ＢＰ

7 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

コンピュータソフトウェア　季刊　(冊子) 岩波書店

8 情報工学 学術雑誌 情報工学科 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌） 電気学会

9 情報工学 学術雑誌 情報工学科 計測と制御 計測自動制御学会

10 情報工学 学術雑誌 情報工学科 計測自動制御学会論文集 計測自動制御学会

11 情報工学 学術雑誌 情報工学科 精密工学会誌 = Journal of the Japan Society of
Precision Engineering

精密工学会

12 情報工学 学術雑誌 情報工学科 知能と情報 : 日本知能情報ファジィ学会誌 :
journal of Japan Society for Fuzzy Theory and
Intelligent Informatics.

日本知能情報ファジィ学会

13 情報工学 学術雑誌 情報工学科 電気学会誌 電気学会

14 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日本ロボット学会誌 日本ロボット学会

15 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日本機械学会誌 = Journal of the Society of
Mechanical Engineers60,000

日本機械学会

16 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日本物理学会誌 日本物理学会

17 情報工学 学術雑誌 情報工学科 Web+DB Press 技術評論社

18 情報工学 学術雑誌 情報工学科 トランジスタ技術 ＣＱ出版

19 情報工学 学術雑誌 情報工学科 テレコミュニケーション リックテレコム

20 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

映像情報メディア学会誌 映像情報メディア学会

21 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

画像電子学会誌  画像電子学会

22 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

照明学会誌  照明学会

23 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

日本シミュレーション学会論文誌 日本シミュレーション学会

24 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

日本音響学会誌 日本音響学会

25 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

月刊アミューズメント産業 アミューズメント産業出版

26 ビジネス 学術雑誌 学科共通 オペレーションズ・リサーチ 公益社団法人 日本オペ
レーションズ・リサーチ学会

27 ビジネス 学術雑誌 学科共通 ヒューマンインタフェース学会論文誌 =
Transactions of Human Interface Society.

ヒューマンインタフェース学
会.

28 ビジネス 学術雑誌 学科共通 Harvard Business Review ダイヤモンド

学術雑誌の整備状況 資料26－1
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新購入予定の学術雑誌（海外15誌）

No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社
1 情報工学 電子書籍/学術雑

誌/海外書
情報工学科 IEEE Communications Magazine IEEE

2 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 IEEE Software IEEE

3 情報工学 冊子＆電子書籍/
学術雑誌/海外書

情報工学科 IEEE Spactrum IEEE

4 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 IEEE transactions on robotics : a publication of
the IEEE Robotics and Automation Society

IEEE

5 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Internet of Things Journal IEEE

6 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Multimedia Magazine IEEE

7 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Network Magazine IEEE

8 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Inteligent Systems Magazine IEEE

9 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Internet Computing Magazine IEEE

10 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Proceedings of the IEEE IEEE

11 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Academy of Management Review ACADEMY OF
MANAGEMENT

12 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Transactions of the ASME Journal of mechanical
design

ASME

13 教育工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Artificial Intelligence Elsevier

14 教育工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

学科共通 CITE Association for the
Advancement of
Computing in Education

15 教育工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

学科共通 International Journal on E-Learning (IJEL) Association for the
Advancement of
Computing in Education

学術雑誌の整備状況 資料26－2
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系列校（ＨＡＬ東京）の学術雑誌の一部（27誌）

No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社
1 情報工学 学術雑誌 情報工学科 Interface CQ出版

2 情報科学 学術雑誌 情報工学科 情報処理 情報処理学会

3 情報科学 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

SOUND DESIGNER サウンド・デザイナー

4 情報科学 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

CGWORLD ボーンデジタル

5 グラフィック
デザイン

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

イラストノート 誠文堂新光社

6 情報科学 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

ＡＸＩＳ アクシス

7 情報科学 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

プロサウンド 株式会社　ステレオサウン
ド

8 デザイン 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

イラストレーション 玄光社

9 情報科学 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

Net Audio 音元出版

10 情報科学 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

サウンドレコーディングマガジン リットーミュージック

11 情報科学 学術雑誌 学科共通 日経SYSTEMS 日経BP社

12 ビジネス 学術雑誌 学科共通 日経ビジネス 日経BP社

13 ビジネス 学術雑誌 学科共通 日経クロストレンド 日経BP社

14 デザイン 学術雑誌 学科共通 NIKKEI　DESIGN 日経BP社

15 情報科学 学術雑誌 学科共通 日経Linux 日経BP社

16 デザイン 学術雑誌 学科共通 デザインノート 誠文堂新光社

17 デザイン 学術雑誌 学科共通 月刊 アドセレクト リブラ出版

18 デザイン 学術雑誌 学科共通 Web　Designing 毎日コミュニケーションズ

19 デザイン 学術雑誌 学科共通 コマーシャル･フォト 玄光社

20 デザイン 学術雑誌 学科共通 ＭｄＮ エムディーエヌコーポレー
ション

21 デザイン 学術雑誌 学科共通 アイデア 誠文堂新光社

22 情報科学 学術雑誌 学科共通 日経NET WORK 日経BP社

23 デザイン 学術雑誌 学科共通 日経Automotive 日経BP社

24 ビジネス 学術雑誌 学科共通 日経ビジネスassocie 日経BP社

25 グラフィック
デザイン

学術雑誌 学科共通 Auto & design Torino

26 情報科学 学術雑誌 学科共通 放送技術 兼六館出版

27 デザイン 学術雑誌 学科共通 モーターファン･イラストレーテッド 三栄書房

系列校（国際ファッション専門職大学）の購入予定の学術雑誌の一部（3誌）

No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社
1 デザイン 学術雑誌 学科共通 デザイン学研究　隔月　(冊子) 日本デザイン学会本部事

務局
2 ビジネス 学術雑誌 学科共通 ビジネスコミュニケーション　月刊　(冊子)/本誌の

み
ビジネスコミュニケーション
社

3 ビジネス 学術雑誌 学科共通 経営実務　月刊　(冊子)/別増込み 全国共同出版

学術雑誌の整備状況 資料26－3
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平 成 2 9 年 1 2 月 

平成 29 年度 

 外国人留学生在籍状況調査結果 

資料 2 7



 

 

 

 この調査は、我が国の大学（大学院を含む。）、短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課

程）、我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設及び日本語教育機関に

おける外国人留学生の在籍状況（平成 29 年５月１日現在）を把握し、留学生施策に関する基

礎資料を得ることを目的として実施しているものである。 

 
 

 

 

 

注１） この調査は平成 15 年度まで文部科学省が実施していたが、平成 16 年 4 月に独立行政

法人日本学生支援機構の設立に伴い、本機構に移管されたものである。 

 

注２） この調査でいう「留学生」とは、「出入国管理及び難民認定法」別表第１に定める「留

学」の在留資格（いわゆる「留学ビザ」）により、我が国の大学（大学院を含む。）、短

期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程）、我が国の大学に入学するための準備教

育課程を設置する教育施設及び日本語教育機関において教育を受ける外国人学生をい

う。 

 

注３） 日本語教育機関で学ぶ留学生数については、「出入国管理及び難民認定法」の改正（平

成 21 年 7 月 15 日公布）により、平成 22 年 7 月 1 日付けで在留資格「留学」「就学」

が一本化されたことに伴い、平成 23 年度より調査対象としている。 

なお、平成 25 年度のこの調査(平成 25 年５月１日現在）では、日本語教育機関以外

の在籍者数を主とし、日本語教育機関のみ及び日本語教育機関とそれ以外の教育機関

の在籍者数を合計した結果を参考資料としていたが、平成 26 年度までの調査で４回分

の調査結果を収集し、安定的にデータを収集できることを確認したため、平成 26 年度

調査より、日本語教育機関とそれ以外の教育機関の在籍者数を合計した数値を公表す

ることとした。 

 

注４） この調査でいう「国費留学生」とは、「国費外国人留学生制度実施要項（昭和 29 年 3 月

31 日文部大臣裁定）」に定める「国費外国人留学生」及び日韓共同理工系学部留学生

のうち日本政府負担の留学生をいう。 

 

注５） この調査でいう「外国政府派遣留学生」とは、外国政府の経費負担により日本に派遣

される留学生、外務省等が実施する人材育成奨学計画（JDS）事業により日本に派遣さ

れる留学生及び日韓共同理工系学部留学生のうち韓国政府負担の留学生をいう。 

 

注６） この調査でいう「短期留学生」とは、必ずしも我が国での学位取得を目的とせず、大学

等における学習、異文化体験、語学の実地習得などを目的として、概ね１学年以内の教

育を受けて単位を修得又は研究指導を受ける留学生をいう。 

 

注７） 準備教育課程とは、中等教育の課程の修了までに 12 年を要しない国の学生に対し、我

が国の大学入学資格を与えるために文部科学大臣が指定した課程をいう（平成 11 年に

抜本的な制度改正を行い、新たに課程の指定を行った。）。 

 

注８） 四捨五入した数を使用している表では、内訳の数の合計が、計欄の数と一致しない場

合がある。 
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※ 「出入国管理及び難民認定法」の改正（平成21年７月15日公布）により、平成22年7月1日付けで在留資格「留学」「就学」が一本化されたことから、平成23年５月以降は日本語教育機関に在籍する留学生を

含めた留学生数も計上。
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(年度)

-
１
-

１．留学生数の推移（各年5月1日現在）
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※ 「出入国管理及び難民認定法」の改正（平成21年７月15日公布）により、平成22年7月1日付けで在留資格「留学」「就学」が一本化されたことから、平成23年５月以降は日本語教育機関に在籍する留学生を

含めた留学生も計上。

外国人留学生数

(人)

(年度)

-
2

-

(各年5月1日現在）

２．大学院・大学（学部）・短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課程）・準備教育課程・日本語教育機関における留学生数の推移



３．出身地域別留学生数

249,242人 93.3％ 

(222,627) (93.0) 

8,669人 3.2％ 

(7,986) (3.3) 

3,182人 1.2％ 

(3,009) (1.3) 

2,230人 0.8％ 

(1,932) (0.8) 

1,533人 0.6％ 

(1,674) (0.7) 

1,426人 0.5％ 

(1,390) (0.6) 

756人 0.3％ 

(663) (0.3) 

4人 0.0％ 

(6) (0.0) 

267,042人 100.0％ 

(239,287) (100.0) 

（　　　）内は平成28年5月1日現在の数

　出身地域別留学生の割合については、アジア地域からの留学生が93.3％（前年度93.0％）、欧
州・北米地域からの留学生が合わせて4.4％（同4.6％）となっている。

地域名 留学生数 構成比

その他
（無国籍）

大洋州

計

アジア

欧州

北米

アフリカ

中東

中南米
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４．出身国（地域）別留学生数

国(地域)名 国(地域)名

中国 107,260人 (98,483) 40.2% (41.2) ウズベキスタン 1,047人 (641) 0.4% (0.3) 

ベトナム 61,671人 (53,807) 23.1% (22.5) ドイツ 888人 (874) 0.3% (0.4) 

ネパール 21,500人 (19,471) 8.1% (8.1) カンボジア 846人 (629) 0.3% (0.3) 

韓国 15,740人 (15,457) 5.9% (6.5) ロシア 701人 (684) 0.3% (0.3) 

台湾 8,947人 (8,330) 3.4% (3.5) イタリア 654人 (593) 0.2% (0.2) 

スリランカ 6,607人 (3,976) 2.5% (1.7) 英国 640人 (560) 0.2% (0.2) 

インドネシア 5,495人 (4,630) 2.1% (1.9) スウェーデン 525人 (534) 0.2% (0.2) 

ミャンマー 4,816人 (3,851) 1.8% (1.6) オーストラリア 470人 (429) 0.2% (0.2) 

タイ 3,985人 (3,842) 1.5% (1.6) ブラジル 425人 (481) 0.2% (0.2) 

マレーシア 2,945人 (2,734) 1.1% (1.1) サウジアラビア 411人 (533) 0.2% (0.2) 

アメリカ合衆国 2,786人 (2,648) 1.0% (1.1) スペイン 400人 (377) 0.1% (0.2) 

バングラデシュ 2,748人 (1,979) 1.0% (0.8) シンガポール 397人 (353) 0.1% (0.1) 

モンゴル 2,517人 (2,184) 0.9% (0.9) カナダ 396人 (361) 0.1% (0.2) 

フィリピン 1,806人 (1,332) 0.7% (0.6) エジプト 356人 (342) 0.1% (0.1) 

フランス 1,346人 (1,299) 0.5% (0.5) その他 7,481人 (6,858) 2.8% (2.9) 

インド 1,236人 (1,015) 0.5% (0.4) 計 267,042人 (239,287) 100.0% (100.0) 

（　　　）内は平成28年5月1日現在の数

　中国・ベトナムからの留学生を合わせると、全留学生に占める割合は63.3％（前年度63.7％）となっ
ている。

留学生数 構成比 留学生数 構成比
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５．男女別留学生数

（　　　）内は平成28年5月1日現在の数

６．在学段階別・国公私立別留学生数

留学生数 構成比 留学生数 構成比 留学生数 構成比 留学生数 構成比

29,174人 62.9％ 1,909人 4.1％ 15,290人 33.0％ 46,373人 100.0％

(27,153) (62.5) (1,928) (4.4) (14,397) (33.1) (43,478) (100.0) 

11,770人 15.2％ 1,836人 2.4％ 63,940人 82.5％ 77,546人 100.0％

(11,481) (15.9) (1,670) (2.3) (59,078) (81.8) (72,229) (100.0) 

0人 0.0％ 16人 0.8％ 1,899人 99.2％ 1,915人 100.0％

(0) (0.0) (15) (1.0) (1,515) (99.0) (1,530) (100.0) 

510人 91.2％ 0人 0.0％ 49人 8.8％ 559人 100.0％

(519) (92.0) (0) (0.0) (45) (8.0) (564) (100.0) 

0人 0.0％ 18人 0.03％ 58,753人 99.97％ 58,771人 100.0％

(0) (0.0) (12) (0.02) (50,223) (99.98) (50,235) (100.0) 

0人 0.0％ 0人 0.0％ 3,220人 100.0％ 3,220人 100.0％

(0) (0.0) (0) (0.0) (3,086) (100.0) (3,086) (100.0) 

0人 0.0% 54人 0.07% 78,604人 99.93% 78,658人 100.0％

(0) (0.0) (27) (0.04) (68,138) (99.96) (68,165) (100.0) 

41,454人 15.5％ 3,833人 1.4％ 221,755人 83.0％ 267,042人 100.0％

(39,153) (16.4) (3,652) (1.5) (196,482) (82.1) (239,287) (100.0) 

（　　　）内は平成28年5月1日現在の数

準備教育
課程

計

公立 私立 計

女 117,122人 (104,296) 43.9％ (43.6)

計 267,042人 (239,287)

在

学

段

階

日本語教
育機関

国立

短期大学

高等専門
学校

専修学校
(専門課程)

大学院

大学
(学部)

100.0％ (100.0)

性別 留学生数 構成比

男 149,920人 (134,991) 56.1％ (56.4)
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７．専攻分野別留学生数

専攻分野

人文科学 124,305人 (111,206) 46.5％ (46.5) 

社会科学 67,664人 (60,947) 25.3％ (25.5) 

理学 3,452人 (2,927) 1.3％ (1.2) 

工学 30,804人 (27,793) 11.5％ (11.6) 

農学 3,739人 (3,572) 1.4％ (1.5) 

保健 4,356人 (3,825) 1.6％ (1.6) 

家政 4,787人 (3,910) 1.8％ (1.6) 

教育 3,221人 (3,145) 1.2％ (1.3) 

芸術 8,432人 (7,032) 3.2％ (2.9) 

その他 16,282人 (14,930) 6.1％ (6.2) 

計 267,042人 (239,287) 100.0％ (100.0) 

留学生数 構成比

（　　　）内は平成28年5月1日現在の数
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８．地方別・都道府県別留学生数

（人）

地方名 留学生数 構成比 都道府県 地方名 留学生数 構成比 都道府県

三 重 1,208 (1,019)

滋 賀 433 (412)

3,454 1.3% 45,526 17.0% 京 都 11,219 (10,553)

(3,241) (1.4%) (40,395) (16.9%) 大 阪 21,683 (18,411)

兵 庫 9,398 (8,485)

奈 良 1,216 (1,157)

青 森 330 (312) 和 歌 山 369 (358)

岩 手 315 (316) 鳥 取 207 (191)

6,041 2.3% 宮 城 3,975 (3,875) 10,108 3.8% 島 根 269 (243)

(5,892) (2.5%) 秋 田 431 (456) (9,083) (3.8%) 岡 山 3,070 (2,929)

山 形 265 (261) 広 島 4,089 (3,515)

福 島 725 (672) 山 口 2,473 (2,205)

茨 城 5,547 (5,823) 徳 島 375 (328)

栃 木 3,019 (2,635) 1,601 0.6% 香 川 476 (518)

149,815 56.1% 群 馬 6,087 (4,289) (1,613) (0.7%) 愛 媛 538 (544)

(132,927) (55.6%) 埼 玉 10,340 (8,754) 高 知 212 (223)

千 葉 11,550 (10,144) 福 岡 17,519 (15,755)

東 京 103,456 (92,534) 佐 賀 646 (546)

神 奈 川 9,816 (8,748) 長 崎 1,914 (1,765)

新 潟 2,266 (2,063) 28,613 10.7% 熊 本 1,114 (986)

富 山 658 (623) (26,292) (11.0%) 大 分 3,630 (3,635)

石 川 1,919 (1,756) 宮 崎 500 (422)

21,884 8.2% 福 井 412 (342) 鹿 児 島 1,075 (1,005)

(19,844) (8.3%) 山 梨 1,042 (970) 沖 縄 2,215 (2,178)

長 野 1,518 (1,392)

岐 阜 1,952 (1,725) 計 100.0%

静 岡 2,780 (2,332) (100.0%)

愛 知 9,337 (8,641)

※大学の学部等が複数の都道府県に所在している場合、事務局本部が所在する都道府県にまとめて集計している。

（　　　）内は平成28年5月1日現在の数

関 東

四 国

九 州

中 部

267,042

(239,287)

留学生数 留学生数

北海道 北 海 道 3,454 (3,241)
近 畿

東 北
中 国
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23.2%

18.1%

2.2%
2.8%

267,042人

(100.0％)

９．留学生宿舎の状況（平成29年5月1日現在）

○留学生数 267,042人 （前年度比 27,755人増）

○公的宿舎入居留学生数 61,883人 （前年度比 3,051人増）

①学校が設置する留学生宿舎

国立大学等

公立大学等

私立大学等

89校

37校

700校

12,653人

907人

34,817人

②公益法人等が設置する留学生宿舎

日本学生支援機構設置留学生宿舎

地方公共団体設置留学生宿舎

公益法人設置留学生宿舎

公営住宅等

民間企業の社員寮

967人

933人

1,553人

1,528人

995人

③学校が設置する一般学生寮

国立大学等

公立大学等

私立大学等

93校

11校

260校

2,814人

241人

4,475人

48,377人

5,976人

7,530人

留学生数

民間宿舎・アパート

205,159人(76.8％)
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【参考１】

留学生の増加数及び伸び率

（各年5月1日現在）

年 留学生数 増加数 前年比

昭和58年 10,428人 2,312人 28.5% 

昭和59年 12,410人 1,982人 19.0% 

昭和60年 15,009人 2,599人 20.9% 

昭和61年 18,631人 3,622人 24.1% 

昭和62年 22,154人 3,523人 18.9% 

昭和63年 25,643人 3,489人 15.7% 

平成元年 31,251人 5,608人 21.9% 

平成２年 41,347人 10,096人 32.3% 

平成３年 45,066人 3,719人 9.0% 

平成４年 48,561人 3,495人 7.8% 

平成５年 52,405人 3,844人 7.9% 

平成６年 53,787人 1,382人 2.6% 

平成７年 53,847人 60人 0.1% 

平成８年 52,921人 ▲926人 ▲1.7%

平成９年 51,047人 ▲1,874人 ▲3.5%

平成10年 51,298人 251人 0.5% 

平成11年 55,755人 4,457人 8.7% 

平成12年 64,011人 8,256人 14.8% 

平成13年 78,812人 14,801人 23.1% 

平成14年 95,550人 16,738人 21.2% 

平成15年 109,508人 13,958人 14.6% 

平成16年 117,302人 7,794人 7.1% 

平成17年 121,812人 4,510人 3.8% 

平成18年 117,927人 ▲3,885人 ▲3.2%

平成19年 118,498人 571人 0.5% 

平成20年 123,829人 5,331人 4.5% 

平成21年 132,720人 8,891人 7.2% 

平成22年 141,774人 9,054人 6.8% 

年
留学生数

(高等教育機関＋
日本語教育機関)

増加数 前年比
高等教育機関

留学生数
増加数 前年比

日本語教育機
関留学生数

増加数 前年比

平成23年 163,697人 － － 138,075人 ▲3,699人 ▲2.6% 25,622人 － －

平成24年 161,848人 ▲1,849人 ▲1.1% 137,756人 ▲319人 ▲0.2% 24,092人 ▲1,530人 ▲6.0%

平成25年 168,145人 6,297人 3.9% 135,519人 ▲2,237人 ▲1.6% 32,626人 8,534人 35.4% 

平成26年 184,155人 16,010人 9.5% 139,185人 3,666人 2.7% 44,970人 12,344人 37.8% 

平成27年 208,379人 24,224人 13.2% 152,062人 12,877人 9.3% 56,317人 11,347人 25.2% 

平成28年 239,287人 30,908人 14.8% 171,122人 19,060人 12.5% 68,165人 11,848人 21.0% 

平成29年 267,042人 27,755人 11.6% 188,384人 17,262人 10.1% 78,658人 10,493人 15.4% 

※ 「出入国管理及び難民認定法」の改正（平成21年７月15日公布）により、平成22年7月1日付けで在留資格「留学」「就学」が一本化されたことから、平成23
年５月以降は日本語教育機関に在籍する留学生も含めた留学生数も計上。
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【参考２】

留学生受入れ数の多い大学（平成29年5月1日現在）

早稲田大学 私立 5,072人 (4,767人)

東京福祉大学 私立 3,733人 (3,000人)

東京大学 国立 3,618人 (3,260人)

日本経済大学 私立 2,983人 (2,708人)

立命館アジア太平洋大学 私立 2,804人 (2,818人)

筑波大学 国立 2,426人 (2,326人)

大阪大学 国立 2,273人 (2,184人)

九州大学 国立 2,201人 (2,089人)

立命館大学 私立 2,141人 (1,860人)

京都大学 国立 2,134人 (2,009人)

東北大学 国立 2,025人 (1,941人)

北海道大学 国立 1,851人 (1,735人)

名古屋大学 国立 1,805人 (1,672人)

慶應義塾大学 私立 1,677人 (1,518人)

明治大学 私立 1,456人 (1,294人)

広島大学 国立 1,442人 (1,190人)

城西国際大学 私立 1,438人 (1,265人)

東京工業大学 国立 1,432人 (1,239人)

同志社大学 私立 1,358人 (1,421人)

上智大学 私立 1,307人 (1,183人)

日本ウェルネススポーツ大学 私立 1,275人 (1,200人)

日本大学 私立 1,220人 (1,192人)

神戸大学 国立 1,201人 (1,196人)

拓殖大学 私立 1,055人 (1,069人)

大阪産業大学 私立 1,005人 (1,113人)

東洋大学 私立 984人 (658人)

関西大学 私立 940人 (828人)

法政大学 私立 931人 (794人)

横浜国立大学 国立 927人 (828人)

東海大学 私立 900人 (794人)

（　　　）内は平成28年5月1日現在の数

学校名 留学生数
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【参考３】

高等教育機関における外国人留学生受入れ状況

１．出身地域別留学生数

留学生数 構成比

173,303人 92.0％ 11,387人 64.8％ 

(156,556) (91.5) (10,675) (63.6) 

6,685人 3.5％ 3,553人 20.2％ 

(6,466) (3.8) (3,453) (20.6) 

2,860人 1.5％ 1,870人 10.6％ 

(2,742) (1.6) (1,802) (10.7) 

2,108人 1.1％ 90人 0.5％ 

(1,857) (1.1) (113) (0.7) 

1,453人 0.8％ 98人 0.6％ 

(1,587) (0.9) (101) (0.6) 

1,287人 0.7％ 262人 1.5％ 

(1,293) (0.8) (342) (2.0) 

685人 0.4％ 326人 1.9％ 

(618) (0.4) (302) (1.8) 

3人 0.0％ 0人 0.0％ 

(3) (0.0) (0) (0.0) 

188,384人 100.0％ 17,586人 100.0％ 

(171,122) (100.0) (16,788) (100.0) 

　出身地域別留学生の割合については、アジア地域からの留学生が92.0％（前年度
91.5％）、欧州・北米地域からの留学生が合わせて5.1％（同5.4％）となっている。

　うち、短期留学生については、アジア地域からの留学生が64.8％（同63.6％）、欧
州・北米地域からの留学生が合わせて30.8％（同31.3％）となっている。

地域名 留学生数 構成比
左のうち短期留学生

その他
（無国籍）

計

（　 　）内は平成28年5月1日現在の数

アジア

欧州

北米

アフリカ

中東

中南米

大洋州
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２．出身国（地域）別留学生数

（１）出身国（地域）別留学生数

国(地域)名 国(地域)名

中国 79,502人 (75,262) 42.2% (44.0) ドイツ 831人 (836) 0.4% (0.5) 

ベトナム 35,489人 (28,579) 18.8% (16.7) 英国 563人 (477) 0.3% (0.3) 

ネパール 14,850人 (13,456) 7.9% (7.9) カンボジア 560人 (467) 0.3% (0.3) 

韓国 13,538人 (13,571) 7.2% (7.9) ロシア 512人 (505) 0.3% (0.3) 

台湾 6,994人 (6,401) 3.7% (3.7) ウズベキスタン 441人 (383) 0.2% (0.2) 

インドネシア 4,235人 (3,670) 2.2% (2.1) イタリア 436人 (383) 0.2% (0.2) 

タイ 3,266人 (3,185) 1.7% (1.9) オーストラリア 411人 (387) 0.2% (0.2) 

スリランカ 3,020人 (1,905) 1.6% (1.1) サウジアラビア 399人 (510) 0.2% (0.3) 

マレーシア 2,750人 (2,581) 1.5% (1.5) ブラジル 385人 (463) 0.2% (0.3) 

ミャンマー 2,686人 (2,079) 1.4% (1.2) シンガポール 357人 (330) 0.2% (0.2) 

アメリカ合衆国 2,516人 (2,428) 1.3% (1.4) カナダ 344人 (314) 0.2% (0.2) 

バングラデシュ 1,919人 (1,402) 1.0% (0.8) エジプト 342人 (332) 0.2% (0.2) 

モンゴル 1,711人 (1,495) 0.9% (0.9) スウェーデン 311人 (307) 0.2% (0.2) 

フランス 1,116人 (1,132) 0.6% (0.7) アフガニスタン 278人 (339) 0.1% (0.2) 

インド 964人 (880) 0.5% (0.5) その他 6,744人 (6,284) 3.6% (3.7) 

フィリピン 914人 (779) 0.5% (0.5) 計 188,384人 (171,122) 100.0% (100.0) 

（　　　）内は平成28年5月1日現在の数

構成比

　中国・ベトナムからの留学生を合わせると、全留学生に占める割合は61.0％（前年度60.7％）となっ
ている。

留学生数 構成比留学生数
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（２）出身国（地域）別短期留学生数

国(地域)名 国(地域)名

中国 5,901人 (5,570) 33.6％ (33.2) スウェーデン 154人 (135) 0.9％ (0.8) 

韓国 1,752人 (1,572) 10.0％ (9.4) スペイン 151人 (142) 0.9％ (0.8) 

アメリカ合衆国 1,698人 (1,641) 9.7％ (9.8) フィンランド 143人 (141) 0.8％ (0.8) 

台湾 1,400人 (1,312) 8.0％ (7.8) ネパール 136人 (168) 0.8％ (1.0) 

フランス 750人 (754) 4.3％ (4.5) シンガポール 118人 (99) 0.7％ (0.6) 

ドイツ 619人 (631) 3.5％ (3.8) マレーシア 116人 (123) 0.7％ (0.7) 

ベトナム 518人 (467) 2.9％ (2.8) フィリピン 101人 (103) 0.6％ (0.6) 

タイ 477人 (473) 2.7％ (2.8) ポーランド 99人 (101) 0.6％ (0.6) 

英国 393人 (314) 2.2％ (1.9) メキシコ 95人 (90) 0.5％ (0.5) 

インドネシア 388人 (370) 2.2％ (2.2) ブラジル 86人 (189) 0.5％ (1.1) 

オーストラリア 285人 (262) 1.6％ (1.6) ノルウェー 77人 (59) 0.4％ (0.4) 

イタリア 249人 (220) 1.4％ (1.3) ミャンマー 74人 (93) 0.4％ (0.6) 

カナダ 172人 (161) 1.0％ (1.0) インド 73人 (69) 0.4％ (0.4) 

モンゴル 164人 (77) 0.9％ (0.5) トルコ 63人 (59) 0.4％ (0.4) 

ロシア 155人 (178) 0.9％ (1.1) その他 1,024人 (1,088) 5.8％ (6.5) 

オランダ 155人 (127) 0.9％ (0.8) 計 17,586人 (16,788) 100.0％ (100.0) 

（　　　）内は平成2８年5月1日現在の数

　中国・韓国・台湾からの短期留学生を合わせると、51.5％（同50.4％）、アメリカ・フランス・ドイツか
らの短期留学生を合わせると、17.4％（同18.0％）となっている。

留学生数 構成比 留学生数 構成比

- 13 -



３．男女別留学生数

（　　　）内は平成28年5月1日現在の数

４．在学段階別・国公私立別留学生数

留学生数 構成比 留学生数 構成比 留学生数 構成比 留学生数 構成比

29,174人 62.9％ 1,909人 4.1％ 15,290人 33.0％ 46,373人 100.0％

(27,153) (62.5) (1,928) (4.4) (14,397) (33.1) (43,478) (100.0) 

11,770人 19.9％ 1,836人 3.1％ 63,940人 82.5％ 77,546人 100.0％

(11,481) (15.9) (1,670) (2.3) (59,078) (81.8) (72,229) (100.0) 

0人 0.00％ 0人 0.0％ 5,108人 100.0％ 5,108人 100.0％

(1) (0.02) (0) (0.0) (5,330) (99.98) (5,331) (100.0) 

0人 0.0％ 0人 0.0％ 10人 100.0％ 10人 100.0％

(0) (0.0) (0) (0.0) (106) (100.0) (106) (100.0) 

0人 0.0％ 16人 0.8％ 1,899人 99.2％ 1,915人 100.0％

(0) (0.0) (15) (1.0) (1,515) (99.0) (1,530) (100.0) 

0人 0.0％ 0人 0.0％ 302人 100.0％ 302人 100.0％

(0) (0.0) (0) (0.0) (217) (100.0) (217) (100.0) 

0人 0.0％ 0人 0.0％ 9人 100.0％ 9人 100.0％

(0) (0.0) (0) (0.0) (16) (100.0) (16) (100.0) 

510人 91.2％ 0人 0.0％ 49人 8.8％ 559人 100.0％

(519) (92.0) (0) (0.0) (45) (8.0) (564) (100.0) 

13人 100.0％ 0人 0.0％ 0人 0.0％ 13人 100.0％

(11) (100.0) (0) (0.0) (0) (0.0) (11) (100.0) 

0人 0.0％ 18人 0.03％ 58,753人 99.97％ 58,771人 100.0％

(0) (0.0) (12) (0.02) (50,223) (99.98) (50,235) (100.0) 

0人 0.0％ 0人 0.0％ 3,220人 100.0％ 3,220人 100.0％

(0) (0.0) (0) (0.0) (3,086) (100.0) (3,086) (100.0) 

41,454人 22.0％ 3,779人 2.0％ 143,151人 76.0％ 188,384人 100.0％

(39,153) (22.9) (3,625) (2.1) (128,344) (75.0) (171,122) (100.0) 

（　　　）内は平成28年5月1日現在の数

私立 計

在
　
　
学
　
　
段
　
　
階

計

大学院

大学
(学部)

うち別科

うち別科

短期大学

うち専攻
科

うち専攻
科

うち専攻
科

専修学校
(専門課程)

準備教育
課程

高等専門
学校

国立

84,392人 (76,498)

公立

女

計

44.8％ (44.7)

188,384人 (171,122) 100.0％ (100.0)

103,992人 (94,624) 55.2％ (55.3)男

留学生数 構成比性別
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５．専攻分野別留学生数

専攻分野

人文科学 45,647人 (43,041) 24.2％ (25.2) 

社会科学 67,664人 (60,947) 35.9％ (35.6) 

理学 3,452人 (2,927) 1.8％ (1.7) 

工学 30,804人 (27,793) 16.4％ (16.2) 

農学 3,739人 (3,572) 2.0％ (2.1) 

保健 4,356人 (3,825) 2.3％ (2.2) 

家政 4,787人 (3,910) 2.5％ (2.3) 

教育 3,221人 (3,145) 1.7％ (1.8) 

芸術 8,432人 (7,032) 4.5％ (4.1) 

その他 16,282人 (14,930) 8.6％ (8.7) 

計 188,384人 (171,122) 100.0％ (100.0) 

留学生数 構成比

（　　　）内は平成28年5月1日現在の数
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６．地方別・都道府県別留学生数

（人）

地方名 留学生数 構成比 都道府県 地方名 留学生数 構成比 都道府県

三 重 967 (865)

滋 賀 433 (412)

3,155 1.7% 34,374 18.2% 京 都 9,031 (8,368)

(2,897) (1.7) (30,518) (17.8) 大 阪 15,600 (13,365)

兵 庫 6,876 (6,070)

奈 良 1,098 (1,080)

青 森 330 (312) 和 歌 山 369 (358)

岩 手 315 (316) 鳥 取 196 (191)

4,983 2.6% 宮 城 3,021 (2,816) 9,130 4.8% 島 根 269 (243)

(4,692) (2.7) 秋 田 431 (456) (8,155) (4.8) 岡 山 2,598 (2,442)

山 形 265 (261) 広 島 3,594 (3,074)

福 島 621 (531) 山 口 2,473 (2,205)

茨 城 4,981 (5,343) 徳 島 375 (328)

栃 木 2,267 (1,830) 1,562 0.8% 香 川 476 (518)

96,024 51.0% 群 馬 5,330 (4,101) (1,599) (0.9) 愛 媛 499 (530)

(86,663) (50.6) 埼 玉 7,490 (6,476) 高 知 212 (223)

千 葉 7,789 (6,775) 福 岡 12,813 (11,717)

東 京 60,768 (55,441) 佐 賀 305 (245)

神 奈 川 7,399 (6,697) 長 崎 1,828 (1,712)

新 潟 2,266 (2,063) 22,209 11.8% 熊 本 1,114 (986)

富 山 591 (542) (20,612) (12.0) 大 分 3,552 (3,561)

石 川 1,919 (1,756) 宮 崎 487 (387)

16,947 9.0% 福 井 391 (342) 鹿 児 島 939 (890)

(15,986) (9.3) 山 梨 721 (698) 沖 縄 1,171 (1,114)

長 野 1,136 (1,102)

岐 阜 1,410 (1,352) 計 100.0%

静 岡 1,604 (1,393) (100.0)

愛 知 6,909 (6,738)

留学生数 留学生数

中 部

北 海 道北海道 3,155

※大学の学部等が複数の都道府県に所在している場合、事務局本部が所在する都道府県にまとめて集計している。

（　　　）内は平成28年5月1日現在の数

九 州

近 畿

中 国

四 国

188,384

(171,122)

東 北

関 東

(2,897)
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21.9%

76.9%

16.1%

2.7%

3.1%

③学校が設置する一般学生寮

○留学生数 188,384人 （前年度比 17,262人増）

○公的宿舎入居留学生数 41,279人 （前年度比 2,054人増）

７．留学生宿舎の状況（平成29年5月1日現在）

留学生数

188,384人

国立大学等

公立大学等

私立大学等

2,814人

241人

2,813人

93校

11校

226校

①学校が設置する留学生宿舎

89校

36校

382校

国立大学等

公立大学等

私立大学等

12,653人

890人

16,867人

②公益法人等が設置する留学生宿舎

日本学生支援機構設置留学生宿舎

地方公共団体設置留学生宿舎

公益法人設置留学生宿舎

公営住宅等

民間企業の社員寮

967人

896人

1,264人

1,267人

607人

30,410人 5,001人

5,868人

（100.0％）

民間宿舎・アパート等

147,105人（78.1％）



【参考４】

日本語教育機関（専修学校を除く）における外国人留学生受入れ状況

１．出身地域別留学生数

地域名 留学生数 構成比 前年比

アジア 75,939人 96.5％ 9,868人 

欧州 1,984人 2.5％ 464人 

北米 322人 0.4％ 55人 

中南米 139人 0.2％ 42人 

アフリカ 122人 0.2％ 47人 

中近東 80人 0.1％ ▲7人 

大洋州 71人 0.1％ 26人 

その他（無国籍） 1人 0.0％ ▲2人 

計 78,658人 100.0％ 10,493人 

２．出身国（地域）別留学生数

国・地域 留学生数 構成比 前年比

中国 27,758人 35.3％ 4,537人 

ベトナム 26,182人 33.3％ 954人 

ネパール 6,650人 8.5％ 635人 

スリランカ 3,587人 4.6％ 1,516人 

韓国 2,202人 2.8％ 316人 

ミャンマー 2,130人 2.7％ 358人 

台湾 1,953人 2.5％ 24人 

インドネシア 1,260人 1.6％ 300人 

フィリピン 892人 1.1％ 339人 

バングラデシュ 829人 1.1％ 252人 

その他 5,215人 6.6％ 1,262人 

計 78,658人 100.0％ 10,493人 
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３．日本語教育機関に在籍する留学生数(都道府県別)

（人）

地方名 留学生数 構成比 都道府県 地方名 留学生数 構成比 都道府県

三 重 241 (154)

滋 賀 0 (0)

299 0.4% 11,152 14.2% 京 都 2,188 (2,185)

(344) (0.5%) (9,877) (14.5%) 大 阪 6,083 (5,046)

兵 庫 2,522 (2,415)

奈 良 118 (77)

青 森 0 (0) 和 歌 山 0 (0)

岩 手 0 (0) 鳥 取 11 (0)

1,058 1.3% 宮 城 954 (1,059) 978 1.2% 島 根 0 (0)

(1,200) (1.8%) 秋 田 0 (0) (928) (1.4%) 岡 山 472 (487)

山 形 0 (0) 広 島 495 (441)

福 島 104 (141) 山 口 0 (0)

茨 城 566 (480) 徳 島 0 (0)

栃 木 752 (805) 39 0.05% 香 川 0 (0)

53,791 68.4% 群 馬 757 (188) (14) (0.02%) 愛 媛 39 (14)

(46,264) (67.9%) 埼 玉 2,850 (2,278) 高 知 0 (0)

千 葉 3,761 (3,369) 福 岡 4,706 (4,038)

東 京 42,688 (37,093) 佐 賀 341 (301)

神 奈 川 2,417 (2,051) 長 崎 86 (53)

新 潟 0 (0) 6,404 8.1% 熊 本 0 (0)

富 山 67 (81) (5,680) (8.3%) 大 分 78 (74)

石 川 0 (0) 宮 崎 13 (35)

4,937 6.3% 福 井 21 (0) 鹿 児 島 136 (115)

(3,858) (5.7%) 山 梨 321 (272) 沖 縄 1,044 (1,064)

長 野 382 (290)

岐 阜 542 (373) 計 100.0%

静 岡 1,176 (939) (100.0%)

愛 知 2,428 (1,903)

留学生数

（　　　）内は平成28年5月1日現在の数

留学生数

北 海 道 (344)
近 畿

中 国

299

78,658

(68,165)

北海道

東 北

関 東

四 国

九 州

中 部
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４．留学生宿舎の状況（平成29年5月1日現在）

○日本語教育機関在籍留学生数 78,658人 (前年比 10,493人 増)

○公的宿舎入居留学生数 20,604人 (前年比 997人 増)

（人）

住居形態 留学生数 昨年比

公的宿舎 20,604 997

学校が設置する留学生宿舎 17,967 304

公益法人等が設置する留学生宿舎 975 415

日本学生支援機構設置留学生宿舎 0 0

地方公共団体設置留学生宿舎 37 37

公益法人が設置する留学生宿舎 289 112

公営住宅等 261 102

民間企業の社員寮 388 164

学校が設置する一般学生寮 1,662 278

民間宿舎・アパート等 58,054 9,496

78,658 10,493留学生数

民間宿舎・アパート等

58,054人（73.8％）

留学生数

78,658人

公的宿舎

20,604人（26.2％）
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28-1-1
授業科目名：

臨地実務実習Ⅰ

必修／選択の別： 

必修 選択 

期間： 

２０日間 
※事前・後指導を除く

担当教員名： 

授業科目区分： 

基礎 職業専門 展開 総合 

履修配当年次： 

２年通年 

単位数： 

５単位 

講義形態： 

講義 演習 実験 実習 実技 

授業の到達目標及びテーマ 

「相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解」 

【到達目標】 

（知識・理解） 

・実習先事業者の製品、業務内容、ビジネスプロセスを理解し説明することができる。

（能力） 

・実習先の業務内容、ビジネスプロセスに基づいた基本技術を習得している。

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、期日を守って業務を

遂行することができる。 

（志向・態度） 

・社会人としての最低限のビジネスマナーを身につけている。

・三現主義（現場・現実・現物）とは何かを体感し理解している。

授業の概要 

学生がはじめて取り組む臨地実務実習となるこの授業は、実習先事業者が扱っているサービスや

コンテンツ、ソフトウェア・インテンシブな製品、またはそれらを作り出すために必要とされ

るツールやシステムなどを対象とし、それに関する業務内容、ビジネスプロセスなどを理解す

ることを主たる目的とする。事前学習は、主に実習先事業者についての事前調査を行い、実習期

間で体得すべき内容の認識を深める。実習期間中は、実習先事業者の指導のもと、実習先事業者

の業務内容や基本的な技術を学ぶ。また、事後指導として、実習指導者によって得た評価をもとに

、問題点について原因と対策をまとめ、プレゼンテーション形式で発表することで、次の臨地

実務実習などにつなげる授業とする。 

授業計画 

【事前指導期間】 

学内オリエンテーション①（準備・心構え） 

実習の心構えや機密情報の扱いなどについて学ぶ。また、臨地実務実習に必要な書類について事前

アナウンスする。加えて、実習先事業者の情報を公開し、実習先の希望調査を行う。 

―実習先確定－ 

※必要に応じて、学内選考を実施する

学内オリエンテーション②（事前調査） 

各実習先事業者に合わせた必要書類の作成、実習期間中のルールなどについて説明し、実習先事業

実習骨格 シラバス  (情報工学科）
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28-1-1
者についての事前調査を行う。 

学外オリエンテーション③（事前訪問） 

実習先事業者に訪問してオリエンテーションを実施する。ただし、実習指導者の都合上訪問が難し

い場合は、電話やメールなどで行う。その場合は、実習先事業者について同実習先事業者に参加する

メンバーが集まり、実習先事業者の認識を深めるとともに、臨地実務実習初日の出勤について認識を

合わせる。 

【実習期間】 

業務の遂行（実習期間：7.5時／日×20日間（合計：150時間）） 

１． オリエンテーションとして、本実習の目的、実習先事業者の業務内容の説明を受け、

業務環境を構築する。（初日）

２． 実習先事業者の実習内容に応じて業務に着手し、開発・製造プロジェクトを理解するととも

に、基本的な技術を学ぶ。加えて、課題の進捗状況にも留意し、定められた納期までに成果物

を完成させることを目標とする。進捗管理など、与えられた業務に職業的倫理観を持って臨

む。（第1週～第4週）

３．実習指導者からフィードバックを受け、到達目標への達成度合いを振り返る。（最終

日）

また、2週間に1回本学に通学し、本学の担当教員に対して経過報告を行う。 

【事後指導期間】 

学外オリエンテーション④（事後報告） 

臨地実務実習の報告も兼ね、実習した体験について相互プレゼンテーションを実施する。臨地実務

実習の振り返りを行い、次回の臨地実務実習等につなげる。 

また、実習先事業者へのお礼状の送付や、機密情報の取り扱いなどについて再度アナウンス

する。 

学生に対する評価 

科目評価方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導者から担当教員に報告があ

った学生評価を参考とし科目評価を行う。実習先事業者における実習指導者の評価は、ルーブリック

評価表を用い、実習先事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、評価する。評価点は

事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：30％、ルーブリック評価表による評価

点：70％とする。 

2



28-1-2実習骨格 シラバス  (情報工学科）

授業科目名：

臨地実務実習Ⅱ

必修／選択の別： 

必修 選択 

期間： 

３０日間 
※事前・後指導を除く

担当教員名： 

授業科目区分： 

基礎 職業専門 展開 総合 

履修配当年次： 

３年通年 

単位数： 

７.５単位 

講義形態： 

講義 演習 実験 実習 実技 

授業の到達目標及びテーマ 

「製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や課題の理解」

【到達目標】

（知識・理解）

・実習先事業者の既存サービスが抱える課題を理解して要点を説明することができる。

・実習先事業者の既存サービスが抱える課題解決に必要な手法やツールには可能性としてどの

ようなものが存在するかの知識を修得して文言でまとめることができる。

（能力）

・所属する受け入れ先の部署やチームが担当業務において抱える課題を、局所的に限定せずに

全体を俯瞰しつつ分析することができる。

・既存サービスにおける課題を専攻する学科・コースの技術（AI、 IoT、ロボット）を主に用

いて解決する案を複数提示することができる。

・改善策を実現する手法やツール（のプロトタイプ）を探索、考察することができる。

（思考・態度）

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、自分が担当するプロ

セスの要求条件を明確に理解し期日を守って業務を遂行することができる。

・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組むことができる。

・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、他人に説明することができる。

授業の概要 

実習先事業者が扱っているサービスやコンテンツ、ソフトウェア・インテンシブ製品、また

はそれに付随する業務内容やビジネスプロセスなどに存在する課題や問題点を、隣接他部署や

取引先企業、ライバル会社など受け入れ部署の枠を超えて全体を俯瞰しながら発見する能力を

修得する。次に、その問題点を理解し分析し、改善案を複数探索、考案する。例えば、実習先

事業者が扱っているサービスやコンテンツを補助するシステムや、業務時間の効率化を上げる

ツール制作を実施する。実習先事業者の指導のもと、自ら企画し計画を立案、運用し成果物を

提出する。学生は実習指導者から随時評価を受けることで、必要に応じて予定を立て直し、制

作物を修正するという過程を通し、ベストを追求するためには失敗や繰り返しを恐れない態度

が必要であることを学ぶ。

授業計画 

【事前指導期間】

学内オリエンテーション①（準備・心構え） 

実習の心構えや機密情報の扱いなどについて学ぶ。また、臨地実務実習に必要な書類につい
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28-1-2実習骨格 シラバス  (情報工学科）

て事前アナウンスする。加えて、実習先事業者の情報を公開し、実習先の希望調査を行う。

―実習先確定－ 

※必要に応じて、学内選考を実施する

学内オリエンテーション②（事前調査）

 各実習先事業者に合わせた必要書類の作成、実習期間中のルールなどについて説明し、実習

先事業者についての事前調査を行う。

学外オリエンテーション③（事前訪問）

実習先事業者に訪問してオリエンテーションを実施する。ただし、実習指導者の都合上訪問

が難しい場合は、電話やメールなどで行う。その場合は、実習先事業者について同実習先事業

者に参加するメンバーが集まり、実習先事業者の認識を深めるとともに、臨地実務実習初日の

出勤について認識を合わせる。

【実習期間】

業務の遂行（実習期間：7.5時／日×30日間（合計：225時間）） 

１． オリエンテーションとして、本実習の目的、実習先事業者の実習内容説明を受け、現

状の開発・製造・サービス構築プロセスを正しく理解する。実習環境の構築を行う。

（初日）

２． 既存サービス、サービス構築プロセスの改善提案を行う。その提案に基づき、詳細な

要件定義をまとめ、仕様の見直しなどを行い実習計画を構築する。（第1週） 

３． 実習指導者のもと、自ら改善を企画し開発・実行計画を立案、運用する。（第2週～第

3週） 

４． 中間報告を行い、実習先からの意見をもとに計画と最終成果を見直す。

５． 実習指導者のもと、修正した実行計画に基づき、実習を遂行する。（第4週~第6週） 

６． 実習指導者からフィードバックを受け、到達目標への達成度合いを振り返る。（最終

日）

また、2週間に1回は本学に通学し、本学の科目担当に対して経過報告を行う。 

【事後指導期間】

学外オリエンテーション④（事後報告）

臨地実務実習の報告も兼ね、実習した体験について相互プレゼンテーションを実施する。臨

地実務実習の振り返りを行い、次回の臨地実務実習等につなげる。

また、実習先事業者へのお礼状の送付や、機密情報の取り扱いなどについて再度アナウンス

する。 

学生に対する評価 
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28-1-2実習骨格 シラバス  (情報工学科）

科目評価方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導者から担当教員に報

告があった学生評価を参考とし科目評価を行う。実習先事業者における実習指導者の評価は、

ルーブリック評価表を用い、実習先事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、

評価する。評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：30％、ルー

ブリック評価表による評価点：70％とする。
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28-1-3実習骨格 シラバス  (情報工学科）

授業科目名：

臨地実務実習Ⅲ

必修／選択の別： 

必修 選択 

期間： 

３０日間 
※事前・後指導を除く

担当教員名： 

授業科目区分： 

基礎 職業専門 展開 総合 

履修配当年次： 

４年通年 

単位数： 

７.５単位 

講義形態： 

講義 演習 実験 実習 実技 

授業の到達目標及びテーマ 

「プロトタイプを実現して評価する」

【到達目標】

（知識・理解）

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な技術上の条件を理解して要点を説明できる。

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な手法やツールには可能性としてどのようなもの

が存在するかの知識を修得して要点を説明できる。

（能力）

・所属する受け入れ先の部署やチームの担当業務のさらなる成果向上手段について、情報工学

技術をもちいた複数の解候補から最適性を考慮しながら解を選択することができる。

・専攻する学科・コースの技術（AI、 IoT、ロボット）を主に用いた最適解に対し部分的であ

ってもプロトタイプを実現し、評価することができる。

・実現したプロトタイプに対して得られた評価を理解し、修正を加えてより良い問題解決案を

考えることができる。

（思考・態度）

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、自分が担当するプロ

セスの要求条件を明確に理解し期日を守って業務を遂行することができる。

・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組むことができる。

・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、それに沿った行動をすることができる。

授業の概要 

臨地実務実習の集大成となる本授業は、実習先事業者が扱っているサービスやコンテンツ、ソフ

トウェア・インテンシブな製品、またはそれに付随する業務内容やビジネスプロセスなどに対し、

隣接他部署や取引先企業、ライバル会社など、受け入れ部署の枠を超えた社会全体も考慮して

問題の所在をとらえ、何らかのプロトタイプを制作する。加えて、臨地実務実習Ⅱと同様に、学生は

実習指導者から随時評価を受けることで、実現したプロトタイプの有用性や価値、開発で得た経

験や今後の課題も含めて評価を客観的に理解するとともに、臨地実務実習Ⅲでは実習期間内で

修正案を考えより良い解決案を提示することで、実践的な問題解決力を修得することを目的と

する。 

授業計画 

【事前指導期間】

学内オリエンテーション①（準備・心構え）
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28-1-3 実習骨格 シラバス  (情報工学科） 
臨地実務実習Ⅰ・Ⅱの背景をもって、実習目的の明確化を行う。また、臨地実務実習に必

要な書類について事前アナウンスする。加えて、実習先事業者の情報を公開し、実習先の希望

調査を行う。候補の提示をする。 

 
―実習先確定－ 

※必要に応じて、選考を実施する 

 
学内オリエンテーション②（事前調査） 

 各実習先事業者に合わせた必要書類の作成、実習期間中のルールなどについて説明し、実習

先事業者についての事前調査を行う。加えて、隣接他部署や取引先企業、ライバル会社など受

け入れ部署の枠を超えた社会全体の事前調査も行う。 

 
学外オリエンテーション③（事前訪問） 

実習先事業者に訪問してオリエンテーションを実施する。ただし、実習指導者の都合上訪問

が難しい場合は、電話やメールなどで行う。その場合は、実習先事業者について同実習先事業

者に参加するメンバーが集まり、実習先事業者の認識を深めるとともに、臨地実務実習初日の

出勤について認識を合わせる。 

 
【実習期間】 

業務の遂行（実習期間：7.5時/日×30日間（合計：225時間）） 

１． オリエンテーションとして、本実習の目的、実習先事業者の業務内容の説明を受け、

業務環境を構築する。（初日） 

２． 実習先事業者が扱っているサービスやコンテンツ、ソフトウェア・インテンシブな製

品、またはそれに付随する業務内容やビジネスプロセスなどに対し、隣接他部署や取引

先企業、ライバル会社など、受け入れ部署の枠を超えた社会全体も考慮して問題既存サ

ービスの改良可能性を模索し、実習テーマを決定する。（第1週） 

３． 実習テーマに基づき既存サービスの改良版プロトタイプを制作する。（第2週～第3

週） 

４． 中間報告を行い、実習先から意見をもとに計画と最終成果を見直す。 

５． 最終成果に向けて計画を基づき、業務を遂行する。（第4週～第6週） 

６． 実習指導者からフィードバックを受け、到達目標への達成度合いを振り返る。（最終

日） 

 また、2週間に1回は本学に通学し、本学の科目担当に対して経過報告を行う。 

 
【事後指導期間】 

学外オリエンテーション④（事後報告） 
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28-1-3実習骨格 シラバス  (情報工学科）

臨地実務実習の報告とともに、臨地実務実習全3回の学びを振り返る。実習先事業者へのお

礼状の送付や、機密情報の取り扱い等について再度アナウンスする。 

学生に対する評価 

科目評価方法

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導者から担当教員に報

告があった学生評価を参考とし科目評価を行う。実習先事業者における実習指導者の評価は、

ルーブリック評価表を用い、実習先事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、

評価する。評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：30％、ルー

ブリック評価表による評価点：70％とする。
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28-2-1実習骨格 シラバス  (ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科）

授業科目名：

臨地実務実習Ⅰ

必修／選択の別： 

必修 選択 

期間： 

２０日間 
※事前・後指導を除く

担当教員名： 

授業科目区分： 

基礎 職業専門 展開 総合 

履修配当年次： 

２年通年 

単位数： 

５単位 

講義形態： 

講義 演習 実験 実習 実技 

授業の到達目標及びテーマ 

「相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解」 

【到達目標】 

（知識・理解） 

・実習先事業者の製品、業務内容、ビジネスプロセスを理解し説明することができる。

（能力） 

・実習先の業務内容、ビジネスプロセスに基づいた基本技術を習得している。

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、期日を守って業務を

遂行することができる。 

（志向・態度） 

・社会人としての最低限のビジネスマナーを身につけている。

・三現主義（現場・現実・現物）とは何かを体感し理解している。

授業の概要 

学生がはじめて取り組む臨地実務実習となるこの授業は、実習先事業者が扱っているサービスや

コンテンツ、ソフトウェア・インテンシブな製品、またはそれらを作り出すために必要とされ

るツールやシステムなどを対象とし、それに関する業務内容、ビジネスプロセスなどを理解す

ることを主たる目的とする。事前学習は、主に実習先事業者についての事前調査を行い、実習期

間で体得すべき内容の認識を深める。実習期間中は、実習先事業者の指導のもと、実習先事業者

の業務内容や基本的な技術を学ぶ。また、事後指導として、実習指導者によって得た評価をもとに

、問題点について原因と対策をまとめ、プレゼンテーション形式で発表することで、次の臨地

実務実習などにつなげる授業とする。 

授業計画 

【事前指導期間】 

学内オリエンテーション①（準備・心構え） 

実習の心構えや機密情報の扱いなどについて学ぶ。また、臨地実務実習に必要な書類について事前

アナウンスする。加えて、実習先事業者の情報を公開し、実習先の希望調査を行う。 

―実習先確定－ 

※必要に応じて、学内選考を実施する

学内オリエンテーション②（事前調査） 

各実習先事業者に合わせた必要書類の作成、実習期間中のルールなどについて説明し、実習先事業者
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28-2-1 実習骨格 シラバス  (ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科） 
についての事前調査を行う。 

 

学外オリエンテーション③（事前訪問） 

実習先事業者に訪問してオリエンテーションを実施する。ただし、実習指導者の都合上訪問が難し

い場合は、電話やメールなどで行う。その場合は、実習先事業者について同実習先事業者に参加する

メンバーが集まり、実習先事業者の認識を深めるとともに、臨地実務実習初日の出勤について認識を

合わせる。 

 

【実習期間】 

業務の遂行（実習期間：7.5時／日×20日間（合計：150時間）） 

１． オリエンテーションとして、本実習の目的、実習先事業者の業務内容の説明を受け、

業務環境を構築する。（初日） 

２． 実習先事業者の実習内容に応じて業務に着手し、開発・製造プロジェクトを理解するととも

に、基本的な技術を学ぶ。加えて、課題の進捗状況にも留意し、定められた納期までに成果物

を完成させることを目標とする。進捗管理など、与えられた業務に職業的倫理観を持って臨

む。（第1週～第4週） 

３．実習指導者からフィードバックを受け、到達目標への達成度合いを振り返る。（最終

日） 

 

また、2週間に1回本学に通学し、本学の担当教員に対して経過報告を行う。 

 

【事後指導期間】 

学外オリエンテーション④（事後報告） 

臨地実務実習の報告も兼ね、実習した体験について相互プレゼンテーションを実施する。臨地実務

実習の振り返りを行い、次回の臨地実務実習等につなげる。 

また、実習先事業者へのお礼状の送付や、機密情報の取り扱いなどについて再度アナウンス

する。 

学生に対する評価 

科目評価方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導者から担当教員に報告があ

った学生評価を参考とし科目評価を行う。実習先事業者における実習指導者の評価は、ルーブリック

評価表を用い、実習先事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、評価する。評価点は

事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：30％、ルーブリック評価表による評価

点：70％とする。 
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28-2-2実習骨格 シラバス  (ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科） 
授業科目名：

臨地実務実習Ⅱ

必修／選択の別： 

必修 選択 

期間： 

３０日間 
※事前・後指導を除く

担当教員名： 

授業科目区分： 

基礎 職業専門 展開 総合 

履修配当年次： 

３年通年 

単位数： 

７.５単位 

講義形態： 

講義 演習 実験 実習 実技 

授業の到達目標及びテーマ 

「製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や課題の理解」

【到達目標】

（知識・理解）

・実習先事業者の既存サービスが抱える課題を理解して要点を説明することができる。

・実習先事業者の既存サービスが抱える課題解決に必要な手法やツールには可能性としてどの

ようなものが存在するかの知識を修得して文言でまとめることができる。

（能力）

・所属する受け入れ先の部署やチームが担当業務において抱える課題を、局所的に限定せずに

全体を俯瞰しつつ分析することができる。

・既存サービスにおける課題を専攻する学科・コースの技術（デジタルゲームおよびコンピュ

ータグラフィックス）を主に用いて解決する案を複数提示することができる。

・改善策を実現する手法やツール（のプロトタイプ）を探索、考察することができる。

（思考・態度）

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、自分が担当するプロ

セスの要求条件を明確に理解し期日を守って業務を遂行することができる。

・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組むことができる。

・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、他人に説明することができる。

授業の概要 

実習先事業者が扱っているサービスやコンテンツ、ソフトウェア・インテンシブ製品、また

はそれに付随する業務内容やビジネスプロセスなどに存在する課題や問題点を、隣接他部署や

取引先企業、ライバル会社など受け入れ部署の枠を超えて全体を俯瞰しながら発見する能力を

修得する。次に、その問題点を理解し分析し、改善案を複数探索、考案する。例えば、実習先

事業者が扱っているサービスやコンテンツを補助するシステムや、業務時間の効率化を上げる

ツール制作を実施する。実習先事業者の指導のもと、自ら企画し計画を立案、運用し成果物を

提出する。学生は実習指導者から随時評価を受けることで、必要に応じて予定を立て直し、制

作物を修正するという過程を通し、ベストを追求するためには失敗や繰り返しを恐れない態度

が必要であることを学ぶ。

授業計画 

【事前指導期間】

学内オリエンテーション①（準備・心構え） 
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28-2-2 実習骨格 シラバス  (ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科） 
実習の心構えや機密情報の扱いなどについて学ぶ。また、臨地実務実習に必要な書類につい

て事前アナウンスする。加えて、実習先事業者の情報を公開し、実習先の希望調査を行う。 

 
―実習先確定－ 

※必要に応じて、学内選考を実施する 

 
学内オリエンテーション②（事前調査） 

 各実習先事業者に合わせた必要書類の作成、実習期間中のルールなどについて説明し、実習

先事業者についての事前調査を行う。 

 
学外オリエンテーション③（事前訪問） 

実習先事業者に訪問してオリエンテーションを実施する。ただし、実習指導者の都合上訪問

が難しい場合は、電話やメールなどで行う。その場合は、実習先事業者について同実習先事業

者に参加するメンバーが集まり、実習先事業者の認識を深めるとともに、臨地実務実習初日の

出勤について認識を合わせる。 

 
【実習期間】 

業務の遂行（実習期間：7.5時／日×30日間（合計：225時間）） 

１． オリエンテーションとして、本実習の目的、実習先事業者の実習内容説明を受け、現

状の開発・製造・サービス構築プロセスを正しく理解する。実習環境の構築を行う。

（初日） 

２． 既存サービス、サービス構築プロセスの改善提案を行う。その提案に基づき、詳細な

要件定義をまとめ、仕様の見直しなどを行い実習計画を構築する。（第1週） 

３． 実習指導者のもと、自ら改善を企画し開発・実行計画を立案、運用する。（第2週～第

3週） 

４． 中間報告を行い、実習先からの意見をもとに計画と最終成果を見直す。 

５． 実習指導者のもと、修正した実行計画に基づき、実習を遂行する。（第4週~第6週） 

６． 実習指導者からフィードバックを受け、到達目標への達成度合いを振り返る。（最終

日） 

また、2週間に1回は本学に通学し、本学の科目担当に対して経過報告を行う。 

 
【事後指導期間】 

学外オリエンテーション④（事後報告） 

臨地実務実習の報告も兼ね、実習した体験について相互プレゼンテーションを実施する。臨

地実務実習の振り返りを行い、次回の臨地実務実習等につなげる。 

また、実習先事業者へのお礼状の送付や、機密情報の取り扱いなどについて再度アナウンス
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28-2-2実習骨格 シラバス  (ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科） 
する。 

学生に対する評価 

科目評価方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導者から担当教員に報

告があった学生評価を参考とし科目評価を行う。実習先事業者における実習指導者の評価は、

ルーブリック評価表を用い、実習先事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、

評価する。評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：30％、ルー

ブリック評価表による評価点：70％とする。
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28-2-3 実習骨格 シラバス  (ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科） 
授業科目名： 

臨地実務実習Ⅲ 

必修／選択の別： 

必修 選択 

期間： 

３０日間 
※事前・後指導を除く 

担当教員名： 

 

授業科目区分： 

基礎 職業専門 展開 総合 

履修配当年次： 

４年通年 

単位数： 

７.５単位 

講義形態： 

講義 演習 実験 実習 実技 

授業の到達目標及びテーマ 

「プロトタイプを実現して評価する」 

【到達目標】 

（知識・理解） 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な技術上の条件を理解して要点を説明できる。 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な手法やツールには可能性としてどのようなもの

が存在するかの知識を修得して要点を説明できる。 

（能力） 

・所属する受け入れ先の部署やチームの担当業務のさらなる成果向上手段について、情報工学

技術をもちいた複数の解候補から最適性を考慮しながら解を選択することができる。 

・専攻する学科・コースの技術（デジタルゲームおよびコンピュータグラフィックス）を主に

用いた最適解に対し部分的であってもプロトタイプを実現し、評価することができる。 

・実現したプロトタイプに対して得られた評価を理解し、修正を加えてより良い問題解決案を

考えることができる。 

（思考・態度） 

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、自分が担当するプロ

セスの要求条件を明確に理解し期日を守って業務を遂行することができる。 

・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組むことができる。 

・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、それに沿った行動をすることができる。 

授業の概要 

臨地実務実習の集大成となる本授業は、実習先事業者が扱っているサービスやコンテンツ、

ソフトウェア・インテンシブな製品、またはそれに付随する業務内容やビジネスプロセスなど

に対し、隣接他部署や取引先企業、ライバル会社など、受け入れ部署の枠を超えた社会全体も

考慮して問題の所在をとらえ、何らかのプロトタイプを制作する。加えて、臨地実務実習Ⅱと

同様に、学生は実習指導者から随時評価を受けることで、実現したプロトタイプの有用性や価

値、開発で得た経験や今後の課題も含めて評価を客観的に理解するとともに、臨地実務実習Ⅲ

では実習期間内で修正案を考えより良い解決案を提示することで、実践的な問題解決力を修得

することを目的とする。 

授業計画 

【事前指導期間】 

学内オリエンテーション①（準備・心構え） 

臨地実務実習Ⅰ・Ⅱの背景をもって、実習目的の明確化を行う。また、臨地実務実習に必

14



 

28-2-3 実習骨格 シラバス  (ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科） 
要な書類について事前アナウンスする。加えて、実習先事業者の情報を公開し、実習先の希望

調査を行う。候補の提示をする。 

 
―実習先確定－ 

※必要に応じて、選考を実施する 

 
学内オリエンテーション②（事前調査） 

 各実習先事業者に合わせた必要書類の作成、実習期間中のルールなどについて説明し、実習

先事業者についての事前調査を行う。加えて、隣接他部署や取引先企業、ライバル会社など受

け入れ部署の枠を超えた社会全体の事前調査も行う。 

 
学外オリエンテーション③（事前訪問） 

実習先事業者に訪問してオリエンテーションを実施する。ただし、実習指導者の都合上訪問

が難しい場合は、電話やメールなどで行う。その場合は、実習先事業者について同実習先事業

者に参加するメンバーが集まり、実習先事業者の認識を深めるとともに、臨地実務実習初日の

出勤について認識を合わせる。 

 
【実習期間】 

業務の遂行（実習期間：7.5時/日×30日間（合計：225時間）） 

１． オリエンテーションとして、本実習の目的、実習先事業者の業務内容の説明を受け、

業務環境を構築する。（初日） 

２． 実習先事業者が扱っているサービスやコンテンツ、ソフトウェア・インテンシブな製

品、またはそれに付随する業務内容やビジネスプロセスなどに対し、隣接他部署や取引

先企業、ライバル会社など、受け入れ部署の枠を超えた社会全体も考慮して問題既存サ

ービスの改良可能性を模索し、実習テーマを決定する。（第1週） 

３． 実習テーマに基づき既存サービスの改良版プロトタイプを制作する。（第2週～第3

週） 

４． 中間報告を行い、実習先から意見をもとに計画と最終成果を見直す。 

５． 最終成果に向けて計画を基づき、業務を遂行する。（第4週～第6週） 

６． 実習指導者からフィードバックを受け、到達目標への達成度合いを振り返る。（最終

日） 

 また、2週間に1回は本学に通学し、本学の科目担当に対して経過報告を行う。 

 
【事後指導期間】 

学外オリエンテーション④（事後報告） 

 臨地実務実習の報告とともに、臨地実務実習全3回の学びを振り返る。実習先事業者へのお

礼状の送付や、機密情報の取り扱い等について再度アナウンスする。 
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28-2-3実習骨格 シラバス  (ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科）

学生に対する評価 

科目評価方法

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導者から担当教員に報

告があった学生評価を参考とし科目評価を行う。実習先事業者における実習指導者の評価は、

ルーブリック評価表を用い、実習先事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、

評価する。評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：30％、ルー

ブリック評価表による評価点：70％とする。
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資料 29-1-1 

 東京国際工科専門職大学情報工学科 「臨地実務実習Ⅰ」実施計画 

（No.xx） 

臨地実務実習施設（主たる実習場所） 

コンピューター○○○株式会社

（所在地・・東京都品川区○○○XXXX１－２－３ ○○ビル５F） 

１ 実習の内容 

① 企業が対応可能な業務の理解（15時間）

② 企業が納入したシステムの簡易版の開発計画（22.5時間）

③ 企業が納入したシステムの簡易版における要求分析、ソフトウェア設計

業務の実践（45時間）

④ 企業が納入したシステムの簡易版におけるソフトウェアテスト、ソフト

ウェア保守業務の実践（45時間）

⑤企業が納入したシステムの簡易版の製作発表（22.5時間）

２ 実習の期間 

２０２２年１月１８日  ～  ２０２２年２月１５日（２０日間） 

土曜・日曜・祝日は休日とする。 

３ 一日当たりの実習時間 

７時間３０分（休憩時間を除く） 

４ 受け入れる学生の数

最大５人 

５ 実習指導者及び実習補助者の配置 

第１期 主任指導者 〇〇 太郎 （第一開発部 部長） 

指導者   △△ 次郎 （第一開発部 ユニットリーダー）

  このほか、１記載の実習内容ごとに実習補助者を配置する。 

1



資料 29-1-1 

６ 成績評価の基準及び方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導者

から担当教員に報告があった学生評価を参考とし科目評価を行う。実習先

事業者における実習指導者の評価は、ルーブリック評価表を用い、実習先

事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、評価する。 

評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：

30％、ルーブリック評価表による評価点：70％とする。 

７ 担当教員による巡回指導等の実施 

担当教員は、実習期間中に最低１回臨地実務実習施設を巡回し、実習生 

との面談および指導、実習指導者との情報交換等を行う。 

８ 実習生による日報の提出 

実習生は、実習期間中、別に定める様式により日報を作成し、実習指導者

の確認を経て、別に定める方法により担当教員に提出する。 

９ 雇用形態 

コンピューター○○○株式会社（以下「事業者」という。）は、実習生を以下の

形態で受け入れる。

雇用型 ・ 非雇用型

10 実習生に対する報酬及び交通費支給等の取扱い 

①事業者は、実習生と有期雇用契約を締結し、労働関係法令等の適用対象として取

扱う。 

②事業者は実習生に対し、別に定めるところにより、賃金、交通費を支給する。 

11 実習中の災害補償及び損害賠償責任 

①実習生は、専門職大学が指定するインターンシップ保険（災害補償保険及

び賠償責任保険）へ加入するものとする。

②実習中における実習生の事故等については、事業者の故意又は重過失によ

る場合を除き、実習生が加入するインターンシップ保険をもって補償に充

てる。

③実習中における実習生による事業者又は第三者への損害については、実習

生の故意又は重過失による場合を除き、実習生が加入するインターンシッ

プ保険をもって補償に充てる。
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資料 29-1-1 

12 知的財産権の帰属等の取扱い 

①臨地実務実習の実施の過程で実習生が創出した発明等に係る知的財産権

は、事業者に帰属するものとし、事業者は、社内規程に基づき、実習生に

対し応分の報奨を与える。

②専門職大学又は実習生が、学会発表、論文発表その他の方法により実習生が創出

した発明等について第三者に公表・開示しようとする場合は、事前に事業者の同

意を得るものとする。 
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資料 29-1-2 

 東京国際工科専門職大学情報工学科 「臨地実務実習Ⅱ」実施計画 

（No.xx） 

臨地実務実習施設（主たる実習場所） 

コンピューター○○○○株式会社

（所在地・・東京都品川区○○○XXXX１－２－３ ○○ビル５F） 

１ 実習の内容 

① 企業が納入実績のあるシステムの開発計画（30時間）

② 企業が納入実績のあるシステムにおける要求分析、ソフトウェア設計業

務の実践（75時間）

③ 企業が納入実績のあるシステムにおけるソフトウェアテスト、ソフトウ

ェア保守業務の実践（75時間）

④ 企業が納入実績のあるシステムの製作発表（22.5時間）

⑤ 企業が納入実績のあるシステムの改善点の発見（22.5時間）

２ 実習の期間 

２０２２年１０月４日  ～  ２０２２年１１月１５日（３０日間） 

土曜・日曜・祝日は休日とする。 

３ 一日当たりの実習時間 

7時間30分（休憩時間を除く） 

４ 受け入れる学生の数

最大５人 

５ 実習指導者及び実習補助者の配置 

第１期 主任指導者 〇〇 太郎 （第一開発部 部長） 

指導者   △△ 次郎 （第一開発部 ユニットリーダー）

このほか、１記載の実習内容ごとに実習補助者を配置する。 
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資料 29-1-2 

６ 成績評価の基準及び方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導者

から担当教員に報告があった学生評価を参考とし科目評価を行う。実習先

事業者における実習指導者の評価は、ルーブリック評価表を用い、実習先

事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、評価する。 

評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：

30％、ルーブリック評価表による評価点：70％とする。 

７ 担当教員による巡回指導等の実施 

担当教員は、実習期間中に最低１回臨地実務実習施設を巡回し、実習生 

との面談および指導、実習指導者との情報交換等を行う。 

８ 実習生による日報の提出 

実習生は、実習期間中、別に定める様式により日報を作成し、実習指導者

の確認を経て、別に定める方法により担当教員に提出する。 

９ 雇用形態 

コンピューター○○○株式会社（以下「事業者」という。）は、実習生を以下の

形態で受け入れる。

雇用型 ・ 非雇用型

10 実習生に対する報酬及び交通費支給等の取扱い 

①事業者は、実習生と有期雇用契約を締結し、労働関係法令等の適用対象として取

扱う。 

②事業者は、実習生に対し、別に定めるところにより、賃金、交通費を支給する。 

11 実習中の災害補償及び損害賠償責任 

①実習生は、専門職大学が指定するインターンシップ保険（災害補償保険及

び賠償責任保険）へ加入するものとする。

②実習中における実習生の事故等については、事業者の故意又は重過失によ

る場合を除き、実習生が加入するインターンシップ保険をもって補償に充

てる。

③実習中における実習生による事業者又は第三者への損害については、実習

生の故意又は重過失による場合を除き、実習生が加入するインターンシッ

プ保険をもって補償に充てる。
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資料 29-1-2 

12 知的財産権の帰属等の取扱い 

①臨地実務実習の実施の過程で実習生が創出した発明等に係る知的財産権

は、事業者に帰属するものとし、事業者は、社内規程に基づき、実習生に

対し応分の報奨を与える。

②専門職大学又は実習生が、学会発表、論文発表その他の方法により実習生が創出

した発明等について第三者に公表・開示しようとする場合は、事前に事業者の同

意を得るものとする。 
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資料 29-1-3 

 東京国際工科専門職大学情報工学科 「臨地実務実習Ⅲ」実施計画 

（No.xx） 

臨地実務実習施設（主たる実習場所） 

コンピューター○○○○株式会社

（所在地・・東京都品川区○○○XXXX１－２－３ ○○ビル５F） 

１ 実習の内容 

① 企業が納入実績のあるシステムの改良版の開発計画（37.5時間）

② 企業が納入実績のあるシステムの改良版における要求分析、ソフトウェ

ア設計業務の実践（82.5時間）

③ 企業が納入実績のあるシステムの改良版におけるソフトウェアテスト、

ソフトウェア保守業務の実践（82.5時間）

④ 企業が納入実績のあるシステムの改良版の製作発表（22.5時間）

２ 実習の期間 

２０２３年７月１８日  ～  ２０２３年９月５日（３０日間） 

土曜・日曜・祝日と実習先事業者休業日は休日とする。 

３ 一日当たりの実習時間 

7時間30分（休憩時間を除く） 

４ 受け入れる学生の数

最大５人 

５ 実習指導者及び実習補助者の配置 

第１期 主任指導者 〇〇 太郎 （第一開発部 部長） 

指導者   △△ 次郎 （第一開発部 ユニットリーダー）

このほか、１記載の実習内容ごとに実習補助者を配置する。 
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資料 29-1-3 

６ 成績評価の基準及び方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導者

から担当教員に報告があった学生評価を参考とし科目評価を行う。実習先

事業者における実習指導者の評価は、ルーブリック評価表を用い、実習先

事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、評価する。 

評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：

30％、ルーブリック評価表による評価点：70％とする。 

７ 担当教員による巡回指導等の実施 

担当教員は、実習期間中に最低１回臨地実務実習施設を巡回し、実習生 

との面談および指導、実習指導者との情報交換等を行う。 

８ 実習生による日報の提出 

実習生は、実習期間中、別に定める様式により日報を作成し、実習指導者

の確認を経て、別に定める方法により担当教員に提出する。 

９ 雇用形態 

コンピューター○○○株式会社（以下「事業者」という。）は、実習生を以下の

形態で受け入れる。

雇用型 ・ 非雇用型

10 実習生に対する報酬及び交通費支給等の取扱い 

①事業者は、実習生と有期雇用契約を締結し、労働関係法令等の適用対象として取

扱う。 

②事業者は、実習生に対し、別に定めるところにより、賃金、交通費を支給する。 

11 実習中の災害補償及び損害賠償責任 

①実習生は、専門職大学が指定するインターンシップ保険（災害補償保険及

び賠償責任保険）へ加入するものとする。

②実習中における実習生の事故等については、事業者の故意又は重過失によ

る場合を除き、実習生が加入するインターンシップ保険をもって補償に充

てる。

③実習中における実習生による事業者又は第三者への損害については、実習

生の故意又は重過失による場合を除き、実習生が加入するインターンシッ

プ保険をもって補償に充てる。
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資料 29-1-3 

12 知的財産権の帰属等の取扱い 

①臨地実務実習の実施の過程で実習生が創出した発明等に係る知的財産権

は、事業者に帰属するものとし、事業者は、社内規程に基づき、実習生に

対し応分の報奨を与える。

②専門職大学又は実習生が、学会発表、論文発表その他の方法により実習生が創出

した発明等について第三者に公表・開示しようとする場合は、事前に事業者の同

意を得るものとする。 
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資料 29-2-1 

 東京国際工科専門職大学デジタルエンタテインメント学科 

「臨地実務実習Ⅰ」実施計画 

（No.xx） 

臨地実務実習施設（主たる実習場所） 

株式会社〇〇〇〇ゲーム 

（所在地・・東京都△△区〇〇○－××－××） 

１ 実習の内容 

① オリエンテーションとして、実習説明、環境構築及び企業業務を理解

する。（7.5時間）

② 企業が提示した課題（プロジェクト分析、アセット制作、プログラム

開発等）を実現するための必要技術を理解し、実習計画を立案する。

（30時間）

③ 計画に沿って実習を進める。適宜、企業担当者に報告しフィードバッ

クを受けながら、成果物を制作する。（75時間）

④ 最終プレゼンテーションに向け、成果物のブラッシュアップ、資料作

成を進める。（30時間）

⑤ 最終プレゼンテーション、及びフィードバックを受ける。（7.5時間）

２ 実習の期間 

２０２２年１月１８日  ～  ２０２２年２月１５日（２０日間） 

土曜・日曜・祝日は休日とする。 

３ 一日当たりの実習時間 

７時間３０分（休憩時間を除く） 

４ 受け入れる学生の数

最大６人 

５ 実習指導者及び実習補助者の配置 

第１期 主任指導者 〇〇 △雄 （□□課 課長） 

このほか、１記載の実習内容ごとに実習補助者を配置する。 
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資料 29-2-1 

６ 成績評価の基準及び方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導

者から担当教員に報告があった学生評価を参考とし科目評価を行う。実習

先事業者における実習指導者の評価は、ルーブリック評価表を用い、実習

先事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、評価する。 

評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：

30％、ルーブリック評価表による評価点：70％とする。 

７ 担当教員による巡回指導等の実施 

担当教員は、実習期間中に最低１回臨地実務実習施設を巡回し、実習生 

との面談および指導、実習指導者との情報交換等を行う。 

８ 実習生による日報の提出 

実習生は、実習期間中、別に定める様式により日報を作成し、実習指導者

の確認を経て、別に定める方法により担当教員に提出する。 

９ 雇用形態 

株式会社〇〇〇〇ゲーム（以下「事業者」という。）は、実習生を 

以下の形態で受け入れる。 

雇用型 ・ 非雇用型

10 実習生に対する報酬及び交通費支給等の取扱い 

事業者は、実習生に対し、別に定めるところにより、交通費を支給する。 

11 実習中の災害補償及び損害賠償責任 

①実習生は、専門職大学が指定するインターンシップ保険（災害補償保険及

び賠償責任保険）へ加入するものとする。

②実習中における実習生の事故等については、事業者の故意又は重過失によ

る場合を除き、実習生が加入するインターンシップ保険をもって補償に充

てる。

③実習中における実習生による事業者又は第三者への損害については、実習

生の故意又は重過失による場合を除き、実習生が加入するインターンシッ

プ保険をもって補償に充てる。
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資料 29-2-1 

 

 

12 知的財産権の帰属等の取扱い 

①臨地実務実習の実施の過程で実習生が創出した発明等に係る知的財産権

は、事業者に帰属するものとし、事業者は、社内規程に基づき、実習生に

対し応分の報奨を与える。

②専門職大学又は実習生が、学会発表、論文発表その他の方法により実習生が創出

した発明等について第三者に公表・開示しようとする場合は、事前に事業者の同

意を得るものとする。 
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資料 29-2-2 

 東京国際工科専門職大学デジタルエンタテインメント学科 

「臨地実務実習Ⅱ」実施計画 

（No.xx） 

臨地実務実習施設（主たる実習場所） 

株式会社〇〇〇〇ゲーム 

（所在地・・東京都△△区〇〇○－××－××） 

１ 実習の内容 

① オリエンテーションとして、実習説明、環境構築及び企業業務（コン

テンツ、サービス）を理解する。（7.5時間）

② 既存業務の改善提案（サービス、プロセス等）をもとに、目的と実施

手段、必要技術、計画をまとめる。（30時間）

③ 立案した計画に基づき、改善に向けた実習を遂行する。中間発表に向

けての準備及び発表を行い、フィードバックを受ける。（75時間）

④ フィードバックを受けて計画を修正し、修正後の計画に基づき実習

を遂行する。（75時間）

⑤ 最終プレゼンテーションに向けて、成果物のブラッシュアップ及び

資料作成を行う。（30時間）

⑥ 最終プレゼンテーションを行い、フィードバックを受ける。（7.5時

間）

２ 実習の期間 

２０２２年１０月４日  ～  ２０２２年１１月１５日（３０日間） 

土曜・日曜・祝日は休日とする。 

３ 一日当たりの実習時間 

7時間30分（休憩時間を除く） 

４ 受け入れる学生の数

最大６人 

５ 実習指導者及び実習補助者の配置 

第１期 主任指導者 〇〇 △雄 （□□課 課長） 

このほか、１記載の実習内容ごとに実習補助者を配置する。 
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資料 29-2-2 

６ 成績評価の基準及び方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指

導者から担当教員に報告があった学生評価を参考とし科目評価を行

う。実習先事業者における実習指導者の評価は、ルーブリック評価表

を用い、実習先事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対

し、評価する。 

評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：

30％、ルーブリック評価表による評価点：70％とする。 

７ 担当教員による巡回指導等の実施 

担当教員は、実習期間中に最低１回臨地実務実習施設を巡回し、実習生 

との面談および指導、実習指導者との情報交換等を行う。 

８ 実習生による日報の提出 

実習生は、実習期間中、別に定める様式により日報を作成し、実習指導者

の確認を経て、別に定める方法により担当教員に提出する。 

９ 雇用形態 

株式会社〇〇〇〇ゲーム（以下「事業者」という。）は、実習生を 

以下の形態で受け入れる。 

雇用型 ・ 非雇用型

10 実習生に対する報酬及び交通費支給等の取扱い 

事業者は、実習生に対し、別に定めるところにより、交通費を支給する。 

11 実習中の災害補償及び損害賠償責任 

①実習生は、専門職大学が指定するインターンシップ保険（災害補償保険及

び賠償責任保険）へ加入するものとする。

②実習中における実習生の事故等については、事業者の故意又は重過失によ

る場合を除き、実習生が加入するインターンシップ保険をもって補償に充

てる。

③実習中における実習生による事業者又は第三者への損害については、実習

生の故意又は重過失による場合を除き、実習生が加入するインターンシッ

プ保険をもって補償に充てる。
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資料 29-2-2 

12 知的財産権の帰属等の取扱い 

①臨地実務実習の実施の過程で実習生が創出した発明等に係る知的財産権

は、事業者に帰属するものとし、事業者は、社内規程に基づき、実習生に

対し応分の報奨を与える。

②専門職大学又は実習生が、学会発表、論文発表その他の方法により実習生が創出

した発明等について第三者に公表・開示しようとする場合は、事前に事業者の同

意を得るものとする。 

6



資料 29-2-3 

 東京国際工科専門職大学デジタルエンタテインメント学科 

「臨地実務実習Ⅲ」実施計画 

（No.xx） 

臨地実務実習施設（主たる実習場所） 

株式会社〇〇〇〇ゲーム 

（所在地・・東京都△△区〇〇○－××－××） 

１ 実習の内容 

① オリエンテーションとして、本実習の目的、環境構築、業務内容の説

明（業界説明と企業の位置や価値とビジネス、コンテンツ構築プロセ

スにおける受入部署の役割等）を理解する。（7.5時間）

② 扱っているサービスや構築プロセスを対象に、競合会社を意識した

改善提案及び計画を立案する。（30時間）

③ 計画に基づき、改善に向けた実習を遂行する。中間発表に向けての準

備及び発表を行い、フィードバックを受ける。（75時間）

④ フィードバックを受けて計画を修正し、修正後の計画に基づき実習

を遂行する。（75時間）

⑤ 最終プレゼンテーションに向けて、成果物のブラッシュアップ及び

資料作成を行う。（30時間）

⑥ 最終プレゼンテーションを行い、フィードバックを受ける。（7.5時

間）

２ 実習の期間 

２０２３年７月１８日  ～  ２０２３年９月５日（３０日間） 

土曜・日曜・祝日は休日とする。 

３ 一日当たりの実習時間 

7時間30分（休憩時間を除く） 

４ 受け入れる学生の数

最大６人 

５ 実習指導者及び実習補助者の配置 

第１期 主任指導者 〇〇 △雄 （□□課 課長） 

このほか、１記載の実習内容ごとに実習補助者を配置する。 
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資料 29-2-3 

６ 成績評価の基準及び方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導

者から担当教員に報告があった学生評価を参考とし科目評価を行う。実

習先事業者における実習指導者の評価は、ルーブリック評価表を用い、

実習先事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、評価す

る。 

評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：

30％、ルーブリック評価表による評価点：70％とする。 

７ 担当教員による巡回指導等の実施 

担当教員は、実習期間中に最低１回臨地実務実習施設を巡回し、実習生 

との面談および指導、実習指導者との情報交換等を行う。 

８ 実習生による日報の提出 

実習生は、実習期間中、別に定める様式により日報を作成し、実習指導者

の確認を経て、別に定める方法により担当教員に提出する。 

９ 雇用形態 

株式会社〇〇〇〇ゲーム（以下「事業者」という。）は、実習生を 

以下の形態で受け入れる。 

雇用型 ・ 非雇用型

10 実習生に対する報酬及び交通費支給等の取扱い 

事業者は、実習生に対し、別に定めるところにより、交通費を支給する。 

11 実習中の災害補償及び損害賠償責任 

①実習生は、専門職大学が指定するインターンシップ保険（災害補償保険及

び賠償責任保険）へ加入するものとする。

②実習中における実習生の事故等については、事業者の故意又は重過失によ

る場合を除き、実習生が加入するインターンシップ保険をもって補償に充

てる。

③実習中における実習生による事業者又は第三者への損害については、実習

生の故意又は重過失による場合を除き、実習生が加入するインターンシッ

プ保険をもって補償に充てる。
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資料 29-2-3 

 12 知的財産権の帰属等の取扱い 

①臨地実務実習の実施の過程で実習生が創出した発明等に係る知的財産権

は、事業者に帰属するものとし、事業者は、社内規程に基づき、実習生に

対し応分の報奨を与える。

②専門職大学又は実習生が、学会発表、論文発表その他の方法により実習生が創出

した発明等について第三者に公表・開示しようとする場合は、事前に事業者の同

意を得るものとする。 
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工科学部　　情報工学科

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

1
株式会社
オプティマ
イザー

広告代理事業、電気通
信事業、エネルギー・マ
ネジメント事業、海外流
通最適化事業

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、BtoB、BtoCのWEBサー
ビスの設計やプロトタイプの制作が可能なた
め。本学の教育課程の比較的早期段階にあ
る学生に対する技術指導や課題提示、実習
科目で産学連携等を経験してきた学生に対
する適切な難度の目標設定指導、教育課程
の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可
能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

2
株式会社
テクノロー
ド

制御システム設計・組み
込み機器開発/販売

ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野で習得す
る技術、知識に基づき、制御システムや組み
込み機器などに関するプロトタイプの制作が
可能なため。本学の実習科目で産学連携等
を経験してきた学生に対する適切な難度の
目標設定指導と、教育課程の終盤にある学
生に対する相応に程度の高い要求をしなが
らの指導が可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○

3
株式会社
クオラス

各種メディア広告取扱代
理店業務、広告コンテン
ツ企画提案、コンサル
ティング等

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野で習
得する技術、知識に基づき、プロモーション
施策提案やコンテンツ制作などが可能なた
め。本学の教育課程の比較的早期段階にあ
る学生に対する技術指導や課題提示、実習
科目で産学連携等を経験してきた学生に対
する適切な難度の目標設定指導、教育課程
の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可
能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4
株式会社
システムリ
ンク

ＩＴベンチャー・中小企業
向け人材育成及びス
クール事業・求人求職支
援・ＳＥＳ事業

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ＩＴベンチャー・中小企業
向け人材育成研修コンテンツなどの改善提
案やコンテンツ制作などが可能なため。本学
の教育課程の比較的早期段階にある学生に
対する技術指導や課題提示、実習科目で産
学連携等を経験してきた学生に対する適切
な難度の目標設定指導、教育課程の終盤に
ある学生に対する相応に程度の高い要求を
しながらの指導、いずれにも対応可能な実習
施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

5
有限会社
オレンジ

ＴＶアニメや劇場アニメ、
ＯＶＡ、ゲームムービー
等ＣＧアニメーション制
作.

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野で習
得する技術、知識に基づき、アニメーション
に登場するサイエンスフィクションに対する検
証が可能なほか、制作したアニメのプロモー
ション・分析が可能なため。本学の教育課程
の比較的早期段階にある学生に対する技術
指導や課題提示、実習科目で産学連携等を
経験してきた学生に対する適切な難度の目
標設定指導、教育課程の終盤にある学生に
対する相応に程度の高い要求をしながらの
指導、いずれにも対応可能な実習施設のた
め。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6
株式会社
クリーブ

大規模システムの開発、
中小企業向けのＩＴコン
サルティング、システム
エンジニア育成研修等
のＩＴサービス

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ＡＩ・ＩｏＴ技術を駆使した
システムなどのプロトタイプ制作が可能なた
め。本学の教育課程の比較的早期段階にあ
る学生に対する技術指導や課題提示、実習
科目で産学連携等を経験してきた学生に対
する適切な難度の目標設定指導、教育課程
の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可
能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

臨地実務実習Ⅲ臨地実務実習Ⅱ

臨地実務実習の選定理由とコース配置

施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ

資料 30-1
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工科学部　　情報工学科

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

臨地実務実習Ⅲ臨地実務実習Ⅱ

臨地実務実習の選定理由とコース配置

施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ

資料 30-1

7
サン電子
株式会社

モバイルデータソリュー
ション事業、エンターテイ
ンメント関連事業、その
他（M2M事業、ゲームコ
ンテンツ事業、業務支援
ソリューション、O2Oソ
リューション）

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野にもと
づく知識・技能から、同社サービスの改良提
案・プロトタイプ制作などが可能なため。本学
の教育課程の比較的早期段階にある学生に
対する技術指導や課題提示、実習科目で産
学連携等を経験してきた学生に対する適切
な難度の目標設定指導、教育課程の終盤に
ある学生に対する相応に程度の高い要求を
しながらの指導、いずれにも対応可能な実習
施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8
株式会社
コスメル

官公庁、医療、運輸、通
信・放送・メディア向けＩＴ
サービス。システム企画
およびコンサルティン
グ、プロジェクトマネージ
メント、システム設計、開
発、運用・保守事業。

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ＡＩ・ＩｏＴ技術を駆使した
システムなどのプロトタイプ制作が可能なた
め。本学の教育課程の比較的早期段階にあ
る学生に対する技術指導や課題提示、実習
科目で産学連携等を経験してきた学生に対
する適切な難度の目標設定指導、教育課程
の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可
能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

9
株式会社
アトラスコ
ンピュータ

コンピュータソフトウェア
の企画、設計、開発、輸
出入及び販売
コンピュータ及びその周
辺機器の設計、製造、輸
出入及び販売
コンピュータソフトウェ
ア、コンピュータ及びそ
の周辺機器の保守

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ソフトウェア開発などのプ
ロトタイプ制作が可能なため。本学の教育課
程の比較的早期段階にある学生に対する技
術指導や課題提示、実習科目で産学連携等
を経験してきた学生に対する適切な難度の
目標設定指導、教育課程の終盤にある学生
に対する相応に程度の高い要求をしながら
の指導、いずれにも対応可能な実習施設の
ため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

10

グローバ
ル・アスピ
レーション
ズ株式会
社

システム開発・保守、コ
ンサルタント業務、シス
テムインテグレーション、
クラウディングサービス、
グローバル展開サービ
ス、プロダクト販売、技術
者・オペレータの派遣・
仲介

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野にもと
づく知識・技能から、ＡＩ・ＩｏＴ技術を駆使した
システムなどのプロトタイプ制作が可能なた
め。本学の教育課程の比較的早期段階にあ
る学生に対する技術指導や課題提示、実習
科目で産学連携等を経験してきた学生に対
する適切な難度の目標設定指導、教育課程
の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可
能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11
ランドシス
テム株式
会社

モバイルアプリ開発事
業、受託ソフトウエア開
発事業、ＳＥＳ事業

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野にもと
づく知識・技能から、モバイルアプリやソフト
ウェアなどのプロトタイプ制作が可能なため。
本学の教育課程の比較的早期段階にある学
生に対する技術指導や課題提示、実習科目
で産学連携等を経験してきた学生に対する
適切な難度の目標設定指導、教育課程の終
盤にある学生に対する相応に程度の高い要
求をしながらの指導、いずれにも対応可能な
実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12
株式会社
ワールド
ウェーブ

遊戯電子機器の設計・
製造
コンピュータソフトウェア
の企画、制作、管理、運
営、販売
ウェブサイトの企画、制
作、管理、運営、販売

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野にもと
づく知識・技能から、電子機器やコンピュータ
ソフトウェアなどのプロトタイプ制作が可能な
ため。本学の実習科目で産学連携等を経験
してきた学生に対する適切な難度の目標設
定指導と、教育課程の終盤にある学生に対
する相応に程度の高い要求をしながらの指
導が可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○
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工科学部　　情報工学科

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

臨地実務実習Ⅲ臨地実務実習Ⅱ

臨地実務実習の選定理由とコース配置

施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ

資料 30-1

13

富士イン
フォックス・
ネット株式
会社

ソリューション・サービス
（ＩＴコンサルティング、ＩＴ
インフラ設計・構築、クラ
ウドサービス、業務アプリ
ケーションの開発）

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、業務アプリケーションなど
のプロトタイプ制作が可能なため。本学の実
習科目で産学連携等を経験してきた学生に
対する適切な難度の目標設定指導と、教育
課程の終盤にある学生に対する相応に程度
の高い要求をしながらの指導が可能な実習
施設のため。

○ ○ ○ ○

14
株式会社
意匠計画

３ＤＣＧ・パース制作、商
業施設・建築・イベント等
のプレゼンテーション
ツールの制作

ＡＩの専攻分野にもとづく知識・技能から、３Ｄ
ＣＧ自動描画システムなどの提案からシステ
ム開発までが可能なため。本学の教育課程
の比較的早期段階にある学生に対する技術
指導や課題提示、実習科目で産学連携等を
経験してきた学生に対する適切な難度の目
標設定指導、教育課程の終盤にある学生に
対する相応に程度の高い要求をしながらの
指導、いずれにも対応可能な実習施設のた
め。

○ ○ ○

15
株式会社
アスリード

広告・マーケティング事
業、リクルーティング事
業、イベント企画運営事
業、アパレル・グッズ事
業

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、インターネット上で行う
マーケティング施策などの提案・コンテンツ制
作が可能なため。本学の実習科目で産学連
携等を経験してきた学生に対する適切な難
度の目標設定指導と、教育課程の終盤にあ
る学生に対する相応に程度の高い要求をし
ながらの指導が可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○

16

ジェイズ・
コミュニ
ケーション
株式会社

情報通信システムに係る
システムインテグレーショ
ン業務、情報セキュリ
ティシステムに係るコン
サルティング業務、ネット
ワークシステム・情報セ
キュリティシステムの構
築、情報通信機器・情報
セキュリティ機器・ソフト
ウェアの保守業務等

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、情報通信システムやセ
キュリティシステムなどのプロトタイプ制作が
可能なため。本学の教育課程の比較的早期
段階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた
学生に対する適切な難度の目標設定指導、
教育課程の終盤にある学生に対する相応に
程度の高い要求をしながらの指導、いずれ
にも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

17
株式会社
ルクサ

プレミアム・タイムセール
サイト「ＬＵＸＡ」の企画・
運営、高級レストランの
会員制予約サービス「Ｌ
ＵＸＡ　ＲＥＳＥＲＶＥ」の
企画・運営、ワークライフ
シーンを提案するセレク
ト雑貨ショップ「Ｔｉｍｅ　ｍ
ａｒｔ」の企画・運営、タイ
ムセールサイト「ａｕ　ＷＡ
ＬＬＥＴ　Ｍａｒｋｅｔ」の仕
入れ・卸

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、同社運営サービスの改
善提案からそれに基づいたシステム制作な
どが可能なため。本学の教育課程の比較的
早期段階にある学生に対する技術指導や課
題提示、実習科目で産学連携等を経験して
きた学生に対する適切な難度の目標設定指
導、教育課程の終盤にある学生に対する相
応に程度の高い要求をしながらの指導、い
ずれにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

18
anbx株式
会社

電気通信事業および通
信ネットワーク、システム
の設計およびソフトウェ
アの開発業務

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、通信ネットワーク、システ
ムなどの設計や、ソフトウェアなどのプロトタイ
プ制作が可能なため。本学の実習科目で産
学連携等を経験してきた学生に対する適切
な難度の目標設定指導と、教育課程の終盤
にある学生に対する相応に程度の高い要求
をしながらの指導が可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○

3



工科学部　　情報工学科

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

臨地実務実習Ⅲ臨地実務実習Ⅱ

臨地実務実習の選定理由とコース配置

施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ
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19

コンピュー
ターサイエ
ンス株式
会社

システムインテグレーショ
ン、システムデベロップメ
ント 、ソリューションサー
ビス 、セキュリティソ
リューション

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、組み込み・制御系システ
ム設計やなどのプロトタイプ制作が可能なた
め。本学の教育課程の比較的早期段階にあ
る学生に対する技術指導や課題提示、実習
科目で産学連携等を経験してきた学生に対
する適切な難度の目標設定指導、教育課程
の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可
能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

20
株式会社
トラスト・
テック

技術者派遣、受託、委
託、請負、有料職業紹
介事業

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野にもと
づく知識・技能から、同社が受託した開発業
務の一部を開発することなどが可能なため。
本学の教育課程の比較的早期段階にある学
生に対する技術指導や課題提示、実習科目
で産学連携等を経験してきた学生に対する
適切な難度の目標設定指導、教育課程の終
盤にある学生に対する相応に程度の高い要
求をしながらの指導、いずれにも対応可能な
実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21
株式会社
ソアーシス
テム

ＩＴシステム開発/組込み
システム開発/簡易外観
検査装置開発

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ＩＴシステムや組込みシス
テムなどのプロトタイプ制作が可能なため。
本学の教育課程の比較的早期段階にある学
生に対する技術指導や課題提示、実習科目
で産学連携等を経験してきた学生に対する
適切な難度の目標設定指導、教育課程の終
盤にある学生に対する相応に程度の高い要
求をしながらの指導、いずれにも対応可能な
実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

22
株式会社
アイエン
ター

システムコンサルティン
グ・開発・構築・運用／ス
マートフォンアプリ企画・
構築・運用／
IoT／XR(VR・MR・AR)／
AI／Drone／RPA／ビッ
グデータ解析
UI・UXデザイン／動画
制作／スマートフォン向
けカジュアルゲーム開発

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野で習
得する技術、知識に基づき、ＩｏＴやアプリな
どのプロトタイプ制作が可能なため。本学の
教育課程の比較的早期段階にある学生に対
する技術指導や課題提示、実習科目で産学
連携等を経験してきた学生に対する適切な
難度の目標設定指導、教育課程の終盤にあ
る学生に対する相応に程度の高い要求をし
ながらの指導、いずれにも対応可能な実習
施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23
株式会社
UNIWOR
X

マーケティング・企画制
作、ＥＣ事業、ＳＩ事業、
システム構築、インター
ネットサービス開発

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、マーケテイング用のアプ
リケーションやＷＥＢシステムなどのプロトタイ
プ制作が可能なため。本学の教育課程の比
較的早期段階にある学生に対する技術指導
や課題提示、実習科目で産学連携等を経験
してきた学生に対する適切な難度の目標設
定指導、教育課程の終盤にある学生に対す
る相応に程度の高い要求をしながらの指導、
いずれにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

24

GMOアド
パート
ナーズ株
式会社

総合ネットメディア・広告
事業
メディア・アドテク事業
エージェンシー事業

ＡＩの専攻分野で習得する技術、知識に基づ
き、インターネット上で行う広告サービスの改
善提案からコンテンツ制作が可能なため。本
学の教育課程の比較的早期段階にある学生
に対する技術指導や課題提示、実習科目で
産学連携等を経験してきた学生に対する適
切な難度の目標設定指導、教育課程の終盤
にある学生に対する相応に程度の高い要求
をしながらの指導、いずれにも対応可能な実
習施設のため。

○ ○ ○
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25
アイハーツ
株式会社

インターネットならびにモ
バイル・スマートフォン分
野において、プロモー
ションを提案する総合企
業

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、インターネット上で行うプ
ロモーション施策の改善提案からコンテンツ
制作が可能なため。本学の教育課程の比較
的早期段階にある学生に対する技術指導や
課題提示、実習科目で産学連携等を経験し
てきた学生に対する適切な難度の目標設定
指導、教育課程の終盤にある学生に対する
相応に程度の高い要求をしながらの指導、
いずれにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

26
株式会社
モンス
ター・ラボ

音楽サービス、モバイル
ゲーム・アプリケーション
開発

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野で習
得する技術、知識に基づき、同社サービスの
ユーザーが使用するハードウェアも含むユー
ザーインターフェースの改善提案からコンテ
ンツ制作などが可能なため。本学の教育課
程の比較的早期段階にある学生に対する技
術指導や課題提示、実習科目で産学連携等
を経験してきた学生に対する適切な難度の
目標設定指導、教育課程の終盤にある学生
に対する相応に程度の高い要求をしながら
の指導、いずれにも対応可能な実習施設の
ため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27

株式会社
まくびーイ
ンターナ
ショナル

インターネットメディアの
企画・運営、インターネッ
ト広告代理店、食品・衣
料品・化粧品・雑貨など
の卸販売、ベンチャー企
業への投資及び事業育
成支援、金融・証券取引
にかかわる全般業務

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、インターネットメディア運
営、インターネット広告、卸販売などの改善
提案からコンテンツ制作が可能なため。本学
の教育課程の比較的早期段階にある学生に
対する技術指導や課題提示、実習科目で産
学連携等を経験してきた学生に対する適切
な難度の目標設定指導、教育課程の終盤に
ある学生に対する相応に程度の高い要求を
しながらの指導、いずれにも対応可能な実習
施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

28
株式会社
エー・アン
ド・ディ

コンサルティング、システ
ムエンジニアリングサー
ビス、ソリューション
（PMO,BPO,AMO)

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野にもと
づく知識・技能から、PMO,BPO,AMOソリュー
ションの改良提案・プロトタイプ試作などが可
能なため。本学の教育課程の比較的早期段
階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた
学生に対する適切な難度の目標設定指導、
教育課程の終盤にある学生に対する相応に
程度の高い要求をしながらの指導、いずれ
にも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29
株式会社
アズテック
ス

アプリ開発ソリューショ
ン、運用監視ソリューショ
ン。システムエンジニアリ
ングサービス、エンジニ
ア教育の企画・運営・仕
事紹介

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、最先端のＩＴ製品などの
プロトタイプ制作が可能なため。本学の教育
課程の比較的早期段階にある学生に対する
技術指導や課題提示、実習科目で産学連携
等を経験してきた学生に対する適切な難度
の目標設定指導、教育課程の終盤にある学
生に対する相応に程度の高い要求をしなが
らの指導、いずれにも対応可能な実習施設
のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

30
株式会社
トリプルア
イズ

ＩＴコンサルティング、シ
ステムインテグレーショ
ン、クラウドサービス

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野で習
得する技術、知識に基づき、ＡＩ、ＩｏＴ、ドロー
ンシステムなどのプロトタイプ制作が可能な
ため。本学の教育課程の比較的早期段階に
ある学生に対する技術指導や課題提示、実
習科目で産学連携等を経験してきた学生に
対する適切な難度の目標設定指導、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の
高い要求をしながらの指導、いずれにも対応
可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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31
株式会社
ジオコード

法人企業向けのWeb
マーケティングサービ
ス、クラウド型業務支援
ツールを展開

ＩｏＴの専攻分野で習得する技術、知識に基
づきクラウド型業務支援ツールなどのの分析
や開発が可能なため。本学の教育課程の比
較的早期段階にある学生に対する技術指導
や課題提示、実習科目で産学連携等を経験
してきた学生に対する適切な難度の目標設
定指導、教育課程の終盤にある学生に対す
る相応に程度の高い要求をしながらの指導、
いずれにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○

32
ヴイストン
株式会社

ロボット関連製品の開
発・製造・販売

ロボットの専攻分野にもとづく知識・技能か
ら、様々なロボットなどの企画から開発まで、
プロトタイプ制作が可能なため。本学の教育
課程の比較的早期段階にある学生に対する
技術指導や課題提示、実習科目で産学連携
等を経験してきた学生に対する適切な難度
の目標設定指導、教育課程の終盤にある学
生に対する相応に程度の高い要求をしなが
らの指導、いずれにも対応可能な実習施設
のため。

○ ○ ○

33
チームラ
ボ株式会
社

IT、サイエンス、テクノロ
ジー、デザイン、アートの
横断的なソリューションコ
ンサルティング

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、サイエンス、テクノロ
ジー、デザイン、アートの横断的なソリュー
ションコンサルティングに基づいたコンテンツ
の企画・制作が可能なため。本学の教育課
程の比較的早期段階にある学生に対する技
術指導や課題提示、実習科目で産学連携等
を経験してきた学生に対する適切な難度の
目標設定指導、教育課程の終盤にある学生
に対する相応に程度の高い要求をしながら
の指導、いずれにも対応可能な実習施設の
ため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

34

NTTソフト
ウェアイノ
ベーション
センタ

オープンソースソフトウェ
ア(OSS)による基盤開発
を中心に、オープンイノ
ベーションを推進し、ソフ
トウェア技術の研究から
プラットフォームの開発、
運用、保守

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、オープンイノベーション
の推進を意識しながら、各種ソフトウェアなど
のプロトタイプ制作が可能なため。本学の教
育課程の比較的早期段階にある学生に対す
る技術指導や課題提示、実習科目で産学連
携等を経験してきた学生に対する適切な難
度の目標設定指導、教育課程の終盤にある
学生に対する相応に程度の高い要求をしな
がらの指導、いずれにも対応可能な実習施
設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

35

Hitachi
Consumer
Products(
Thailand),
Ltd.
（日立アプ
ライアンス
株式会社）

タイやＡＳＥＡＮ諸国向
けの家電製品の製造

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野にもと
づく知識・技能から、家電製品製造業務サ
ポートや改良提案、提案に基づいたコンテン
ツ制作が可能なため。本学の教育課程の終
盤にある学生に対し、相応に程度の高い要
求をしながら指導することが可能な実習施設
のため。

○ ○ ○

36

KAGA
COMPON
ENTS
（MALAYS
IA）
SDN.BHD
.
(加賀マイ
クロソ
リューショ
ン株式会
社)

民生用から産業用まで
の各種電源機器および
電子機器完成品の開
発、製造、販売及び基
板アッセンブル等の受託

ＩｏTの専攻分野にもとづく知識・技能から、
様々な電子機器などのプロトタイプ制作が可
能なため。本学の教育課程の終盤にある学
生に対し、相応に程度の高い要求をしながら
指導することが可能な実習施設のため。

○

6
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37

KAGA
ELECTRO
NICS
（USA）
INC.
(加賀電子
株式会社
（USA))

市場調査、加賀電子株
式会社製造の電子部品
の輸出入及び販売

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野にもと
づく知識・技能から、加賀電子株式会社製品
の差別化ポイントの分析、他社競合製品の
調査などを行い、販売促進用ツールなどの
制作が可能なため。本学の教育課程の終盤
にある学生に対し、相応に程度の高い要求
をしながら指導することが可能な実習施設の
ため。

○ ○ ○

38

TAXAN
MEXICO
S.A. de
C.V.
(加賀電子
株式会社
（メキシコ))

ＥＭＳ事業及び電子部
品・半導体の販売など

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野にもと
づく知識・技能から、ＥＭＳ事業における製造
工程の業務改善の提案から改善案のプロト
タイプ制作などが可能なため。本学の教育課
程の終盤にある学生に対し、相応に程度の
高い要求をしながら指導することが可能な実
習施設のため。

○ ○ ○

39

KAGA
AMUSEM
ENT
MALAYSI
A
SDN.BHD
.
(加賀ア
ミューズメ
ント株式会
社)

アミューズメント機器の販
売、保守サービス及びア
ミューズメント施設の運
営など

ロボットの専攻分野にもとづく知識・技能か
ら、機器の保守サービス補助が可能なため。
本学の教育課程の終盤にある学生に対し、
相応に程度の高い要求をしながら指導する
ことが可能な実習施設のため。

○

40
フォイスベ
トナム有限
会社

システム、アプリケーショ
ンを開発する部署

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、システム開発の提案から
プロトタイプの制作が可能なため。本学の教
育課程の終盤にある学生に対し、相応に程
度の高い要求をしながら指導することが可能
な実習施設のため。

○ ○

41

株式会社
エスワイシ
ステム
（PT.SYS
INDONESI
A）

日本自動車部品メー
カーのソフトウェア開発
及び評価業務

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ソフトウェア開発や評価
業務の改善提案からプロトタイプの制作が可
能なため。本学の教育課程の終盤にある学
生に対し、相応に程度の高い要求をしながら
指導することが可能な実習施設のため。

○ ○

42

株式会社
アルタ
(フィリピン
支社)

ホームページ制作、EC
ショップサイト構築、Web
アプリケーション開発

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ＥＣショップサイトやＷｅｂ
アプリケーションの機能追加提案やコンテン
ツ制作などが可能なため。本学の教育課程
の終盤にある学生に対し、相応に程度の高
い要求をしながら指導することが可能な実習
施設のため。

○ ○
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資料 30-1

43
Ateam
Vietnam
Co.,Ltd.

インターネットやスマート
デバイスを通じ、コン
シューマーに向けゲーム
やアプリの企画・開発・
運営

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、インターネットやスマート
デバイスの活用方法改良提案やコンテンツ
制作などが可能なため。本学の教育課程の
終盤にある学生に対し、相応に程度の高い
要求をしながら指導することが可能な実習施
設のため。

○ ○

44

株式会社
コスモ・コ
ンピュー
ティングシ
ステム
（Cosmo
ITS, Inc.）

パッケージ/自社開発
社内受託開発 業務系シ
ステム開発 次世代映像
研究開発 コンサルティ
ング スマートデバイス用
アプリ開発 WEBインテグ
レーション 海外ビジネス
アウトソーシングサービ
ス メディアサービス

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、システム開発業務の改善
提案や改善案のプロトタイプ制作が可能なた
め。本学の教育課程の終盤にある学生に対
し、相応に程度の高い要求をしながら指導す
ることが可能な実習施設のため。

○ ○

45

株式会社
アイエン
ター（ハノ
イ支店）

システムコンサルティン
グ・開発・構築・運用／ス
マートフォンアプリ企画・
構築・運用／
IoT／XR(VR・MR・AR)／
AI／Drone／RPA／UI・
UXデザイン／動画制作

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野で習
得する技術、知識に基づき、ＡＩ、ＩｏＴなどを
利用したシステムやアプリケーションなどの制
作が可能なため。本学の教育課程の終盤に
ある学生に対し、相応に程度の高い要求をし
ながら指導することが可能な実習施設のた
め。

○ ○ ○

8



工科学部　　デジタルエンタテインメント学科

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛ
ﾃﾞｭｰｽ

CGｱﾆﾒｰ
ｼｮﾝ

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛ
ﾃﾞｭｰｽ

CGｱﾆﾒｰ
ｼｮﾝ

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛ
ﾃﾞｭｰｽ

CGｱﾆﾒｰ
ｼｮﾝ

1
東映株式
会社

①VFX、CG映像製作
②アニメーション製作、
③フェイシャルアニメー
ション全般の製作④
モーションキャプチャー
業務⑤リギング⑥
VFX、CG制作全般の
デイレクション、クオリ
ティ管理⑦レベルデザ
イン、エフェクトデザイ
ン⑧プロジェクトの進行
管理、マネジメント業務

社内の東映デジタルセンターツークン研究所で
の実習となる。最新のＣＧ制作技術やＤＣＣツー
ルの制作支援ツール、画像解析の研究などに
触れることができ、その技術を用いた映像コンテ
ンツの制作などが可能なため。本学の教育課程
の比較的早期段階にある学生に対する技術指
導や課題提示、実習科目で産学連携等を経験
してきた学生に対する適切な難度の目標設定
指導、教育課程の終盤にある学生に対する相
応に程度の高い要求をしながらの指導、いずれ
にも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

2

エスエフ・
グラフィッ
クス株式
会社

コンピュータグラフィック
（ＣＧ）デザイン制作
ミドルウェア（例：シェー
ダープラグイン「日の
丸」）の開発・販売
ゲーム開発

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、コンピュータグラフィックデザ
イン制作やミドルウェアの開発、ゲーム開発など
が可能であるため。本学の教育課程の比較的
早期段階にある学生に対する技術指導や課題
提示、実習科目で産学連携等を経験してきた学
生に対する適切な難度の目標設定指導、教育
課程の終盤にある学生に対する相応に程度の
高い要求をしながらの指導、いずれにも対応可
能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

3
株式会社
シィクリエ
イティブ

工業製品の企画・デザ
イン開発、家具、インテ
リアのデザイン開発、商
品パッケージデザイン、
ＣＩ・ＶＩ計画、カタログや
ＷＥＢサイト等のコミュニ
ケーションデザイン

ＣＧの専攻分野で習得する技術、知識に基づ
き、工業製品や家具、インテリアなどを３ＤＣＧモ
デルで試作することが可能なため。本学の実習
科目で産学連携等を経験してきた学生に対す
る適切な難度の目標設定指導と、教育課程の
終盤にある学生に対する相応に程度の高い要
求をしながらの指導が可能な実習施設のため。

○ ○

4
ポリゴンマ
ジック株式
会社

デジタルエンタテインメ
ントコンテンツの企画制
作、舞台・映像・イベン
ト制作事業、
映像配給事業、表現技
術・オンライン技術の研
究開発、インキュベー
ション事業

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、デジタルエンタテインメントコ
ンテンツの企画制作や映像などの制作が可能
なため。本学の教育課程の比較的早期段階に
ある学生に対する技術指導や課題提示、実習
科目で産学連携等を経験してきた学生に対す
る適切な難度の目標設定指導、教育課程の終
盤にある学生に対する相応に程度の高い要求
をしながらの指導、いずれにも対応可能な実習
施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

5
株式会社
デジタル・
ガーデン

１．ＣＧの企画および制
作　２．コンピュータによ
る映像・オーディオの編
集
３．デジタル技術による
映像の送受信事業、
４．上記に付帯する一
切の業務

ＣＧの専攻分野で習得する技術、知識に基づ
き、ＣＧの企画および制作などが可能であるた
め。本学の教育課程の比較的早期段階にある
学生に対する技術指導や課題提示、実習科目
で産学連携等を経験してきた学生に対する適
切な難度の目標設定指導、教育課程の終盤に
ある学生に対する相応に程度の高い要求をしな
がらの指導、いずれにも対応可能な実習施設の
ため。

○ ○ ○

6
株式会社
グリオグ
ルーヴ

ＣＧ映像、アニメーショ
ン、ＣＭ等の制作

ＣＧ専攻分野で取得する技術、知識に基づき、
ＣＧ映像、アニメーション、ＣＭ等の制作などが
可能であるため。本学の教育課程の比較的早
期段階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた学生
に対する適切な難度の目標設定指導、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可能
な実習施設のため。

○ ○ ○

臨地実務実習Ⅱ臨地実務実習Ⅲ

資料 30-2臨地実務実習の選定理由とコース配置

施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ
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工科学部　　デジタルエンタテインメント学科
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施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ

7
株式会社
クオラス

各種メディア広告取扱
代理店業務、広告コン
テンツ企画提案、コン
サルティング等

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、消費者コミュニケーション
ツールの提案・開発やプロモーション映像の制
作が可能なため。本学の教育課程の比較的早
期段階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた学生
に対する適切な難度の目標設定指導、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可能
な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

8
株式会社
システムリ
ンク

ＩＴベンチャー・中小企
業向け人材育成及びス
クール事業・求人求職
支援・ＳＥＳ事業

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、人材育成事業用オンライン
研修コンテンツやチュートリアルツールなどを、
ゲームプログラムやCGを用いて試作することが
可能であるため。本学の教育課程の比較的早
期段階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた学生
に対する適切な難度の目標設定指導、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可能
な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

9
有限会社
オレンジ

ＴＶアニメや劇場アニ
メ、ＯＶＡ、ゲームムー
ビー等ＣＧアニメーショ
ン制作.

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ＴＶアニメや劇場アニメ、ＯＶ
Ａ、ゲームムービー等ＣＧアニメーション制作な
どの制作が可能なため。本学の教育課程の比
較的早期段階にある学生に対する技術指導や
課題提示、実習科目で産学連携等を経験して
きた学生に対する適切な難度の目標設定指
導、教育課程の終盤にある学生に対する相応
に程度の高い要求をしながらの指導、いずれに
も対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

10
株式会社
カラクリズ
ム

スマートフォン向けアプ
リの企画・開発
家庭用ゲーム機向け
ゲームソフトの企画・開
発
国内ゲームの輸出・海
外発売支援

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、スマートフォン向けアプリや
家庭用ゲーム機向けゲームソフトの企画・開発
などが可能であるため。本学の教育課程の比較
的早期段階にある学生に対する技術指導や課
題提示、実習科目で産学連携等を経験してきた
学生に対する適切な難度の目標設定指導、教
育課程の終盤にある学生に対する相応に程度
の高い要求をしながらの指導、いずれにも対応
可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

11
株式会社
クリーブ

大規模システムの開
発、中小企業向けのＩＴ
コンサルティング、シス
テムエンジニア育成研
修等のＩＴサービス

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、システムエンジニア育成研
修用コンテンツや、チュートリアルツールなどを、
ゲームプログラムやCGを用いて試作することが
可能であるため。本学の教育課程の比較的早
期段階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた学生
に対する適切な難度の目標設定指導、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可能
な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

12
株式会社
アトラスコ
ンピュータ

コンピュータソフトウェア
の企画、設計、開発、
輸出入及び販売
コンピュータ及びその
周辺機器の設計、製
造、輸出入及び販売
コンピュータソフトウェ
ア、コンピュータ及びそ
の周辺機器の保守

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、コンピュータソフトウェアの企
画、制作をサポートすることが可能であるほか、
業務フローの社内周知や、同社既存サービスの
外部への説明などといった目的のＣＧ映像の作
成が可能であるため。本学の教育課程の比較
的早期段階にある学生に対する技術指導や課
題提示、実習科目で産学連携等を経験してきた
学生に対する適切な難度の目標設定指導、教
育課程の終盤にある学生に対する相応に程度
の高い要求をしながらの指導、いずれにも対応
可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

10
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施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ

13
ランドシス
テム株式
会社

モバイルアプリ開発事
業、受託ソフトウエア開
発事業、ＳＥＳ事業

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、モバイルアプリやその他ソフ
トウェアの企画、制作をサポートすることが可能
であるほか、業務フローの社内周知や、同社既
存サービスの外部への説明などといった目的の
ＣＧ映像の作成が可能であるため。本学の教育
課程の比較的早期段階にある学生に対する技
術指導や課題提示、実習科目で産学連携等を
経験してきた学生に対する適切な難度の目標
設定指導、教育課程の終盤にある学生に対す
る相応に程度の高い要求をしながらの指導、い
ずれにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

14
株式会社
ワールド
ウェーブ

遊戯電子機器の設計・
製造 コンピュータソフト
ウェアの企画、制作、管
理、運営、販売 ウェブ
サイトの企画、制作、管
理、運営、販売

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、コンピュータソフトウェアの企
画、制作サポートやウェブサイトのグラフィック制
作などが可能ため。本学の実習科目で産学連
携等を経験してきた学生に対する適切な難度の
目標設定指導と、教育課程の終盤にある学生に
対する相応に程度の高い要求をしながらの指導
が可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○

15
株式会社
意匠計画

３ＤＣＧ・パース制作、
商業施設・建築・イベン
ト等のプレゼンテーショ
ンツールの制作

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、建築物の３CDGデータを自
動生成するプログラムなどの開発ツールの作成
や、３DCGのパース制作などが可能なため。本
学の教育課程の比較的早期段階にある学生に
対する技術指導や課題提示、実習科目で産学
連携等を経験してきた学生に対する適切な難度
の目標設定指導、教育課程の終盤にある学生
に対する相応に程度の高い要求をしながらの指
導、いずれにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

16
太陽企画
株式会社

ＣＭ制作、博展映像・
プロモーション企画、
キャラクタービジネス等

ＣＧの専攻分野で習得する技術、知識に基づ
き、ＣＭや博展映像、プロモーション用のＣＧ・
映像などの制作が可能なため。本学の教育課
程の比較的早期段階にある学生に対する技術
指導や課題提示、実習科目で産学連携等を経
験してきた学生に対する適切な難度の目標設
定指導、教育課程の終盤にある学生に対する
相応に程度の高い要求をしながらの指導、いず
れにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○

17
株式会社
４Dブレイ
ン

CG,VFX制作プロダク
ション

ＣＧの専攻分野で習得する技術、知識に基づ
き、CG・VFXなどの制作が可能なため。本学の
実習科目で産学連携等を経験してきた学生に
対する適切な難度の目標設定指導と、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導が可能な実習施設のた
め。

○ ○

18
株式会社
オプティカ
ルフォース

映画/ドラマ/ＴＶ－ＣＭ
/ゲーム/イベント映像/
遊技機等、あらゆる媒
体におけるＣＧアニメー
ション・ＶＦＸ制作クラウ
ドレンダリングサービス

ＣＧの専攻分野で習得する技術、知識に基づ
き、映画・ドラマ・ＴＶ－ＣＭ・ゲーム・イベント映
像・遊技機などのＣＧ・映像制作が可能なため。
本学の実習科目で産学連携等を経験してきた
学生に対する適切な難度の目標設定指導と、
教育課程の終盤にある学生に対する相応に程
度の高い要求をしながらの指導が可能な実習
施設のため。

○ ○

11
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施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ

19

公益財団
法人画像
情報教育
振興協会

コンピューターグラ
フィック業界における、
教育カリキュラムの策
定、教材の開発と出
版、指導者の支援、検
定やセミナーの実施、
調査研究などを通じた
支援全般

ＣＧの専攻分野で習得する技術、知識に基づ
き、学生の立場からＣＧ教育の普及に向けた提
案から普及活動用の映像制作などが可能なた
め。本学の教育課程の比較的早期段階にある
学生に対する技術指導や課題提示、実習科目
で産学連携等を経験してきた学生に対する適
切な難度の目標設定指導、教育課程の終盤に
ある学生に対する相応に程度の高い要求をしな
がらの指導、いずれにも対応可能な実習施設の
ため。

○ ○ ○

20
株式会社
アイエン
ター

システムコンサルティン
グ・開発・構築・運用／
スマートフォンアプリ企
画・構築・運用／
IoT／XR(VR・MR・AR)
／AI／Drone／RPA／
ビッグデータ解析
UI・UXデザイン／動画
制作／スマートフォン
向けカジュアルゲーム
開発

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、XR(VR・MR・AR)・ＵＩ・デザイ
ン・動画・スマートフォン向けカジュアルゲームな
どの制作が可能であるため。本学の教育課程の
比較的早期段階にある学生に対する技術指導
や課題提示、実習科目で産学連携等を経験し
てきた学生に対する適切な難度の目標設定指
導、教育課程の終盤にある学生に対する相応
に程度の高い要求をしながらの指導、いずれに
も対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

21
株式会社
ジオコード

法人企業向けのWeb
マーケティングサービ
ス、クラウド型業務支援
ツールを展開

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、Webマーケティング向けコ
ミュニケーションツールの提案・開発やプロモー
ション映像などの制作が可能なため。本学の教
育課程の比較的早期段階にある学生に対する
技術指導や課題提示、実習科目で産学連携等
を経験してきた学生に対する適切な難度の目標
設定指導、教育課程の終盤にある学生に対す
る相応に程度の高い要求をしながらの指導、い
ずれにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

22
株式会社
モンス
ター・ラボ

音楽サービス、モバイ
ルゲーム・アプリケー
ション開発

ゲームの専攻分野で習得する技術、知識に基
づき、モバイルゲーム・アプリケーションの制作
が可能なため。本学の教育課程の比較的早期
段階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた学生
に対する適切な難度の目標設定指導、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可能
な実習施設のため。

○ ○ ○

23

株式会社
まくびーイ
ンターナ
ショナル

インターネットメディア
の企画・運営、インター
ネット広告代理店、食
品・衣料品・化粧品・雑
貨などの卸販売、ベン
チャー企業への投資及
び事業育成支援、金
融・証券取引にかかわ
る全般業務

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、運営するインターネットメディ
ア内のコンテンツとしてゲームや映像の制作な
どが可能なため。本学の教育課程の比較的早
期段階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた学生
に対する適切な難度の目標設定指導、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可能
な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

24
サン電子
株式会社

モバイルデータソリュー
ション事業、ゲームコン
テンツ事業、エンターテ
インメント関連事業

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、モバイルデータソリューショ
ン・ゲームコンテンツなどの制作が可能なため。
本学の教育課程の比較的早期段階にある学生
に対する技術指導や課題提示、実習科目で産
学連携等を経験してきた学生に対する適切な難
度の目標設定指導、教育課程の終盤にある学
生に対する相応に程度の高い要求をしながらの
指導、いずれにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

12
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施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ

25
株式会社
クロス
フィールド

スマートフォン向けゲー
ムアプリの企画・開発・
運営

ゲームの専攻分野で習得する技術、知識に基
づき、スマートフォン向けゲームアプリなどの制
作が可能なため。本学の教育課程の比較的早
期段階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた学生
に対する適切な難度の目標設定指導、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可能
な実習施設のため。

○ ○ ○

26
ヴイストン
株式会社

ロボット関連製品の開
発・製造・販売

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ロボットのコミュニケーション
コンテンツとしてのゲーム制作や、ロボットのプロ
モーション映像の制作などが可能なため。本学
の教育課程の比較的早期段階にある学生に対
する技術指導や課題提示、実習科目で産学連
携等を経験してきた学生に対する適切な難度の
目標設定指導、教育課程の終盤にある学生に
対する相応に程度の高い要求をしながらの指
導、いずれにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

27
株式会社
KMS

RPGゲーム企画・開発
事業、インフラ・サー
バーサイドエンジニア
事業、広告代理事業

ゲームの専攻分野で習得する技術、知識に基
づき、RPGゲーム企画・開発などの制作が可能
なため。本学の教育課程の比較的早期段階に
ある学生に対する技術指導や課題提示、実習
科目で産学連携等を経験してきた学生に対す
る適切な難度の目標設定指導、教育課程の終
盤にある学生に対する相応に程度の高い要求
をしながらの指導、いずれにも対応可能な実習
施設のため。

○ ○ ○

28
チームラ
ボ株式会
社

IT、サイエンス、テクノロ
ジー、デザイン、アート
の横断的なソリューショ
ンコンサルティング

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、サイエンス、テクノロジー、デ
ザイン、アートの横断的なソリューションコンサル
ティングに基づいたコンテンツの企画・制作が可
能なため。本学の教育課程の比較的早期段階
にある学生に対する技術指導や課題提示、実
習科目で産学連携等を経験してきた学生に対
する適切な難度の目標設定指導、教育課程の
終盤にある学生に対する相応に程度の高い要
求をしながらの指導、いずれにも対応可能な実
習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

29

株式会社
バンダイナ
ムコスタジ
オ

家庭用ゲームソフト、業
務用ゲーム機、モバイ
ルコンテンツ、PCコンテ
ンツなどの企画・開発・
運営

ゲームの専攻分野で習得する技術、知識に基
づき、家庭用ゲームソフト、業務用ゲーム機、モ
バイルコンテンツ、PCコンテンツなどの企画・開
発・制作などが可能であるため。本学の教育課
程の比較的早期段階にある学生に対する技術
指導や課題提示、実習科目で産学連携等を経
験してきた学生に対する適切な難度の目標設
定指導、教育課程の終盤にある学生に対する
相応に程度の高い要求をしながらの指導、いず
れにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○

30

SQUARE
ENIX,Inc.

（株式会社
スクウェ
ア・エニッ
クス）

Plannning,development,
publishment and sale of
entertainment products
and
services.Planning,devel
opment and sale of
derivative products of
the Group's
Intellectual Properties

ゲームの専攻分野で習得する技術、知識に基
づき、グループの知的財産に関する考え方に触
れながら。エンターテインメント製品およびサー
ビスの企画・開発・制作が可能なため。本学の
教育課程の終盤にある学生に対し、相応に程
度の高い要求をしながら指導することが可能な
実習施設のため。

○

13
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施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ

31

Hitachi
Consumer
Products(
Thailand),
Ltd.
（日立アプ
ライアンス
株式会社）

タイやＡＳＥＡＮ諸国向
けの家電製品の製造

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、家電製品製造工程のチュー
トリアルツールなどを、ゲームプログラムやCGを
用いて試作することが可能なため。本学の教育
課程の終盤にある学生に対し、相応に程度の高
い要求をしながら指導することが可能な実習施
設のため。

○ ○

32

KAGA
COMPON
ENTS
（MALAYS
IA）
SDN.BHD
.
(加賀マイ
クロソ
リューショ
ン株式会
社)

民生用から産業用まで
の各種電源機器および
電子機器完成品の開
発、製造、販売及び基
板アッセンブル等の受
託

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、各種電源機器および電子機
器製造工程のチュートリアルツールなどを、ゲー
ムプログラムやCGを用いて試作することが可能
なため。本学の教育課程の終盤にある学生に
対し、相応に程度の高い要求をしながら指導す
ることが可能な実習施設のため。

○ ○

33

KAGA
ELECTRO
NICS
（USA）
INC.
(加賀電子
株式会社
（USA))

市場調査、加賀電子株
式会社製造の電子部
品の輸出入及び販売

ゲームの専攻分野で習得する技術、知識に基
づき、加賀電子株式会社製造のアミューズメント
機器の差別化ポイントの分析、他社競合製品の
調査などが可能なほか、ＣＧの専攻分野で習得
する技術、知識に基づき、加賀電子株式会社製
品の販売促進映像などが制作可能なため。本
学の教育課程の終盤にある学生に対し、相応に
程度の高い要求をしながら指導することが可能
な実習施設のため。

○ ○

34

TAXAN
MEXICO
S.A. de
C.V.
(加賀電子
株式会社
（メキシコ))

ＥＭＳ事業及び電子部
品・半導体の販売など

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ＥＭＳ事業における製造工
程のチュートリアルツールなどを、ゲームプログ
ラムやCGを用いて試作することが可能なため。
本学の教育課程の終盤にある学生に対し、相
応に程度の高い要求をしながら指導することが
可能な実習施設のため。

○ ○

35

KAGA
AMUSEM
ENT
MALAYSI
A
SDN.BHD
.
(加賀ア
ミューズメ
ント株式会
社)

アミューズメント機器の
販売、保守サービス及
びアミューズメント施設
の運営など

ゲームの専攻分野で習得する技術、知識に基
づき、同社商品の差別化ポイントの分析、他社
競合製品の調査から普及活動用の映像制作な
どが可能なため。本学の教育課程の終盤にある
学生に対し、相応に程度の高い要求をしながら
指導することが可能な実習施設のため。

○

36

株式会社
アイエン
ター（ハノ
イ支店）

システムコンサルティン
グ・開発・構築・運用／
スマートフォンアプリ企
画・構築・運用／
IoT／XR(VR・MR・AR)
／AI／Drone／RPA／
UI・UXデザイン／動画
制作

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、スマートフォンアプリや動画
の制作などが可能なため。本学の教育課程の
終盤にある学生に対し、相応に程度の高い要求
をしながら指導することが可能な実習施設のた
め。

○ ○

14
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臨地実務実習Ⅰ

37
株式会社
Aiming

オンラインゲームの
制作、開発、運営

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、オンラインゲームなどの制作
が可能なため。本学の教育課程の比較的早期
段階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた学生
に対する適切な難度の目標設定指導、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可能
な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

38
株式会社
Aiming 台
湾スタジオ

オンラインゲームの
制作、開発、運営

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、オンラインゲームなどの制作
が可能なため。本学の教育課程の終盤にある
学生に対し、相応に程度の高い要求をしながら
指導することが可能な実習施設のため。

○ ○

15



臨地実務実習施設確保状況

学部

学科

定員

科目 確保数 確保比率 確保数 確保比率

臨地実務実習Ⅰ 123 103% 104 130%

臨地実務実習Ⅱ 144 120% 116 145%

臨地実務実習Ⅲ 178 148% 134 168%

（人）

学部

学科

コース

履修学生数上限

科目 確保数 確保比率 確保数 確保比率 確保数 確保比率 確保数 確保比率 確保数 確保比率

臨地実務実習Ⅰ 107 134% 104 130% 43 108% 85 142% 82 137%

臨地実務実習Ⅱ 123 154% 125 156% 53 133% 87 145% 93 155%

臨地実務実習Ⅲ 153 191% 158 198% 63 158% 105 175% 109 182%

（人）

資料31

ＡＩ戦略コース ＩｏＴシステムコース ロボット開発コース ゲームプロデュースコース

情報工学科 デジタルエンタテインメント学科

ＣＧアニメーションコース

情報工学科 デジタルエンタテインメント学科

120名 80名

工科学部

80名 40名 60名 60名

工科学部

80名

1



氏名　　　　　　　　　

②

③

④

⑤

⑥

⑦

点 点

指導担当者氏名： 担当教員氏名： 学生氏名：

※教育課程連携協議会の意見を踏まえ、臨地実務実習に関して大きな変更が生じた場合、評価項目についても適切に見直す。

実習日誌

対話

業務内容

報告内容

実習体験を通じて修得し
た知識・技術、プロジェク
トの進め方、反省点など
を、整理することができる

実習体験を通じて修得し
た知識・技術、プロジェク
トの進め方、反省点など
を、しっかりと整理するこ
とができない

実習先における課題が
なかなか理解できず、ポ
イントも整理できない

期日までに成果物
を完成させることが
できる

十分なスケジュール感をもっ
て、期日までに成果物を完
成させることができる

期日までに成果物を完成
させることができる

期日までに成果物を完
成させることができない

4
表
現

プレゼンテーション
機会を通じて、実習
体験で修得した知
識・技術と、次年度
の課題を整理でき
る

報告内容

実習体験を通じて修得した
知識・技術、プロジェクトの
進め方、反省点などを、次
年度に活かせるように体系
的に整理することができる

3

専
門
技
術
・
組
織
行
動

実習先における課
題を理解し、成果物
作成に向けたポイ
ントを整理すること
ができる

実習先における課題を十分
に理解し、成果物作成に向
けたポイントを速やかに整
理することができる

実習先における課題を理
解し、成果物作成に向け
たポイントを徐々に整理
することができる

実習先の製品・サービス、
また、それらを生み出す
ために必要なツールやシ
ステムを大まかに理解し
ている

実習先の製品・サービ
ス、また、それらを生み
出すために必要なツー
ルやシステムについて
の理解が不十分である

実習先の業務プロ
セスを把握している

実習先の業務プロセスを十
分に把握し、それを説明で
きる

実習先の業務プロセスを
大まかに把握している

実習先の業務プロセス
の把握が不十分である

ビジネスマナー面で、大き
な問題はみられない

ビジネスマナー面におい
て、目につく点が多い

1

関
心
・
意
欲
・
態
度

① 事前調査おいて、
実習先事業者の事
業内容や組織体
系、さらに実習期間
中に体得すべき内
容を理解している

事前学習内容

事前調査によって、実習先
事業者の事業内容や組織
体系を十分に把握し、実習
期間中に体得すべき内容も
十分に理解している

事前調査によって、実習
先事業者の事業内容や
組織体系を大まかに把握
し、実習期間中に体得す
べき内容を理解している

事前調査による実習先
事業者の事業内容や組
織体系を十分に把握し
ておらず、実習期間中に
体得すべき内容の理解
も不十分である

2

専
門
知
識

実習先の扱うサー
ビスや製品、また、
それらを生み出す
ためのツールやシ
ステムを理解してい
る

実習先の製品・サービス、ま
た、それらを生み出すため
に必要なツールやシステム
について十分に理解してい
る

ビジネスマナーを身
につけている

実習日誌

業務内容

ビジネスマナー面で、ほとん
ど問題はみられない

ルーブリック評価　（　臨地実務実習Ⅰ　）

実習期間 　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日～　　　　　月　　　　　日

具体的な
評価規準

評価資料

評価基準 評価

10点 6点 2点
指導

担当者
自己

資料32-1
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氏名　　　　　　　　　

②

③

④

⑤

⑥

点 点

3

専
門
技
術
・
組
織
行
動

担当教員氏名：

実習体験を通じて修得し
た知識・技術、プロジェク
トの進め方、反省点など
を、整理することができる

2

専
門
知
識

4
表
現

報告内容

実習体験を通じて修得し
た知識・技術、プロジェク
トの進め方、反省点など
を、整理することができ
ない

学生氏名：

※教育課程連携協議会の意見を踏まえ、臨地実務実習に関して大きな変更が生じた場合、評価項目についても適切に見直す。

プレゼンテーション
機会を通じて、実習
体験で修得した知
識技術と、次年度
の課題を整理でき
る

実習体験を通じて修得した
知識・技術、プロジェクトの
進め方、反省点などを、次
年度に活かせるように体系
的に整理することができる

指導担当者氏名：

実習先が抱える問題を
解決する手法やツール
（のプロトタイプ）を、助言
等を受けても探索・考案
できない

自分が担当するプ
ロセスの要求条件
を理解し、スケ
ジュール通りに業務
を遂行できる

自分が担当するプロセスの
要求条件を十分に理解し、
スケジュールに余裕をもって
業務を遂行できる

自分が担当するプロセス
の要求条件をほぼ理解
し、期日を守って業務を遂
行できる

自分が担当するプロセス
の要求条件についての
理解が不十分であり、期
日に合わせて業務を遂
行できない

実習先が抱える問
題を解決する手法
やツール（のプロト
タイプ）を探索・考案
できる

実習先が抱える問題を解決
する手法やツール（のプロト
タイプ）を、独力で探索・考
案できる

実習先が抱える問題を解
決する手法やツール（の
プロトタイプ）を、助言等を
受けながら探索・考案でき
る

実習日誌

対話

業務内容

報告内容

実習先が抱える問
題の解決案を提示
できる

実習先が抱える問題点の解
決案を複数提示できる

実習先が抱える問題点の
解決案をひとつでも提示
できる

実習先が抱える問題点
の解決案を提示できな
い

実習先が抱える製
品・サービス、プロ
セスなどにかかる
問題点を分析でき
る

実習先が抱える製品・サー
ビス、プロセスなどにかかる
問題点について、局所的で
なく、全体を俯瞰しながら分
析できる

実習先においてマナー面で
の問題はほとんどみられ
ず、高い協調性をもって実
習に取り組むことができる

実習先においてマナー面
での問題はさほどみられ
ず、協調性をもって実習
に取り組むことができる

実習先においてマナー
面で問題が散見され、協
調性に欠ける行動も観
察される

実習先が抱える製品・
サービス、プロセスなどに
かかる問題点について、
部分最適レベルの分析が
できる

実習先が抱える製品・
サービス、プロセスなど
にかかる問題点につい
て、ほとんど分析ができ
ない

1

意
欲
・
態
度

① ビジネスマナーを守
り、協調的な行動が
とれる 実習日誌

業務内容

ルーブリック評価　（　臨地実務実習Ⅱ　）

実習期間 　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日～　　　　　月　　　　　日

具体的な
評価規準

評価資料

評価基準 評価

10点 6点 2点 自己
指導

担当者

資料32-2
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氏名　　　　　　　　　

②

③

④

⑤

⑥

⑦

点 点

2

3

問題解決に必要な
手法やツールを探
索・考案できる

実習先が抱える問題を解決
する手法やツールを、独力
で速やかに探索・考案でき
る

実習先が抱える問題を解
決する手法やツールを、
探索・考案できる

最適解を用いて、部
分的であってもプロ
トタイプを実現し、評
価することができる

最適解を用いて、ほぼ全面
的にプロトタイプを実現し、
評価することができる

実習先が抱える問題を
解決する手法やツール
を、探索・考案するのが
困難である

専
門
知
識

専
門
技
術
・
組
織
行
動

1

意
欲
・
態
度

実習日誌

対話

業務内容

報告内容

最適解を用いて、部分的
にとどまるがプロトタイプ
を実現し、評価することが
できる

部分的にとどまるもので
あっても、プロトタイプを
実現することができない

実現したプロトタイ
プへの評価を理解
し、修正を加えるこ
とができる

実現したプロトタイプへの評
価を理解し、独力で修正を
加えてより良い問題解決案
を生むことができる

実現したプロトタイプへの
評価を理解し、助言などを
受けて修正を加えること
ができる

実現したプロトタイプへ
の評価を十分に理解で
きず、修正を加えること
ができない

実習先が抱える問
題点について、複
数の解決案の中か
ら最適解を導くこと
ができる。

実習先が抱える問題点につ
いて、複数の解決案を示し、
独力で論理的に最適解を導
くことができる。

実習先が抱える問題点に
ついて、複数の解決案を
示し、助言などを受けて最
適解を導くことができる

実習先が抱える問題点
について、解決案を示す
までに時間がかかり、助
言などを受けても最適解
を導くことができない

実習先においてマナー
面で問題が残り、協調性
に欠ける行動も観察され
る

指導担当者氏名： 担当教員氏名： 学生氏名：

※教育課程連携協議会の意見を踏まえ、臨地実務実習に関して大きな変更が生じた場合、評価項目についても適切に見直す。

自分が担当するプロセス
の要求条件について理
解が不十分であり、期日
に合わせて業務を遂行
できない

実習体験を振り返
り、修得した知識・
技術や、実務経験
などを整理できる

実習体験を通じて修得した
知識・技術、プロジェクトの
進め方、反省点などを、卒
業後に活かせるように体系
的に整理することができる

実習体験を通じて修得し
た知識・技術、プロジェク
トの進め方、反省点など
を、整理することができる

実習体験を通じて修得し
た知識・技術、プロジェク
トの進め方、反省点など
を、整理することができ
ない

自分が担当するプ
ロセスの要求条件
を理解し、スケ
ジュール通りに業務
を遂行できる

自分が担当するプロセスの
要求条件を十分に理解し、
スケジュールに余裕をもって
業務を遂行できる

自分が担当するプロセス
の要求条件をほぼ理解
し、期日を守って業務を遂
行できる

4
表
現

報告内容

① ビジネスマナーを守
り、協調的な行動が
とれる 実習日誌

業務内容

実習先の若手職員と比較し
てもマナー面で見劣りするこ
とはなく、また、非常に高い
協調性をもって実習に取り
組むことができる

実習先においてマナー面
での問題はほとんどみら
れず、高い協調性をもっ
て実習に取り組むことが
できる

ルーブリック評価　（　臨地実務実習Ⅲ　）

実習期間 　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日～　　　　　月　　　　　日

具体的な
評価規準

評価資料

評価基準 評価

10点 6点 2点 自己
指導

担当者

資料32-3
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学部 学科 科目名 資料番号

工科学部 情報工学科 臨地実務実習Ⅰ 32-2 2

工科学部 情報工学科 臨地実務実習Ⅱ 32-3 3

工科学部 情報工学科 臨地実務実習Ⅲ 32-4 4 ～ 7

工科学部 デジタルエンタテインメント学科 臨地実務実習Ⅰ 26-5 8

工科学部 デジタルエンタテインメント学科 臨地実務実習Ⅱ 26-6 9

工科学部 デジタルエンタテインメント学科 臨地実務実習Ⅲ 26-7 10 ～ 13

資料33-1

巡回計画（臨地実務実習）（案）

ページ番号

 1



16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
1 2 3 4 休 休 5 6 7 8 9 休 休 10 11 12 13 14 休 休 15 16 17 18 休 休 休 19 20

1 1 株式会社オプティマイザー 東京都 ① B 出 B 出 ② 5 ○ ○ B

2 3 株式会社クオラス 東京都 ① 出 B 出 B ② 5 ○ ○ ○ B

3 4 株式会社システムリンク 東京都 ① B 出 B 出 ② 4 ○ ○ B

4 5 有限会社オレンジ 東京都 ① 出 A 出 A ② 2 ○ ○ ○ A

5 6 株式会社クリーブ 東京都 ① 出 B 出 B ② 7 ○ ○ B

6 7 サン電子株式会社 東京都 ① 出 A 出 A ② 2 ○ ○ ○ A

7 8 株式会社コスメル 東京都 ① 出 B 出 B ② 5 ○ ○ B

8 9 株式会社アトラスコンピュータ 東京都 ① 出 C 出 C ② 5 ○ ○ C

9 10 グローバル・アスピレーションズ株式会社 東京都 ① 出 A 出 A ② 2 ○ ○ ○ A

10 11 ランドシステム株式会社 神奈川 ① 出 A 出 A ② 8 ○ ○ ○ A

11 14 株式会社 意匠計画 東京都 ① 出 D 出 D ② 5 ○ D

12 16 ジェイズ・コミュニケーション株式会社 東京都 ① 出 C 出 C ② 5 ○ ○ C

13 17 株式会社ルクサ 東京都 ① C 出 C 出 ② 3 ○ ○ C

14 19 コンピューターサイエンス株式会社 東京都 ① 出 C 出 C ② 5 ○ ○ C

15 20 株式会社トラスト・テック 東京都 ① 出 A 出 A ② 1 ○ ○ ○ A

16 21 株式会社ソアーシステム 東京都 ① 出 C 出 C ② 2 ○ ○ C

17 22 株式会社アイエンター 東京都 ① A 出 出 ② 4 ○ ○ ○ A

18 23 株式会社UNIWORX 東京都 ① 出 D 出 D ② 2 ○ ○ D

19 24 GMOアドパートナーズ株式会社 東京都 ① 出 D 出 D ② 6 ○ D

20 25 アイハーツ株式会社 東京都 ① D 出 D 出 ② 3 ○ ○ D

21 26 株式会社モンスター・ラボ 東京都 ① A 出 出 ② 4 ○ ○ ○ A

22 27 株式会社まくびーインターナショナル 東京都 ① D 出 D 出 ② 2 ○ ○ D

23 28 株式会社 エー・アンド・ディ 東京都 ① 出 A 出 A ② 5 ○ ○ ○ A

24 29 株式会社アズテックス 東京都 ① 出 D 出 D ② 6 ○ ○ D

25 30 株式会社トリプルアイズ 東京都 ① 出 C 出 C ② 2 ○ ○ ○ C

26 31 株式会社ジオコード 東京都 ① 出 C 出 C ② 8 ○ C

27 32 ヴイストン株式会社 東京都 ① 出 A 出 A ② 8 ○ A

28 33 チームラボ株式会社 東京都 ① 出 B 出 B ② 5 ○ ○ B

29 34 NTTソフトウェアイノベーションセンタ 東京都 ① 出 D 出 D ② 2 ○ ○ D

「出」 校舎での状況確認・フォロー 指導教員 A 波多江 B 荒金 C 藤井 D 三宅 予定人数計 123

2022年　2月工科学部　情報工学科　２年

承諾
人数

コース

臨地実務実習Ⅰ AI
戦略

IoT
ｼｽﾃ
ﾑ

ﾛﾎﾞｯ
ﾄ

開発通番

2022年　1月

施設
番号

施設名 所在地

資
料

3
3
－

2

巡回計画（臨地実務実習）（案） 2



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
休 1 2 3 4 5 休 休 休 6 7 8 9 休 休 10 11 12 13 14 休 休 15 16 17 18 19 休 休 20 21 22 祝 23 休 休 24 25 26 27 28 休 休 29 30

1 1 株式会社オプティマイザー 東京都 ① 出 D 出 D 出 D 5 D ○ ○

2 2 株式会社テクノロード 東京都 ① 出 C 出 C 出 C 5 C ○ ○

3 3 株式会社クオラス 東京都 ① 出 A 出 A 出 A 5 A ○ ○ ○

4 4 株式会社システムリンク 東京都 ① 出 B 出 B 出 B 4 B ○ ○

5 5 有限会社オレンジ 東京都 ① 出 A 出 A 出 A 2 A ○ ○ ○

6 6 株式会社クリーブ 東京都 ① 出 A 出 A 出 A ② 7 A ○ ○

7 7 サン電子株式会社 東京都 ① 出 C 出 C 出 C ② 2 C ○ ○ ○

8 8 株式会社コスメル 東京都 ① 出 D 出 D 出 D ② 5 D ○ ○

9 9 株式会社アトラスコンピュータ 東京都 ① 出 B 出 B 出 B ② 5 B ○ ○

10 10 グローバル・アスピレーションズ株式会社 東京都 ① 出 A 出 A 出 A ② 2 A ○ ○ ○

11 11 ランドシステム株式会社 神奈川 ① 出 C 出 C 出 C ② 8 C ○ ○ ○

12 12 株式会社ワールドウェーブ 東京都 ① 出 C 出 C 出 C ② 5 C ○ ○ ○

13 13 富士インフォックス・ネット株式会社 東京都 ① 出 B 出 B 出 B ② 5 B ○ ○

14 14 株式会社 意匠計画 東京都 ① 出 B 出 B 出 B ② 5 B ○

15 15 株式会社アスリード 東京都 ① 出 D 出 D 出 D ② 1 D ○ ○

16 16 ジェイズ・コミュニケーション株式会社 東京都 ① 出 D 出 D 出 D ② 5 D ○ ○

17 17 株式会社ルクサ 東京都 ① D 出 D 出 D 出 ② 3 D ○ ○

18 18 anbx株式会社 東京都 ① D 出 D 出 D 出 ② 5 D ○ ○

19 19 コンピューターサイエンス株式会社 東京都 ① B 出 B 出 B 出 ② 5 B ○ ○

20 20 株式会社トラスト・テック 東京都 ① C 出 C 出 C 出 ② 1 C ○ ○ ○

21 21 株式会社ソアーシステム 東京都 ① 出 A 出 A 出 A ② 2 A ○ ○

22 22 株式会社アイエンター 東京都 ① C 出 C 出 C 出 ② 4 C ○ ○ ○

23 23 株式会社UNIWORX 東京都 ① D 出 出 D 出 D ② 2 D ○ ○

24 24 GMOアドパートナーズ株式会社 東京都 ① B 出 B 出 B 出 ② 6 B ○

25 25 アイハーツ株式会社 東京都 ① 出 A 出 A 出 A ② 3 A ○ ○

26 26 株式会社モンスター・ラボ 東京都 ① 出 出 出 ② 4 E ○ ○ ○

27 27 株式会社まくびーインターナショナル 東京都 ① A 出 A 出 A 出 ② 2 A ○ ○

28 28 株式会社 エー・アンド・ディ 東京都 ① 出 出 出 ② 5 E ○ ○ ○

29 29 株式会社アズテックス 東京都 ① A 出 A 出 A 出 ② 6 A ○ ○

30 30 株式会社トリプルアイズ 東京都 ① 出 出 出 ② 2 E ○ ○ ○

31 31 株式会社ジオコード 東京都 ① D 出 出 D 出 D ② 8 D ○

32 32 ヴイストン株式会社 東京都 ① 出 出 出 ② 8 E ○

33 33 チームラボ株式会社 東京都 ① 出 B 出 B 出 B ② 5 B ○ ○

34 34 NTTソフトウェアイノベーションセンタ 東京都 ① 出 B 出 B 出 B ② 2 B ○ ○

「出」 校舎での状況確認・フォロー 指導教員 A 波多江 B 駒井 C 冨山 D 爰川 E 小栁 ①②キャリア・サポートセンターによる実習先確認（TEL） 144

工科学部　情報工学科　３年

承諾
人数

コース

臨地実務実習Ⅱ AI
戦略

IoT
ｼｽﾃ
ﾑ

ﾛﾎﾞｯ
ﾄ

開発通番

2022年　10月 2022年　11月

施設
番号

施設名 所在地

資
料

3
3
－

3

巡回計画（臨地実務実習）（案） 3



3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
国内(1) 1 2 3 4 休 休 5 6 7 8 9 休 休 祝 10 11 12 13 休 休 14 15 16 17 18 休 休 19 20 21 22 23 休 休 24 25 26 27 祝 休 休
国内(2) 休 休 休 休 祝 1 2 3 4 休 休 5 6 7 8 9 休 休 10 11 12 13 14 休 休 15 16 17 18 祝 休 休
国内(3) 休 休 休 休 祝 休 休 休 休 1 2 3 4 休 休 5 6 7 8 祝 休 休
海外 休 休 休 休 祝 休 休 休 休 休 休 祝 休 休

1 1 株式会社オプティマイザー 東京都 ① 出 C 出 C 出 C 5 ○ ○

2 2 株式会社テクノロード 東京都 ① 出 A 出 A 出 A 5 ○ ○

3 3 株式会社クオラス 東京都 ① 出 A 出 A 出 A 5 ○ ○ ○

4 4 株式会社システムリンク 東京都 ① 出 B 出 B 出 B 4 ○ ○

5 5 有限会社オレンジ 東京都 ① 出 D 出 D 出 D 2 ○ ○ ○

6 6 株式会社クリーブ 東京都 ① 出 B 出 B 出 B 7 ○ ○

7 7 サン電子株式会社 東京都 ① E 出 E 出 E 出 2 ○ ○ ○

8 8 株式会社コスメル 東京都 ① 出 D 出 D 出 D 5 ○ ○

9 9 株式会社アトラスコンピュータ 東京都 ① 出 B 出 B 出 B 5 ○ ○

10 10 グローバル・アスピレーションズ株式会社 東京都 ① 出 C 出 C 出 C 2 ○ ○ ○

11 11 ランドシステム株式会社 神奈川 ① E 出 E 出 E 出 8 ○ ○ ○

12 12 株式会社ワールドウェーブ 東京都 ① 出 D 出 D 出 D 5 ○ ○ ○

13 13 富士インフォックス・ネット株式会社 東京都 ① 出 B 出 B 5 ○ ○

14 14 株式会社 意匠計画 東京都 ① 出 出 5 ○

15 15 株式会社アスリード 東京都 ① 出 D 出 D 1 ○ ○

16 16 ジェイズ・コミュニケーション株式会社 東京都 ① 出 B 出 B 5 ○ ○

17 17 株式会社ルクサ 東京都 ① 出 D 出 D 3 ○ ○

18 18 anbx株式会社 東京都 ① 出 C 出 C 5 ○ ○

19 19 コンピューターサイエンス株式会社 東京都 ① 出 C 出 C 5 ○ ○

20 20 株式会社トラスト・テック 東京都 ① 出 A 出 A 1 ○ ○ ○

21 21 株式会社ソアーシステム 東京都 ① 出 B 出 B 2 ○ ○

22 22 株式会社アイエンター 東京都 ① 出 A 出 A 4 ○ ○ ○

23 23 株式会社UNIWORX 東京都 ① 出 D 出 D 2 ○ ○

24 24 GMOアドパートナーズ株式会社 東京都 ① 出 出 6 ○

25 25 アイハーツ株式会社 東京都 ① 出 A 出 A 3 ○ ○

2023年　8月

承諾
人数

コース

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃ
ﾑ

ﾛﾎﾞｯ
ﾄ

開発

工科学部　情報工学科　４年 2023年　7月

臨地実務実習Ⅲ

施設名
施設
番号

通番

資
料

3
3
－

4

巡回計画（臨地実務実習）（案） 4



3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
国内(1) 1 2 3 4 休 休 5 6 7 8 9 休 休 祝 10 11 12 13 休 休 14 15 16 17 18 休 休 19 20 21 22 23 休 休 24 25 26 27 祝 休 休
国内(2) 休 休 休 休 祝 1 2 3 4 休 休 5 6 7 8 9 休 休 10 11 12 13 14 休 休 15 16 17 18 祝 休 休
国内(3) 休 休 休 休 祝 休 休 休 休 1 2 3 4 休 休 5 6 7 8 祝 休 休
海外 休 休 休 休 祝 休 休 休 休 休 休 祝 休 休

2023年　8月

承諾
人数

コース

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃ
ﾑ

ﾛﾎﾞｯ
ﾄ

開発

工科学部　情報工学科　４年 2023年　7月

臨地実務実習Ⅲ

施設名
施設
番号

通番

26 26 株式会社モンスター・ラボ 東京都 ① B 出 4 ○ ○ ○

27 27 株式会社まくびーインターナショナル 東京都 ① 出 B 2 ○ ○

28 28 株式会社 エー・アンド・ディ 東京都 ① 出 A 5 ○ ○ ○

29 29 株式会社アズテックス 東京都 ① 出 C 6 ○ ○

30 30 株式会社トリプルアイズ 東京都 ① 出 A 2 ○ ○ ○

31 31 株式会社ジオコード 東京都 ① 出 D 8 ○

32 32 ヴイストン株式会社 東京都 ① 出 8 ○

33 33 チームラボ株式会社 東京都 ① 出 C 5 ○ ○

34 34 NTTソフトウェアイノベーションセンタ 東京都 ① D 出 2 ○ ○

35 35 Hitachi Consumer Products(Thailand),Ltd.
（日立アプライアンス株式会社） 海外 3 ○ ○ ○

36 36
KAGA COMPONENTS（MALAYSIA）SDN.BHD.(加賀

マイクロソリューション株式会社) 海外 3 ○

37 37 KAGA ELECTRONICS（USA）INC.
(加賀電子株式会社（USA)) 海外 1 ○ ○ ○

38 38 TAXAN MEXICO S.A. de C.V.
(加賀電子株式会社（メキシコ)) 海外 3 ○ ○ ○

39 39 KAGA AMUSEMENT MALAYSIA
SDN.BHD.(加賀アミューズメント株式会社) 海外 1 ○

40 40 フォイスベトナム有限会社 海外 6 ○ ○

41 41 株式会社エスワイシステム（PT.SYS
INDONESIA） 海外 2 ○ ○

42 42 株式会社アルタ　(フィリピン支社) 海外 6 ○ ○

43 43 Ateam Vietnam Co.,Ltd. 海外 5 ○ ○

44 44 株式会社コスモ・コンピューティングシステム
（Cosmo　ITS, Inc.） 海外 2 ○ ○

45 45 株式会社アイエンター（ハノイ支店） 海外 2 ○ ○ ○

「出」 校舎での状況確認・フォロー 指導教員 A 波多江 B 荒金 C 斎藤亜 D 菊間 E 広田 ①②キャリア・サポートセンターによる実習先確認（TEL） 予定人数計

「通」 通信手段を用いた状況確認・フォロー

178

資
料

3
3
－

4

巡回計画（臨地実務実習）（案） 5



国内(1)
国内(2)
国内(3)

海外

1 1 株式会社オプティマイザー 東京都

2 2 株式会社テクノロード 東京都

3 3 株式会社クオラス 東京都

4 4 株式会社システムリンク 東京都

5 5 有限会社オレンジ 東京都

6 6 株式会社クリーブ 東京都

7 7 サン電子株式会社 東京都

8 8 株式会社コスメル 東京都

9 9 株式会社アトラスコンピュータ 東京都

10 10 グローバル・アスピレーションズ株式会社 東京都

11 11 ランドシステム株式会社 神奈川

12 12 株式会社ワールドウェーブ 東京都

13 13 富士インフォックス・ネット株式会社 東京都

14 14 株式会社 意匠計画 東京都

15 15 株式会社アスリード 東京都

16 16 ジェイズ・コミュニケーション株式会社 東京都

17 17 株式会社ルクサ 東京都

18 18 anbx株式会社 東京都

19 19 コンピューターサイエンス株式会社 東京都

20 20 株式会社トラスト・テック 東京都

21 21 株式会社ソアーシステム 東京都

22 22 株式会社アイエンター 東京都

23 23 株式会社UNIWORX 東京都

24 24 GMOアドパートナーズ株式会社 東京都

25 25 アイハーツ株式会社 東京都

工科学部　情報工学科　４年

臨地実務実習Ⅲ

施設名
施設
番号

通番

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
休 休 28 29 30 休 休 休 休 休 休 休 休 祝 休 休
休 休 19 20 21 22 23 休 休 24 25 26 27 28 休 休 29 30 休 休 休 休 祝 休 休
休 休 9 10 11 12 13 休 休 14 15 16 17 18 休 休 19 20 21 22 23 休 休 24 25 26 27 28 休 休 祝 29 30 休 休
休 休 1 2 3 4 5 休 休 6 7 8 9 10 休 休 11 12 13 14 15 休 休 16 17 18 19 20 休 休 21 22 23 24 25 休 休 26 27 28 29 30

② 5 ○ ○

② 5 ○ ○

② 5 ○ ○ ○

② 4 ○ ○

② 2 ○ ○ ○

② 7 ○ ○

② 2 ○ ○ ○

② 5 ○ ○

② 5 ○ ○

② 2 ○ ○ ○

② 8 ○ ○ ○

② 5 ○ ○ ○

出 B ② 5 ○ ○

出 ② 5 ○

D 出 ② 1 ○ ○

出 B ② 5 ○ ○

D 出 ② 3 ○ ○

出 C ② 5 ○ ○

出 C ② 5 ○ ○

A 出 ② 1 ○ ○ ○

出 B ② 2 ○ ○

A 出 ② 4 ○ ○ ○

D 出 ② 2 ○ ○

出 ② 6 ○

A 出 ② 3 ○ ○

ﾛﾎﾞｯ
ﾄ

開発

IoT
ｼｽﾃ
ﾑ

AI
戦略

コース
2023年　8月

承諾
人数

2023年　9月

資
料

3
3
－

4

巡回計画（臨地実務実習）（案） 6



国内(1)
国内(2)
国内(3)

海外

工科学部　情報工学科　４年

臨地実務実習Ⅲ

施設名
施設
番号

通番

26 26 株式会社モンスター・ラボ 東京都

27 27 株式会社まくびーインターナショナル 東京都

28 28 株式会社 エー・アンド・ディ 東京都

29 29 株式会社アズテックス 東京都

30 30 株式会社トリプルアイズ 東京都

31 31 株式会社ジオコード 東京都

32 32 ヴイストン株式会社 東京都

33 33 チームラボ株式会社 東京都

34 34 NTTソフトウェアイノベーションセンタ 東京都

35 35 Hitachi Consumer Products(Thailand),Ltd.
（日立アプライアンス株式会社） 海外

36 36
KAGA COMPONENTS（MALAYSIA）SDN.BHD.(加賀

マイクロソリューション株式会社) 海外

37 37 KAGA ELECTRONICS（USA）INC.
(加賀電子株式会社（USA)) 海外

38 38 TAXAN MEXICO S.A. de C.V.
(加賀電子株式会社（メキシコ)) 海外

39 39 KAGA AMUSEMENT MALAYSIA
SDN.BHD.(加賀アミューズメント株式会社) 海外

40 40 フォイスベトナム有限会社 海外

41 41 株式会社エスワイシステム（PT.SYS
INDONESIA） 海外

42 42 株式会社アルタ　(フィリピン支社) 海外

43 43 Ateam Vietnam Co.,Ltd. 海外

44 44 株式会社コスモ・コンピューティングシステム
（Cosmo　ITS, Inc.） 海外

45 45 株式会社アイエンター（ハノイ支店） 海外

「出」 校舎での状況確認・フォロー 指導教員

「通」 通信手段を用いた状況確認・フォロー

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
休 休 28 29 30 休 休 休 休 休 休 休 休 祝 休 休
休 休 19 20 21 22 23 休 休 24 25 26 27 28 休 休 29 30 休 休 休 休 祝 休 休
休 休 9 10 11 12 13 休 休 14 15 16 17 18 休 休 19 20 21 22 23 休 休 24 25 26 27 28 休 休 祝 29 30 休 休
休 休 1 2 3 4 5 休 休 6 7 8 9 10 休 休 11 12 13 14 15 休 休 16 17 18 19 20 休 休 21 22 23 24 25 休 休 26 27 28 29 30

ﾛﾎﾞｯ
ﾄ

開発

IoT
ｼｽﾃ
ﾑ

AI
戦略

コース
2023年　8月

承諾
人数

2023年　9月

B 出 B 出 ② 4 ○ ○ ○

出 B 出 B ② 2 ○ ○

出 A 出 A ② 5 ○ ○ ○

出 C 出 C ② 6 ○ ○

出 A 出 A ② 2 ○ ○ ○

出 D 出 D ② 8 ○

出 出 ② 8 ○

出 C 出 C ② 5 ○ ○

D 出 D 出 ② 2 ○ ○

通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 3 ○ ○ ○

通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 3 ○

通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 1 ○ ○ ○

通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 3 ○ ○ ○

通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 1 ○

通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 6 ○ ○

通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 2 ○ ○

通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 6 ○ ○

通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 5 ○ ○

通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 2 ○ ○

通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 2 ○ ○ ○

A 波多江 B 荒金 C 斎藤亜 D 菊間 E 広田 ①②キャリア・サポートセンターによる実習先確認（TEL） 予定人数計 178

資
料

3
3
－

4

巡回計画（臨地実務実習）（案） 7



16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
1 2 3 4 休 休 5 6 7 8 9 休 休 10 11 12 13 14 休 休 15 16 17 18 休 休 休 19 20

1 1 東映株式会社 東京都 ① 出 A 出 A ② 5 ○ ○ A

2 2 エスエフ・グラフィックス株式会社 東京都 ① 出 A 出 A ② 5 ○ ○ A

3 4 ポリゴンマジック株式会社 東京都 ① 出 A 出 A ② 4 ○ ○ A

4 5 株式会社デジタル・ガーデン 東京都 ① 出 D 出 D ② 2 ○ D

5 6 株式会社グリオグルーヴ 東京都 ① 出 A 出 A ② 7 ○ A

6 7 株式会社クオラス 東京都 ① 出 D 出 D ② 2 ○ ○ D

7 8 株式会社システムリンク 東京都 ① 出 D 出 D ② 5 ○ ○ D

8 9 有限会社オレンジ 東京都 ① 出 D 出 D ② 5 ○ ○ D

9 10 株式会社カラクリズム 東京都 ① 出 D 出 D ② 2 ○ ○ D

10 11 株式会社クリーブ 東京都 ① 出 D 出 D ② 8 ○ ○ D

11 12 株式会社アトラスコンピュータ 東京都 ① 出 C 出 C ② 5 ○ ○ C

12 13 ランドシステム株式会社 神奈川 ① 出 C 出 C ② 5 ○ ○ C

13 15 株式会社 意匠計画 東京都 ① 出 D 出 D ② 3 ○ ○ D

14 16 太陽企画株式会社 東京都 ① 出 A 出 A ② 5 ○ A

15 19 公益財団法人画像情報教育振興協会 東京都 ① 出 A 出 A ② 1 ○ A

16 20 株式会社アイエンター 東京都 ① 出 D 出 D ② 2 ○ ○ D

17 21 株式会社ジオコード 東京都 ① 出 B 出 B ② 4 ○ ○ B

18 22 株式会社モンスター・ラボ 東京都 ① 出 B 出 B ② 2 ○ B

19 23 株式会社まくびーインターナショナル 東京都 ① 出 B 出 B ② 6 ○ ○ B

20 24 サン電子株式会社 東京都 ① 出 B 出 B ② 3 ○ ○ B

21 25 株式会社クロスフィールド 東京都 ① 出 B 出 B ② 4 ○ B

22 26 ヴイストン株式会社 東京都 ① B 出 B 出 ② 2 ○ ○ B

23 27 株式会社KMS 東京都 ① 出 C 出 C ② 5 ○ C

24 28 チームラボ株式会社 東京都 ① 出 D 出 D ② 6 ○ ○ D

25 29 株式会社バンダイナムコスタジオ 東京都 ① 出 C 出 C ② 2 ○ C

26 37 株式会社 Aiming 東京都 ① B 出 B 出 ② 8 ○ ○ B

「出」 校舎での状況確認・フォロー 指導教員 A 渡部 B 竹渕 C 小野 D 齋藤長 ①②キャリア・サポートセンターによる実習先確認（TEL）

コース

施設名 所在地

108

CGｱﾆ
ﾒｰｼｮﾝ

ｹﾞｰﾑ
ﾌﾟﾛ

ﾃﾞｭｰｽ

工科学部　デジタルエンタテインメント学科　２年

承諾
人数

臨地実務実習Ⅰ

通番
施設
番号

2022年　1月 2022年　2月

資
料

3
3
－

5

巡回計画（臨地実務実習）（案） 8



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
休 1 2 3 4 5 休 休 休 6 7 8 9 休 休 10 11 12 13 14 休 休 15 16 17 18 19 休 休 20 21 22 祝 23 休 休 24 25 26 27 28 休 休 29 30

1 1 東映株式会社 東京都 ① 出 A 出 A 出 A 5 ○ ○ A

2 2 エスエフ・グラフィックス株式会社 東京都 ① 出 A 出 A 出 A 5 ○ ○ A

3 3 株式会社シィクリエイティブ 東京都 ① 出 A 出 A 出 A 5 ○ A

4 4 ポリゴンマジック株式会社 東京都 ① 出 A 出 A 出 A 4 ○ ○ A

5 5 株式会社デジタル・ガーデン 東京都 ① A 出 A 出 A 出 2 ○ A

6 6 株式会社グリオグルーヴ 東京都 ① A 出 A 出 A 出 ② 7 ○ A

7 7 株式会社クオラス 東京都 ① 出 C 出 C 出 ② 2 ○ ○ C

8 8 株式会社システムリンク 東京都 ① 出 D 出 D 出 D ② 5 ○ ○ D

9 9 有限会社オレンジ 東京都 ① 出 C 出 C 出 ② 5 ○ ○ C

10 10 株式会社カラクリズム 東京都 ① 出 D 出 D 出 D ② 2 ○ ○ D

11 11 株式会社クリーブ 東京都 ① 出 D 出 D 出 D ② 8 ○ ○ D

12 12 株式会社アトラスコンピュータ 東京都 ① 出 D 出 D 出 D ② 5 ○ ○ D

13 13 ランドシステム株式会社 神奈川 ① 出 D 出 D 出 D ② 5 ○ ○ D

14 14 株式会社ワールドウェーブ 東京都 ① 出 D 出 D 出 D ② 5 ○ ○ D

15 15 株式会社 意匠計画 東京都 ① 出 C 出 C 出 ② 1 ○ ○ C

16 16 太陽企画株式会社 東京都 ① 出 C 出 C 出 ② 5 ○ C

17 17 株式会社４Dブレイン 東京都 ① 出 C 出 C 出 ② 3 ○ C

18 18 株式会社オプティカルフォース 東京都 ① 出 C 出 C 出 ② 5 ○ C

19 19 公益財団法人画像情報教育振興協会 東京都 ① C 出 C 出 C 出 ② 5 ○ C

20 20 株式会社アイエンター 東京都 ① 出 D 出 D 出 D ② 1 ○ ○ D

21 21 株式会社ジオコード 東京都 ① B 出 出 B 出 B ② 2 ○ ○ B

22 22 株式会社モンスター・ラボ 東京都 ① 出 出 B 出 B ② 4 ○ B

23 23 株式会社まくびーインターナショナル 東京都 ① 出 A 出 A 出 A ② 2 ○ ○ A

24 24 サン電子株式会社 東京都 ① D 出 出 D 出 D ② 6 ○ ○ D

25 25 株式会社クロスフィールド 東京都 ① 出 B 出 B 出 B ② 3 ○ B

26 26 ヴイストン株式会社 東京都 ① D 出 出 D 出 D ② 4 ○ ○ D

27 27 株式会社KMS 東京都 ① 出 B 出 B 出 B ② 2 ○ B

28 28 チームラボ株式会社 東京都 ① C 出 C 出 C 出 ② 5 ○ ○ C

29 29 株式会社バンダイナムコスタジオ 東京都 ① 出 B 出 B 出 B ② 6 ○ B

30 37 株式会社 Aiming 東京都 ① 出 B 出 B 出 B ② 2 ○ ○ B

「出」 校舎での状況確認・フォロー 指導教員 A 山根 B 二村 C 藤田 D 川上 ①②キャリア・サポートセンターによる実習先確認（TEL）

施設
番号

施設名 所在地

121

コース工科学部　デジタルエンタテインメント学科　３年

承諾
人数

臨地実務実習Ⅱ ｹﾞｰﾑ
ﾌﾟﾛ

ﾃﾞｭｰｽ

CGｱﾆ
ﾒｰｼｮ

ﾝ通番

2022年　10月 2022年　11月
資

料
33－

6

巡回計画（臨地実務実習）（案） 9



3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

国内(1) 1 2 3 4 休 休 5 6 7 8 9 休 休 祝 10 11 12 13 休 休 14 15 16 17 18 休 休 19 20 21 22 23 休 休 24 25 26 27 祝 休 休
国内(2) 休 休 休 休 祝 1 2 3 4 休 休 5 6 7 8 9 休 休 10 11 12 13 14 休 休 15 16 17 18 祝 休 休
国内(3) 休 休 休 休 祝 休 休 休 休 1 2 3 4 休 休 5 6 7 8 祝 休 休
海外 休 休 休 休 祝 休 休 休 休 休 休 祝 休 休

1 1 東映株式会社 東京都 ① 出 A 出 A 出 A 1 ○ ○

2 2 エスエフ・グラフィックス株式会社 東京都 ① 出 A 出 A 出 A 5 ○ ○

3 3 株式会社シィクリエイティブ 東京都 ① 出 A 出 A 出 A 2 ○

4 4 ポリゴンマジック株式会社 東京都 ① 出 A 出 A 出 A 2 ○ ○

5 5 株式会社デジタル・ガーデン 東京都 ① 出 D 出 D 出 D 5 ○

6 6 株式会社グリオグルーヴ 東京都 ① 出 A 出 A 出 A 5 ○

7 7 株式会社クオラス 東京都 ① 出 D 出 D 出 D 5 ○ ○

8 8 株式会社システムリンク 東京都 ① 出 D 出 D 出 D 2 ○ ○

9 9 有限会社オレンジ 東京都 ① 出 A 出 A 出 A 3 ○ ○

10 10 株式会社カラクリズム 東京都 ① 出 B 出 B 出 B 1 ○ ○

11 11 株式会社クリーブ 東京都 ① 出 D 出 D 3 ○ ○

12 12 株式会社アトラスコンピュータ 東京都 ① 出 B 出 B 2 ○ ○

13 13 ランドシステム株式会社 神奈川 ① 出 F 出 D 4 ○ ○

14 14 株式会社ワールドウェーブ 東京都 ① 出 F 出 D 2 ○ ○

15 15 株式会社 意匠計画 東京都 ① 出 B 出 B 2 ○ ○

16 16 太陽企画株式会社 東京都 ① 出 D 出 D 5 ○

17 17 株式会社４Dブレイン 東京都 ① A 出 A 出 5 ○

18 18 株式会社オプティカルフォース 東京都 ① 出 D 出 D 2 ○

19 19 公益財団法人画像情報教育振興協会 東京都 ① A 出 A 出 5 ○

20 20 株式会社アイエンター 東京都 ① 出 B 出 B 1 ○ ○

21 21 株式会社ジオコード 東京都 ① 出 B 4 ○ ○

22 22 株式会社モンスター・ラボ 東京都 ① 出 C 4 ○

23 23 株式会社まくびーインターナショナル 東京都 ① D 出 2 ○ ○

24 24 サン電子株式会社 東京都 ① 出 B 2 ○ ○

25 25 株式会社クロスフィールド 東京都 ① 出 C 8 ○

施設名

2023年　8月2023年　7月

承諾
人数

コース

ｹﾞｰﾑﾌﾟ
ﾛﾃﾞｭｰ

ｽ

CGｱﾆ
ﾒｰｼｮﾝ

工科学部　デジタルエンタテインメント学科　４年

臨地実務実習Ⅲ

通番
施設
番号

資
料

33－
7

巡回計画（臨地実務実習）（案） 10



3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

国内(1) 1 2 3 4 休 休 5 6 7 8 9 休 休 祝 10 11 12 13 休 休 14 15 16 17 18 休 休 19 20 21 22 23 休 休 24 25 26 27 祝 休 休
国内(2) 休 休 休 休 祝 1 2 3 4 休 休 5 6 7 8 9 休 休 10 11 12 13 14 休 休 15 16 17 18 祝 休 休
国内(3) 休 休 休 休 祝 休 休 休 休 1 2 3 4 休 休 5 6 7 8 祝 休 休
海外 休 休 休 休 祝 休 休 休 休 休 休 祝 休 休

施設名

2023年　8月2023年　7月

承諾
人数

コース

ｹﾞｰﾑﾌﾟ
ﾛﾃﾞｭｰ

ｽ

CGｱﾆ
ﾒｰｼｮﾝ

工科学部　デジタルエンタテインメント学科　４年

臨地実務実習Ⅲ

通番
施設
番号

26 26 ヴイストン株式会社 東京都 ① B 出 6 ○ ○

27 27 株式会社KMS 東京都 ① B 出 5 ○

28 28 チームラボ株式会社 東京都 ① D 出 5 ○ ○

29 29 株式会社バンダイナムコスタジオ 東京都 ① 出 C 6 ○

30 30 SQUARE ENIX,Inc.
（株式会社スクウェア・エニックス） 海外 1 ○

31 31 Hitachi Consumer Products(Thailand),Ltd.
（日立アプライアンス株式会社） 海外 3 ○ ○

32 32
KAGA COMPONENTS（MALAYSIA）SDN.BHD.(加賀

マイクロソリューション株式会社) 海外 3 ○ ○

33 33 KAGA ELECTRONICS（USA）INC.
(加賀電子株式会社（USA)) 海外 1 ○ ○

34 34 TAXAN MEXICO S.A. de C.V.
(加賀電子株式会社（メキシコ)) 海外 3 ○ ○

35 35 KAGA AMUSEMENT MALAYSIA
SDN.BHD.(加賀アミューズメント株式会社) 海外 1 ○

36 36 株式会社アイエンター（ハノイ支店） 海外 1 ○ ○

37 37 株式会社 Aiming 東京都 ① 出 12 ○ ○

38 38 株式会社Aiming 台湾スタジオ 海外 5 ○ ○

「出」 校舎での状況確認・フォロー 指導教員 A 藤田 B 川上 C 小野 D 齋藤長 ①②キャリア・サポートセンターによる実習先確認（TEL） 予定人数計

「通」 通信手段を用いた状況確認・フォロー

134

資
料

3
3
－

7

巡回計画（臨地実務実習）（案） 11



国内(1)
国内(2)
国内(3)

海外

1 1 東映株式会社 東京都

2 2 エスエフ・グラフィックス株式会社 東京都

3 3 株式会社シィクリエイティブ 東京都

4 4 ポリゴンマジック株式会社 東京都

5 5 株式会社デジタル・ガーデン 東京都

6 6 株式会社グリオグルーヴ 東京都

7 7 株式会社クオラス 東京都

8 8 株式会社システムリンク 東京都

9 9 有限会社オレンジ 東京都

10 10 株式会社カラクリズム 東京都

11 11 株式会社クリーブ 東京都

12 12 株式会社アトラスコンピュータ 東京都

13 13 ランドシステム株式会社 神奈川

14 14 株式会社ワールドウェーブ 東京都

15 15 株式会社 意匠計画 東京都

16 16 太陽企画株式会社 東京都

17 17 株式会社４Dブレイン 東京都

18 18 株式会社オプティカルフォース 東京都

19 19 公益財団法人画像情報教育振興協会 東京都

20 20 株式会社アイエンター 東京都

21 21 株式会社ジオコード 東京都

22 22 株式会社モンスター・ラボ 東京都

23 23 株式会社まくびーインターナショナル 東京都

24 24 サン電子株式会社 東京都

25 25 株式会社クロスフィールド 東京都

施設名

工科学部　デジタルエンタテインメント学科　４年

臨地実務実習Ⅲ

通番
施設
番号

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

休 休 28 29 30 休 休 休 休 休 休 休 休 祝 休 休
休 休 19 20 21 22 23 休 休 24 25 26 27 28 休 休 29 30 休 休 休 休 祝 休 休
休 休 9 10 11 12 13 休 休 14 15 16 17 18 休 休 19 20 21 22 23 休 休 24 25 26 27 28 休 休 祝 29 30 休 休
休 休 1 2 3 4 5 休 休 6 7 8 9 10 休 休 11 12 13 14 15 休 休 16 17 18 19 20 休 休 21 22 23 24 25 休 休 26 27 28 29 30

② 1 ○ ○

② 5 ○ ○

② 2 ○

② 2 ○ ○

② 5 ○

② 5 ○

② 5 ○ ○

② 2 ○ ○

② 3 ○ ○

② 1 ○ ○

出 D ② 3 ○ ○

出 B ② 2 ○ ○

出 D ② 4 ○ ○

出 D ② 2 ○ ○

出 B ② 2 ○ ○

出 D ② 5 ○

A 出 ② 5 ○

出 D ② 2 ○

A 出 ② 5 ○

出 B ② 1 ○ ○

出 B 出 B ② 4 ○ ○

出 C 出 C ② 4 ○

D 出 D 出 ② 2 ○ ○

出 B 出 ② 2 ○ ○

出 C 出 C ② 8 ○

コース

CGｱﾆ
ﾒｰｼｮﾝ

ｹﾞｰﾑﾌﾟ
ﾛﾃﾞｭｰ

ｽ

2023年　8月 2023年　9月

承諾
人数

資
料

33－
7

巡回計画（臨地実務実習）（案） 12



国内(1)
国内(2)
国内(3)

海外

施設名

工科学部　デジタルエンタテインメント学科　４年

臨地実務実習Ⅲ

通番
施設
番号

26 26 ヴイストン株式会社 東京都

27 27 株式会社KMS 東京都

28 28 チームラボ株式会社 東京都

29 29 株式会社バンダイナムコスタジオ 東京都

30 30 SQUARE ENIX,Inc.
（株式会社スクウェア・エニックス） 海外

31 31 Hitachi Consumer Products(Thailand),Ltd.
（日立アプライアンス株式会社） 海外

32 32
KAGA COMPONENTS（MALAYSIA）SDN.BHD.(加賀

マイクロソリューション株式会社) 海外

33 33 KAGA ELECTRONICS（USA）INC.
(加賀電子株式会社（USA)) 海外

34 34 TAXAN MEXICO S.A. de C.V.
(加賀電子株式会社（メキシコ)) 海外

35 35 KAGA AMUSEMENT MALAYSIA
SDN.BHD.(加賀アミューズメント株式会社) 海外

36 36 株式会社アイエンター（ハノイ支店） 海外

37 37 株式会社 Aiming 東京都

38 38 株式会社Aiming 台湾スタジオ 海外

「出」 校舎での状況確認・フォロー 指導教員

「通」 通信手段を用いた状況確認・フォロー

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

休 休 28 29 30 休 休 休 休 休 休 休 休 祝 休 休
休 休 19 20 21 22 23 休 休 24 25 26 27 28 休 休 29 30 休 休 休 休 祝 休 休
休 休 9 10 11 12 13 休 休 14 15 16 17 18 休 休 19 20 21 22 23 休 休 24 25 26 27 28 休 休 祝 29 30 休 休
休 休 1 2 3 4 5 休 休 6 7 8 9 10 休 休 11 12 13 14 15 休 休 16 17 18 19 20 休 休 21 22 23 24 25 休 休 26 27 28 29 30

コース

CGｱﾆ
ﾒｰｼｮﾝ

ｹﾞｰﾑﾌﾟ
ﾛﾃﾞｭｰ

ｽ

2023年　8月 2023年　9月

承諾
人数

B 出 B 出 ② 6 ○ ○

B 出 B 出 ② 5 ○

D 出 D 出 ② 5 ○ ○

出 C 出 C ② 6 ○

通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 1 ○

通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 3 ○ ○

通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 3 ○ ○

通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 1 ○ ○

通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 3 ○ ○

通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 1 ○

通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 1 ○ ○

出 出 ② 12 ○ ○

通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 5 ○ ○

A 藤田 B 川上 C 小野 D 齋藤長 ①②キャリア・サポートセンターによる実習先確認（TEL） 予定人数計 134

資
料

3
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資料34

・御礼状の送付
・振り返り（フィードバック、学生面談の実施など）

・インターンシップ報告会の開催

学生の希望をヒアリング（第１～第３希望）

インターンシップ開始

・学校でのコミュニケーション（担当教員と学生間、２週間に１度）
・担当教員による臨地実務実習先への巡回（２週間に１度）

インターンシップ終了

学部内協議

臨地実務実習施設の情報公開

学生面談・選考を実施
（対応者：担当教員、キャリア・サポートセンター教職員）

臨地実務実習施設先の確定・学生への発表

学生面談（選考結果のフィードバック、臨地実務実習施設先の情報伝達など）
（対応者：担当教員、キャリア・サポートセンター教職員）

臨地実務実習先への事前訪問
（対応者：担当教員、キャリア・サポートセンター教職員、必要に応じて参加学生）

臨地実務実習フローチャート

希望学生数が

受け入れ人数内の場合

希望学生数が

受け入れ人数を超えた場合

1
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資料 35 
Ⅰ．現場実習の心得 

１．実習先の長、実習指導者の指示や指導には、誠実に従うこと。

２．常に、指導を受けている立場であるという自覚を持って行動し、積極的な学習

意欲を持ち、謙虚に学ぶ態度を徹底すること。

３．実習にあたっては、単に実践技能を修得するだけでなく、実習先へ貢献する、

という気遣いを忘れないこと。

４．実習中に何らかの問題が生じた場合には、早期に実習指導者に報告を行い指示

  を仰ぐこと。

５．実習先での処遇や実習内容について、SNS 等で発信したりしないこと。 

６．実習先以外での会話内容などには十分注意をすること。また、守秘義務を徹底

すること。

Ⅱ．事前準備

１．学内オリエンテーション

実習の心構え・必要書類・必要な手続きなどをよく理解し、実習に関する認

識を深めること。

２．実習先でのオリエンテーション

１）実習生は、配属が決まったら担当教員の指示によって、必要に応じて実習先に  

  事前訪問し、オリエンテーションを受けること。

２）実習先への行き方や所要時間を前もって調べておくこと。

３）できる範囲で実習先についての予備知識をつけておくこと。

４）必要書類・必要な持ち物などについても、確実に確認をしておくこと。

５）実習に差し支えないよう、事前に健康管理を充分に行っておくこと。

（体調不良による欠席は当然公欠にならない。単位認定に大きく影響するた

め、留意のこと）
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資料 35 
Ⅲ．現場実習中の注意点

１．持ち物

１）実習要項

２）メモ帳（ポケットに入るぐらいの大きさのものが良い）

３）必要資料・書類

４）筆記用具

５）健康保険証、またはその写し

６）学生証

７）名札

８）上履きなど（実習先の指示に従うこと）

２．服装

１）実習先にふさわしく、清潔で落ち着いた印象の服装を心がけること。

２）ヘアスタイルは清潔感のあるものとし、女子はマニキュア・伸ばした爪・

華美な化粧・およびアクセサリーなどは避けること。

３．実習時間中

１）１日の実習時間については、実習先の一般職員の就業規則に準ずる。

２）実習開始時・終了時の挨拶を徹底し、特に終了時は、必ず許可を得てから帰

ること。

３）実習時間を厳守し、遅刻・早退・欠席は、絶対にしないこと。やむを得ない

場合には、必ず事前に実習先および学校へ連絡をし、了承を得ること。

４）出席の記録をきちんととること。

５）決められた休憩時間以外などに、実習生が集まって意味なく立ち話をしたり

しないこと。

６）実習時間中の私用外出・電話連絡などは、緊急の場合以外は避けること。

７）携帯電話の電源は切っておくこと。

８）休憩時間中でも、実習先からの外出は極力控える。やむを得ない場合は、実

習指導者に理由・行先・帰る時間を届け出て、許可を得てからにすること。

９）実習先の書類やデータなどについては、決してコピーをしたり持ち出したり

しないこと。

10）設備・備品・印刷機などの使用については必ず許可を得てから使い、むやみに 

実習先の備品や消耗品を使用しないこと。 

11）実習中に与えられたスペース（ロッカー・机・控室など）は、常に整理整頓

をしておくこと。

12）禁煙厳守。※ただし、実習先が認めた場合は可とする。

13）自家用車およびバイクでの実習先への通所は禁止する。

- 003 -



資料 35 

Ⅳ．現場実習後

１．指導を受けた実習先の長および実習指導者には、必ずお礼状を出すこと。

２．実習終了後、直ちに実習要項を実習先に提出すること。

（提出方法は実習指導者に指示を受けること）

３．実習を通して得た実習先に関連する情報は、絶対に外部にもらさないこと。

４．実習終了後、実習で知り合った実習先スタッフとの個人的接触はしてはならない。 
その必要や機会がある場合には、勝手な判断で行動せず、教官および実習指導者

に相談のうえで対応すること。

Ⅴ．実習日誌

１．毎日必ず実習日誌を記入すること。日誌についての日々の指導・検印の受け方

については、実習指導者と打ち合わせて決めること。

２．「本日の目標」は、その日に行う実務をふまえて具体的・実践的な目標を自分

で設定すること。

３．「学んだ点・反省点・考察など」は、事実の記録をしたうえで、自分なりに感じ

たことや考えたこと、また翌日以降の実習の指針となるようなことを記入する

こと。

４．実習先やスタッフ、実習内容についての批判的な記述は避けること。
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資料 35 
Ⅵ．実習の記録（各種書式） 

付表

１．実習日誌

２．自己評価表

３．実習出席表

- 005 -



天候 日目

実習日誌

行事・特記事項

月 日 曜日　　　

注 意 点業 務 ・ 日 課 ( 活 動 内 容 )時 間

本
日
の
目
標

資料35
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印実習指導者

学んだ点・反省点・考察など

実習指導者の所見

資料35
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実習指導者 印

自己評価表

【実習を通して学んだ成果および今後の課題】

１．実習先の理解

２．実習テーマに対する総合評価と達成度

３．実習指導者の総合所見（実習生の所見をお願いします）

資料35
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校名：

学籍番号： 氏名：

回 出席日 開始時刻 終了時刻 指導者印 実習生印 備考

1  ／　  （　　） ： ：

2  ／　  （　　） ： ：

3  ／　  （　　） ： ：

4  ／　  （　　） ： ：

5  ／　  （　　） ： ：

6  ／　  （　　） ： ：

7  ／　  （　　） ： ：

8  ／　  （　　） ： ：

9  ／　  （　　） ： ：

10  ／　  （　　） ： ：

11  ／　  （　　） ： ：

12  ／　  （　　） ： ：

13  ／　  （　　） ： ：

14  ／　  （　　） ： ：

15  ／　  （　　） ： ：

16  ／　  （　　） ： ：

17  ／　  （　　） ： ：

18  ／　  （　　） ： ：

19  ／　  （　　） ： ：

20  ／　  （　　） ： ：

●出席日数 日 ●合計時間 時間

●欠席日数 日

上記の通り実習したことを証明する。

印

実習出席表

時間数

実習企業名

代表者氏名

（遅刻日数　 　日／早退日数　 　日）

20　　　　年 月 日

資料35
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1 

 

インターンシップ 受け入れ内容（案） 

 

貴社名  

実習場所 

部署等  

所在地 
〒（   －   ） 

ＴＥＬ 
 

ＦＡＸ 
 実習受け入れ 

ご担当者 
 

最寄駅              線           駅 

※上記に相違がないか、ご確認ください。 

勤務時間 開始   ：    ～ 終了   ： 

服  装 スーツ ・ 平 服 ・ 制服貸与 ・ 作業着持参 

その他、特記事項等ありましたらご記入ください。 

 

 

 

●学生が実習させていただく業務の番号を○で囲んでください。 

１. ＡＩ分野 ２. ＩｏＴ分野 ３. ロボット開発分野 

４. ゲーム分野（プログラム系） ５. ゲーム分野（プランナー系） ６. ＣＧアニメーション分野 

７. その他（                                                    ） 

実 習 に 
必 要 な 
ス キ ル 

（例：Ｃ言語やＰｙｔｈｏｎでのプログラミング経験、プレゼンテーション能力 など） 

 

 

●上記についての具体的な内容等を、ご記入ください。 

実習項目番号 受け入れ人数 具体的な内容 

例）１、２   １ 名 機械学習、ディープラーニングなど AI 系プログラムでの開発 

 名  

 名  

 名  

 名  

 名  

受け入れ人数合計        名 
 
 
 

No.       

資料 36 



認定の対象となる資格試験と対象科目（案） 資料37

授業名 備考

630以上
（基礎科目）
英語コミュニケーションⅠa,Ⅰb,

740以上
（基礎科目）
英語コミュニケーションⅠa,Ⅰb,Ⅱa,Ⅱb,

870以上
（基礎科目）
英語コミュニケーションⅠa,Ⅰb,Ⅱa,Ⅱb,Ⅲa,Ⅲb,

61以上
（基礎科目）
英語コミュニケーションⅠa,Ⅰb,

80以上
（基礎科目）
英語コミュニケーションⅠa,Ⅰb,Ⅱa,Ⅱb,

94以上
（基礎科目）
英語コミュニケーションⅠa,Ⅰb,Ⅱa,Ⅱb,Ⅲa,Ⅲb,

500以上
（基礎科目）
英語コミュニケーションⅠa,Ⅰb,

550以上
（基礎科目）
英語コミュニケーションⅠa,Ⅰb,Ⅱa,Ⅱb,

600以上
（基礎科目）
英語コミュニケーションⅠa,Ⅰb,Ⅱa,Ⅱb,Ⅲa,Ⅲb,

173以上
（基礎科目）
英語コミュニケーションⅠa,Ⅰb,

213以上
（基礎科目）
英語コミュニケーションⅠa,Ⅰb,Ⅱa,Ⅱb,

250以上
（基礎科目）
英語コミュニケーションⅠa,Ⅰb,Ⅱa,Ⅱb,Ⅲa,Ⅲb,

二級
（基礎科目）
英語コミュニケーションⅠa,Ⅰb,

準一級
（基礎科目）
英語コミュニケーションⅠa,Ⅰb,Ⅱa,Ⅱb,

一級
（基礎科目）
英語コミュニケーションⅠa,Ⅰb,Ⅱa,Ⅱb,Ⅲa,Ⅲb,

5
（基礎科目）
英語コミュニケーションⅠa,Ⅰb,

6
（基礎科目）
英語コミュニケーションⅠa,Ⅰb,Ⅱa,Ⅱb,

7
（基礎科目）
英語コミュニケーションⅠa,Ⅰb,Ⅱa,Ⅱb,Ⅲa,Ⅲb,

資格名（スコア）

TOEFL iBT®

TOEFL PBT®

実用技能
英語検定
（英検）

TOEFL CBT®

TOEIC ®

※2年以内に取得したスコアとす
る。
※スコア取得時の試験形態は問わ
ない。

※2年以内に取得したスコアとす
る。
※スコア取得時の試験形態は問わ
ない。

※2年以内に取得したスコアとす
る。
※スコア取得時の試験形態は問わ
ない。

※2年以内に取得したスコアとす
る。
※スコア取得時の試験形態は問わ
ない

※2年以内に取得した資格とする。
※スコア取得時の試験形態は問わ
ない。

IELTS
※2年以内に取得した資格とする。
※スコア取得時の試験形態は問わ
ない。

※本学の単位として認定を希望する場合、入学前に指定の技能審査等に合格し、所定の手続きにて申請している場合に限る。（入学後は一切受
け付けない。）
※本学の単位として認定する単位数は、他の単位認定制度と合わせて、最大60単位までとする。
※この規程で認定された単位の成績評価は、一律に「認定」とする。
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資料37

授業名 備考

応用情報処理技術者

（職業専門科目）
情報数学、確率統計論、統計論
電子情報工学概論、線形代数、サーバーネット
ワーク、
プログラミング言語基礎

システム監理技術者

ITサービスマネージャ

エンベデットシステムスペシャリスト試験

データベーススペシャリスト試験

ネットワークスペシャリスト試験

プロジェクトマネージャ試験

システムアーキテクト試験

ITストラテジスト試験

情報セキュリティマネジメント

CGクリエイター検定エキスパート
（職業専門科目）
コンテンツデザイン概論、デジタル造形Ⅰ
コンピュータグラフィックスⅠ

ＣＧエンジニア検定エキスパート
（職業専門科目）
デジタル造形Ⅰ、コンピュータグラフィックスⅠ

ＣＧ協会検定 Ｗｅｂデザイナー検定エキスパート
（職業専門科目）
コンテンツデザイン概論、デジタル造形Ⅰ
コンピュータグラフィックスⅠ

画像処理エンジニア検定エキスパート
（職業専門科目）
電子情報工学概論、コンピュータグラフィックスⅠ

マルチメディア検定エキスパート
（職業専門科目）
電子情報工学概論、コンピュータグラフィックスⅠ

認定情報技術者 認定情報技術者

（職業専門科目）
情報数学、確率統計論、統計論
電子情報工学概論、コンピュータシステム
C言語基礎、エレクトロニクス工学
ゲームプログラム構成基礎Ⅰ、線形代数

※別途、実技課題等を出題し実務
能力を測る場合がある。その場合
は、その結果を以て単位認定とす
る。

※本学の単位として認定を希望する場合、入学前に指定の技能審査等に合格し、所定の手続きにて申請している場合に限る。（入学後は一切受
け付けない。）
※本学の単位として認定する単位数は、他の単位認定制度と合わせて、最大60単位までとする。
※この規程で認定された単位の成績評価は、一律に「認定」とする。

（職業専門科目）
情報数学、確率統計論、統計論
電子情報工学概論、コンピュータシステム
C言語基礎、エレクトロニクス工学
ゲームプログラム構成基礎Ⅰ、線形代数

※別途、実技課題等を出題し実務
能力を測る場合がある。その場合
は、その結果を以て単位認定とす
る。

情報処理
技術者試験

資格名（スコア）

※別途、実技課題等を出題し実務
能力を測る場合がある。その場合
は、その結果を以て単位認定とす
る。
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編入した学生の想定(社会人)

履修方法
必修/選

択
科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科
目 必修

英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1

英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1

英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2

コミュニケー
ションスキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20

倫理

社会と倫理

2

単位 比較文化論

2

コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはか
る 2

必修

20
単位

必修

6
単位

選択
情報工学概
論 2

デザインエ
ンジニアリ
ング概論

3

職業専
門

科目

確率統計論
2

情報数学
2

技術英語
2

79.5

線形代数
2

単位
以上

必修

解析学
2

36.5

プログラミ
ング

C言語基礎

3

プログラミン
グ概論 1.5

組込みC,
C++言語 3

ソフトウェ
アシステム
開発

2

単位 コンピュータ
システム 2

情報セキュ
リティ応用 2

データベー
ス基礎と応
用

2

電子
回路

エレクトロ
ニクス工学 3

回路・プリ
ント基板設
計

3

人工知能基
礎 1.5

機械学習

2

深層学習

2

自然言語処
理 1.5

画像・音声
認識 2

人工知能数
学 1.5

Pythonプロ
グラミング 1.5

データ解析

1.5

展開科
目 必修

企画・発想
法 1.5

プロジェク
トマネジメ
ント

2

知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な
社会 2

20.5 20.5

チームワー
クとリーダー
シップ

1.5

企業経営論

2

ベンチャー
起業経営 1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科
目
4

単位

卒業要件 計 124 単位以上

3

前期 後期

　科目区分 １年 ２年

（認定科目）

1AI

ソリュー
ション開発
Ⅰ

2
学科
共通

人工知能シ
ステム開発
Ⅱ

講義
・

演習

ビジネス
教養

講義
・

演習

学科
包括

数学
物理
英語

AI

実習

臨地実務
実習

ソリュー
ション開発
Ⅱ

4

情報
通信

人工知能応
用 2

人工知能シ
ステム開発
Ⅰ

2

メディア情報
処理実習

地域共創デザイン実習

演習
必修
4単位

研究
制作

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

グローバル
コミュニケー

ション

臨地実務実習Ⅰ 5.0

AIに関する知識を新たに得たい学び直しを希望する社会人。工学系大学を卒業し、ソフトウェア開発企業でシステムエンジニアとしての開発経験を有
し、かつ、実績がある。加えて、情報処理技術者試験レベル4（データベーススペシャリスト試験）を保有している。
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臨地実務実習Ⅱ 7.5 臨地実務実習Ⅲ 7.5

講義
・

演習

単位

基盤

３年

科目種別 前期 後期 前期 後期

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成

認

認

認

認

認

認

認

認

認 認

認

認

1



１ 

 

東京国際工科専門職大学 大学評議会規定（案） 

 

（目的） 

第１条 本規定は、東京国際工科専門職大学（以下「本学」）学則第５０条第２項に基づき、

本学の大学評議会（以下「評議会」）に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（組織） 

第２条 評議会は、次の委員をもって組織する。 

（１） 学長 

（２） 理事（担当理事を置く場合） 

（３） 副学長（副学長を置く場合） 

（４） 学部長 

（５） 統轄責任者 

 

（任期） 

第３条 前条第１号から５号の委員の任期は在任期間中とする。 

 

（審議事項） 

第４条 評議会は、次に掲げる教学にかかわる全学的に重要な事項について審議し決定する。

また、学長が理事会に建議するに当たり審議し、意見を述べるものとする。 

（１） 学則その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項 

（２） 教育課程の編成に関する方針に係る事項 

（３） 教員組織の編成方針、教員の選考・任用及び昇任に関する教育研究業績の審査

に係る事項 

（４） 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授

与に関する方針に係る事項 

（５） 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

（６） その他、教育研究に関する重要事項で、評議会の意見を聴くことが必要なもの

として学長が定める事項 

 

（召集及び議長）  

第５条 評議会は、学長が招集しその議長となる。 

 

（定足数および議決方法） 

第６条 評議会の定足数は、委員の３分の２以上とし、議事は、議長を含む出席者の過半数で

これを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 

２． 前項の定足数には、委任状も含むものとする。 
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２ 

 

３． 議長は、委員に直接利害のある事項について審議するときは、当該委員の退席を求め

ることができる。 

 

（委員以外の出席） 

第７条 議長は、必要があるときには、関係する教職員を評議会に出席させ意見を聴くことが

できる。ただし、この者は議決に加わることはできない。 

 

（会議の事務） 

第８条 評議会に関する事務は、本学 管理部で行う。 

 

（雑則） 

第９条 この規定の改廃は、評議会の審議を経て学長がその意見を付して理事会に提案して、

理事会が決定する。 

 

 

 

付 則         

 

この規定は、平成３２年４月１日より施行する。 

 



①教育課程連携協議会の開催 ②大学評議会にて教学側の意見集約 ③経営側との調整

・学長 ・理事長
・副学長 ・理事
・学部長 ・監事
・統轄責任者

・教職員 ・理事
・統轄責任者（議長）

⑤教育課程の見直しに着手 ④教学側へのフィードバック

資料40

大学評議会にて、理事か
ら理事会での審議・決議
事項を報告。

教育課程連携協議会 大学評議会 理事会

理事会にて、大学評議
会に参画した理事か
ら、教育課程連携協議
会での意見及び大学評
議会での検討内容を報
告。適宜、理事会にて
審議・決議する。
≪教学側の意見伝達、
経営側との調整≫

※規定上、学長が任命する者として統
轄責任者を構成員かつ議長とする。 大学評議会にて、教育課

程連携協議会の議長であ
る統轄責任者から学長を
はじめとする大学関係者
に、協議会での意見を報
告し、その意見に対する方
針を討議する。また、理事
会構成員の理事も参画す
る運用とする。
≪教学側の意見集約≫

※教育課程の見直しについては、本協議会だ
けに限らず、就職先、実習先、兼任講師等か
らの提案等適宜聴取し、併せて検討する。

大学評議会
大学内各学科にて、教育課程の
見直しに関する審議・決議事項
に対応。その取り組んだ内容を、
次の教育課程連携協議会にて
報告。

大学評議会の審議フロー図
（教育課程連携協議会関連事項の例）

専門職大学

外部委員

専門職大学

1
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 学生の確保の見通し等を記載した書類 

 
１ 学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況   

 

（１）学生の確保の見通し 
ア 定員充足の見込み 
①入学定員設定の考え方 
学校法人日本教育財団（以下、本法人）では、東京国際工科専門職大学（以下、本学）

を設置し、工科学部に情報工学科とデジタルエンタテインメント学科の 1 学部 2 学科で構

成することとし、入学定員は、立地条件、教育効果、適切な教員配置計画を検討した結

果、表 1 の通り設定した。 
なお、4 年制大学各学部近隣の同類学部学科の募集状況や地域の 18 歳人口の動向や人口

動態を参考とし、適正に入学定員の充足が見込まれる規模とした。また、後述の第三者機

関によるアンケート調査報告からも入学定員の充足が十分可能な設定であると認識してい

る。 
 

【表１：東京国際工科専門職大学の入学定員】 

学部名 学科名 入学定員 収容定員 

工科学部 

情報工学科 120 人 480 人 

デジタルエンタテインメント学科 80 人 320 人 

 

②４年制大学の同系統学部の入試動向について 
【資料①】（別添）は、日本私立学校振興・共済事業団が公表している「私立大学・短期

大学等入学志願者動向（平成 24 年度から平成 30 年度まで）」で、本学各学部の情報工学科、

デジタルエンタテインメント学科と同系統の学部の動向である。これは、私立大学の各学部

を系統別に区分したもののうち、本学各学部の情報工学科、デジタルエンタテインメント学

科と同系統学部の「理・工学系」学部の平成 24 年度から平成 30 年度までの入試動向が分

かるデータとなっている。 
「理・工学系」学部は、平成 24 年度から平成 30 年度までの 7 年度間における志願倍率

をみると、平成 24 年度の志願倍率（＝志願者数÷入学定員）は 9.35 倍であったが、その後

上昇を続け、平成 30 年度には 11.76 倍となっており、過去 7 年度間の志願倍率は、上昇傾

向にあることがわかる。また、入学定員充足率を見ると平成 24 年度の 107.20%から平成 30
年には 101.55%となっており、過去 7 年間で堅調に推移していることがわかる。 
【資料②】（別添）は、「日本私立学校振興・共済事業団 私立大学等入学志願の過去 7 年
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間の動向」のうち、先述の同系統の学部（工学部、理工学部、情報科学部、デザイン工学部）

の志願者数を過去 7 年度間分抽出・作成したデータである。4 学部の志願者数の合計を見る

と、平成 24 年度の 410,213 人から平成 27 年度の 509,037 人と大幅な増加が見られ、平成

28 年度は 496,323 人と若干減少したが、平成 29 年度の 504,244 人、平成 30 年度の

525,366 人と再び増加に転じている。 
 
③本学と同類学部学科の入試動向について 
本学の情報工学科、デジタルエンタテインメント学科と競合する大学・学部・学科の志願

者動向をまとめたのが【資料③、④】（別添）である。各学部・学科の一般選抜（一般入試

とセンター試験利用入試の合計）の過去 5 年間の志願者数・受験者数・合格者数を集計した

ものである。 
情報工学科と競合する大学・学部・学科として、理工学系・情報学系統の学部の中から、

AI・IoT・ロボットのいずれかを、東京都内のキャンパスで学べる大学・学部・学科の入試

動向を【資料③】（別添）にまとめた。志願者数を見ると、合計では平成 26 年度は 34,756
人だったのが、平成 30 年度には 49,882 人と大幅に増加している。平成 28 年度に 2 大学、

平成 29 年度に 3 大学に新学部・学科が開設されたが、いずれも順調に志願者を集めている。

また、平成 30 年度の実質競争率（受験者数÷合格者数）は、4.51 倍である 
デジタルエンタテインメント学科と競合する学部学科として、デジタルメディアやデジ

タルコンテンツについて学ぶことのできる東京都内の大学・学部・学科の入試動向をまとめ

たのが【資料④】（別添）である。志願者数を見ると、合計では平成 26 年度は 12,597 人だ

ったのが、平成 30 年度には 15,348 人となっており、堅調に推移している。また、平成 30
年度の実質競争率（受験者数÷合格者数）は、3.21 倍である。 

上記の通り、本学情報工学科、デジタルエンタテインメント学科と競合する大学・学部・

学科の募集状況は良好であると言える。 
 

④本学と同類学部学科の充足状況について 
 上記③で見た大学・学部・学科の入学定員、収容定員に対する充足率をまとめたのが【資

料⑤、⑥】（別添）である。 
本学情報工学科と競合する大学・学部・学科では、在籍者が不明な大学を除き、収容定員

充足率が 100％を下回っているのは 1 大学のみであり、その他の大学で 100％を上回ってい

る。なお、収容定員充足率が 100％を下回っている 1 大学（収容定員充足率は 94.8％）に

ついては、平成 30 年の入学定員充足率で 100％を超えていることから、十分な定員管理が

できていると推測できる【資料⑤】（別添）。また、本学デジタルエンタテインメント学科と

競合する 15 大学、16 学部・学科のうち、収容定員充足率が 100％を下回ったのは 2 大学で

あり、その他は 100％を上回っている。なお、収容定員充足率が 100％を下回っている 2 大
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学のうち 1 大学（収容定員充足率 78.9％）については、平成 30 年の入学定員充足率では

100％を超えており、回復傾向であることが分かる【資料⑥】（別添）。 
上記の通り、資料③④の募集状況および、資料⑤⑥の充足状況により、本学情報工学科、

デジタルエンタテインメント学科の学生確保は十分に可能だと考える。 
 

⑤18 歳人口の将来推計 

『学校基本調査』（文部科学省）から推計した 18 歳人口の推移（【資料⑦】、別添）によれ

ば、全国の 18 歳人口は平成 30 年の 1,174,801 人から減少傾向が続き、約 10 年後の平成 40

年には 1,066,235 人で、対平成 30 年比で 90.76％となると推計されている。本学が設置さ

れる地域を見ると、南関東では 306,595 人（平成 30 年）から 293,449 人（平成 40 年）で、

95.71％に減少すると推計されている。学生確保の環境は厳しさを増すと言えるが、南関東

は全国と比べ、減少が緩やかであることが分かる。一方、大学進学率をみると、全国では平

成 19 年の 44.1％から平成 28 年には 49.3％、南関東は平成 19 年の 50.9％から平成 28 年に

は 57.8％と上昇傾向にある（【資料⑧】、別添）。本学が設置されることにより、こうした大

学進学希望者層にも対応できると考える。また、本学では、今後増加すると思われる社会人

の「学び直し」を広く受け入れることも想定していることから、18 歳人口の減少が学生確

保に及ぼす影響を軽減できると判断している。 

 

 

イ 定員充足の根拠となる客観的なデータの概要 

本学は新たに制度化された「実践的な職業教育を行う高等教育機関」であり、従来の高等

教育機関とは異なる教育内容となるため、前述の既存 4 年制大学の志願者動向等が直ちに

本学の学生確保に反映されるとは限らない。そこで、本学の定員充足の見通しについて、第

三者機関に、平成 30 年 9 月から 10 月にかけてアンケート調査を依頼した。なお、高等教育

機関への入学が最も多い高校生に加え、高校を卒業した 18 歳以上の社会人からの入学も想

定されることから、アンケート調査の対象は、平成 30 年度の高校 2 年生（一部、大学入学

資格見込みの日本語学校在学生）と、社会人とした。社会人へのアンケート調査はインター

ネットを活用した。各アンケートの結果は以下の通りである。 

 

①高校生対象のアンケート調査の結果 
調査内容は【資料⑨】（別添）の通りである。アンケート用紙に記載した本学の概要には、

「開学時期」、「本学の名称」の他、特長として「各学科の学費」、「各学科の養成する人材・

身につく能力」、「卒業後の進路」、「目指せる資格」を、最終頁には「開設時期」、「開設者」、

「学部所在地」、「修業年限」、「取得単位」、「入学定員」を明示した。アンケート結果は次の

通りである。 
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ⅰ）アンケートにご協力いただいた高等学校の所在地： 
青森県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、岐阜県、静岡県、三

重県、大阪府、兵庫県 
ⅱ）実施高校数：17 校 
ⅲ）有効回答件数：3,364 件 
ⅳ）受験意欲：293 人（8.7％） 
ⅴ）学科別の入学意欲： 
【表２：高校生アンケートにおける学科別の入学意欲】 

学科 入学定員 入学したい 
併願先の結果に 

よっては入学したい 

 情報工学科 120 人 103 人 60 人 

 デジタルエンタテインメント学科 80 人 68 人 52 人 

 
以上の通り、高校生対象アンケートにおいて、東京国際工科専門職大学における各学科

に対して、一定数の入学意欲を示す回答が得られた。 
 
②社会人対象のインターネット調査結果 
調査内容は【資料⑩】（別添）の通りである。アンケート時に記載した本学の概要には、

「開学時期」、「本学の名称」の他、特長として「各学科の学費」、「各学科の養成する人材・

身につく能力」、「卒業後の進路」、「目指せる資格」、「開設者」、「学部所在地」、「修業年限」、

「取得単位」、「入学定員」を明示した。アンケートの結果は次の通りである。 
 
ⅰ）調査件数：3,973 件 
ⅱ）回答者の属性： 

   ・年齢：18 歳から 49 歳 
   ・最終学歴：高校卒業以上 
   ・居住地：北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃

木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、福

岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 
・学科別の入学意欲の件数： 
【表４：社会人対象アンケートにおける学科別の入学意欲】 

学科 入学定員 「入学したい」の回答 

情報工学科 120 人 213 人 

デジタルエンタテインメント学科 80 人 191 人 

 

   【表５：南関東圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）居住者のみの入学意欲】 
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都道府県 情報工学科 デジタルエンタテインメント学科 

埼玉県 19 人 13 人 

千葉県 23 人 15 人 

東京都 70 人 62 人 

神奈川県 26 人 39 人 

合計 138 人 129 人 

 
 以上の通り、社会人対象アンケートにおいて、東京国際工科専門職大学における各学科に

対して入学定員を上回る、入学意欲を示す回答が得られた。さらに、入学意欲と居住地の回

答について分析を行った結果、東京国際工科専門職大学への通学が現実的な南関東地域（埼

玉県、千葉県、東京都、神奈川県）居住者に限定しても、情報工学科に 138 人、デジタルエ

ンタテインメント学科に 129 人が入学意欲を示しており、入学定員を上回る回答が得られ

た。 
 
③全調査結果の集計結果 
前述の①高校生アンケート、②社会人対象のアンケートで得られた結果から、各学科への

入学意欲について、表６の通りの結果が得られた。 
 
【表６:アンケートで得られた入学意欲と入学定員の関係】 

学科 入学定員 
入学したい 

倍率 
高校生 社会人 合計 

情報工学科 120人 103 人 213人 316人 2.63倍 

デジタルエンタテインメント学科 80人 68 人 191人 259人 3.24倍 

 
情報工学科に入学定員の 120 人に対して 2.63 倍にあたる 316 人、デジタルエンタテイン

メント学科では入学定員 80 人に対して 3.24 倍にあたる 259 人から「入学したい」との回

答を得られた。アンケート調査では、各学科のいずれも入学定員を上回る入学意欲を示す回

答が得られた。従って、東京国際工科専門職大学の学生確保は十分な見通しが得られたと判

断している。 
また、高校生対象のアンケートにおいて、「専門職大学」、「専門職短期大学」の認知度は

低いことが判明した。Ｑ２で「専門職大学」と「専門職短期大学」が、「進路の選択肢に加

わることを知っていましたか」と質問したところ、「知っていた」と回答したのは、596 人

（全体の 17.7％）、「知らなかった」と回答したのは、2,731 人（全体の 81.2％）であった。 
後述するように広報活動の体制や内容の充実を図っていくことによって、より多くの情

報を提供し、本学の魅力を最大限にアピールすることで、さらに多くの志願者、入学希望者

を獲得することが可能であると考える。 



- 6 - 
 

 
 
 ④既設の専門学校等の同分野の学科の充足率について 
 本学の既設の専門学校である、HAL 東京の同分野の学科の定員充足率は（表７）の通り

である。 
HAL 東京 学科別 入学者数/入学定員充足率 

 学校基本調査より（表７) 
学科 

（修業年限はいずれも4年） 入
学
定
員 

平成30年度 平成29年度 平成28年度 

入
学
者
数 

入
学
定
員
充

足
率 

入
学
者
数 

入
学
定
員
充

足
率 

入
学
者
数 

入
学
定
員
充

足
率 

高度情報処理学科（昼間部） 40人 36 0.90 36 0.90 35 0.88 

先端ロボット開発学科（昼間部） 40人 16 0.40 25 0.63 20 0.50 

ゲーム制作学科（昼間部） 80人 192 2.40 161 2.01 109 1.36 

CG映像学科（昼間部） 40人 88 2.20 91 2.28 68 1.70 

アニメ・イラスト学科（昼間部） 40人 91 2.28 90 2.25 66 1.65 

 
なお既設の専門学校の定員設定は、人材育成機関として「社会の需要」に応えるための定

員数を設定するという考え方である。法人全体での財務体質が健全であるうちは、定員未充

足の学科があっても安易に定員を下げて対応するのではなく、充足を目指した学校づくり

を行うという考え方のもとで学校運営をしてきたためである。そのため、定員未充足な学科

が複数ある状況であるが、法人の財務体質は健全であり、定員を下げることはなかった。し

かし、専門職大学においては大学として定員充足の重要性がさらに増すことから、既設専門

学校とは定員設定の考え方を根本から変え、前述の「ア③④高等教育機関の動向」における

本学同分野の大学の学部の志願者動向を参考に定員充足を前提とした定員設定を行った。 
 

そもそも、専修学校と専門職大学では、目的や養成する人材像が異なることもあり、入学

希望者は必ずしも一致しない。 
今回の入口調査について提出資料（資料⑨⑩）東京国際工科専門職大学（仮称）設置構想

に係るニーズアセスメント調査ご報告書【学生の確保の見通しに関するアンケート調査（入

口調査）】）においても、高校生対象は 3,364 人から、社会人は 3,973 人から回答を得たが、

情報工学科は入学定員 120 名に対し 316 人から、デジタルエンタテインメント学科は入学

定員 80 名に対し 259 人から入学意向を獲得できていることから（表７）、定員充足は可能

であると考える。 
加えて、本学同分野の近隣学部の志願者動向を鑑みると、合格者数の多くが本学の設定す

る定員を上回っているため、本学の定員充足は可能であると考える。 
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ウ 学生納付金の設定の考え方 

学生納付金については、学部学科ごとに地域で競合する大学と照らし合わせ、合理的な設

定としている。 

工科学部では、情報工学科は、入学金 300,000 円、学費 1,440,000 円、合計 1,740,000 円

に設定した。近隣において同分野の学科を設置している大学と比べると、若干高めではある

が、企業と連携した実践的な教育および豊富な実習時間をカリキュラム化している専門職

大学であるという点と、新宿駅前という通いやすい立地の優位さを考えると合理的である

といえる。デジタルエンタテインメント学科は、入学金 300,000 円、学費 1,480,000 円、合

計 1,780,000 円に設定した。近隣において同分野の学科を設置している大学と比べると、合

計額ではやや高いが、学費はほぼ同等であるため妥当である。（【資料⑪】、別添）。 

 

（２）学生確保に向けた具体的な取組状況 

本学では、本法人全体の広報・PR を行う部署である「法人本部 企画室」において、本法

人が持つノウハウを活かした広報活動を展開する。「IT・デジタルコンテンツを学びたい」

「業界で働きたい」と思うターゲット層を広く獲得してきた既存の専門学校ＨＡＬの実績

は、本学へ入学したいと思う層の獲得に通ずるだけではなく、さらに学士を取得したいがた

めにＨＡＬではなく大学へ入学した層の獲得も大いに可能性がある。そのため、既存のＨＡ

Ｌの入学担当部署との連携を密に行い、相乗効果により、学生確保を図る。 

また既存のＨＡＬの就職担当部署とも連携を取ることで、在校生／卒業生に対するアナ

ウンスを行い、技術革新をリードし、新しい価値を生み出したい、グローバルに活躍する人

材を目指したいという学生や、大学卒業資格を取得したいという学生へ、進路の選択肢の１

つとして提示していく。 

具体的な広報活動としては、開校年度は、TVCM や Web 広告等の活用により、学びたいと

いうニーズを持つ層に対してアプローチを行い、公式 Web サイトへ誘導する。Web サイトで

は毎月オープンキャンパスや個別説明会を開催し、本学の魅力をしっかりと伝えていく。高

等学校に対しては、既存のＨＡＬと関係性の高い高等学校において、ポスター掲出やパンフ

レット配布により、告知を行うとともに、入学検討者に対しては個別で相談に応じていく。 
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２ 人材需要の動向等社会の要請 

 

（１）人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要） 

本学は「AI、IoT、ロボットの技術を利用して、人と IT の共創・共生をめざすサイバー

リアルな空間を実現するために求められる人材を育成する情報工学科」「論理的な思考能力

と美的感性の涵養を通じて、メディアテクノロジーの理解と実践をもとにゲーム・CG アニ

メーションの創造に関わる国際的視野を持った高度のクリエイター人材の育成を目指すデ

ジタルエンタテインメント学科」で構成される。世界的な「第四次産業革命」の進展、およ

び東京都が掲げる「東京都長期ビジョン」の都市戦略 6『世界をリードするグローバル都市

の実現』（平成 26 年 12 月策定）を背景に、我が国で最もインターナショナル人材を養成

するに相応しい日本の首都東京で、国際性を理解し、社会の発展と調和を踏まえた研究・教

育・実践活動を行い、真のイノベーションの実現者となるような人材を養成することで、社

会の期待に答えるとともに、社会の発展に寄与することを目的とする。 

 

 

（２）上記（１）が社会的、地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的

な根拠 
ア 外部資料に基づく人材需要の見込み 
本法人が設置する東京国際工科専門職大学では、前述の目的を踏まえ、「第四次産業革命」

の進展に対応できる人材を育成する。各学科が育成する人材需要については、次のように考

える。 
 

◆情報工学科 
 「第四次産業革命」が進展し IT 関連の市場規模は拡大の一途をたどっている。こうした

状況下でロボットや IoT、AI などの先進ツールを活用する人材が求められている。 
日本国内の IT 市場は、調査会社の IDC ジャパンの予測では、2018 年は 17 兆 5,158 億

円となり、前年比成長率は 4.3％と予測されている。2017 年から 2022 年まので年間平均成

長率は 2.2％と見込んでいる【資料⑫】（別添）。 
日本の AI ビジネス市場を見ると、ICT 市場専門のリサーチ・コンサルティング会社 MM

総研の調査によれば、2017 年度の 2,568 億円の規模となり、2018 年度には 2,736 億円と前

年比 6.5％増加すると予測している。2018 年度以降も年平均成長率 7.6%で拡大を続け、

2022 年度には 3,437 億円に達すると予測している【資料⑬】（別添）。 
IoT（Internet of Things）の市場規模も拡大している。IDC ジャパンの予測では、国内

IoT 市場を支出額で見ると、2017 年は 5 兆 8,160 億円であり、2022 年には 11 兆 7,010 億

円に達すると予測している【資料⑭】（別添）。 
ロボット産業の市場規模も拡大すると予想されている。『ロボット産業市場動向調査結果』
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（経済産業省）によれば、日本国内のロボット産業の市場規模は、平成 27 年の 1 兆 5,990
億円から、平成 32 年には 2 兆 8,533 億円、そして平成 47 年には 9 兆 7,000 億円に達する

と予測されている（【資料⑮】、別添）。現在市場が形成されている製造業などの産業用ロボ

ット分野の成長に加え、サービス分野を始めとした新たな分野へ普及すると見られている。 
以上のように、AI、IoT、ロボットの各分野の市場は拡大すると予測されている。その一

方、IT 技術を支える人材が不足している。『2018 年度版 ものづくり白書』（経済産業省）

では、「ロボットや IoT、AI などの先進ツールの利活用や労働生産性の向上に向けた人材

育成の取組などが待ったなしとなっている。また、これらロボットや IoT、AI などの先進

ツールの利活用を特徴とする第四次産業革命が進む中、ものづくり産業で働く人材に期待

されるスキルも大きく変質してきているが、新たなスキルを備えた人材の供給という観点

からは必ずしも十分ではなく、なかでもデジタル人材の圧倒的な不足は深刻であり喫緊の

課題となっている」（総論 P.2 より参照）と述べられている。 
さらに、『IT 人材白書 2018』（情報処理推進機構）によれば「IT 企業の IT 人材の“量”対

する過不足感」についての調査結果では、「大いに不足している」と答えた企業は 29.5％、

「やや不足している」と答えた企業は 61.0%に達している（【資料⑯】、別添）。「IT 企業の

IT 人材の“質”対する不足感」については、「大いに不足している」と答えた企業は 29.7％、

「やや不足している」と答えた企業は 63.2%となっている（【資料⑰】、別添）。IT 人材が、

量質ともに不足している実態が示されている。 
ロボットや IoT、AI などの技術は、融合し新たな価値を創造し市場は拡大しており、確

かな知識と技術を持ち、新たな価値を創造できる人材が求められている。本学科では、ロボ

ットや IoT、AI などの最先端の ICT 技術を身につけ、人と IT の共創・共生をめざすサイ

バーリアルな空間を実現する人材を養成し、輩出することができると確信している。 
 
◆デジタルエンタテインメント学科  
ゲームコンテンツの平成 29（2017）年の世界市場規模は、『ファミ通ゲーム白書 2018』

（【資料⑱】、別添）によれば、10 兆 8964 億円と推定している。前年の 8 兆 2,667 億円か

ら更に市場は拡大している。日本国内を見ても 2017 年の市場規模は、過去最高の 1 兆 5,686
億円に達している（【資料⑲】、別添）。ゲーム業界には、デジタル配信技術の進展や AR／

VR など新たな技術が導入されるなど刻々と変化をし、新たなユーザーを獲得している。近

年ゲーム市場に登場したのが e スポーツである。『スポーツ産業に関する調査研究報告書』

（総務省情報流通行政局情報流通振興課 2018 年 3 月）によれば、2017 年の海外の市場

規模は 700.9 億円、視聴者数は 3 億 3500 万人と試算されており、2018 年には市場規模

は 38.2%、視聴者数は 13.8%成長すると予測している。 
このようにデジタルエンタテインメント産業では、新たなメディア体験自体が高い文化

的・芸術的・市場価値を有しており、海外展開を視野に入れ、世界で受け入れられるコンテ

ンツを制作する必要がある。今後のデジタルエンタテインメント業界には、広い視野を持ち、
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国際性のあるコンテンツをプロデュースできる人材が必要とされる。本学科では論理的な

思考能力と美的感性の涵養を通じて、メディアテクノロジーの理解と実践をもとにゲーム・

CG アニメーションの創造に関わる国際的視野を持った高度のクリエイター人材を育成す

る。そのため、デジタルエンタテインメント制作に関わる「プログラミング」「デザイン」

「CG アニメーション」に関する制作技術を、初歩から実践レベルまで学び、コンテンツ開

発の全体像を把握できるようにしている。世界市場規模の拡大するデジタルエンタテイン

メント業界での需要に応えられる人材を育成できると確信している。 
 
イ 企業対象のアンケート調査の結果 
調査内容は【資料⑳（別添）】の通りである。アンケート用紙に記載した本学の概要には、

「開学時期」、「本学の名称」の他、特長として「各学科の学費」、「各学科の養成する人材像・

身につく能力」、「卒業後の進路」、「目指せる学位、資格」を、最終頁には「開設時期」、「開

設者」、「学部所在地」、「修業年限」、「取得単位」、「入学定員」を明示した。各学部のアンケ

ート結果は次の通りである。 
 
ⅰ）調査件数：82 件 
  回収した 82 件のうち、東京都に所在する企業は 38 件（46.3％） 
ⅱ）回収した企業の業種： 

【表８:アンケート回答企業の業種】 
選択項目 回答数 構成比 

IT・ICT 開発 47 件 57.3% 

家電・産業機器メーカー 3 件 3.7% 

ゲーム・デジタルコンテンツ企画・開発 17 件 20.7% 

映像・アニメーション制作 4 件 4.9% 

その他 11 件 13.4% 

計 82 件 100.0% 

 

ⅲ）採用意欲 

【表９:アンケート回答企業における本学卒業生の採用意欲を採用可能な人数】 

選択項目 情報工学科 
デジタルエンタテイ

ンメント学科 

採用したい 58 件 45 件 

採用を検討したい 11 件 24 件 

採用意欲の合計 69 件 69 件 

採用可能な人数 310 人 277 人 
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回収のあった 82 件に対し、「東京国際工科専門職大学（仮称）」で養成する人材について

質問したところ、「大いに興味がある」に 68 件（82.9％）、「やや興味がある」に 13 件（15.9％）

が回答しており、合計で 98.8％にあたる 81 件と、1 件以外の企業が興味を示した。 
また、設置する各学科への採用意欲について質問したところ、上記ⅲ）が示す通り、情報

工学科、デジタルエンタテインメント学科ともに 69件の企業が採用意欲を示した。さらに、

採用意欲を示した企業には採用可能な人数を質問したが、その合計人数は情報工学科で 310
人、デジタルエンタテインメント学科で 277 人となった。情報工学科の入学定員は 120 人、

デジタルエンタテインメント学科の入学定員は 80 人であり、アンケートにおいて各学科の

入学定員を上回る結果を得られた。（【資料⑳】、別添） 
 

上記の各アンケートにおいて、企業における本学を卒業する人材への採用意欲を得るこ

とができた。また、アンケートの約半数は、本学のキャンパスと同じ東京都にある企業から

の回収となっていることから、地域における需要も問題なく得られると考えている。 

 

以上より、本学で養成する人材について、社会的、地域的に求められている人材であり、

卒業後の就職に関する需要は十分に見込めると判断できる。 
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【資料①】　私立大学「理・工学系」学部の入学志願動向

年度
平成24

（2012）年
平成25

（2013）年
平成26

（2014）年
平成27

（2015）年
平成28

（2016）年
平成29

（2017）年
平成30

（2018）年

学部数 147 147 146 147 146 149 150

入学定員 59,254 59,211 59,281 59,933 59,108 61,579 61,917

志願者 553,755 607,166 651,819 665,838 664,238 694,118 728,042

受験者 534,445 586,479 627,653 641,487 639,655 667,511 700,150

合格者 197,727 204,000 215,453 222,088 220,815 231,900 230,144

入学者 63,518 64,934 64,437 65,164 62,536 64,685 62,876

志願倍率 9.35 10.25 11.00 11.11 11.24 11.27 11.76

合格率 37.00 34.78 34.33 34.62 34.52 34.74 32.87

歩留率（％） 32.12 31.83 29.91 29.34 28.32 27.89 27.32

入学定員
充足率（％）

107.20 109.67 108.70 108.73 105.80 105.04 101.55

出典：『平成24(2012)～ 30（2018）年度私立大学・短期大学等入学志願動向』（日本私立学校振興・共済事業団）
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【資料②】　私立大学「工・情報系」の主な学部　入学志願動向

学部 区分
平成24

（2012）年
平成25

（2013）年
平成26

（2014）年
平成27

（2015）年
平成28

（2016）年
平成29

（2017）年
平成30

（2018）年

学部数 53 52 54 54 52 51 49

入学定員 25,500 24,965 25,657 25,542 24,247 23,934 22,954

志願者数 172,975 196,721 212,798 225,857 212,771 212,913 223,270

入学者数 26,708 27,308 27,681 27,847 25,430 25,183 23,767

充足率（％） 104.74 109.39 107.89 109.02 104.88 105.22 103.54

学部数 25 26 27 29 29 30 30

入学定員 15,884 16,435 16,660 17,411 17,461 18,545 18,681

志願者数 212,180 230,769 247,188 251,299 251,243 258,262 265,199

入学者数 17,342 17,912 18,007 18,725 18,389 19,333 18,568

充足率（％） 109.18 108.99 108.09 107.55 105.31 104.25 99.40

学部数 5 5 5 5 5 4 4

入学定員 1,180 1,186 1,186 1,166 1,166 1,046 1,046

志願者数 14,217 15,293 17,469 18,776 19,271 19,740 22,836

入学者数 1,298 1,390 1,262 1,320 1,256 1,139 1,075

充足率（％） 110.00 117.20 106.41 113.21 107.72 108.89 102.77

学部数 4 4 4 4 4 4 4

入学定員 890 902 907 907 907 1,007 1,066

志願者数 10,841 11,588 12,493 13,105 13,038 13,329 14,061

入学者数 1,047 1,023 1,029 998 1,090 1,128 1,103

充足率（％） 117.64 113.41 113.45 110.03 120.18 112.02 103.47

学部数 87 87 90 92 90 89 87

入学定員 43,454 43,488 44,410 45,026 43,781 44,532 43,747

志願者数 410,213 454,371 489,948 509,037 496,323 504,244 525,366

入学者数 46,395 47,633 47,979 48,890 46,165 46,783 44,513

充足率（％） 106.77 109.53 108.04 108.58 105.45 105.05 101.75

出典：『平成24(2012)～ 30（2018）年度私立大学・短期大学等入学志願動向』（日本私立学校振興・共済事業団）
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【資料③】東京国際工科専門職大学工科学部情報工学科・競合校の志望動向

志願者 受験者 合格者 競争率 志願者 受験者 合格者 競争率

工学院 情報 情報通信工 東京都新宿区 90 - - - - - - - -

工学院 情報 情報デザイン 東京都新宿区 70 1,276 1,227 192 6.39 1,240 1,185 238 4.98

芝浦工業 工 情報通信工 東京都江東区 105 1,420 1,396 445 3.14 1,378 1,341 367 3.65

芝浦工業 工 情報工 東京都江東区 115 3,253 3,149 540 5.83 3,086 2,995 584 5.13

芝浦工業 デザイン工 デザイン 東京都港区 160 4,169 4,070 654 6.22 4,164 4,038 743 5.43

上智 理工 情報理工 東京都千代田区 130 1,419 1,365 355 3.85 1,232 1,199 209 5.74

成蹊 理工 情報科学 東京都武蔵野市 134 2,089 1,947 385 5.06 1,755 1,649 361 4.57

創価 理工 情報システム工 東京都八王子市 80 453 443 91 4.87 442 429 127 3.38

拓殖 工 情報工 東京都八王子市 80 587 521 311 1.68 985 894 321 2.79

玉川 工 情報通信工 東京都町田市 60 - - - - - - - -

中央 理工
電気電子情報通
信工

東京都文京区 135 2,495 2,200 362 6.08 2,280 2,105 453 4.65

中央 理工 情報工 東京都文京区 100 2,011 1,782 273 6.53 2,310 2,147 291 7.38

津田塾 学芸 情報科学 東京都小平市 45 380 368 141 2.61 319 307 138 2.22

東海 情報通信 情報メディア 東京都品川区 80 1,017 951 145 6.56 1,075 994 145 6.86

東海 情報通信
組み込みソフトウ
エア工

東京都品川区 80 561 518 169 3.07 524 482 149 3.23

東海 情報通信
通信ネットワーク
工

東京都品川区 80 685 632 204 3.10 840 776 170 4.56

東京工科 コンピュータサイエンス
コンピュータサイ
エンス

東京都八王子市 290 2,304 2,244 1,066 2.11 1,784 1,745 798 2.19

東京電機 システムデザイン工
情報システムデザ
イン工

東京都足立区 130 - - - - - - - -

東京電機 未来
ロボット・メカトロ
ニクス

東京都足立区 110 1,380 1,338 261 5.13 1,281 1,246 297 4.20

東京電機 工 情報通信工 東京都足立区 110 1,986 1,910 277 6.90 1,750 1,702 319 5.34

東京都市 知識工 情報科学 東京都世田谷区 100 1,414 1,367 366 3.73 1,313 1,279 341 3.75

東京都市 知識工 情報通信 東京都世田谷区 60 756 723 231 3.13 703 682 215 3.17

東京理科 工 情報工 東京都葛飾区 110 - - - - - - - -

東洋 情報連携 情報連携 東京都北区 400 - - - - - - - -

日本 文理 情報科学 東京都世田谷区 80 778 745 782 0.95 996 861 162 5.31

法政 理工 応用情報工 東京都小金井市 110 1,835 1,752 580 3.02 1,768 1,695 415 4.08

法政 情報 コンピュータ 東京都小金井市 78 1,347 1,254 249 5.04 1,262 1,190 254 4.69

明星 情報 情報 東京都日野市 140 532 497 383 1.30 645 614 468 1.31

早稲田 先進理工
電気・情報生命
工

東京都新宿区 145 609 559 158 3.54 644 585 148 3.95

3407 34,756 32,958 8,620 3.82 33,776 32,140 7,713 4.17

出典：旺文社『全国大学内容案内号　各年』
          および　各大学HPの情報公開

平成27（2015）年度入学定員
（2018年）

平成26（2014）年度

　合　計

大学 学部 学科 所在地

1



【資料③】東京国際工科専門職大学工科学部情報工学科・競合校の志望動向

工学院 情報 情報通信工

工学院 情報 情報デザイン

芝浦工業 工 情報通信工

芝浦工業 工 情報工

芝浦工業 デザイン工 デザイン

上智 理工 情報理工

成蹊 理工 情報科学

創価 理工 情報システム工

拓殖 工 情報工

玉川 工 情報通信工

中央 理工
電気電子情報通
信工

中央 理工 情報工

津田塾 学芸 情報科学

東海 情報通信 情報メディア

東海 情報通信
組み込みソフトウ
エア工

東海 情報通信
通信ネットワーク
工

東京工科 コンピュータサイエンス
コンピュータサイ
エンス

東京電機 システムデザイン工
情報システムデザ
イン工

東京電機 未来
ロボット・メカトロ
ニクス

東京電機 工 情報通信工

東京都市 知識工 情報科学

東京都市 知識工 情報通信

東京理科 工 情報工

東洋 情報連携 情報連携

日本 文理 情報科学

法政 理工 応用情報工

法政 情報 コンピュータ

明星 情報 情報

早稲田 先進理工
電気・情報生命
工

出典：旺文社『全国大学内容案内号　各年』
          および　各大学HPの情報公開

　合　計

大学 学部 学科
志願者 受験者 合格者 競争率 志願者 受験者 合格者 競争率 志願者 受験者 合格者 競争率

1,228 1,170 204 5.74 1,356 1,297 157 8.26 1,292 1,224 162 7.56

836 799 139 5.75 1,074 1,038 158 6.57 962 919 130 7.07

625 1,165 356 3.27 1,129 1,103 479 2.30 2,397 2,317 529 4.38

2,982 2,882 356 8.10 3,487 3,357 741 4.53 3,611 3,490 635 5.50

3,845 3,758 667 5.63 2,770 2,689 835 3.22 3,295 2,658 623 4.27

1,234 1,186 202 5.87 1,350 1,286 265 4.85 1,394 1,328 168 7.90

1,667 1,567 328 4.78 1,545 1,454 381 3.82 1,841 1,727 356 4.85

468 461 143 3.22 408 401 157 2.55 360 358 139 2.58

620 588 169 3.48 336 429 151 2.84 584 565 65 8.69

- - - - 280 265 126 2.10 305 286 123 2.33

2,159 1,987 441 4.51 2,217 2,041 479 4.26 2,735 2,539 436 5.82

905 1,854 331 5.60 2,393 2,193 349 6.28 2,973 2,744 350 7.84

403 391 159 2.46 376 362 154 2.35 311 299 121 2.47

935 855 142 6.02 993 926 158 5.86 1,295 1,214 106 11.45

539 495 160 3.09 722 675 173 3.90 620 594 165 3.60

768 700 135 5.19 690 654 146 4.48 817 779 127 6.13

1,583 1,547 544 2.84 1,608 1,561 639 2.44 2,305 2,107 482 4.37

- - - - 2,880 2,778 346 8.03 1,493 1,407 140 10.05

1,499 1,438 261 5.51 1,108 1,073 280 3.83 715 685 159 4.31

1,771 1,698 321 5.29 1,608 1,546 367 4.21 1,113 1,067 236 4.52

1,313 1,286 358 3.59 1,464 1,430 409 3.50 2,234 2,175 428 5.08

791 771 225 3.43 752 727 271 2.68 1,387 1,348 295 4.57

2,141 2,041 480 4.25 2,706 2,507 519 4.83 3,097 2,901 493 5.88

- - - - 2,968 - 970 - 4,974 - 994 -

755 719 127 5.66 842 808 158 5.11 800 763 163 4.68

2,077 1,998 609 3.28 2,196 2,117 542 3.91 2,634 2,560 503 5.09

1,348 1,267 313 4.05 1,681 1,569 312 5.03 1,804 1,699 247 6.88

635 597 456 1.31 821 773 565 1.37 1,789 1,647 780 2.11

651 602 182 3.31 721 650 139 4.68 745 660 177 3.73

33,778 33,822 7,808 4.33 42,481 37,709 10,426 3.62 49,882 42,060 9,332 4.51

平成28（2016）年度 平成29（2017）年度 平成30（2018）年度

2



【資料④】東京国際工科専門職大学工科学部デジタルエンタテインメント学科・競合校の志願者動向

志願者 受験者 合格者 競争率 志願者 受験者 合格者 競争率

城西国際 メディア メディア情報
千葉県東金市・
東京都千代田区 300 251 244 171 1.43 291 283 61 4.64

桜美林 芸術文化 東京都町田市 400 278 242 198 1.22 447 407 305 1.33

拓殖 工 デザイン 東京都八王子市 80 587 521 311 1.68 985 894 321 2.79

玉川 芸術
メディア・デザイ
ン

東京都町田市 90 396 378 201 1.88 347 330 199 1.66

多摩美術 美術 情報デザイン 東京都八王子市 122 987 971 337 2.88 853 820 335 2.45

デジタルハリウッド デジタルコンテンツ 東京都千代田区 255 119 106 78 1.36 160 149 126 1.18

東京工科 メディア メディア 東京都八王子市 290 1,847 1,806 889 2.03 1,875 1,832 691 2.65

東京工科 デザイン デザイン 東京都八王子市 200 516 502 393 1.28 896 873 371 2.35

東京工芸 芸術 全学科（※１） 東京都中野区 585 192 189 188 1.01 853 824 720 1.14

東京造形 造形 デザイン 東京都八王子市 285 1,733 1,713 608 2.82 1,628 1,605 615 2.61

東京電機 未来 情報メディア 東京都足立区 110 2,065 1,992 268 7.43 1,943 1,898 282 6.73

文化学園 造形 デザイン・造形 東京都渋谷区 120 88 - 56 - 55 - 41 -

法政 情報科学 デジタルメディア 東京都小金井市 78 1,094 1,040 219 4.75 1,029 988 227 4.35

明治 総合数理
先端メディアサイ
エンス

東京都中野区 110 2,091 1,930 260 7.42 1,780 1,638 225 7.28

明星 デザイン デザイン 東京都日野市 120 266 253 154 1.64 252 238 135 1.76

和光 表現学部　 芸術 東京都町田市 80 87 83 76 1.09 112 109 92 1.18

3,225 12,597 11,970 4,407 2.72 13,506 12,888 4,746 2.72

※１：写真／映像／デザイン／インタラクティヴメディア／アニメーション／ゲーム／マンガ全ての学科の合計

出典：旺文社『全国大学内容案内号　各年』
          および　各大学HPの情報公開

入学定員
（2018年）

平成26（2014）年度 平成27（2015）年度

合　計

大学 学部 学科 所在地

1



【資料④】東京国際工科専門職大学工科学部デジタルエンタテインメント学科・競合校の志願者動向

城西国際 メディア メディア情報

桜美林 芸術文化

拓殖 工 デザイン

玉川 芸術
メディア・デザイ
ン

多摩美術 美術 情報デザイン

デジタルハリウッド デジタルコンテンツ

東京工科 メディア メディア

東京工科 デザイン デザイン

東京工芸 芸術 全学科（※１）

東京造形 造形 デザイン

東京電機 未来 情報メディア

文化学園 造形 デザイン・造形

法政 情報科学 デジタルメディア

明治 総合数理
先端メディアサイ
エンス

明星 デザイン デザイン

和光 表現学部　 芸術

出典：旺文社『全国大学内容案内号　各年』
          および　各大学HPの情報公開

合　計

大学 学部 学科
志願者 受験者 合格者 競争率 志願者 受験者 合格者 競争率 志願者 受験者 合格者 競争率

272 262 224 1.17 442 428 48 8.92 374 366 231 1.58

701 622 305 2.04 924 813 264 3.08 1,203 1,121 679 1.65

258 246 159 1.55 229 223 147 1.52 242 229 82 2.79

347 323 224 1.44 323 307 179 1.72 263 251 145 1.73

861 840 340 2.47 709 693 320 2.17 700 674 295 2.28

157 128 93 1.38 214 183 111 1.65 249 225 77 2.92

1,580 1,532 472 3.25 1,886 1,842 410 4.49 2,052 1,963 346 5.67

871 848 462 1.84 1,014 997 424 2.35 1,161 1,105 272 4.06

950 918 696 1.32 880 855 724 1.18 1,352 1,305 834 1.56

1,783 1,759 673 2.61 1,804 1,792 596 3.01 1,921 1,905 603 3.16

1,187 1,147 187 6.13 1,663 1,619 242 6.69 1,316 1,267 155 8.17

59 - 44 - 84 - 52 - 121 - 72 -

1,177 1,109 251 4.42 1,246 1,184 243 4.87 1,807 1,724 218 7.91

1,403 1,260 237 5.32 1,702 1,576 217 7.26 1,830 1,710 214 7.99

240 231 162 1.43 487 462 226 2.04 624 585 201 2.91

94 88 74 1.19 120 117 89 1.31 133 132 106 1.25

11,940 11,313 4,603 2.46 13,727 13,091 4,292 3.05 15,348 14,562 4,530 3.21

※１：写真／映像／デザイン／インタラクティヴメディア／アニメーション／ゲーム／マンガ全ての学科の合計

平成30（2018）年度平成28（2016）年度 平成29（2017）年度

2



【資料⑤】東京国際工科専門職大学工科学部情報工学科・競合校の収容定員充足率

入学定員 入学者 充足率 収容定員 在籍者 充足率

工学院 情報 情報通信工 東京都新宿区 90 91 101.1% 270 256 94.8% 2018年5月1日

工学院 情報 情報デザイン 東京都新宿区 70 66 94.3% 320 358 111.9% 2018年5月1日

芝浦工業 工 情報通信工 東京都江東区 105 107 101.9% 390 424 108.7% 2018年5月1日

芝浦工業 工 情報工 東京都江東区 115 118 102.6% 430 465 108.1% 2018年5月1日

芝浦工業 デザイン工 デザイン 東京都港区 160 167 104.4% 600 663 110.5% 2018年5月1日

上智 理工 情報理工 東京都千代田区 130 131 100.8% 520 583 112.1% 2018年5月1日

成蹊 理工 情報科学 東京都武蔵野市 134 137 102.2% 524 582 111.1% 2018年5月1日

創価 理工 情報システム工 東京都八王子市 80 82 102.5% 320 356 111.3% 2018年5月1日

拓殖 工 情報工 東京都八王子市 80 84 105.0% 320 333 104.1% 2018年5月1日

玉川 工 情報通信工 東京都町田市 60 73 121.7% 120 134 111.7% 2018年5月1日

中央 理工
電気電子情報
通信工

東京都文京区 135 142 105.2% 520 556 106.9% 2018年5月1日

中央 理工 情報工 東京都文京区 100 117 117.0% 380 411 108.2% 2018年5月1日

津田塾 学芸 情報科学 東京都小平市 45 56 124.4% 180 230 127.8% 2018年5月1日

東海 情報通信 情報メディア 東京都品川区 80 78 97.5% 320 340 106.3% 2018年5月1日

東海 情報通信
組み込みソフトウ
エア工

東京都品川区 80 97 121.3% 320 359 112.2% 2018年5月1日

東海 情報通信
通信ネットワー
ク工

東京都品川区 80 86 107.5% 320 339 105.9% 2018年5月1日

東京工科
コンピュータサイ
エンス

コンピュータサイ
エンス

東京都八王子市 290 303 104.5% 1,258 1,439 114.4% 2018年度

東京電機
システムデザイン
工

情報システムデ
ザイン工

東京都足立区 130 144 110.8% 260 302 116.2% 2018年5月1日

東京電機 未来
ロボット・メカトロ
ニクス

東京都足立区 110 123 111.8% 470 526 111.9% 2018年5月1日

東京電機 工 情報通信工 東京都足立区 110 125 113.6% 440 528 120.0% 2018年5月1日

東京都市 知識工 情報科学 東京都世田谷区 100 132 132.0% 390 454 116.4% 2018年5月1日

東京都市 知識工 情報通信 東京都世田谷区 60 69 115.0% 240 281 117.1% 2018年5月1日

東京理科 工 情報工 東京都葛飾区 110 86 78.2% 290 不明 不明 2018年5月1日

東洋 情報連携 情報連携 東京都北区 400 394 98.5% 800 807 100.9% 2018年5月1日

日本 文理 情報科学 東京都世田谷区 80 86 107.5% 290 315 108.6% 2018年5月1日

法政 理工 応用情報工 東京都小金井市 110 110 100.0% 440 461 104.8% 2018年5月1日

法政 情報 コンピュータ 東京都小金井市 78 82 105.1% 312 324 103.8% 2018年5月1日

明星 情報 情報 東京都日野市 140 151 107.9% 560 638 113.9% 2018年5月1日

早稲田 先進理工
電気・情報生命
工

東京都新宿区 145 142 97.9% 580 不明 不明 2018年5月1日

3,407 3,579 105.0% 12,184 12,464 102.3%

出典：各大学の情報公開より

　合　計

学部大学 学科 所在地
在籍状況入学状況

データ年月



【資料⑥】東京国際工科専門職大学工科学部デジタルエンタテインメント学科・競合校の収容定員充足率

入学定員 入学者 充足率 収容定員 在籍者 充足率

城西国際 メディア メディア情報
千葉県東金市・
東京都千代田区

300 309 103.0% 1,200 1,391 115.9% 2018年5月1日

桜美林 芸術文化 東京都町田市 400 399 99.8% 1,150 1,204 104.7% 2018年5月1日

拓殖 工 デザイン 東京都八王子市 80 81 101.3% 320 348 108.8% 2018年5月1日

玉川 芸術
メディア・デザイ
ン

東京都町田市 90 111 123.3% 360 392 108.9% 2018年5月1日

多摩美術 美術 情報デザイン 東京都八王子市 122 140 114.8% 488 564 115.6% 2018年5月1日

デジタルハリ
ウッド

デジタルコンテ
ンツ

東京都千代田区 255 324 127.1% 1,000 1,148 114.8% 2018年4月1日

東京工科 メディア メディア 東京都八王子市 290 298 102.8% 1,255 1,367 108.9% 2018年度

東京工科 デザイン デザイン 東京都八王子市 200 207 103.5% 800 855 106.9% 2018年度

東京工芸 芸術 全学科（※１） 東京都中野区 585 752 128.5% 2,340 2,734 116.8% 2018年4月1日

東京造形 造形 デザイン 東京都八王子市 285 350 122.8% 1,168 1,402 120.0% 2018年5月1日

東京電機 未来 情報メディア 東京都足立区 110 126 114.5% 470 537 114.3% 2018年5月1日

文化学園 造形 デザイン・造形 東京都渋谷区 120 131 109.2% 525 414 78.9% 2018年5月1日

法政 情報科学 デジタルメディア 東京都小金井市 78 74 94.9% 312 313 100.3% 2018年5月1日

明治 総合数理
先端メディアサイ
エンス

東京都中野区 110 111 100.9% 420 443 105.5% 2018年5月1日

明星 デザイン デザイン 東京都日野市 120 125 104.2% 480 502 104.6% 2018年5月1日

和光 表現学部 芸術 東京都町田市 80 80 100.0% 320 287 89.7% 2018年5月1日

3,225 3,618 112.2% 12,608 13,901 110.3%

※１：写真／映像／デザイン／インタラクティヴメディア／アニメーション／ゲーム／マンガ全ての学科の合計

出典：各大学の情報公開より

データ年月

合　計

大学 学部 学科 所在地
入学状況 在籍状況



【資料⑦】18歳人口の将来推計

H30
2018

H31
2019

H32
2020

H33
2021

H34
2022

H35
2023

全国 人数 1,174,801 1,167,264 1,138,252 1,117,821 1,093,733 1,063,487
割合 100.00 99.36 96.89 95.15 93.10 90.52

南関東 人数 306,595 303,812 300,812 297,703 292,454 285,268
割合 100.00 99.09 98.11 97.10 95.39 93.04

埼玉 人数 65,474 65,634 64,459 63,409 62,314 61,729
割合 100.00 100.24 98.45 96.85 95.17 94.28

千葉 人数 55,425 55,220 54,754 53,661 53,085 52,319
割合 100.00 99.63 98.79 96.82 95.78 94.40

東京 人数 105,727 104,017 103,402 103,099 101,271 95,621
割合 100.00 98.38 97.80 97.51 95.79 90.44

神奈川 人数 79,969 78,767 78,197 77,534 75,784 75,599
割合 100.00 98.50 97.78 96.96 94.77 94.54

H36
2024

H37
2025

H38
2026

H39
2027

H40
2028

増加率
（H30→
H40）

全国 人数 1,090,217 1,091,937 1,083,658 1,067,881 1,066,235 90.76%
割合 92.80 92.95 92.24 90.90 90.76

南関東 人数 294,226 296,534 295,171 293,761 293,449 95.71%
割合 95.97 96.72 96.27 95.81 95.71

埼玉 人数 63,382 63,178 62,348 62,024 61,458 93.87%
割合 96.80 96.49 95.23 94.73 93.87

千葉 人数 53,660 53,619 53,270 52,200 51,795 93.45%
割合 96.82 96.74 96.11 94.18 93.45

東京 人数 99,444 101,440 101,931 102,954 103,400 97.80%
割合 94.06 95.95 96.41 97.38 97.80

神奈川 人数 77,740 78,297 77,622 76,583 76,796 96.03%
割合 97.21 97.91 97.07 95.77 96.03

出典：文部科学省　学校基本調査より
出典：リクルート総研　18歳人口推移、大学・短大・専門学校進学率、地元残留率の動向　2017より



【資料⑧】大学・短大・専門学校への進学率の推移

地域 項目 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

大学進学率 44.1 46.0 47.3 47.9 47.7 47.7

短大進学率 6.7 6.4 6.2 6.0 5.8 5.8

専門学校進学率 16.8 15.3 14.7 15.9 16.2 16.8

項目 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

大学進学率 47.4 48.1 48.9 49.3

短大進学率 5.4 5.3 5.2 5.0

専門学校進学率 17.0 17.0 16.7 16.3

地域 項目 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

大学進学率 50.9 53.7 55.3 56.1 56.0 56.3

短大進学率 5.6 5.4 5.1 4.7 4.6 4.3

専門学校進学率 15.6 13.8 12.8 13.3 14.0 15.0

項目 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

大学進学率 56.0 56.7 57.7 57.8

短大進学率 4.0 3.9 3.8 3.6

専門学校進学率 15.6 15.7 15.3 15.1

※南関東：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

出典：文部科学省　学校基本調査より
出典：リクルート総研　18歳人口推移、大学・短大・専門学校進学率、地元残留率の動向　2017より

全国

南関東
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１ 調査の概要 
◆調査の目的 ： 本調査は、学校法人日本教育財団が平成 32年 4月に設置を構想中である

「東京国際工科専門職大学（仮称）」の学生確保の見通しについて、アン

ケートを用いて測ることを目的とする。 

 

◆調 査 期 間 ： 平成 30年 9～10月 

 

◆調 査 対 象 ： 平成 32 年度の大学入試を受験する可能性が最も高い、平成 30 年度の高

校 2年生をアンケートの対象とした。 

 

◆調 査 方 法 ： 「東京国際工科専門職大学（仮称）」が所在する東京都新宿区への進学・

通学が見込まれる高等学校や日本語学校 36 校にアンケート用紙を送付。

各高校の教員が監督のもと、アンケートを実施した。なお、送付した 36

校のうち、17校より回答を得た。 

 

◆調 査 内 容 ： アンケート項目は全 8問で、居住地を除き、全て選択肢式とした。 

        主な質問内容は、以下の通り。 

         『回答者の基本情報（性別・居住地）について』 

         『回答者の高校卒業後の希望進路について』 

         『「東京国際工科専門職大学（仮称）」への受験・入学意欲について』 

 

◆有 効 件 数 ： 3,364件  （回収件数 3,393件 ／ 有効件数率 99.1％ ） 

◆実施高校 ： 本アンケートに協力いただいた 17校の詳細は以下の通り。 

１．所在地別の実施高校数 

 所在地 公立 私立 合計 

青森県 1校  1校 

宮城県 1校  1校 

茨城県 1校 2校 3校 

栃木県   1校 1校 

群馬県   1校 1校 

埼玉県 1校  1校 

東京都   3校 3校 

岐阜県 2校  2校 

静岡県 1校  1校 

三重県 1校  1校 

大阪府   1校 1校 

兵庫県   1校 1校 

合計 8校 9校 17校 

割合 47.1% 52.9% 100.0% 
 

２．設置者別の実施高校数 

 

 

私立, 9校, 
52.9%

公立, 8校, 

47.1%
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２ 全質問項目の集計結果  

※「構成比」（％）はいずれも、小数第二位を四捨五入。よって、合計は必ずしも 100.0％

と一致しない。 

 

2～5 ページは、アンケートで回答を得た 3,364 人の回答結果に基づく全質問項目の集計

結果である。 

 

Ｑ１  あなたの性別、居住の都道府県、学校（学年）について教えてください 

      
 性別  

 番号 選択項目 回答数 構成比  

  男性 2,220 66.0%  

  女性 1,144 34.0%  

  計 3,364 100.0%  

      

 居住地    

      
 番号 選択項目 回答数 構成比  

  青森県 61 1.8%  

  宮城県 250 7.4%  

  茨城県 304 9.0%  

  栃木県 441 13.1%  

  群馬県 486 14.4%  

  埼玉県 253 7.5%  

  東京都 544 16.2%  

  岐阜県 301 8.9%  

  静岡県 399 11.9%  

  三重県 72 2.1%  

  大阪府 55 1.6%  

  兵庫県 198 5.9%  

  計 3,364 100.0%  

      

 学校（学年）    

      
 番号 選択項目 回答数 構成比  

 1 高校（2年生） 3,292 97.9%  

 2 日本語学校・その他 72 2.1%  

  計 3,364 100.0%  
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Ｑ２  2019 年度から国の施策により、大学制度の中で専門職業人を養成する新しい高等教育機関とし 

て「専門職大学」と「専門職短期大学」が、進路の選択肢に加わることを知っていましたか 

（1 つに○） 

      
 番号 選択項目 回答数 構成比  

 1 知っていた 596 17.7%  

 2 知らなかった 2,731 81.2%  

  無回答 37 1.1%  

  計 3,364 100.0%  

      

      

Ｑ３  「専門職大学」には右記のような特色があります。興味・関心がある項目はどれですか 

（いくつでも○） 

 ※ 複数回答項目のため、回答数は延べ。    

 ※ 構成比は、回答者 3,364人のうち、各項目を挙げた者の割合。    

      
 番号 選択項目 回答数 構成比  

 1 大学制度の中でも、今までにない新しい高等教育機関であること 607 18.0%  

 2 自分の好きな分野を学び、学んだ分野での就職を目指せること 2,299 68.3%  

 3 
実習・演習の科目が多く、目指す職種の実践的な能力を身につけら

れること 
1,242 36.9%  

 4 目指す職種の実務経験を持つ、多くの実務家教員から学べること 635 18.9%  

 5 実践力と同時に、そのための理論や関連分野の知識も学べること 437 13.0%  

 6 大学卒業者として文部科学大臣が定める学位を授与されること 473 14.1%  

   無回答 105 3.1%  

      

      

Ｑ４  高校卒業後の進路として現段階で検討しているのはどれですか（1つに○） 

      
 番号 選択項目 回答数 構成比  

 1 大学／専門職大学へ進学 1,367 40.6%  

 2 短期大学／専門職短期大学へ進学 118 3.5%  

 3 専門学校へ進学 373 11.1%  

 4 就職・アルバイト 1,006 29.9%  

 5 まだ決まっていない（検討中である） 392 11.7%  

 6 その他 37 1.1%  

  無回答 71 2.1%  

  計 3,364 100.0%  
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Ｑ５  「東京国際工科専門職大学（仮称）」には右記のような特長があります。興味・関心がある項目は 

どれですか（いくつでも○） 

 ※ 複数回答項目のため、回答数は延べ。    

 ※ 構成比は、回答者 3,364人のうち、各項目を挙げた者の割合。    

      
 番号 選択項目 回答数 構成比  

 1 学べる学科コース、目指せる資格が多彩であること 1,935 57.5%  

 2 就職に役に立つ高い実践力と知識・教養が同時に身につくこと 1,212 36.0%  

 3 キャンパスが新宿駅前で通学に便利であること 593 17.6%  

 4 学費が妥当であること 516 15.3%  

 5 母体となる法人が 50年以上の教育と就職の実績を築いていること 163 4.8%  

 6 
海外と連携して国際的な実践力を育むカリキュラムが豊富であるこ

と 
504 15.0%  

   無回答 156 4.6%  

      

      

Ｑ６  あなたは「東京国際工科専門職大学（仮称）」を受験したいと思いますか（1つに○） 

      
 番号 選択項目 回答数 構成比  

 1 受験したい 293 8.7%  

 2 受験しない 3,024 89.9%  

  無回答 47 1.4%  

  計 3,364 100.0%  

      

      

Ｑ６で、「受験したい」を選択した 293 人が回答対象である。  

      

「受験したい」と回答した方は、設置を予定する学科のうち受験したい学科を 1つ選択してください 

（1 つに○） 

      
 番号 選択項目 回答数 構成比  

 1 情報工学科 167 57.0%  

 2 デジタルエンタテインメント学科 124 42.3%  

  無回答 2 0.7%  

  計 293 100.0%  
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以下のＱ７は、Ｑ６で「受験したい」を選択した 293 人が回答対象である。 

Ｑ７  Ｑ６で選択した学科について、受験し合格した場合、入学したいと思いますか（1つに○） 

番号 選択項目 回答数 構成比 

1 入学したい 171 58.4% 

2 併願先の結果によっては入学したい 113 38.6% 

無回答 9 3.1% 

計 293 100.0% 

以下のＱ８は、Ｑ６で「受験しない」を選択した 3,024 人が回答対象である。 

Ｑ８  Q6 で「受験しない」と回答した方は、その理由を選んでください（いくつでも○） 

※ 複数回答項目のため、回答数は延べ。

※ 構成比は、回答者 3,024人のうち、各項目を挙げた者の割合。

番号 選択項目 回答数 構成比 

1 希望する分野の学部・学科・コースがないから 1,233 40.8% 

2 他の学校への進学を希望しているから 923 30.5% 

3 これまでの大学との違いが分からないから 184 6.1% 

4 もっと詳しく知ったうえで検討したいから 636 21.0% 

5 その他 473 15.6% 

無回答 49 1.6% 
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３ 入学意欲の分析 

 本調査は「東京国際工科専門職大学（仮称）」が所在する東京都新宿区への進学・入学が

見込まれる高校に在籍している高校 2年生を対象にアンケートを実施し、3,364人より回答

を得た。 

 3,364 人のうち、66.0％（2,220 人）が男性、34.0％（1,144 人）が女性となっている。

居住地は 16.2％にあたる 544人が回答した「東京」を始め、「茨城県」の 304人（11.2％）、

「栃木県」の 441人（16.2％）、「群馬県」の 486人（14.4％）、「埼玉県」の 253人（7.5％）

など、6 割が関東圏からの回答となっている。また、その他には「宮城県」や「岐阜県」、

「静岡県」などの居住者も 1 割程度含まれている。なお、本調査は日本語学校に在籍する

生徒にも実施しており、3,364人のうち、2.1％にあたる 72人がそれに該当する。 

 回答者 3,364 人に対して進路の選択肢に専門職大学と専門職短期大学が加わることにつ

いて知っているか否かを質問したところ、グラフ１が示す通り、「知っていた」に 596 人

（17.7％）、「知らなかった」に 2,731人（81.2％）が回答した。 

 Q6 にて「東京国際工科専門職大学（仮称）」への受験意欲を質問しており、グラフ２が

示す通り、「受験したい」に 8.7％にあたる 293人が回答し、受験意欲を示した。なお、「受

験したい」と回答した 293 人においては、受験を希望する学科を選択してもらっており、

167 人が「情報工学科」、124 人が「デジタルエンタテインメント学科」を選択した（無回

答が 2人）。 

「東京国際工科専門職大学（仮称）」に受験意欲を示した 293 人には、Q7 にて合格した

場合の入学意欲について質問したところ、58.4％にあたる 171 人が「入学したい」と回答

し、入学意欲を示した。なお、学科別の入学意欲については、表３が示す通りで、「情報工

学科」には「入学したい」に 103 人、「併願先の結果によっては入学したい」に 60 人が回

答している。「デジタルエンタテインメント学科」には「入学したい」に 68人、「併願先の

結果によっては入学したい」に 52人が回答しており、各学科において一定の入学意欲を示

す回答を得られた。 

また、「東京国際工科専門職大学（仮称）」に入学意欲を示した 171 人と居住地の回答を

クロス集計したところ、表４が示す通り、入学意欲を示した 171 人のうち、関東圏（茨城

県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都）に居住する高校生等が 120 人であり、通学が可能

な地域に居住する高校生等より、入学意欲を示す回答が一定数得られた。また、青森県で 3

人、宮城県で 6人、岐阜県で 8人、静岡県で 13人、三重県で 2人、大阪府で 3人、兵庫県

で 16人と、通学圏外の高校生からも入学意欲を示す回答が多数得られた。 

「東京国際工科専門職大学（仮称）」の各学科の入学定員と「入学したい」の回答数をま

とめた以下の表３の通り、本調査にて入学意欲を示す回答が一定数得られた。
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グラフ１ 「専門職大学」・「専門職短期大学」の認知（Q2の結果より） 

グラフ２ 「東京国際工科専門職大学（仮称）」への受験意欲（Q6の結果より） 

表３ 学科別・「東京国際工科専門職大学（仮称）」への入学意欲（Q 7×Q 6結果より） 

選択項目 入学したい 
併願先の結果によっ

ては入学したい 
無回答 

情報工学科 103人 60人 4人 

デジタルエンタテインメント学科 68人 52人 4人 

無回答 0人 1人 1人 

  合計 171人 113人 9人 

知っていた, 

596人, 17.7%

知らなかった, 

2731人, 81.2%

無回答, 37人, 1.1%

受験しない, 

3024人, 89.9%

無回答, 47人, 

1.4% 情報工学科, 

167人

デジタルエンタテイ

ンメント学科, 124

人

無回答, 2人

受験したい, 

293人,8.7%
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表４ 居住地別・「東京国際工科専門職大学（仮称）」への入学意欲（Q 7×Q 1結果より） 

選択項目 入学したい 
併願先の結果によって

は入学したい 

青森県 3人 7人 

宮城県 6人 6人 

茨城県 26人 12人 

栃木県 31人 15人 

群馬県 19人 11人 

埼玉県 12人 5人 

東京都 32人 17人 

岐阜県 8人 8人 

静岡県 13人 8人 

三重県 2人 1人 

大阪府 3人 3人 

兵庫県 16人 20人 

  合計 171人 113人 

以上の結果より、学校法人日本教育財団が平成 32 年 4 月に構想中である「東京国際工科
専門職大学（仮称）」の入学者確保の見通しは、調査対象とした高校生より、一定数の入学

意欲を示す回答を得たため、高校生の入学の可能性は現実的に可能であると考えられる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 

 

（開設予定の新たな高等教育機関「専門職大学」に関するアンケート用紙） 

 

 



A

中
面
に
続
き
ま
す
⇨
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あ
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と
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ら
れ
る
こ
と

4.
  目
指
す
職
種
の
実
務
経
験
を
持
つ
、
多
く
の
実
務
家
教
員
か
ら
学
べ
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れ
る
こ
と

Q
3

「
専
門
職
大
学
」に
は
右
記
の
よ
う
な
特
色
が
あ
り
ま

す
。興
味・
関
心
が
あ
る
項
目
は
ど
れ
で
す
か

（
 い
く
つ
で
も
○
 ）

1.
  大
学
／
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／
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ど
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。
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。
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／
デ
ジ
タ
ル
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
学
科

）称仮（
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あ
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あ
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と
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つ
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績
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携
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仮
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あ
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。
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仮
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概
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。
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１ 調査の概要 
 

◆調査の目的 ： 本調査は、学校法人日本教育財団が平成 32年 4月に設置を構想中である

「東京国際工科専門職大学（仮称）」の学生確保の見通しについて、イン

ターネットによるアンケートを用いて測ることを目的とする。 

 

◆調 査 期 間 ： 平成 30年 10月 

 

◆調 査 対 象 ： 東日本および九州在住の社会人および学生を対象に、インターネット調

査会社（株式会社クロス・マーケティング）協力のもと、アンケートを

実施。調査対象者の選定条件は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆調 査 方 法 ： インターネットを利用したアンケートで、回答者はパソコンおよびタブ

レットを使用して回答。 

 

◆調 査 内 容 ： アンケート項目は最大 9問で、1問が入力式、8問が選択肢式とした。 

        主な質問内容は、以下の通り。 

         『回答者の基本情報（性別・居住地・職業）について』 

         『専門職大学の特色への興味・関心について』 

         『「東京国際工科専門職大学（仮称）」への受験・入学意欲について』 

 

◆調 査 件 数 ： 3,973件  

 

  

調査会社に登録するモニターのうち、 

 ・年齢（18歳から 49歳） 

 ・最終学歴（高校卒業以上） 

 ・受験および入学が見込める居住地の方に限定し、回答を求めた。対象の居住

地は以下の通り。 

居住地 

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃

木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、福

岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 
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２ 全質問項目の集計結果 

※「構成比」（％）はいずれも、小数第二位を四捨五入。よって、合計は必ずしも 100.0％

と一致しない。

2～6 ページは、アンケートで回答を得た 3,973 人の回答結果に基づく全質問項目の集計

結果である。 

ＳＣ１  あなたの性別をお答えください。（１つを選択） 

番号 選択項目 回答数 構成比 

1 男性 2,103 52.9% 

2 女性 1,870 47.1% 

計 3,973 100.0% 

ＳＣ２  あなたの年齢をお答えください。（１つを選択） 

番号 選択項目 回答数 齢 

平均値 40.25 

最小値 18.00 

最大値 49.00 

計 3,973 

※詳細な年齢区分は以下の通り。

番号 選択項目 回答数 齢 

18-20歳 33 0.8% 

21-25歳 146 3.7% 

26-30歳 289 7.3% 

31-35歳 506 12.7% 

36-40歳 718 18.1% 

41-45歳 1,140 28.7% 

46-49歳 1,141 28.7% 

計 3,973 100.0% 
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ＳＣ３  あなたの職業をお答えください。（１つを選択） 

番号 選択項目 回答数 構成比 

1 会社勤務（一般社員） 1,384 34.8% 

2 会社勤務（管理職） 222 5.6% 

3 会社勤務（経営者・役員） 55 1.4% 

4 公務員・教職員・非営利団体職員 202 5.1% 

5 派遣社員・契約社員 231 5.8% 

6 自営業（商工サービス） 166 4.2% 

7 ＳＯＨＯ 43 1.1% 

8 農林漁業 18 0.5% 

9 専門職（弁護士・税理士等・医療関連） 96 2.4% 

10 パート・アルバイト 567 14.3% 

11 専業主婦 498 12.5% 

12 学生 71 1.8% 

13 無職 304 7.7% 

14 その他の職業 116 2.9% 

計 3,973 100.0% 

ＳＣ４  あなたの最終学歴をお答えください。（１つを選択） 

番号 選択項目 回答数 構成比 

1 中学卒 0 0.0% 

2 高校卒 1,065 26.8% 

3 専門学校卒 596 15.0% 

4 短大卒 320 8.1% 

5 高専卒 56 1.4% 

6 大学卒 1,636 41.2% 

7 大学院卒 241 6.1% 

8 上記以外 59 1.5% 

計 3,973 100.0% 
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ＳＣ５  あなたのお住まいをお答えください。（１つを選択） 

番号 選択項目 回答数 構成比 

北海道 253 6.4% 

青森県 64 1.6% 

岩手県 38 1.0% 

宮城県 116 2.9% 

秋田県 47 1.2% 

山形県 39 1.0% 

福島県 54 1.4% 

茨城県 130 3.3% 

栃木県 81 2.0% 

群馬県 103 2.6% 

埼玉県 440 11.1% 

千葉県 399 10.0% 

東京都 1,142 28.7% 

神奈川県 603 15.2% 

新潟県 84 2.1% 

山梨県 27 0.7% 

福岡県 166 4.2% 

佐賀県 15 0.4% 

長崎県 24 0.6% 

熊本県 29 0.7% 

大分県 25 0.6% 

宮崎県 17 0.4% 

鹿児島県 28 0.7% 

沖縄県 49 1.2% 

計 3,973 100.0% 



5 

ＳＣ６  ２０１９年度から国の施策により、大学制度の中で専門職業人を養成する新しい高等教育機関

として「専門職大学」と「専門職短期大学」が創設されます。「専門職大学」には下記の特色があ

りますが、興味・関心がある項目はどれですか？あてはまるもの全て選んでください。（複数選

択） 

※ 複数回答項目のため、回答数は延べ。

※ 構成比は、回答者 3,973 人のうち、各項目を挙げた者の割合。

番号 選択項目 回答数 構成比 

1 大学制度の中でも、今までにない新しい高等教育機関であること 1,042 26.2% 

2 自分の好きな分野を学び、学んだ分野での就職を目指せること 1,764 44.4% 

3 
実習・演習の科目が多く、目指す職種の実践的な能力を身につけら

れること 
1,324 33.3% 

4 目指す職種の実務経験を持つ、多くの実務家教員から学べること 992 25.0% 

5 実践力と同時に、そのための理論や関連分野の知識も学べること 851 21.4% 

6 大学卒業者として文部科学大臣が定める学位を授与されること 1,349 34.0% 

ＳＣ７  あなたは「東京国際工科専門職大学（仮称）」を受験したいと思いますか。（１つを選択） 

番号 選択項目 回答数 構成比 

1 受験したい 490 12.3% 

2 受験しない 3,483 87.7% 

計 3,973 100.0% 

ＳＣ７で、「受験したい」を選択した 490人が回答対象である。 

ＳＣ８  「東京国際工科専門職大学（仮称）」では、２つの学科を設置予定です。あなたが入学したい学

科をお答えください。（１つを選択） 

番号 選択項目 回答数 構成比 

1 情報工学科 213 43.5% 

2 デジタルエンタテインメント学科 191 39.0% 

3 併願先の結果等によっては入学したい 86 17.6% 

計 490 100.0% 
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Ｑ１は、SC８で入学したい学科を選択した方のうち、320人（先着順）に限定して質問した。 

Ｑ１  「東京国際工科専門職大学（仮称）」の特長の中で、興味・関心がある項目はどれですか。あては

まるもの全て選んでください。（複数選択） 

※ 複数回答項目のため、回答数は延べ。

※ 構成比は、回答者 320 人のうち、各項目を挙げた者の割合。

番号 選択項目 回答数 構成比 

1 学べる学科コース、目指せる資格が多彩であること 202 63.1% 

2 就職に役立つ高い実践力と知識・教養が同時に身につくこと 156 48.8% 

3 キャンパスが新宿駅前で通学に便利であること 117 36.6% 

4 学費が妥当であること 87 27.2% 

5 母体となる法人が５０年以上の教育と就職の実績を築いていること 63 19.7% 

6 海外と連携して国際的な実践力を育むカリキュラムが豊富であるこ

と

59 18.4% 
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３ 入学意欲の分析 
 

 

 本調査はインターネットを利用し、東日本および九州在住の 18 歳から 49 歳の社会人お

よび学生を対象にアンケートを実施し、3,973人による回答結果となっている。概要の通り、

東京都新宿区に所在する「東京国際工科専門職大学（仮称）」への受験および入学が見込め

る居住地の方に限定して質問を行っている。 

対象となる 3,973 人に、「東京国際工科専門職大学（仮称）」への受験意欲について質問

したところ、グラフ１が示す通り、12.3％にあたる 490 人が「受験したい」と回答した。

受験意欲を示した 490 人による性別、年齢層、職業はグラフ・表２～４の通りである。特

に、年齢層については回答率（受験意欲を示した回答者／アンケート全回答者）を算出し

ているが、「21-25 歳」は回答者 146 人のうち、17.1％に当たる 25 人が受験意欲を示して

おり、もっとも回答率が高かった。他の年齢層においても概ね 10％以上の受験意欲が示し

ている。 

「東京国際工科専門職大学（仮称）」では 2つの学科の設置を構想しており、受験意欲を

示した 490 人には構想中の 2 つの学科いずれかへの入学意欲を質問した。その結果をまと

めたものが以下の表である。 

 

学科 入学定員 「入学したい」の回答 

情報工学科 120人 213 人 

デジタルエンタテインメント学科 80人 191 人 

 

 この通り、「東京国際工科専門職大学（仮称）」が構想中の各学科に対して、入学定員を

上回る、入学意欲を示す回答が得られた。 

 さらに、各学科への入学意欲と居住地についてクロス集計を行った結果、以下の表の通

りで、「東京国際工科専門職大学（仮称）」への通学がより現実定な南関東地域（埼玉県、

千葉県、東京都、神奈川県）の居住者に限定しても、各学科に対して、入学定員を上回る、

入学意欲を示す回答が得られた。 
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都道府県 情報工学科 
デジタルエンタテインメント

学科 

併願﨑の結果等によって

は入学したい 

北海道 12人 10人 5人 

青森県 3人 5人 2人 

岩手県 3人 0人 0人 

宮城県 10人 4人 2人 

秋田県 2人 1人 1人 

山形県 1人 3人 1人 

福島県 2人 5人 1人 

茨城県 5人 7人 3人 

栃木県 6人 3人 1人 

群馬県 5人 5人 1人 

埼玉県 19人 13人 12人 

千葉県 23人 15人 6人 

東京都 70人 62人 24人 

神奈川県 26人 39人 15人 

新潟県 6人 0人 2人 

山梨県 2人 1人 0人 

福岡県 9人 11人 7人 

佐賀県 0人 1人 0人 

長崎県 2人 2人 0人 

熊本県 1人 1人 1人 

大分県 0人 2人 1人 

宮崎県 1人 0人 0人 

鹿児島県 1人 0人 0人 

沖縄県 4人 1人 1人 

合計 213人 191人 86人 

  【南関東圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）居住者のみの入学意欲】 

情報工学科 
デジタルエンタテインメント

学科 

合計 138人 129人 
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グラフ１ 東京国際工科専門職大学への受験・入学意欲（CS7×CS8の結果より） 

グラフ２ 【性別】東京国際工科専門職大学への受験意欲（CS1×CS7の結果より） 

受験しない, 

3483人, 87.7%

情報工学科, 213人

デジタルエンタテインメ

ント学科, 191人

併願先の結果等に

よっては入学したい, 

86人

受験したい

, 490人, 12.3%

男性, 302人, 

61.6%

女性, 188人, 

38.4%



表３ 【年齢層別】東京国際工科専門職大学への受験意欲（CS2×CS7の結果より） 

選択項目 
回答者数 

【A】 

SC7で受験したい 

【B】 

回答率 

【B/A】 

1 18-20歳 33人 2人 6.1% 

2 21-25歳 146人 25人 17.1% 

3 26-30歳 289人 42人 14.5% 

4 31-35歳 506人 73人 14.4% 

5 36-40歳 718人 89人 12.4% 

6 41-45歳 1,140人 134人 11.8% 

7 46-49歳 1,141人 125人 11.0% 

合計 3,973人 490人 

表４ 【職業別】東京国際工科専門職大学への受験意欲（CS3×CS7の結果より） 

番号 選択項目 回答数 構成比 

1 会社勤務（一般社員） 224 人 45.7% 

2 会社勤務（管理職） 45人 9.2% 

3 会社勤務（経営者・役員） 7人 1.4% 

4 公務員・教職員・非営利団体職員 23人 4.7% 

5 派遣社員・契約社員 24人 4.9% 

6 自営業（商工サービス） 22人 4.5% 

7 ＳＯＨＯ 8人 1.6% 

8 農林漁業 1人 0.2% 

9 専門職（弁護士・税理士等・医療関連） 10人 2.0% 

10 パート・アルバイト 53人 10.8% 

11 専業主婦 42人 8.6% 

12 学生 7人 1.4% 

13 無職 15人 3.1% 

14 その他の職業 9人 1.8% 

計 490 人 100.0% 

　以上の結果より、学校法人日本教育財団が平成 32 年 4 月に設置構想中である「東京国際
工科専門職大学（仮称）」の入学者確保の見通しは、調査対象とした社会人及び学生より、

入学定員を上回る入学意欲を示す回答を得たため、十分に可能であると判断できる。 
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【資料⑪】　他校学費との比較

●学費案
大学 都道府県 学部 学科 入学金 学費 合計 実習費

東京国際工科専
門職大学

東京 工科学部 情報工学科 ¥300,000 ¥1,440,000 ¥1,740,000 実費

東京国際工科専
門職大学

東京 工科学部
デジタルエンタテ
インメント学科

¥300,000 ¥1,480,000 ¥1,780,000 実費

競合大学
大学 都道府県 学部 学科 入学金 学費 合計 実習費

工学院大学 東京 工学部 情報通信工学科 ¥250,000 ¥1,298,000 ¥1,548,000 ¥80,000

工学院大学 東京 先進工学部 先進工学部総合 ¥250,000 ¥1,298,000 ¥1,548,000 ¥100,000

玉川大学 東京 工学部
メディアネット
ワーク学科

¥250,000 ¥1,400,000 ¥1,650,000 ¥280,000

玉川大学 東京 工学部 情報通信工学科 ¥250,000 ¥1,364,000 ¥1,614,000 ¥275,200

デジタルハリウッ
ド大学

東京
デジタルコミュニ
ケーション学部

デジタルコンテン
ツ学科

¥250,000 ¥1,129,000 ¥1,379,000 ¥149,000

東京工芸大学 東京 芸術学部
アニメーション学
科

¥250,000 ¥1,410,000 ¥1,660,000 ¥200,000

東京工芸大学 東京 芸術学部 ゲーム学科 ¥250,000 ¥1,410,000 ¥1,660,000 ¥200,000

東京電機大学 東京 未来科学部
ロボット・メカトロ
ニクス学科

¥250,000 ¥1,306,000 ¥1,556,000 ¥190,000

東京工科大学 東京 メディア学部 メディア学科 ¥250,000 ¥1,296,000 ¥1,546,000 -

東京工科大学 東京 工学部 情報工学科 ¥250,000 ¥1,346,000 ¥1,596,000 -

神奈川工科大学 神奈川 情報学部
情報メディア学
科

¥200,000 ¥1,370,000 ¥1,570,000 -

神奈川工科大学 神奈川 情報学部 情報工学科 ¥200,000 ¥1,370,000 ¥1,570,000 -

湘南工科大学 神奈川 工学部 情報工学科 ¥200,000 ¥1,300,000 ¥1,500,000 -

湘南工科大学 神奈川 工学部
総合デザイン学
科

¥200,000 ¥1,300,000 ¥1,500,000 -

湘南工科大学 神奈川 工学部
電気電子メディ
ア工学科

¥200,000 ¥1,300,000 ¥1,500,000 -



【資料⑫】国内IT市場 産業分野別 支出額予測、2017～2022年

※2017年は実績値、2018年以降は予測値

 出典：IDC Japan（株）　2018年5月29日　プレスリリース



【資料⑬】国内AIソリューション市場

出典：株式会社ＭＭ総研　企業の人工知能（AI）導入実態調査（2018年９月）
2018年09月26日プレスリリース



 出典：IDC Japan（株）　2018年9月12日　プレスリリース

【資料⑭】国内IoT市場 テクノロジー別予測、2018年～2022年

（1）ハードウェア（センサー／モジュール、サーバー、ストレージ、セキュリティハードウェア／その他ハードウェア）、（2）
コネクティビティ、（3）ソフトウェア（アプリケーションソフトウェア、セキュリティソフトウェア／その他ソフトウェアソフトウェ
ア、アナリティクスソフトウェア、IoTプラットフォーム）、（4）サービス（導入サービス、運用サービス）という4つの「技術グ
ループ」に分類



【資料⑮】ロボット産業の将来需要予測

2012年 2015年 2020年 2025年 2035年
製造分野 6,600 10,018 12,564 15,807 27,294
ロボテク(RT)製品 1,400 1,771 4,516 8,057 15,555
農林水産分野 10 467 1,212 2,255 4,663
サービス分野 600 3,733 10,241 26,462 49,568
合計 8,600 15,990 28,533 52,580 97,080

（単位：億円）

出典：『2012年　ロボット産業の市場動向調査結果概要』（平成25年7月18日
産業経済省製造産業局産業機械課）

2012年 2015年 2020年 2025年 2035年

サービス分野 600 3,733 10,241 26,462 49,568

農林水産分野 10 467 1,212 2,255 4,663

ロボテク(RT)製品 1,400 1,771 4,516 8,057 15,555

製造分野 6,600 10,018 12,564 15,807 27,294
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【資料⑯】IT企業のIT人材の”量”に対する過不足感

大幅に不足して
いる

やや不足している
特に過不足はな

い

やや過剰である
（削減や職種

転換等が必要）
無回答

2013年度調査
（Ｎ=790）

19.0 63.2 16.1 1.4 0.4

2014年度調査
（Ｎ=876）

22.7 64.7 10.8 1.5 0.2

2015年度調査
（Ｎ=1,031）

24.2 67.0 8.1 0.3 0.4

2016年度調査
（Ｎ=1,221）

20.3 66.6 11.9 0.3 0.9

2017年度調査
（Ｎ=1,319）

29.5 61.0 8.1 0.8 0.6

出典：独立行政法人情報処理推進機構「ＩＴ人材白書2018　Society 5.0の主役たれ　～企業・組織から、個人
チームの時代へ」
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（Ｎ=1,031）

2016年度調査

（Ｎ=1,221）

2017年度調査

（Ｎ=1,319）

大幅に不足している やや不足している 特に過不足はない やや過剰である

（削減や職種

転換等が必要）

無回答

出典：独立行政法人情報処理推進機構「ＩＴ人材白書2018 Society 5.0の主役たれ ～企業・組織から、個人チームの時代へ」

図表3‐1‐5 ＩＴ企業のＩＴ人材の“量”に対する過不足感【過去五年間の変化】



【資料⑰】　ＩＴ企業のＩＴ人材の“質”に対する不足感

大幅に不足している やや不足している 特に不足はない 無回答

2013年度調査
（Ｎ=790）

26.6 65.3 7.8 0.3

2014年度調査
（Ｎ=876）

29.0 61.8 9.1 0.1

2015年度調査
（Ｎ=1,031）

27.8 65.5 5.0 1.6

2016年度調査
（Ｎ=1,221）

23.3 66.8 8.2 1.7

2017年度調査
（Ｎ=1,319）

29.7 63.2 6.6 0.5

出典：独立行政法人情報処理推進機構「ＩＴ人材白書2018　Society 5.0の主役たれ　～企業・組織から、個人
チームの時代へ」
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（Ｎ=1,319）

大幅に不足している やや不足している 特に不足はない 無回答

出典：独立行政法人情報処理推進機構「ＩＴ人材白書2018 Society 5.0の主役たれ ～企業・組織から、個人チームの時代へ」

図表3‐1‐8 ＩＴ企業のＩＴ人材の“質”に対する不足感【過去五年間の



【資料⑱】世界の地域別ゲームコンテンツ市場

比率 金額

アジア 45.9% 4兆1335億円

米国 28.1% 2兆5328億円

欧州 20.5% 1兆8436円

その他 5.4% 4878億円

比率 金額

アジア 45.2% 4兆9219億円

米国 25.9% 2兆8267億円

欧州 21.2% 2兆3051億円

その他 7.7% 8428億円

出典：ファミ通.com 白書2018（株式会社Gzブレイン 　プレスリリース2018年6月11日）

2016年
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地域
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アジア

45.9%

米国

28.1%

欧州

20.5%

その他

5.4%

＜2016年＞

4878億円

4兆1335億円

2兆5328億円

1兆8436億円
合計

8兆9977億円

アジア

45.2%

米国

25.9%

欧州

21.2%

その他

7.7%

＜2017年＞

8428億円

2兆3051億円

2兆8267億円

4兆9219億円

合計

10兆8964億円



【資料⑲】国内家庭用/オンラインプラットフォーム　ゲーム市場規模推移

出典：（株式会社Gzブレインプレスリリース　2018年6月11日） ファミ通ゲーム白書2018 
　　　　集計期間：2007年12月31日～2017年12月31日（※2018年4月時点での情報に基づいて作成）



東京国際工科専門職大学（仮称） 

設置構想に係るニーズアセスメント調査 

ご報告書 

【卒業生の人材需要の見込みに関するアンケート調査（出口調査）】 

平成 30年 10月 

株式会社高等教育総合研究所 
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 開設予定の新たな高等教育機関「専門職大学」に関するアンケート用紙 

 

 

 

 

  



1 

 

１ 調査の概要 

 

◆調査の目的 ： 本調査は、学校法人日本教育財団が平成 32年 4月に設置を構想中である

「東京国際工科専門職大学（仮称）」の卒業生の人材需要の見通しについ

て、企業を対象としたアンケートを用いて測ることを目的とする。 

 

◆調 査 期 間 ： 平成 30年 9～10月 

 

◆調 査 対 象 ： 「東京国際工科専門職大学（仮称）」の卒業生の採用が想定できる分野に

関連する企業や、実習予定企業等を対象とした。 

       

◆調 査 方 法 ： アンケート用紙を企業等の人事担当者宛てに送付。回答後、返送を求め

た。 

 

◆調 査 内 容 ： アンケート項目は全 8問で、5問が選択肢式、3問が記述式となっている 

        主な質問内容は、以下の通り。 

         『回答者の基本情報（所在地・業種・従業員規模）について』 

         『人材を採用する際に重視することについて』 

         『「東京国際工科専門職大学（仮称）」の卒業生に対する採用意欲につ

いて』 

        ※Q8は企業名・部署名の質問であるため、回答結果は割愛する。 

 

◆調 査 件 数 ： 82件  （送付件数 82件 ／ 回収率 100.0％ ） 

 

 



2 

 

２ 全質問項目の集計結果 

※「構成比」（％）はいずれも、小数第二位を四捨五入。よって、合計は必ずしも 100.0％

と一致しない。 
 

2～7ページは、アンケートで回答を得た 82件の回答結果に基づく全質問項目の集計結果

である。 

Ｑ１  貴社の所在地（都道府県）を記入ください 

      
 番号 選択項目 回答数 構成比  

  東京都 38 46.3%  

  神奈川県 3 3.7%  

  愛知県 13 15.9%  

  滋賀県 1 1.2%  

  京都府 3 3.7%  

  大阪府 20 24.4%  

  兵庫県 3 3.7%  

  奈良県 1 1.2%  

  計 82 100.0%  

      

Ｑ２  貴社の業種はどれに該当しますか。（1つに○） 

      
 番号 選択項目 回答数 構成比  

 1 IT・ICT開発 47 57.3%  

 2 家電・産業機器メーカー 3 3.7%  

 3 ゲーム・デジタルコンテンツ企画・開発 17 20.7%  

 4 映像・アニメーション制作 4 4.9%  

 5 その他 11 13.4%  

  計 82 100.0%  

      

Ｑ３  貴社の従業員規模はどれに該当しますか（1 つに○） 

      
 番号 選択項目 回答数 構成比  

 1 10名未満 4 4.9%  

 2 10～99名 30 36.6%  

 3 100～199名 22 26.8%  

 4 200～299名 11 13.4%  

 5 300名以上 15 18.3%  

  計 82 100.0%  



3 

 

      

Ｑ４  貴社で人材を採用する際に重視するのはどれですか（いくつでも○） 

 ※ 複数回答項目のため、回答数は延べ。    

 ※ 構成比は、回答者 82件のうち、各項目を挙げた者の割合。    

      
 番号 選択項目 回答数 構成比  

 1 基礎的な学力 39 47.6%  

 2 主体性・自律性 66 80.5%  

 3 論理的な思考力 46 56.1%  

 4 創造的な発想力 27 32.9%  

 5 採用職種の深い専門知識 22 26.8%  

 6 採用職種の高い実務能力 24 29.3%  

 7 採用職種に関する応用力 25 30.5%  

 8 語学力・国際性 3 3.7%  

 9 コミュニケーション能力 68 82.9%  

 10 インターンシップ経験 3 3.7%  

 11 採用職種に関する取得資格（見込み含む） 10 12.2%  

  その他 6 7.3%  

      

      

Ｑ５  「東京国際工科専門職大学（仮称）」では、概要に記載した専門職の人材を養成します。こうした

人材に対してどれくらい興味がありますか（1つに○） 

      
 番号 選択項目 回答数 構成比  

 1 大いに興味がある 68 82.9%  

 2 やや興味がある 13 15.9%  

 3 あまり興味がない 0 0.0%  

 4 興味がない 0 0.0%  

  無回答 1 1.2%  

  計 82 100.0%  

      

  



4 

 

      

Ｑ６  貴社からみて、「東京国際工科専門職大学（仮称）」を卒業する学生を、採用したいと思います

か。（それぞれあてはまる番号を枠内に記入し、１または２の場合は採用可能と思われる人数を

記入） 
      
 【情報工学科】    

      
 番号 選択項目 回答数 構成比  

 1 採用したい 58 70.7%  

 2 採用を検討したい 11 13.4%  

 3 どちらとも言えない 3 3.7%  

 4 採用しない 1 1.2%  

  無回答 9 11.0%  

   計 82 100.0%  

      

      

以下は「１．採用したい」「２．採用を検討したい」と回答した 69 件が回答対象である。  

      

 （採用可能と思われる人数）    

      
 番号 記述内容 回答数 構成比  

  1名 3 4.3%  

  2名 12 17.4%  

  3名 24 34.8%  

  4名 2 2.9%  

  5名 15 21.7%  

  6名 2 2.9%  

  8名 2 2.9%  

  10名 6 8.7%  

  20名 2 2.9%  

  無回答 1 1.4%  

   計 69 100.0%  

      

  



5 

 

      

 【デジタルエンタテインメント学科】    

      
 番号 選択項目 回答数 構成比  

 1 採用したい 45 54.9%  

 2 採用を検討したい 24 29.3%  

 3 どちらとも言えない 4 4.9%  

 4 採用しない 0 0.0%  

  無回答 9 11.0%  

   計 82 100.0%  

      

      

以下は「１．採用したい」「２．採用を検討したい」と回答した 69 件が回答対象である。  

      

 （採用可能と思われる人数）    

      
 番号 記述内容 回答数 構成比  

  1名 10 14.5%  

  2名 18 26.1%  

  3名 19 27.5%  

  4名 1 1.4%  

  5名 12 17.4%  

  6名 2 2.9%  

  8名 1 1.4%  

  10名 4 5.8%  

  20名 1 1.4%  

  30名 1 1.4%  

  無回答 0 0.0%  

   計 69 100.0%  
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Ｑ７  その他「東京国際工科専門職大学（仮称）」の設置計画について、ご意見、ご要望があれば記

入ください 

所在地 業種 意見・要望 

東京都 IT・ICT開発 是非楽しみにしております 

東京都 IT・ICT開発 
専門知識をもち、かつコミュニケーション能力の高い学生を採用できる事

を期待しています 

東京都 IT・ICT開発 

産学連携の新規事業。その新規事業をつくるにあたり学校で学んだデザ

イン思考、先端技術、プロジェクトマネジメントなど就職したのち、表現す

るであろうことを網羅出来る様な経験学習。学びと体験を産学連携で出

来るインターンシップ制度が構築できるようにしてもらえるとうれしいです 

東京都 IT・ICT開発 
専門職大学についてまだ認知度が少ないので企業に対するアピールが

必要と思います 

神奈川県 IT・ICT開発 

大学生としての広い知見とコミュニケーション力、専門学校グループなら

ではの深い知識・技術、その両方を身につけられれば当社の求める人材

と合致します。現在の教育機関の良いところが組み合わさることを期待し

ます 

愛知県 IT・ICT開発 専門職大学の開学にご賛同致します 

愛知県 IT・ICT開発 

ＳＥ・ＰＧの需要が高まっているなか、少子化の影響もあり専門性の高い

知識を持つ学生が少ないため（相対的に）このような専門職大学の設置

には大いに期待しています 

大阪府 IT・ICT開発 大いに期待しています 

大阪府 IT・ICT開発 
一般的な大学とは違った、より専門性を持った即戦力となる学生を育て

ていただきたいと思います 

大阪府 IT・ICT開発 
貴学が設置を計画しておられる東京国際工科専門職大学は、私共企業

としましても大きな期待をしております 

大阪府 IT・ICT開発 社会において技術革新等をリードしてくれる人材の育成 

愛知県 
家電・産業機器メー

カー 
ＩＴ人材不足で期待しています 

東京都 
ゲーム・デジタルコ

ンテンツ企画・開発 
チーム制作、開発する経験 

東京都 
ゲーム・デジタルコ

ンテンツ企画・開発 

目的意識をはっきり持った生徒の進学先として専門職大学の存在意義

は大きいと思います。学生生活は専門の勉学以外にも教養を深め、人間

関係を構築したり視野を広げたりするための貴重な時間であると考えま

すので専門分野に留まらないカリキュラムの選択が可能であればなお良

いのではないかと思います。 

東京都 
ゲーム・デジタルコ

ンテンツ企画・開発 
技術力だけでなく精神力（メンタルの強さ）なども教育頂ければ幸いです 

大阪府 
ゲーム・デジタルコ

ンテンツ企画・開発 
期待しています 

東京都 
映像・アニメーション

制作 

グループワークも良いですが、個人の制作力も向上支援して頂けると幸

いです。まだ人気職（モデラ・アニメーター）だけでなく、リギング、エフェク

ト、ライティグ、コンポジットなどを学べる環境を期待しています 

東京都 その他 

産学連携で学科生と企業でプロジェクトを実行するなど新しいデジタルサ

ービス、アプリ開発等ができれば実際に連携してみたい。UI.UX デザイン

の強化 
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東京都 その他 
これまでの大学との差別において即戦力となるような人材の育成に期待

しております 

大阪府 その他 
専門職大学に非常に関心がございます。是非とも実現して頂きたく心待

ちにしております 

大阪府 その他 学内見学の機会をお願い致します 

大阪府 その他 
専門的な知識・能力と共にチームで価値を創造出来る人材育成を望み

ます 
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３ 人材需要の分析 
 

 本調査は学校法人日本教育財団が設置構想中の「東京国際工科専門職大学（仮称）」にお

ける人材需要の見込みについて調査するため、将来卒業生の採用が想定できる分野に関連

する企業や実習予定企業等を対象とし、82件の回答を得た。 

 回答を得た 82 件のうち、46.3％にあたる 38 件が「東京都」に所在している企業からの

回答となっている。その他の地域として、「神奈川県」「愛知県」「滋賀県」「京都府」「大阪

府」「兵庫県」「奈良県」に所在する企業から回答があった。 

 業種の内訳はグラフ１が示す通り、「IT・ICT 開発」の 47 件（57.3％）、「ゲーム・デジ

タルコンテンツ企画・開発」の 17 件（20.7％）からの回答が目立った。なお、設定した 5

つすべての業種から回答が得られた。 

 Q5 にて「東京国際工科専門職大学（仮称）」が養成する人材への興味について質問した

ところ、グラフ２が示す通り、「大いに興味がある」に 68件（82.9％）、「やや興味がある」

に 13 件（15.9％）が回答し、98.8％と 1 件を除く 81 件の企業より興味を示す回答が得ら

れた。 

 「東京国際工科専門職大学（仮称）」では、2の学科の設置を構想中であるため、Q6にて

学科ごとに採用意欲について質問した。各学科における採用意欲への回答は、以下の表の

通りであり、いずれの学科で一定数の採用意欲を示す回答が得られた。 

 

学科 
採用したい 採用を検討したい 採用意欲合計 

回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 

情報工学科 58件 70.7% 11件 13.4% 69件 84.1% 

デジタルエンタテインメント学科 45件 54.9% 24件 29.3% 69件 84.1% 

※ 上記表の“割合”は、回答のあった 82件における回答率 

 

また、卒業する学生へ採用意欲を示した企業に対し、採用可能と思われる人数の記述を

求めた。各学科における回答結果は以下のようになった。 

 

学科 入学定員 採用意欲（Q6） 採用可能な人数 

情報工学科 120名 69件 310名 

デジタルエンタテインメント学科 80名 69件 277名 

 

 この結果、2つの学科おいて、入学定員を上回る採用意欲を示す回答が得られた。 
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グラフ１ 回答企業 82件の業種内訳（Q2の結果より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ２ 「東京国際工科専門職大学（仮称）」で養成する人材への興味（Q5結果より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の結果より、学校法人日本教育財団が平成 32年 4月に設置構想中である「東京国際

工科専門職大学（仮称）」の人材需要の見込みは、構想する 2つの学科で、予定する入学定

員を上回る採用意欲を示す回答を得られたことから、需要は高いと判断できる。 

 

IT・ICT開発, 47件, 

57.3%

家電・産業機器

メーカー, 3件, 3.7%

ゲーム・デジタル

コンテンツ企画・

開発, 17件, 20.7%

映像・アニメーショ

ン制作, 4件, 4.9%

その他, 

11件, 

13.4%

大いに興味がある, 

68件, 82.9%

やや興味がある, 

13件, 15.9%

無回答, 1件, 

1.2%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 

（実施したアンケート用紙） 
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ャ
試
験
　
●
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
試
験
　

●
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
試
験
　
●
エ
ン
ベ
デ
ッ
ド
シ
ス
テ
ム
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
試
験
　

●
IT
サ
ー
ビ
ス
マ
ネ
ー
ジ
ャ
試
験
　
●
シ
ス
テ
ム
監
査
技
術
者
試
験
　
●
情
報
処
理
安
全
確
保
支
援
士
試
験

●
CG
ク
リ
エ
イ
タ
ー
検
定
　
●
CG
エ
ン
ジ
ニ
ア
検
定
　
●
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
検
定
　
●
色
彩
検
定
　
ほ
か

目
指
せ
る
資
格



フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

- 学長
ヨシカワ　ヒロユキ

吉川　弘之
＜平成32年4月＞

工学博士

国立研究開発法人
科学技術振興機構

上席フェロー
（平成27年6月）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

別記様式第３号（その１）

教 員 名 簿

年齢
調書
番号

役職名
現　職

（就任年月）

学 長 の 氏 名 等

保有
学位等

月額基本給
（千円）



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

情報工学概論 1前 2 1

デザインエンジニアリング概論 1前 9 3

臨地実務実習Ⅱ 3通 7.5 1

卒業研究制作 4通 4 1

人工知能システム開発Ⅰ 2前 4 2

地域共創デザイン実習 2通 6 1

機械学習 2後 4 2

卒業研究制作 4通 4 1

力学 1後 6 3

制御工学基礎 2前 6 3

機械設計 2後 2 1

ロボット機構 3前 2 1

ロボット制御 3前 2 1

卒業研究制作 4通 4 1

感性をはかる 1前 6 3

地域共創デザイン実習 2通 6 1

ソフトウェアシステム開発 3前 2 1

臨地実務実習Ⅱ 3通 7.5 1

卒業研究制作 4通 4 1

センサ・アクチュエータ 2前 6 3

地域共創デザイン実習 2通 6 1

産業用ロボット実習 3後 2 1

ソリューション開発Ⅱ 4前 4 1

臨地実務実習Ⅰ 2通 5 1

臨地実務実習Ⅱ 3通 7.5 1

臨地実務実習Ⅲ 4通 7.5 1

英語コミュニケーションⅠa 1前 2 1

英語コミュニケーションⅠb 1後 2 1

英語コミュニケーションⅡa 2前 2 1

英語コミュニケーションⅡb 2後 1 1

英語コミュニケーションⅢa 3前 2 1

英語コミュニケーションⅢb 3後 1 1

英語コミュニケーションⅣ 4前 1 1

Pythonプログラミング 1後 4.5 3

プログラミング概論 2前 1.5 1

人工知能基礎 2前 3 2

人工知能応用 3後 2 1

臨地実務実習Ⅲ 4通 7.5 1

組込みC,  C++言語 1後 9 3

プログラミング概論 2前 1.5 1

臨地実務実習Ⅰ 2通 5 1

ソフトウェアシステム開発 3前 2 1

臨地実務実習Ⅲ 4通 7.5 1

データベース基礎と応用 2前 6 3

自然言語処理 2前 3 2

メディア情報処理実習 2後 1 1

技術英語 3前 6 3

ソリューション開発Ⅰ 3後 2 1

卒業研究制作 4通 4 1

情報工学概論 1前 2 1

メディア情報処理実習 2後 1 1

画像・音声認識 3前 4 2

人工知能システム開発Ⅱ 3前 3 1

人工知能応用 3後 2 1

卒業研究制作 4通 4 1

5.5日

神田外語学院
非常勤講師

（平成15年4月）
5.5日

博士
(工学)

Master of
Arts in

New
Literature

s in
English
（イギリ

ス）

5.5日

短期大学
卒

博士
（工学）

ハタエ　シゲキ

波多江　茂樹

＜令和２年４月＞

サイトウ　アキ

斎藤 亜希

＜令和２年４月＞

修士
(科学)

学校法人
日本教育財団
東京国際工科

専門職大学(仮称）
設立準備室　室員
（平成29年9月）

博士
（バイオサ
イエンス）

3日

5.5日

日本アイ・ビー・エム
株式会社

東京基礎研究所
専任研究員・

リサーチスタッフメンバー
（昭和60年4月）

学校法人
日本教育財団
ＨＡＬ東京
専任教官、

学科リーダー
（平成21年10月）

5.5日

株式会社
ＫＤＤＩ総合研究所
教育・医療ＩＣＴ
グループ　嘱託
（昭和55年4月）

博士
(工学)

5.5日

5.5日

4日

4日

博士
(工学)

奈良先端科学技術
大学院大学

先端科学技術研究科
准教授

（平成17年9月）

芝浦工業大学
名誉教授

（平成28年4月）

港湾職業能力開発
短期大学校横浜校

物流情報科
特任能力開発教授
（平成14年4月）

関東学院大学
理工学部

講師
（平成22年4月）

株式会社
プラチナリンク

代表取締役
（平成29年2月）

博士
(工学)

工学博士

工学博士

4.5日

5.5日

東京農工大学
大学院工学研究院

教授
（昭和60年4月）

教授

オオゼキ　カズオ

大関 和夫

＜令和２年４月＞

トオヤマ　シゲキ

遠山　茂樹

＜令和２年４月＞

トミヤマ　テツオ

冨山　哲男

＜令和２年４月＞

 専 准教授

ニシダ　マミ

西田 麻美

＜令和２年４月＞

 専

学校法人
日本教育財団
東京国際工科

専門職大学(仮称）
設立準備室　室員
（平成30年9月）

（用紙　日本工業規格A4縦型）

調書
番号

担当授業科目の名称
配当
年次

担当
単位
数

年間
開講
数

現　職
（就任年月）

年齢
保有

学位等
職位

専任等
区　分

月額
基本給
(千円)

申請に係る
大学等の職
務に従事す
る週当たり
平均日数

教 　員 　の 　氏 　名 　等

（工科学部 情報工学科）

別記様式第3号（その2の1）

カミジョウ　コウイチ

上條　浩一

＜令和２年４月＞

教授

専



教授

スズキ　マサミ

鈴木 雅実

＜令和２年４月＞



講師

実(研)

 専

実(研)

 専



専

スガヤ　タカヨシ

菅谷　孝義

＜令和２年４月＞

実専 講師

アラガネ　マサノリ

荒金　匡德

＜令和２年４月＞

 専 教授

コマイ　ショウジ

駒井　章治

＜令和２年４月＞

助教

講師



 専 教授

教授
（副学長）
（学部長）

1



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

（用紙　日本工業規格A4縦型）

調書
番号

担当授業科目の名称
配当
年次

担当
単位
数

年間
開講
数

現　職
（就任年月）

年齢
保有

学位等
職位

専任等
区　分

月額
基本給
(千円)

申請に係る
大学等の職
務に従事す
る週当たり
平均日数

教 　員 　の 　氏 　名 　等

（工科学部 情報工学科）

別記様式第3号（その2の1）

情報工学概論 1前 2 1

IoTシステム開発Ⅰ 2前 3 1

臨地実務実習Ⅰ 2通 5 1

IoTシステム開発Ⅱ 3前 3 1

卒業研究制作 4通 4 1

プログラミング概論 2前 1.5 1

人工知能数学 2前 3 2

臨地実務実習Ⅰ 2通 5 1

人工知能システム開発Ⅱ 3前 3 1

深層学習 3前 4 2

卒業研究制作 4通 4 1

コンピュータシステム 1前 6 3

IoTデバイスプログラミングⅠ 2後 2 2

IoTシステム開発Ⅱ 3前 3 1

グローバル市場化戦略 3後 6 3

卒業研究制作 4通 4 1

サーバ・ネットワーク 3前 3 2

IoTサービスデザイン 3後 2 1

臨地実務実習Ⅲ 4通 7.5 1

卒業研究制作 4通 4 1

情報セキュリティ応用 3前 6 3

臨地実務実習Ⅱ 3通 7.5 1

IoTサービスデザイン 3後 2 1

ソリューション開発Ⅱ 4前 4 1

卒業研究制作 4通 4 1

デバイス・ネットワーク 2後 3 2

IoTデバイスプログラミングⅡ 2後 2 2

ソフトウェアシステム開発 3前 2 1

IoTデバイスプログラミングⅢ 3前 4 2

卒業研究制作 4通 4 1

IoTシステム開発Ⅰ 2前 3 1

データ解析 3前 4.5 3

ソリューション開発Ⅰ 3後 2 1

ソリューション開発Ⅱ 4前 4 1

自動制御機械開発実習 3前 3 1

臨地実務実習Ⅱ 3通 7.5 1

ソリューション開発Ⅰ 3後 2 1

回路・プリント基板設計 1後 9 3

組込みシステム制御実習 2前 3 1

臨地実務実習Ⅲ 4通 7.5 1

コミュニケーションと記号論 1後 6 3

地域共創デザイン実習 2通 6 1

地域共創デザイン実習 2通 6 1

英語コミュニケーションⅠa 1前 2 1

英語コミュニケーションⅠb 1後 2 1

英語コミュニケーションⅡa 2前 2 1

英語コミュニケーションⅡb 2後 1 1

英語コミュニケーションⅢa 3前 2 1

英語コミュニケーションⅢb 3後 1 1

英語コミュニケーションⅣ 4前 2 1

英語コミュニケーションⅠa 1前 2 1

英語コミュニケーションⅠb 1後 2 1

英語コミュニケーションⅡa 2前 2 1

英語コミュニケーションⅡb 2後 1 1

 実(研)

兼担

 兼担

 兼任









博士
(工学)

Bachelor
of Arts i
Psychology
（アメリ

カ）

博士
(工学)

2日

5.5日

5.5日

日本電信電話株式会社
ネットワーク基盤技術

研究所
主任研究員

（平成4年4月）

5.5日

日本電信電話株式会社
未来ねっと研究所

主幹研究員
（平成3年4月）

株式会社ＡＫＡＬＩ
代表取締役

（平成30年1月）

コンピュートロン
株式会社

第一システム本部
課長

（平成28年10月）

株式会社
移動ロボット研究所

代表取締役
（平成19年9月）

5.5日

教授

ココガワ　トモヒロ

爰川 知宏

＜令和２年４月＞

5.5日

日本電信電話株式会社
ネットワークサービス

システム研究所
ディレクタ

（平成4年4月）

日本電信電話株式会社
セキュアプラットフォーム

研究所
主任研究員

（平成5年4月）

日本電信電話株式会社
未来ねっと研究所

主任研究員
（平成元年4月）

5.5日

2日

日本電信電話株式会社
未来ねっと研究所

主幹研究員
（平成6年4月）

5.5日

修士
（工学）

工学博士

博士
(科学)

博士
(工学)

学士
(理学)

修士
（理学）

博士
（工学）

工学博士

国際会計
修士

(専門職)

実み 教授

コヤナギ　エイジ

小栁　栄次

＜令和２年４月＞

実み 教授

ヒロタ　カズミ

広田 和洋

＜令和２年４月＞

実(研) 教授



実(研)

 兼担

教授

ツジノ　マサユキ

辻野 雅之

＜令和２年４月＞

教授
（学科長）

フジイ　タツヤ

藤井 竜也

＜令和２年４月＞

ミヤケ　シゲキ

三宅 茂樹

＜令和２年４月＞

 実(研)



①

教授

ナカヤ　ヒデ

中谷　日出

＜令和２年４月＞

ヤマモト　ヒロシ

山本 裕

＜令和２年４月＞

准教授実(研)

実(研) 教授

タケモト　ミチハル

武本　充治

＜令和２年４月＞

准教授

ヒルタ　ケンジ

蛭田 健司

＜令和２年４月＞

講師

スガ　カヨコ

須賀　佳容子

＜令和２年４月＞

講師

カドタ　ユウジ

門田　裕次

＜令和２年４月＞

M.S.Ed. in
TESOL

（アメリ
カ）

 教授

キクマ　カズヒロ

菊間 一宏

＜令和２年４月＞

実(研)

フリーランス
翻訳業

（平成19年6月）

芸術学
修士

株式会社ＮＨＫアート
デジタルデザイン部

クリエーティブ
スーパーバイザー
（平成30年12月）

東京電機大学
未来科学部
非常勤講師

（平成24年4月）

神田外語学院教育部
非常勤講師

（平成18年4月）

2



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

（用紙　日本工業規格A4縦型）

調書
番号

担当授業科目の名称
配当
年次

担当
単位
数

年間
開講
数

現　職
（就任年月）

年齢
保有

学位等
職位

専任等
区　分

月額
基本給
(千円)

申請に係る
大学等の職
務に従事す
る週当たり
平均日数

教 　員 　の 　氏 　名 　等

（工科学部 情報工学科）

別記様式第3号（その2の1）

知的財産権論 3前 6 3

社会と倫理 3前 6 3

企業経営論 3後 6 3

ベンチャー起業経営 4前 4.5 3

比較文化論 1前 6 3

Ｃ言語基礎 1前 9 3

情報数学 1後 6 3

線形代数 1後 6 3

エレクトロニクス工学 1前 9 3

材料力学・材料工学 2後 2 1

企画・発想法 1前 4.5 3

チームワークとリーダーシップ 2後 3 2

プロジェクトマネジメント 1後 4 2

持続可能な社会 4前 4 2

解析学 1後 4 2

コミュニケーションツール 1後 3 3

確率統計論 2前 6 3

英語コミュニケーションⅠa 1前 2 1

英語コミュニケーションⅠb 1後 2 1

英語コミュニケーションⅡa 2前 2 1

英語コミュニケーションⅡb 2後 1 1

英語コミュニケーションⅠa 1前 2 1

英語コミュニケーションⅠb 1後 2 1

英語コミュニケーションⅡa 2前 2 1

英語コミュニケーションⅡb 2後 1 1

英語コミュニケーションⅢa 3前 2 1

英語コミュニケーションⅢb 3後 1 1

英語コミュニケーションⅣ 4前 1 1

東京通信大学
特任研究員

（平成30年7月）

 兼任 講師

フジキ　フミヒコ

藤木　文彦

＜令和２年４月＞

工学修士
東京工芸大学
非常勤講師

（平成23年4月）

 兼任 講師

ムラカミ サトシ

村上 諭

＜令和２年４月＞

専門学校
卒

学校法人
日本教育財団
ＨＡＬ東京
専任教官

（平成23年4月）

神田外語学院
非常勤講師

（平成27年4月）

 兼任 講師

ヨシノ　ミズヲ

吉野　瑞男

＜令和２年４月＞

修士
（文学）

神奈川県立田奈高等学校
教諭

（平成24年4月）

 兼任 講師

フクシマ　チエコ

福島　千恵子

＜令和２年４月＞

教養学士

25 兼任 講師

サカイ　マサヨシ

境　真良

＜令和４年４月＞

 兼任 講師

カタガタ　ケイコ

片方　恵子

＜令和４年４月＞

モトニシ　カツノリ

本西　勝則

＜令和４年４月＞

講師

講師

カムラ ユウサク

嘉村 友作

＜令和２年４月＞

修士
（理学） 兼任

 兼任

法学士

独立行政法人
情報処理推進機構

参事
（平成30年7月）

株式会社丸片ガス
代表取締役

（平成20年1月）

株式会社
プレジデント社

プレジデント編集部
編集次長

（平成18年1月）

博士
（ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞ
ｲﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ学）

情報システ
ム学修士

（専門職）

一般社団法人日本PMO協会
事務局長

（平成26年3月）

 兼任 講師

イシダ　ナオト

石田　尚人

＜令和２年４月＞

芸術工学士
浦和デジタル企画合同会社

代表社員
（平成30年7月）

 兼任 講師

トガエリ　アヤコ

十返　文子

＜令和２年４月＞

千葉大学法経学部
非常勤講師

（平成25年4月）

NPO法人
TDUアルテス・リベラレス

開発研究所
戦略総務部

部長
（平成28年9月）

兼任 講師

アイソ　ヨシヒロ

相磯　義宏

＜令和２年４月＞

学士
（工学）

学校法人
日本教育財団
ＨＡＬ東京
非常勤講師

（平成24年4月）

ナガキ　シゲル

長岐　滋

＜令和３年４月＞

工学博士
東京農工大学

名誉教授
（平成29年4月）

 兼任 講師

28 兼任 講師

クラハラ　ダイ

蔵原　大

＜令和２年４月＞

 兼任 講師

オオモリ　タカシ

大守　隆

＜令和５年４月＞

D.Phil in
Economics
（イギリ

ス）

国立研究開発法人
科学技術振興機構

社会技術研究開発センター
領域統括

（平成28年2月）

人間科学修
士
※

 兼任 講師

カワサキ　トシハル

川崎　敏治

＜令和２年４月＞

理学修士

②

M.S. in
Industrial

Administration
（アメリカ）
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フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

（用紙　日本工業規格A4縦型）

調書
番号

担当授業科目の名称
配当
年次

担当
単位
数

年間
開講
数

現　職
（就任年月）

年齢
保有

学位等
職位

専任等
区　分

月額
基本給
(千円)

申請に係る
大学等の職
務に従事す
る週当たり
平均日数

教 　員 　の 　氏 　名 　等

（工科学部 情報工学科）

別記様式第3号（その2の1）

英語コミュニケーションⅢa 3前 2 1

英語コミュニケーションⅢb 3後 1 1

英語コミュニケーションⅣ 4前 1 1

英語コミュニケーションⅢa 3前 2 1

英語コミュニケーションⅢb 3後 1 1

英語コミュニケーションⅣ 4前 1 1

修士
（言語学） 兼任 講師

　ベ　　チョルグ

裵　哲求

＜令和４年４月＞

日本大学商学部
非常勤講師

（平成23年4月）

工学修士

株式会社オフィスクレアー
ル

代表取締役
（平成19年1月）

 兼任 講師

ジンボウ　ミツヨシ

神保　充美

＜令和４年４月＞
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フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

コンテンツデザイン概論 1前 2 1

デジタルキャラクタ実践演習 2後 6 2

卒業研究制作 4通 4 1




デジタル映像表現技法基礎 1後 3 2

映像論 2前 4 2

デジタル映像表現技法応用 2前 6 2

臨地実務実習Ⅰ 2通 5 1

デジタルコンテンツ制作応用 3通 6 1


卒業研究制作 4通 4 1







臨地実務実習Ⅰ 2通 5 1

臨地実務実習Ⅲ 4通 7.5 1

卒業研究制作 4通 4 1

ゲーム構成論Ⅰ 1前 4 2

ゲーム構成論Ⅱ 1後 3 2

技術英語 3前 4 2

インターフェースデザイン 3前 2 2

臨地実務実習Ⅱ 3通 7.5 1

英語コミュニケーションⅠa 1前 2 1

英語コミュニケーションⅠb 1後 2 1

英語コミュニケーションⅡa 2前 2 1
英語コミュニケーションⅡb 2後 1 1
英語コミュニケーションⅢa 3前 2 1

英語コミュニケーションⅢb 3後 1 1

英語コミュニケーションⅣ 4前 1 1

ゲームプログラム構成基礎Ⅰ 1前 6 2

ゲームプログラム構成基礎Ⅱ 1後 3 2

統計論 2前 4 2

ゲームプログラム構成基礎Ⅲ 2前 6 2

臨地実務実習Ⅰ 2通 5 1

ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 2後 2 1

ＣＧアニメーション総合実習Ⅰ 2前 6 2
ＣＧアニメーション総合実習Ⅱ 2後 4 2

卒業研究制作 4通 4 1

コンテンツデザイン概論 1前 2 1

コンテンツ制作マネジメント 2前 4 2

デジタルコンテンツ制作応用 3通 6 1

卒業研究制作 4通 4 1

ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 2後 2 1

ゲームハード概論 3前 3 2

臨地実務実習Ⅱ 3通 7.5 1

デジタルコンテンツ総合実習 4前 3 1

卒業研究制作 4通 4 1

企画・発想法 1前 3 2

コミュニケーションと記号論 1後 4 2

地域共創デザイン実習 2通 6 1

卒業研究制作 4通 4 1

ゲーム制作技術総合実習Ⅰ 2前 3 1

ゲームプログラミングⅠ 2後 3 2

ゲームプログラミングⅡ 3前 3 2

ゲームプログラミングⅢ 3後 2 2

卒業研究制作 4通 4 1

別記様式第3号（その2の1）

教授
（学科長）

修士
(経済学)

自営業
（昭和63年9月）

5.5日

株式会社バンダイナムコス
タジオ

技術統括本部グローバルス
トラテジ部

部員
（平成3年4月）

5.5日

株式会社ＮＨＫアート
デジタルデザイン部

クリエーティブ
スーパーバイザー
（平成30年12月）

専 助教

実専

4日

工学士

芸術学修士

専 講師

カドタ　ユウジ

門田　裕次

＜令和２年４月＞

M.S.Ed. in
TESOL

（アメリ
カ）

神田外語学院教育部
非常勤講師

（平成18年4月）
5.5日

専 教授

サイトウ　ナガユキ

齋藤　長行

＜令和２年４月＞

文学士

高等専門
学校
卒

実専 教授

ニムラ　シノブ

二村　忍

＜令和２年４月＞

実(研) 准教授

ミズカミ　ケイタ

水上 恵太

＜令和２年４月＞

5.5日

九州大学
名誉教授

（平成27年4月）

5.5日

LINE株式会社
公共政策室

社会連携チーム
主任研究員

（平成31年1月）

5.5日

5.5日

4日

神奈川工科大学
大学院博士後期課程
（平成27年4月）

株式会社バンダイナムコス
タジオ

技術統括本部グローバルス
トラテジ部

テクノロジエバンジェリス
ト

（昭和63年5月）

専修大学
ネットワーク

情報学部
特任教授

（平成22年4月）

専 教授

ゲンダ　エツオ

源田　悦夫

＜令和２年４月＞

芸術学修士

担当授業科目の名称

博士
（メディア
デザイン

学）

専

工学士

実(研) 教授

ナカヤ　ヒデ

中谷　日出

＜令和２年４月＞

タケブチ　エイイチ

竹渕　瑛一

＜令和２年４月＞

教授

ワタナベ　ケンジ

渡部　健司

＜令和２年４月＞

申請に係る
大学等の職
務に従事す
る週当たり
平均日数

（用紙　日本工業規格A4縦型）

調書
番号

専任等
区　分

職位 年齢
保有

学位等

月額
基本給
(千円)

配当
年次

担当
単位
数

年間
開講
数

現　職
（就任年月）

教 　員 　の 　氏 　名 　等

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

専 講師

ヤマネ　シンジ

山根　信二

＜令和２年４月＞

修士
（情報科

学）
※

岡山理科大学
総合情報学部
情報科学科

講師
（平成26年4月）

5.5日

株式会社フジテレビジョン
フジサンケイグループ事務

局
プロデューサー
（昭和60年4月）

5.5日実専 教授

コンドウ　ケンサク

近藤　研策

＜令和２年４月＞

サイトウ　ナオヒロ

斎藤　直宏

＜令和２年４月＞

修士
(情報

　工学)

1



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

別記様式第3号（その2の1）

担当授業科目の名称

申請に係る
大学等の職
務に従事す
る週当たり
平均日数

（用紙　日本工業規格A4縦型）

調書
番号

専任等
区　分

職位 年齢
保有

学位等

月額
基本給
(千円)

配当
年次

担当
単位
数

年間
開講
数

現　職
（就任年月）

教 　員 　の 　氏 　名 　等

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

デジタル造形Ⅰ 1前 6 2

デジタル造形Ⅱ 1後 6 2

ＣＧアニメーション総合演習 3後 2 2

デジタルコンテンツ総合実習 4前 3 1

卒業研究制作 4通 4 1

コンピュータグラフィックスⅠ 1前 4 2
コンピュータグラフィックスⅡ 1後 4 2

臨地実務実習Ⅱ 3通 7.5 1

臨地実務実習Ⅲ 4通 7.5 1

ゲーム制作技術総合実習Ⅰ 2前 3 1

ゲームデザイン実践演習 2後 2 2

臨地実務実習Ⅱ 3通 7.5 1

臨地実務実習Ⅲ 4通 7.5 1

電子情報工学概論 1前 4 2

地域共創デザイン実習 2通 6 1

臨地実務実習Ⅰ 2通 5 1

エンタテインメント設計 3前 3 2

グローバル市場化戦略 3後 4 2

臨地実務実習Ⅲ 4通 7.5 1

地域共創デザイン実習 2通 6 1

地域共創デザイン実習 2通 6 1

地域共創デザイン実習 2通 6 1

英語コミュニケーションⅠa 1前 2 1

英語コミュニケーションⅠb 1後 2 1

英語コミュニケーションⅡa 2前 2 1

英語コミュニケーションⅡb 2後 1 1

英語コミュニケーションⅢa 3前 2 1

英語コミュニケーションⅢb 3後 1 1

英語コミュニケーションⅣ 4前 1 1

英語コミュニケーションⅠa 1前 2 1

英語コミュニケーションⅠb 1後 2 1

英語コミュニケーションⅡa 2前 2 1

英語コミュニケーションⅡb 2後 1 1

知的財産権論 3前 4 2

社会と倫理 3前 4 2

企業経営論 3後 4 2

ベンチャー起業経営 4前 3 2

24

法学士

モトニシ　カツノリ

本西　勝則

＜令和４年４月＞

実み

兼任

教授

オオゼキ　カズオ

大関 和夫

＜令和２年４月＞

博士（映像
メディア

学）

実(研) 講師

カワカミ　タイテン

川上　大典

＜令和２年４月＞

サカイ　マサヨシ

境　真良

＜令和４年４月＞

28 兼任 講師

兼担

博士
(工学)

兼任 講師

スガ　カヨコ

須賀　佳容子

＜令和２年４月＞

Bachelor
of Arts i
Psychology
（アメリ

カ）

兼担 准教授

ニシダ　マミ

西田 麻美

＜令和２年４月＞

兼担 講師

スガヤ　タカヨシ

菅谷　孝義

＜令和２年４月＞

M.S. in
Industrial

Administration
（アメリカ）

株式会社
プレジデント社

プレジデント編集部
編集次長

（平成18年1月）

博士
（ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞ
ｲﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ学）

株式会社丸片ガス
代表取締役

（平成20年1月）

修士
(環境科学)

自営業
(平成30年8月)

5.5日

Master of
Arts in

New
Literature

s in
English
（イギリ

ス）

神田外語学院
非常勤講師

（平成15年4月）

関東学院大学
理工学部

講師
（平成22年4月）

フリーランス
翻訳業

（平成19年6月）

株式会社ＡＫＡＬＩ
代表取締役

（平成30年1月）
2日

博士
(工学)

芝浦工業大学
名誉教授

（平成28年4月）

学士
(理学)

奈良先端科学技術
大学院大学

先端科学技術研究科
准教授

（平成17年9月）

博士
（バイオサ
イエンス）

准教授

ヤマモト　コウジ

山本 浩司

＜令和２年４月＞

学士
(法学)

講師

オノ　ケンジ

小野 憲史

＜令和２年４月＞

学士
(社会学)

23 兼担 教授

コマイ　ショウジ

駒井　章治

＜令和２年４月＞

実(研) 講師

フジタ　ヨシカズ

藤田　至一

＜令和２年４月＞

実み 准教授

ヒルタ　ケンジ

蛭田 健司

＜令和２年４月＞

17

実(研)

5.5日

株式会社
スタジオウォール

ナット
代表取締役

（平成23年9月）

1日

株式会社
スタジオウォール

ナット
代表取締役

（平成23年9月）

株式会社Ａｐｐｃｉ
エンジニア

（平成28年4月）
4日

4日
株式会社ＡＫＡＬＩ

代表取締役
（平成30年1月）

2日
自営業

（平成12年8月）

3日
自営業

（平成12年8月）

独立行政法人
情報処理推進機構

参事
（平成30年7月）

兼任 講師

カタガタ　ケイコ

片方　恵子

＜令和４年４月＞

講師

2



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

別記様式第3号（その2の1）

担当授業科目の名称

申請に係る
大学等の職
務に従事す
る週当たり
平均日数

（用紙　日本工業規格A4縦型）

調書
番号

専任等
区　分

職位 年齢
保有

学位等

月額
基本給
(千円)

配当
年次

担当
単位
数

年間
開講
数

現　職
（就任年月）

教 　員 　の 　氏 　名 　等

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

比較文化論 1前 4 2

感性をはかる 1前 4 2

ＣＧデザイン基礎 1前 3 2

プログラミング言語基礎 1後 3 2

持続可能な社会 4前 4 2

プロジェクトマネジメント 1後 4 2

チームワークとリーダーシップ 2後 3 2

解析学 1後 4 2

コミュニケーションツール 1後 2 2

線形代数 1後 4 2

ゲームアルゴリズム 2前 4 2

ゲームAI Ⅰ 3前 3 2

ゲームAI Ⅱ 3後 6 2

英語コミュニケーションⅠa 1前 2 1

英語コミュニケーションⅠb 1後 2 1

英語コミュニケーションⅡa 2前 2 1

英語コミュニケーションⅡb 2後 1 1

英語コミュニケーションⅠa 1前 2 1

英語コミュニケーションⅠb 1後 2 1

英語コミュニケーションⅡa 2前 2 1

英語コミュニケーションⅡb 2後 1 1

英語コミュニケーションⅢa 3前 2 1

英語コミュニケーションⅢb 3後 1 1

英語コミュニケーションⅣ 4前 1 1

英語コミュニケーションⅢa 3前 2 1

英語コミュニケーションⅢb 3後 1 1

英語コミュニケーションⅣ 4前 1 1

英語コミュニケーションⅢa 3前 2 1

英語コミュニケーションⅢb 3後 1 1

英語コミュニケーションⅣ 4前 1 1

兼任 講師

サトウ　ヨウヘイ

佐藤　洋平

＜令和３年４月＞

専門学校
卒

学校法人
日本教育財団
ＨＡＬ東京
専任教官

（平成23年4月）

講師

ヨシノ　ミズヲ

吉野　瑞男

＜令和２年４月＞

兼任 講師

　ベ　　チョルグ

裵　哲求

＜令和４年４月＞

修士
（言語学）

日本大学商学部
非常勤講師

（平成23年4月）

神奈川県立田奈高等学校
教諭

（平成24年4月）

神田外語学院
非常勤講師

（平成27年4月）

兼任 講師

イシダ　ナオト

石田　尚人

＜令和３年４月＞

芸術工学士

兼任 講師

フクシマ　チエコ

福島　千恵子

＜令和２年４月＞

教養学士

兼任 講師

カムラ ユウサク

嘉村 友作

＜令和２年４月＞

兼任 講師

トガエリ　アヤコ

十返　文子

＜令和２年４月＞

情報システ
ム学修士

（専門職）

兼任 講師

タカハシ リョウ

髙橋　涼

＜令和２年４月＞

兼任 講師

ヨシダ　ヒロノブ

吉田　広信

＜令和２年４月＞

専門学校
卒

兼任 講師

オオモリ　タカシ

大守　隆

＜令和５年４月＞

D.Phil in
Economics
（イギリ

ス）

33

31

兼任 講師

オオウエ　マアヤ

大上　真礼

＜令和２年４月＞

平沢スリープ・メンタルク
リニック

臨床心理士
（平成28年4月）

修士
(教育学)

兼任 講師

クラハラ　ダイ

蔵原　大

＜令和２年４月＞

人間科学修
士
※

一般社団法人日本PMO協会
事務局長

（平成26年3月）

スマイルテクノロジーユナ
イテッド株式会社

代表取締役
（平成26年2月）

国立研究開発法人
科学技術振興機構

社会技術研究開発センター
領域統括

（平成28年2月）

NPO法人
TDUアルテス・リベラレス

開発研究所
戦略総務部

部長
（平成28年9月）

専門学校
卒

修士
（理学）

東京通信大学
特任研究員

（平成30年7月）

学校法人
日本教育財団
ＨＡＬ東京
専任教官

（平成23年4月）

修士
（文学）

浦和デジタル企画合同会社
代表社員

（平成30年7月）

兼任 講師

フジキ　フミヒコ

藤木　文彦

＜令和２年４月＞

工学修士
東京工芸大学
非常勤講師

（平成23年4月）

兼任 講師

ジンボウ　ミツヨシ

神保　充美

＜令和４年４月＞

工学修士

株式会社オフィスクレアー
ル

代表取締役
（平成19年1月）

兼任

兼任 講師

ムラカミ サトシ

村上 諭

＜令和２年４月＞

専門学校
卒

学校法人
日本教育財団
ＨＡＬ東京
専任教官
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職 位 学 位 29 歳 以 下 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 64 歳 65 ～ 69 歳 70 歳 以 上 合 計 備 考

博 士  人  人  人 4 人 2 人 3 人 3 人 12 人

修 士  人  人  人 2 人  人  人  人 2 人

学 士  人  人  人  人  人  人  人  人

短期大
学 士

 人  人  人  人  人  人  人  人

その他  人  人  人  人  人  人  人  人

博 士  人  人  人 1 人 1 人  人  人 2 人

修 士  人  人  人  人  人  人  人  人

学 士  人  人  人  人  人  人  人  人

短期大
学 士

 人  人  人  人  人  人  人  人

その他  人  人  人  人  人  人  人  人

博 士  人  人  人  人  人 1 人  人 1 人

修 士  人  人  人 1 人  人  人  人 1 人

学 士  人  人  人  人  人  人  人  人

短期大
学 士

 人  人  人  人  人  人  人  人

その他  人  人  人 1 人  人  人  人 1 人

博 士  人  人  人  人  人  人  人  人

修 士  人 1 人  人  人  人  人  人 1 人

学 士  人  人  人  人  人  人  人  人

短期大
学 士

 人  人  人  人  人  人  人  人

その他  人  人  人  人  人  人  人  人

博 士  人  人  人 5 人 3 人 4 人 3 人 15 人

修 士  人 1 人  人 3 人  人  人  人 4 人

学 士  人  人  人  人  人  人  人  人

短期大
学 士

 人  人  人  人  人  人  人  人

その他  人  人  人 1 人  人  人  人 1 人

別記様式第３号（その３の１）

合 計

専任教員の年齢構成・学位保有状況

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 授

准教授

講 師

（工科学部 情報工学科）

助 教

1



職 位 学 位 29 歳 以 下 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 64 歳 65 ～ 69 歳 70 歳 以 上 合 計 備 考

博 士  人  人  人 1 人  人  人  人 1 人

修 士  人  人  人  人  人 1 人 1 人 2 人

学 士  人  人  人  人 3 人  人  人 3 人

短期大
学 士

 人  人  人  人  人  人  人  人

その他  人  人  人 1 人  人  人  人 1 人

博 士  人  人  人  人  人  人  人  人

修 士  人  人  人 1 人  人  人  人 1 人

学 士  人  人 1 人 1 人  人  人  人 2 人

短期大
学 士

 人  人  人  人  人  人  人  人

その他  人  人  人  人  人  人  人  人

博 士  人  人  人 1 人  人  人  人 1 人

修 士  人  人 1 人 2 人  人  人  人 3 人

学 士  人  人  人 1 人  人  人  人 1 人

短期大
学 士

 人  人  人  人  人  人  人  人

その他  人  人  人  人  人  人  人  人

博 士  人  人  人  人  人  人  人  人

修 士  人 1 人  人  人  人  人  人 1 人

学 士  人  人  人  人  人  人  人  人

短期大
学 士

 人  人  人  人  人  人  人  人

その他  人  人  人  人  人  人  人  人

博 士  人  人  人 2 人  人  人  人 2 人

修 士  人 1 人 1 人 3 人  人 1 人 1 人 7 人

学 士  人  人 1 人 2 人 3 人  人  人 6 人

短期大
学 士

 人  人  人  人  人  人  人  人

その他  人  人  人 1 人  人  人  人 1 人

准教授

講 師

助 教

合 計

別記様式第３号（その３の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

専任教員の年齢構成・学位保有状況

（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）

教 授

1



（工科学部　情報工学科）

職 位 学 位 29歳以下 30～ 39歳 40～ 49歳 50～ 59歳 60～ 64歳 65～ 69歳 70歳以上 合 計 備 考

  人   人   人 3  人 2  人 2  人 1  人 8  人

(   人) (   人) (   人) (  3 人) (  2 人) (  1 人) (   人) (  6 人)

  人   人   人 2  人   人   人   人 2  人

(   人) (   人) (   人) (  2 人) (   人) (   人) (   人) (  2 人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人 1  人   人   人 1  人

(   人) (   人) (   人) (   人) (  1 人) (   人) (   人) (  1 人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人 1  人   人   人   人 1  人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人 3  人 3  人 2  人 1  人 9  人

(   人) (   人) (   人) (  3 人) (  3 人) (  1 人) (   人) (  7 人)

  人   人   人 2  人   人   人   人 2  人

(   人) (   人) (   人) (  2 人) (   人) (   人) (   人) (  2 人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人 1  人   人   人   人 1  人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

合 計

博 士

修 士

学 士

短期大
学 士

その他

助 教

博 士

修 士

学 士

短期大
学 士

その他

講 師

博 士

修 士

学 士

短期大
学 士

その他

准 教
授

博 士

修 士

学 士

短期大
学 士

その他

別記様式第３号（その３の２） 

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

専任教員の年齢構成・学位保有状況（専門職大学等の実務の経験等を有する専任教員）

教 授

博 士

修 士

学 士

短期大
学 士

その他

1



（工科学部　デジタルエンタテインメント学科）

職 位 学 位 29歳以下 30～ 39歳 40～ 49歳 50～ 59歳 60～ 64歳 65～ 69歳 70歳以上 合 計 備 考

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人 1  人   人 1  人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (  1 人) (   人) (  1 人)

  人   人   人   人 2  人   人   人 2  人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人 1  人   人   人   人 1  人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人 1  人   人   人   人 1  人

(   人) (   人) (   人) (  1 人) (   人) (   人) (   人) (  1 人)

  人   人 1  人 1  人   人   人   人 2  人

(   人) (   人) (  1 人) (   人) (   人) (   人) (   人) (  1 人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人 1  人   人   人   人 1  人

(   人) (   人) (   人) (  1 人) (   人) (   人) (   人) (  1 人)

  人   人 1  人   人   人   人   人 1  人

(   人) (   人) (  1 人) (   人) (   人) (   人) (   人) (  1 人)

  人   人 1  人   人   人   人 1  人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人 1  人   人   人   人 1  人

(   人) (   人) (   人) (  1 人) (   人) (   人) (   人) (  1 人)

  人   人 1  人 1  人   人 1  人   人 3  人

(   人) (   人) (  1 人) (  1 人) (   人) (  1 人) (   人) (  3 人)

  人   人 1  人 2  人 2  人   人   人 5  人

(   人) (   人) (  1 人) (   人) (   人) (   人) (   人) (  1 人)

  人   人   人   人   人   人   人   人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

  人   人   人 1  人   人   人   人 1  人

(   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人) (   人)

合 計

博 士

修 士

学 士

短期大
学 士

その他

助 教

博 士

修 士

学 士

短期大
学 士

その他

講 師

博 士

修 士

学 士

短期大
学 士

その他

准 教
授

博 士

修 士

学 士

短期大
学 士

その他

別記様式第３号（その３の２） 

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

専任教員の年齢構成・学位保有状況（専門職大学等の実務の経験等を有する専任教員）

教 授

博 士

修 士

学 士

短期大
学 士

その他

1



審査意見への対応を記載した書類（7 月） 
 

（目次）  東京国際工科専門職大学 工科学部 情報工学科 
 
 
【大学等の設置の趣旨・必要性】 
1. 【全体計画審査意見４の回答について】 

＜教育課程とディプロマ・ポリシーとの対応関係が不明確＞ 
ディプロマ・ポリシーにおいて各コースに求める能力を設定しているが、各コースにおける

教育課程の選択必修の設定がないため、学生は履修モデルと異なる履修内容での卒業も考え

られる。このため、各コースの教育課程がディプロマ・ポリシーにおいて求めている能力 
を修得できる履修設定となっているか不明確である。ディプロマ・ポリシーで求める能力を

学生が修得できるよう、各コースに係る履修設定を改めること。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス１ 
 
【教育課程等】 
2. 【全体計画審査意見５の回答について】 

＜授業科目内容が不適切＞ 
必修科目の「コンピュータシステム基礎」は、その後の応用的な科目を履修する前提科目と

考えられるが、応用科目の前提としては学修内容が基礎的すぎるため、内容及びスケジュー

ルが適切なものとなっているか説明すること【２学科共通】（改善事項） 
 

・・・・インデックス２ 
 

【名称、その他】 
3. 【全体計画審査意見１２の回答について】 

＜ＡＯ入試と一般入試の違いが不明確＞ 
ＡＯ入試と一般入試は検査項目の重みづけが異なるとの説明があるが、具体的な運用の説明

が不十分なため、違いが不明確な点がある。例えば、ＡＯ入試と一般入試における「受講式

検査」の内容や面接の質問は同じであるのか、検査項目による配点のみが異なるということ

なのか、不明確である。ＡＯ入試と一般入試との各検査の内容の違いについて明らかにし、

必要に応じて検査内容を改めること。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス３ 
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（是正事項） 工科学部   情報工学科 
  

１．【全体計画審査意見４の回答について】 

＜教育課程とディプロマ・ポリシーとの対応関係が不明確＞ 
ディプロマ・ポリシーにおいて各コースに求める能力を設定しているが、各コー

スにおける教育課程の選択必修の設定がないため、学生は履修モデルと異なる履

修内容での卒業も考えられる。このため、各コースの教育課程がディプロマ・ポ

リシーにおいて求めている能力を修得できる履修設定となっているか不明確であ

る。ディプロマ・ポリシーで求める能力を学生が修得できるよう、各コースに係

る履修設定を改めること。【２学科共通】 

 
（対応） 
当該審査意見を受けて、ディプロマ・ポリシーで求める能力を学生が修得できるよう、各

コースに係る履修設定を改める。加えて、カリキュラム・ポリシーもより明確になるように

加筆を行い、改めて教育課程の説明を加える。以下に、その詳細を記す。 
 
 

■ ディプロマ・ポリシーに合わせたコース運用と履修設定の修正方針 
補正申請時に記した通り、本学では、ディプロマ・ポリシーにおいて、各コースに求める能力

を設定している。一方で、当該審査意見にあるように、コース別の科目が全て選択必修科目では

なく単なる選択科目になっており、学生が各コース別に求めるディプロマ・ポリシーを達成でき

ない、つまり各コースに配された科目群を無視した単位取得でも卒業要件を満たすことができて

しまう設定となっている。 
よって、ディプロマ・ポリシーで求める能力を学生が修得できるように、卒業要件に対しコー

スに係る履修設定として新たに「選択必修科目群」等を配し、カリキュラム・ポリシーにもこれ

を記載する。 
 

 
■ 修正後の卒業・修了要件及び履修方法 

上述した履修設定の修正方針に基づき、職業専門科目における選択科目において次のように卒

業要件を改める。 
まず、カリキュラムツリーに記した通り学生が学修を進められるように、表 1 のように新たに

選択必修科目を配す。 
 

表 1 情報工学科 卒業要件の変更の要点 
修正前 修正後 
授業形態 履修区分 設定単位 授業形態 履修区分 設定単位 
実習科目 選択科目 8 単位以上 実習科目 選択必修科目 8 単位以上 

（A～C 群の内、

1 つを選択） 
講 義 ・ 演 習

科目 
選択科目 9 単位以上 講義・演習科

目 
選択必修科目 9 単位以上 

（A～C 群の内、

1 つを選択） 
 
このようにコース別選択科目の内、実習科目についてはコース別で据えた 8 単位全てを選択必

修科目とし、講義・演習科目についてはコース別に据えた科目の中から 9 単位以上を選択必修科

目とする。また、ここでいう A～C 群とは、各コースに据えた科目群のことで、A 群が「AI 戦略

コース」、B 群が「IoT システムコース」、C 群が「ロボット開発コース」に当たる。 
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本学は、工科学分野において学問のみならず実践の能力を融合させる新たな大学教育を目指す

専門職大学である。ここで言う本学における実践の能力とは、ディプロマ・ポリシーにおいて

“プロトタイプ開発力”、“俯瞰力”、“問題発見力”、“チャレンジ精神”、“三現主義”が

特に該当し、これらの能力・志向・態度を重要視している。この能力を養成する主要科目は、実

践的な科目に位置する実習科目であるため、どのコースにおいても非常に重要な科目であること

は明らかである。以上のことから、各コースの科目の中でもコアとなる科目として、コース別選

択科目の内、実習科目については全て選択必修科目に変更する。（以下、必ず単位を取得すべき

選択科目を「コースコア科目」と呼ぶこととする。） 
 
加えて、本学のディプロマ・ポリシーにある“分析”、“判断”、“創造”の養成を中心に担

っている職業専門科目の講義・演習科目についても、同様にコースコア科目を設定する。ただし、

講義・演習科目については、共通科目（全コース必修科目）でディプロマ・ポリシーをある程度

満たせるため、実習のようにコース別科目群を全てコースコア科目にする必要はない。重要なの

は、どの科目を履修すればディプロマ・ポリシーに明記してある基準に到達できるか、というこ

とであるから、講義・演習科目については一律ではなく、以下の科目をコースコア科目として設

定する。卒業要件におけるコース科目の説明については、注釈を追記することで対応する。 
 

AI 戦略コース  ： 「機械学習」、「深層学習」、「画像・音声認識」、 
「データ解析」 

IoT システムコース： 「デバイス・ネットワーク」、「サーバ・ネットワーク」 
「IoT デバイスプログラミングⅢ」、「データ解析」 

ロボット開発コース： 「機械設計」、「ロボット機構」、「ロボット制御」 
 
 
■ その他、選択必修科目以外の履修上の注意  

◆選択必修科目群の統一 
上述したコースコア科目（選択必修科目）の設定のみの場合、例えば、実習科目は A 群のコー

スコア科目を全て単位取得し、講義・演習科目においては B 群のコースコア科目を単位取得する

と卒業要件を満たすことができてしまう。そこで本学では、新たに職業専門科目区分における実

習の選択必修の科目群と講義・演習の選択必修の科目群が同一であることを求めることとする。

この対応により、実習と講義・演習における選択群が統一され、ディプロマ・ポリシーで求め

る能力を学生が修得できるようになる。 
 
 
■ まとめ 
 これまでの説明から、卒業要件を以下のように変更する（下線が変更点）。また、それを表に

まとめた資料を添付する（資料 16-1）。 
 
基礎科目 
   必修科目    20 単位 
職業専門科目 
 実習科目 
   必修科目    26 単位 
   選択必修科目  8 単位以上（A～C 群の内、1 つを選択） 
 講義・演習科目 
   必修科目    36.5 単位 
   選択必修科目  9 単位以上（A～C 群の内、1 つを選択） 
展開科目       20.5 単位 
総合科目       4 単位 
以上、合計 124 単位以上を取得。 
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※1 実習の選択必修科目で選択した科目群と、講義・演習科目で選択した科目群は同一でなく

てはならない。 
※2 A～C 群それぞれに、必ず単位を取得すべき科目として「コースコア科目」を設定する。コ

ースコア科目については、履修要項などで別途定める。コースコア科目が未履修の場合、卒業要

件を満たさない。 
 
 
 
 以上のような対応により、ある程度定められた履修選択を学生が行う環境が整うため、卒業・

修了要件を満たせば、ディプロマ・ポリシーにおいて求めている能力を修得できるといえる。 
 
 
■カリキュラム・ポリシーの修正と教育課程の補足説明 
 審査意見 2 も考慮し、当該審査意見を受けて、カリキュラム・ポリシーについても、卒業

要件、履修設定に合うように以下のような修正を行う（表 2、添付資料 10-2、下線が変更

点）。 
 

表 2 情報工学科カリキュラム・ポリシー変更点抜粋 
修正前 修正後 

・ 設定された問題を分析するためのモデ

ル構築及び解法の理論科目として数学や、

物理学と共に、情報技術の基礎的な知識に

関する理論科目を配置する。「電子回路基

礎」「コンピュータシステム基礎」「情報

数学」「線形代数」「解析学」「確率統計

論」「データベース基礎と応用」「技術英

語」「情報セキュリティ応用」「力学」

「人工知能数学」「自然言語処理」「人工

知能数学」「制御工学基礎」「センサ・ア

クチュエータ」「材料力学・材料工学」

「データ解析」「技術英語」 
 

・設定された問題を分析するためのモデル構築

及び解法の理論科目として数学や、物理学と共

に、情報技術の基礎的な知識に関する理論科目

を配置する。 
共通：「エレクトロニクス工学」「コンピュー

タシステム」「情報数学」「線形代数」「解析

学」「確率統計論」「データベース基礎と応

用」「技術英語」「情報セキュリティ応用」 
A 群:「人工知能基礎」「自然言語処理」「人工

知能数学」「データ解析」 
B 群:「制御工学基礎」「センサ・アクチュエー

タ」「データ解析」 
C 群:「力学」「制御工学基礎」「センサ・アク

チュエータ」「材料力学・材料工学」 
・問題解決のために情報技術を統合し、価

値創造の方法論を学ぶ科目を配する。「C
言語基礎」「組込み C,C++言語」「回路・

プリント基板設計」「プログラミング概

論」「ソフトウェアシステム開発」

「Python プログラミング」「機械学習」

「デバイス・ネットワーク」「IoT デバイ

スプログラミングⅠ」「機械設計」「深層

学習」「画像・音声認識」「サーバ・ネッ

トワーク」「IoT デバイスプログラミング

Ⅱ」「ロボット機構」「ロボット制御」 

・問題解決のために情報技術を統合し、価値創

造の方法論を学ぶ科目を配する。 
共通:「C 言語基礎」「組込み C,C++言語」「回

路・プリント基板設計」「プログラミング概

論」「ソフトウェアシステム開発」 
A 群:「Python プログラミング」「機械学習」

「深層学習」「画像・音声認識」 
B 群:「Python プログラミング」「デバイス・ネ

ットワーク」「サーバ・ネットワーク」「IoT デ

バイスプログラミングⅠ～Ⅲ」 
C 群:「機械設計」「ロボット機構」「ロボット

制御」 
 
 

・デザイン思考の実践を含む実習の反復を

通し、学生が持つ知的好奇心を向上させな

がら探究心を身につけるとともに、チャレ

・デザイン思考の実践を含む実習の反復を通

し、学生が持つ知的好奇心を向上させながら探

究心を身につけるとともに、チャレンジ精神を
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ンジ精神を養成する。 
・ 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロ
ボット）と対象領域が抱える問題を見つけ

るための俯瞰力と問題発見力、その問題を

解決するための知識の総合力を養成する科

目を配する。 
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション

開発Ⅰ、Ⅱ」「地域共創デザイン実習」

「人工知能システムⅠ、Ⅱ」「メディア情

報処理」「人工知能応用」「IoT システム

開発Ⅰ、Ⅱ」「IoT サービスデザイン」

「組込みシステム制御実習」「産業用ロボ

ット実習」 

養成する。 
・本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロボッ

ト）と対象領域が抱える問題を見つけるための

俯瞰力と問題発見力、その問題を解決するため

の知識の総合力を養成する科目を配する。 
共通：「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューショ

ン開発Ⅰ、Ⅱ」「地域共創デザイン実習」 
A 群:「人工知能システムⅠ、Ⅱ」「メディア情

報処理実習」「人工知能応用」 
B 群:「IoT システム開発Ⅰ、Ⅱ」「IoT サービス

デザイン」 
C 群:「組込みシステム制御実習」「自動制御機

械開発実習」「産業用ロボット実習」 
 
 

設置の趣旨及び必要性等、様々なところで述べてきた通り、本学の教育は「学修が動機の

実現の軸」となるように設計されている。具体的には、教育課程の体系の全体構想として、

動機の定着がはじめに行われるように、1 年次前期に学修の動機づけ及び専門技術の紹介

（エクスポージャ）に当たる科目（学科包括科目）を基本的に配置し、理論的な内容等を学

ぶ科目については 1 年次後期から基本的に学修が始まるようにしている。それらは、教育課

程の全体構想だけではなく、例えば実習だけにフォーカスを当ててもそのように設計されて

いる。 
実習科目は 2 年次から始まり、職業専門科目と展開科目に配されている。具体的には、職

業専門科目に臨地実務実習各種、専攻分野に係る実習各種、そして展開科目に「地域共創デ

ザイン実習」の 3 つの大きな柱で構成され、中でも、専攻分野に係る実習各種については、

各学科で共通科目の「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」（情報工学科）、もしくは、「デジタル

コンテンツ制作応用」、「デジタルコンテンツ総合実習」（デジタルエンタテインメント学

科）と、各コース別の実習科目にさらに細分化される。 
職業専門科目における実習は、両学科どちらもまずコース別科目から始まる。その理由は、

学生の各コースへの配属が確定するタイミングであり、かつ、コース別に細分化されると同

時に始まるコースに特化した理論的な科目によって知識が完全に定着する前に、学生が持つ

好奇心や興味関心の先を明確にするのが狙いである。その後、学年が進行するにつれて、学

修が深化するように内容が高度化しているのが、各専攻分野に係る実習の教育課程体系の特

徴である。 
それに加えて、展開科目にも「地域共創デザイン実習」という 2 学科が共同して行う実習

科目が 2 年次に配されている。この科目が目指すのは、専攻分野に特化した専門的な学修の

対局側にある能力、つまり、自己の制作の論理的、あるいは社会的な意義を明確に表現する

能力を磨くことである。 
このように、2 年次スタート時の教育課程の体系は、専攻分野に係る実習科目では動機の

明確化を、そして展開科目の実習では社会的な倫理観やその意義を、そして講義系の科目で

は理論を、といった 3 方向から同時に学べるよう綿密な教育課程の体系を設計している。さ

らに重要なのは、これらの学びが机上で終わることがないように、実際に社会に出る科目を

2 年次の最後に配していることである。2 年次の最終科目は、1～2 月に配している、はじめ

ての臨地実務実習「臨地実務実習Ⅰ」である。この科目を通して実社会での学びを受けるこ

とで、学生らがそれまでの学びを集約しながら、社会の責務を実感できるように設計されて

いる。 
3 年次から 4 年次は、さらに各コース別の科目で知識・理解・技術などを深めつつ、全学

生がプロトタイプを制作するための最終的な学修に入っていくような教育課程として、職業

専門科目の「臨地実務実習Ⅱ、Ⅲ」と、学科別の総まとめの実習となる「ソリューション開

発Ⅰ、Ⅱ」（情報工学科）、もしくは「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジタルコンテ
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ンツ総合実習」（デジタルエンタテインメント学科）が組まれている。ここで重要なのは、

コース別で細分化し深化した科目だけで終わるのではなく、途中にこうした科目を配するこ

とで、効果的に「卒業研究制作」に引き継ぐ教育課程の体系にしていることである。すなわ

ち、専攻分野の深化の過程で「臨地実務実習Ⅱ、Ⅲ」を挟むことで実社会と学校での学びを

往復させるとともに、共通必修の実習科目として、情報工学科では「ソリューション開発Ⅰ、

Ⅱ」を、もしくはデジタルエンタテインメント学科では「デジタルコンテンツ制作応用」、

「デジタルコンテンツ総合実習」を配し、「地域共創デザイン実習」での課題に発展させる

ことによって、「卒業研究制作」とのつながりを果たしている。 
 
 

 
（新旧対照表）教育課程等の概要 

新 旧 
職業専門科目 実習科目 
 
【授業科目の名称】 
臨地実務実習Ⅰ 
臨地実務実習Ⅱ 
臨地実務実習Ⅲ 
ソリューション開発Ⅰ 
ソリューション開発Ⅱ 
 
小計（5 科目） 
単位数     必修 26 
        選択 0 
        自由 0 
専任教員の配置 教授  9 
        准教授 2 
        講師  2 
        助教  1 
        助手  0 
備考          0 
 
 
職業専門科目 実習科目 A 群 
 
【授業科目の名称】 
人工知能システム開発Ⅰ 
メディア情報処理実習 
人工知能システム開発Ⅱ 
人工知能応用 
 
小計（4 科目） 
単位数      必修  0 
        選択  8 
        自由  0 
専任教員の配置  教授   4 
        准教授  0 
        講師   0 
        助教   1 

職業専門科目 実習科目 
 
【授業科目の名称】 
臨地実務実習Ⅰ 
臨地実務実習Ⅱ 
臨地実務実習Ⅲ 
ソリューション開発Ⅰ 
ソリューション開発Ⅱ 
人工知能システム開発Ⅰ 
メディア情報処理実習 
人工知能システム開発Ⅱ 
人工知能応用 
IoT システム開発Ⅰ 
IoT システム開発Ⅱ 
IoT サービスデザイン 
組込みシステム制御実習 
自動制御機械開発実習 
産業用ロボット実習 
 
小計（15科目） 
単位数     必修 26 
        選択 24 
        自由 0 
専任教員の配置 教授  12 
        准教授 2 
        講師  2 
        助教  1 
        助手  0 
備考          0 
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        助手   0 
備考           0 
 
職業専門科目 実習科目 B 群 
 
【授業科目の名称】 
IoT システム開発Ⅰ 
IoT システム開発Ⅱ 
IoT サービスデザイン 
 
小計（3 科目） 
単位数      必修  0 
        選択  8 
        自由  0 
専任教員の配置  教授   4 
        准教授  1 
        講師   0 
        助教   0 
        助手   0 
備考           0 
 
職業専門科目 実習科目 C 群 
 
【授業科目の名称】 
組込みシステム制御実習 
自動制御機械開発実習 
産業用ロボット実習 
 
小計（3 科目） 
単位数      必修  0 
        選択  8 
        自由  0 
専任教員の配置  教授   2 
        准教授  1 
        講師   0 
        助教   0 
        助手   0 
備考           0 
 
職業専門科目 講義・演習科目 A 群 
 
【授業科目の名称】 
人工知能基礎 
自然言語処理 
人工知能数学 
機械学習 
深層学習 
画像・音声認識 
 
小計（6 科目） 

職業専門科目 講義・演習科目（追加） 
 
【授業科目の名称】 
Python プログラミング 
力学 
人工知能基礎 
自然言語処理 
人工知能数学 
制御工学基礎 
センサ・アクチュエータ 
機械学習 
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単位数      必修  0 
        選択  10.5 
        自由  0 
専任教員の配置  教授   4 
        准教授  0 
        講師   0 
        助教   1 
        助手   0 
備考           0 
 
職業専門科目 講義・演習科目 B 群 
 
【授業科目の名称】 
デバイス・ネットワーク 
IoT デバイスプログラミングⅠ 
IoT デバイスプログラミングⅡ 
サーバ・ネットワーク 
IoT デバイスプログラミングⅢ 
 
小計（5 科目） 
単位数      必修  0 
        選択  7 
        自由  0 
専任教員の配置  教授   3 
        准教授  0 
        講師   0 
        助教   0 
        助手   0 
備考           0 
 
職業専門科目 講義・演習科目 C 群 
 
【授業科目の名称】 
力学 
材料力学・材料工学 
機械設計 
ロボット機構 
ロボット制御 
 
小計（5 科目） 
単位数      必修  0 
        選択  10 
        自由  0 
専任教員の配置  教授   1 
        准教授  0 
        講師   0 
        助教   1 
        助手   0 
備考          兼 1 
 

デバイス・ネットワーク 
IoT デバイスプログラミングⅠ 
IoT デバイスプログラミングⅡ 
材料力学・材料工学 
機械設計 
深層学習 
画像・音声認識 
データ解析 
サーバ・ネットワーク 
IoT デバイスプログラミングⅢ 
ロボット機構 
ロボット制御 
 
小計（20科目） 
単位数     必修 0 
        選択 34.5 
        自由 0 
専任教員の配置 教授  8 
        准教授 2 
        講師  0 
        助教  1 
        助手  0 
備考         兼 1 
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職業専門科目 講義・演習科目 A・B 群共通 
 
【授業科目の名称】 
Python プログラミング 
データ解析 
 
小計（2 科目） 
単位数      必修  0 
        選択  3 
        自由  0 
専任教員の配置  教授   0 
        准教授  1 
        講師   0 
        助教   1 
        助手   0 
備考           0 
 
職業専門科目 講義・演習科目 B・C 群共通 
 
【授業科目の名称】 
制御工学基礎 
センサ・アクチュエータ 
 
小計（2 科目） 
単位数      必修  0 
        選択  4 
        自由  0 
専任教員の配置  教授   1 
        准教授  1 
        講師   0 
        助教   0 
        助手   0 
備考           0 
 
【卒業・修了要件及び履修方法】 

基礎科目 

  必修科目   20単位 

 

職業専門科目 

 実習科目 

  必修科目   26単位 

  選択 必修科目 8単位以上 

（A～C群の内、1つを選択） 

 講義・演習科目 

  必修科目   36.5単位 

  選択 必修科目 9単位以上 

（A～C群の内、1つを選択） 

展開科目     20.5単位 

 

総合科目     4単位 

【卒業・修了要件及び履修方法】 

基礎科目 

  必修科目   20単位 

 

職業専門科目 

 実習科目 

  必修科目   26単位 

  選択（追加）科目   8単位以上 

（追加） 

 講義・演習科目 

  必修科目  36.5単位 

  選択（追加）科目   9単位以上 

（追加） 

展開科目     20.5単位 

 

総合科目     4単位 
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以上、合計 124単位以上を取得。 

 

※1 実習の選択必修科目で選択した科目群

と、講義・演習科目で選択した科目群は同一

でなくてはならない。 

※2 A～C 群それぞれに、必ず単位を取得す

べき科目として「コースコア科目」を設定す

る。コースコア科目については、履修要項な

どで別途定める。コースコア科目が未履修の

場合、卒業要件を満たさない。 

 

以上、合計 124単位以上を取得。 

 

（追加） 

 
 

（新旧対照表）学則 別表 1, 2  
新 旧 

（別表 1）授業科目及び単位数 
 
（１）工科学部 情報工学科 
【科目区分】 
（前略） 
職業専門科目 
  実習科目 
  実習科目 A 群 
  実習科目 B 群 
  実習科目 C 群 
  講義・演習科目 
  講義・演習科目 A 群 
  講義・演習科目 B 群 
  講義・演習科目 C 群 
  講義・演習科目 A・B 群共通 
  講義・演習科目 B・C 群共通 
（後略） 

（別表 1） 授業科目及び単位数 
 
（１）工科学部 情報工学科 
【科目区分】 
（前略） 
職業専門科目 
  実習科目 
 
 
 
  講義・演習科目 
 
 
 
 
 
（後略） 

（別表 2）卒業要件 
 
（１）情報工学科 
（中略） 
職業専門科目 
 実習科目 
  選択 必修  ８単位以上（A～C 群の内、

1 つを選択） 
（中略） 

講義・演習科目 
選択 必修  ９単位以上（A～C 群の内、

1 つを選択） 
（中略） 
 
※ 実習の選択必修科目で選択した科目群

と、講義・演習科目で選択した科目群は同一

でなくてはならない。 
※ A～C 群それぞれに、必ず単位を取得す

べき科目として「コースコア科目」を設定す

（別表 2）卒業要件 
 
（１）情報工学科 
（中略） 
職業専門科目 
 実習科目 
  選択（追加） ８単位以上（追加） 
（中略） 

講義・演習科目 
選択（追加） ９単位以上（追加） 

（中略） 
 
（追加） 
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る。コースコア科目については、履修要項な

どで別途定める。コースコア科目が未履修の

場合、卒業要件を満たさない。 
  

 
 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 
新 旧 

4.1.1.3 情報工学科のカリキュラム・ポリシー 
情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
・広義のデザインにおける感性的思考を支援

する知識・理解の科目を置く 
・“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確立す

る科目を置く 
・グローバルに活躍するために必要なコミュ

ニケーションの汎用的技能を育成する科目を

置く 
【職業専門科目】 
・設定された問題を分析するためのモデル構

築及び解法の理論科目として数学や、物理学

と共に、情報技術の基礎的な知識に関する理

論科目を配置する。 
共通：「エレクトロニクス工学」「コンピュ

ータシステム」「情報数学」「線形代数」

「解析学」「確率統計論」「データベース基

礎と応用」「技術英語」「情報セキュリティ

応用」 
A 群:「人工知能基礎」「自然言語処理」「人

工知能数学」「データ解析」 
B 群:「制御工学基礎」「センサ・アクチュエ

ータ」「データ解析」 
C 群:「力学」「制御工学基礎」「センサ・ア

クチュエータ」「材料力学・材料工学」 
・問題解決のために情報技術を統合し、価値

創造の方法論を学ぶ科目を配する。 
共通:「C 言語基礎」「組込み C,C++言語」

「回路・プリント基板設計」「プログラミン

グ概論」「ソフトウェアシステム開発」 
A 群:「Python プログラミング」「機械学

習」「深層学習」「画像・音声認識」 
B 群:「Python プログラミング」「デバイ

4.1.1.3 情報工学科のカリキュラム・ポリシー 
情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を

支援する知識・理解の科目を置く 
 “Designer in Society（社会とともに

あるデザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確

立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコ

ミュニケーションの汎用的技能を育成する科

目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を分析するためのモ

デル構築及び解法の理論科目として数学

や、物理学と共に、情報技術の基礎的な知

識に関する理論科目を配置する。(追加)
「電子回路基礎」「コンピュータシステム

基礎」「情報数学」「線形代数」「解析学」

「確率統計論」「データベース基礎と応用」

「技術英語」「情報セキュリティ応用」「力

学」「人工知能数学」「自然言語処理」「人工

知能数学」「制御工学基礎」「センサ・アク

チュエータ」「材料力学・材料工学」「デー

タ解析」「技術英語」 
 問題解決のために情報技術を統合

し、価値創造の方法論を学ぶ科目を配す

る。(追加)「C 言語基礎」「組込み C,C++言
語」「回路・プリント基板設計」「プログラ

ミング概論」「ソフトウェアシステム開発」

「Python プログラミング」「機械学習」

「デバイス・ネットワーク」「IoT デバイス

プログラミングⅠ」「機械設計」「深層学

習」「画像・音声認識」「サーバ・ネットワ

ーク」「IoT デバイスプログラミングⅡ」

「ロボット機構」「ロボット制御」 
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ス・ネットワーク」「サーバ・ネットワー

ク」「IoT デバイスプログラミングⅠ」「IoT
デバイスプログラミングⅡ」「IoT デバイス

プログラミングⅢ」 
C 群:「機械設計」「ロボット機構」「ロボッ

ト制御」 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
・デザイン思考の実践を含む実習の反復を通

し、学生が持つ知的好奇心を向上させながら

探究心を身につけるとともに、チャレンジ精

神を養成する。 
・本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロボ

ット）と対象領域が抱える問題を見つけるた

めの俯瞰力と問題発見力、その問題を解決す

るための知識の総合力を養成する科目を配す

る。 
共通：「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューシ

ョン開発Ⅰ、Ⅱ」「地域共創デザイン実

習」A 群:「人工知能システムⅠ、Ⅱ」「メデ

ィア情報処理実習」「人工知能応用」 
B 群:「IoT システム開発Ⅰ、Ⅱ」「IoT サー

ビスデザイン」 
C 群:「組込みシステム制御実習」「自動制御

機械開発実習」「産業用ロボット実習」 
 
【展開科目】 
・専門職人材として、主体的にかつ協調性を

持って行動する手法を講義と演習を組み合わ

せて学ぶ 
・環境や社会への配慮し、持続可能な解を生

み出すための知識を養成する 
・社会人として相応しい志向と態度を身につ

けるために、経営資産についての知識を習得

する科目を配する。 
【総合科目】 
・キャップストーン科目として卒業研究制作

を実施する。この科目は、英語での発表を義

務付けている。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名

程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計

画・履修登録のみならず、より良い教育及び

学修を円滑に運営するための人間環を整え

「個に対する教育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
1. 基礎学力や情報活用能力、総合力を目

指したそれぞれの科目は、カリキュラム・ポ

【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 デザイン思考の実践を含む実習の反復

を通し、学生が持つ知的好奇心を向上させな

がら探究心を身につけるとともに、チャレン

ジ精神を養成する。 
 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, 
ロボット）と対象領域が抱える問題を見つけ

るための俯瞰力と問題発見力、その問題を解

決するための知識の総合力を養成する科目を

配する。 
(追加)「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューシ

ョン開発Ⅰ、Ⅱ」「地域共創デザイン実

習」(追加)「人工知能システムⅠ、Ⅱ」「メ

ディア情報処理」「人工知能応用」(追加)
「IoT システム開発Ⅰ、Ⅱ」「IoT サービス

デザイン」(追加)「組込みシステム制御実

習」「産業用ロボット実習」 
【展開科目】 
 専門職人材として、主体的にかつ協調

性を持って行動する手法を講義と演習を組み

合わせて学ぶ 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解

を生み出すための知識を養成する 
 社会人として相応しい志向と態度を身

につけるために、経営資産についての知識を

習得する科目を配する。 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究

制作を実施する。この科目は、英語での発表

を義務付けている。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名

程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計

画・履修登録のみならず、より良い教育及び

学修を円滑に運営するための人間環境を整え

「個に対する教育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
1. 基礎学力や情報活用能力、総合力を目

指したそれぞれの科目は、カリキュラム・ポ

リシーに従って作成されたシラバスによって

学修進行し、シラバスに予め記された評価の

方法によって科目の合否を決定する。 
2. 相互に関係し積み上げ学修がなされる

科目においては定められた順序に科目取得を

行う。 
3. 各学年進級時に定められた単位数を取

得していなければならない。 
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リシーに従って作成されたシラバスによって

学修進行し、シラバスに予め記された評価の

方法によって科目の合否を決定する。 
2. 相互に関係し積み上げ学修がなされる

科目においては定められた順序に科目取得を

行う。 
3. 各学年進級時に定められた単位数を取

得していなければならない。 
4. 個々の学生の学びの過程と評価につい

てはスタディーログとして記録し、教育の評

価や点検の材料として積極的に利用した教育

方法論の開発を行う。 
5. 科目ごとに成績基準や評価方法を決定

し学生に開示する。評価の客観性を得るため

に必要な科目にはルーブリック評価を取り入

れる。 
6. 各学年終了時に、年次の必修科目の単

位取得を判定し進級の判断を行う。履修状況

に基づき学生指導を実施する。学生アンケー

トによりカリキュラムの評価を行い次年度に

活かす。 
 

4. 個々の学生の学びの過程と評価につい

てはスタディーログとして記録し、教育の評

価や点検の材料として積極的に利用した教育

方法論の開発を行う。 
5. 科目ごとに成績基準や評価方法を決定

し学生に開示する。評価の客観性を得るため

に必要な科目にはルーブリック評価を取り入

れる。 
6. 各学年終了時に、年次の必修科目の単

位取得を判定し進級の判断を行う。履修状況

に基づき学生指導を実施する。学生アンケー

トによりカリキュラムの評価を行い次年度に

活かす。 

4.1.2.1 実践的能力と応用的能力の育成・展開 
本学では既に述べたカリキュラム・ポリシー

やディプロマ・ポリシーに定める専門知識と

専門技能、国際コミュニケーション力、価値

創造力、職業的倫理観等を修得させるため

に、職業に密接に関連した学際的な教育内容

を、順次性を考慮し基礎科目、職業専門科

目、展開科目、総合科目の区分で編成する。 
それぞれの科目ではその教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業体

系とし、特に、実践力の育成と学修内容の定

着度向上を図るため、座学（講義）だけの科

目は極力減らし演習と講義を組み合わせた科

目とする。また、実制作実習科目は教育課程

連携協議会の協力や支援を必ず求めること

で、実社会の課題解決経験も得られる実践的

な教育体系にする。 
設置の趣旨及び必要性等、様々なところで

述べてきた通り、本学の教育は「学修が動機

の実現の軸」となるように設計されている。

具体的には、教育課程の体系の全体構想とし

て、動機の定着がはじめに行われるように、

1 年次前期に学修の動機づけ及び専門技術の

紹介（エクスポージャ）に当たる科目（学科

包括科目）を基本的に配置し、理論的な内容

等を学ぶ科目については 1 年次後期から基本

的に学修が始まるようにしている。それら

は、教育課程の全体構想だけではなく、例え

4.1.2.1 実践的能力と応用的能力の育成・展開 
本学では既に述べたカリキュラム・ポリシー

やディプロマ・ポリシーに定める専門知識と

専門技能、国際コミュニケーション力、価値

創造力、職業的倫理観等を修得させるため

に、職業に密接に関連した学際的な教育内容

を、順次性を考慮し基礎科目、職業専門科

目、展開科目、総合科目の区分で編成する。 
それぞれの科目ではその教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業体

系とし、特に、実践力の育成と学修内容の定

着度向上を図るため、座学（講義）だけの科

目は極力減らし演習と講義を組み合わせた科

目とする。また、実制作実習科目は教育課程

連携協議会の協力や支援を必ず求めること

で、実社会の課題解決経験も得られる実践的

な教育体系にする。 
（追加） 



13 
 

ば実習だけにフォーカスを当ててもそのよう

に設計されている。 
実習科目は 2 年次から始まり、職業専門科

目と展開科目に配されている。具体的には、

職業専門科目に臨地実務実習各種、専攻分野

に係る実習各種、そして展開科目に「地域共

創デザイン実習」の 3 つの大きな柱で構成さ

れ、中でも、専攻分野に係る実習各種につい

ては、各学科で共通科目の「ソリューション

開発Ⅰ、Ⅱ」（情報工学科）、もしくは、「デジ

タルコンテンツ制作応用」、「デジタルコンテ

ンツ総合実習」（デジタルエンタテインメント

学科）と、各コース別の実習科目にさらに細

分化される。 
職業専門科目における実習は、両学科どち

らもまずコース別科目から始まる。その理由

は、学生の各コースへの配属が確定するタイ

ミングであり、かつ、コース別に細分化され

ると同時に始まるコースに特化した理論的な

科目によって知識が完全に定着する前に、学

生が持つ好奇心や興味関心の先を明確にする

のが狙いである。その後、学年が進行するに

つれて、学修が深化するように内容が高度化

しているのが、各専攻分野に係る実習の教育

課程体系の特徴である。 
それに加えて、展開科目にも「地域共創デ

ザイン実習」という 2 学科が共同して行う実

習科目が 2 年次に配されている。この科目が

目指すのは、専攻分野に特化した専門的な学

修の対局側にある能力、つまり、自己の制作

の論理的、あるいは社会的な意義を明確に表

現する能力を磨くことである。 
このように、2 年次スタート時の教育課程

の体系は、専攻分野に係る実習科目では動機

の明確化を、そして展開科目の実習では社会

的な倫理観やその意義を、そして講義系の科

目では理論を、といった 3 方向から同時に学

べるよう綿密な教育課程の体系を設計してい

る。さらに重要なのは、これらの学びが机上

で終わることがないように、実際に社会に出

る科目を 2 年次の最後に配していることであ

る。2 年次の最終科目は、1～2 月に配してい

る、はじめての臨地実務実習「臨地実務実習

Ⅰ」である。この科目を通して実社会での学

びを受けることで、学生らがそれまでの学び

を集約しながら、社会の責務を実感できるよ

うに設計されている。 
3 年次から 4 年次は、さらに各コース別の科

目で知識・理解・技術などを深めつつ、全学

生がプロトタイプを制作するための最終的な
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学修に入っていくような教育課程として、職

業専門科目の「臨地実務実習Ⅱ、Ⅲ」と、学

科別の総まとめの実習となる「ソリューショ

ン開発Ⅰ、Ⅱ」（情報工学科）、もしくは「デ

ジタルコンテンツ制作応用」、「デジタルコン

テンツ総合実習」（デジタルエンタテインメン

ト学科）が組まれている。ここで重要なの

は、コース別で細分化し深化した科目だけで

終わるのではなく、途中にこうした科目を配

することで、効果的に「卒業研究制作」に引

き継ぐ教育課程の体系にしていることであ

る。すなわち、専攻分野の深化の過程で「臨

地実務実習Ⅱ、Ⅲ」を挟むことで実社会と学

校での学びを往復させるとともに、共通必修

の実習科目として、情報工学科では「ソリュ

ーション開発Ⅰ、Ⅱ」を、もしくはデジタル

エンタテインメント学科では「デジタルコン

テンツ制作応用」、「デジタルコンテンツ総合

実習」を配し、「地域共創デザイン実習」での

課題に発展させることによって、「卒業研究制

作」とのつながりを果たしている。 
 
6. 教育方法、履修指導方法及び卒業要件 
6.1 卒業要件 
本学の卒業要件は、既に述べたディプロマ・

ポリシーに準じており、このディプロマ・ポ

リシーに明記した項目は、卒業要件の単位を

修得すると得られるものである。よって、学

生は本学に 4 年以上在籍し、所定の単位を取

得した者、つまり、ディプロマ・ポリシーを

満たした者は学長が卒業を認定することと

し、これを学則に規定する。加えて、本学の

履修設定の要点をまとめた資料を添付する

（資料 16-1, 16-2） 
 
6.1.1 コース運用に基づいた卒業要件と履修設

定 
本学では、ディプロマ・ポリシーにおいて、

各コースに求める能力を設定している。よっ

て、本学の卒業要件は、ディプロマ・ポリシ

ーで求める能力を学生が修得できるように、

コースに係る履修設定を配しているところに

特徴がある。 
＜情報工学科の卒業要件＞ 
基礎科目 
   必修科目  20 単位 
職業専門科目 
 実習科目 
   必修科目  26 単位 
   選択必修科目 8 単位以上（A～C 群

6. 教育方法、履修指導方法及び卒業要件 
6.1 卒業要件 
本学の卒業要件は、既に述べたディプロマ・

ポリシーに準じており、このディプロマ・ポ

リシーに明記した項目は、卒業要件の単位を

修得すると得られるものである。よって、学

生は本学に 4 年以上在籍し、所定の単位を取

得した者、つまり、ディプロマ・ポリシーを

満たした者は学長が卒業を認定することと

し、これを学則に規定する。(追加) 
 
情報工学科は必修科目 107 単位、選択科目 17
単位以上、計 124 単位以上を取得することを

卒業要件とする。内訳は、「基礎科目」の 20
単位は全て必修、「職業専門科目」のうち実

習科目は必修 26 単位、選択（追加） 
8 単位以上、講義・演習科目は必修 36.5 単

位、選択（追加）9 単位以上、「展開科目」

は必修 20.5 単位、「総合科目」の 4 単位は必

修とする。 
（追加） 
 
 
（追加） 
 
デジタルエンタテインメント学科は必修科目

112.5 単位、選択科目 11.5 単位以上、計 124
単位以上を取得することを卒業要件とする。
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の内、1 つを選択） 
 講義・演習科目 
   必修科目  36.5 単位 
   選択必修科目 9 単位以上（A～C 群

の内、1 つを選択） 
展開科目  20.5 単位 
総合科目  4 単位 
以上、合計 124 単位以上を取得。 
 
※1 実習の選択必修科目で選択した科目群

と、講義・演習科目で選択した科目群は同一

でなくてはならない。 
※2 A～C 群それぞれに、必ず単位を取得す

べき科目として「コースコア科目」を設定す

る。コースコア科目については、履修要項な

どで別途定める。コースコア科目が未履修の

場合、卒業要件を満たさない。 
 
情報工学科は必修科目 107 単位、選択科目 17
単位以上、計 124 単位以上を取得することを

卒業要件とする。内訳は、「基礎科目」の 20
単位は全て必修、「職業専門科目」のうち実

習科目は必修 26 単位、選択 必修 8 単位以

上、講義・演習科目は必修 36.5 単位、選択

必修 9 単位以上、「展開科目」は必修 20.5 単

位、「総合科目」の 4 単位は必修とする。 
また、選択必修科目には、A～C 群の内、1 つ

を選択することとしている。ここでいう A～

C 群とは、学生が所属するコース、つまり、

各コースに据えた科目群のことで、A 群が

「AI 戦略コース」、B 群が「IoT 戦略コー

ス」、C 群が「ロボット開発コース」に当た

る。注書きについては後述する。 
 
＜デジタルエンタテインメント学科＞ 
基礎科目 
  必修科目  20 単位 
職業専門科目 
   実習科目      
    必修科目 29 単位 
    選択必修科目 5 単位以上（A、B 群

の内、1 つを選択） 
  講義・演習科目 
    必修科目 39 単位 
    選択必修科目 6.5 単位以上（A、B
群の内、1 つを選択） 
展開科目  20.5 単位 
総合科目  4 単位 
以上、合計 124 単位以上を取得。 
※1 実習の選択必修科目で選択した科目群

内訳は、「基礎科目」の 20 単位は全て必

修、「職業専門科目」のうち実習科目は必修

29 単位、選択（追加）5 単位以上、講義・演

習科目は必修 39 単位、選択（追加）6.5 単位

以上、「展開科目」は必修 20.5 単位、「総合

科目」の 4 単位は必修とする。 
（追加） 
 
 
（追加） 
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と、講義・演習科目で選択した科目群は同一

でなくてはならない。 
※2 A, B 群それぞれに、必ず単位を取得す

べき科目として「コースコア科目」を設定す

る。履修要項などで別途定める。コースコア

科目が未履修の場合、卒業要件を満たさな

い。 
 
デジタルエンタテインメント学科は必修科目

112.5 単位、選択科目 11.5 単位以上、計 124
単位以上を取得することを卒業要件とする。

内訳は、「基礎科目」の 20 単位は全て必

修、「職業専門科目」のうち実習科目は必修

29 単位、選択必修 5 単位以上、講義・演習科

目は必修 39 単位、選択必修 6.5 単位以上、

「展開科目」は必修 20.5 単位、「総合科目」

の 4 単位は必修とする。 
また、選択必修科目には、A、B 群の内、1 つ

を選択することとしている。ここでいう A,、
B 群とは、各コースに据えた科目群のこと

で、A 群が「ゲームプロデュースコース」、

B 群が「CG アニメーションコース」に当た

る。注書きについては後述する。 
 
6.1.2 コースコア科目について 
本学では、情報工学科、デジタルエンタテイ

ンメント学科どちらにもコースを設置してお

り、それに伴ってディプロマ・ポリシーに各

コースに求める能力も設定しているため、こ

のディプロマ・ポリシーで求める能力を学生

が修得できるように、選択必修科目の内、必

ず取得すべき科目を「コースコア科目」とし

て設定する。 
 
本学は、工科学分野において学問のみならず

実践の能力を融合させる新たな大学教育を目

指す専門職大学である。ここで言う本学にお

ける実践の能力とは、ディプロマ・ポリシー

において“プロトタイプ開発力”、“俯瞰

力”、“問題発見力”、“チャレンジ精

神”、“三現主義”が特に該当し、これらの

能力・志向・態度を重要視している。この能

力を養成する主要科目は、実践的な科目に位

置する実習科目であるため、どのコースにお

いても非常に重要な科目であることは明らか

である。以上のことから、実習科目について

は全てコースココア選択必修科目とする。 
加えて、本学のディプロマ・ポリシーにある

“分析”、“判断”、“創造”の養成を中心

に担っている職業専門科目の講義・演習科目
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についても、同様にコースコア科目を設定す

る。ただし、講義・演習科目については、共

通科目（全コース必修科目）でディプロマ・

ポリシーをある程度満たせるため、実習のよ

うにコース別科目群を全てコースコア科目に

する必要はない。重要なのは、どの科目を履

修すればディプロマ・ポリシーに明記ある基

準に到達できるか、ということであるから、

講義・演習科目については一律ではなく、以

下の科目をコースコア科目として設定する。

卒業要件におけるコース科目の説明について

は注釈を追記することで対応する。 
 
＜情報工学科＞ 
AI 戦略コース   ： 「機械学習」、「深層

学習」、「画像音声処理」、 
「データ解析」 
IoT システムコース ： 「デバイス・ネットワ

ーク」、「サーバ・ネットワーク」 
「IoT デバイスプログラミングⅢ」、「デー

タ解析」 
ロボット開発コース ： 「機械設

計」、「ロボット機構」、「ロボット制御」 
＜デジタルエンタテインメント学科＞ 
ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽコース： 『「ゲームプログラミ

ングⅠ」、「ゲームプログラミングⅡ」』も

しくは『「ゲームデザイン実践演習」、「ゲ

ームハード概論」』のどちらか 2 科目と「ゲ

ーム AI Ⅱ」 
CG ｱﾆﾒｰｼｮﾝコース ： 「デジタルキャラクタ

実践演習」、「CG アニメーション総合演

習」 
 
これらコースコア科目の内、デジタルエンタ

テインメント学科のゲームプロデュースコー

スにおいては、コースコア科目に『「ゲーム

プログラミングⅠ」、「ゲームプログラミン

グⅡ」』もしくは『「ゲームデザイン実践演

習」、「ゲームハード概論」』のどちらか 2
科目を取得することとしている。このような

コースコア科目の中でさらに選択必修と設定

されている科目を「準コースコア科目」と呼

ぶこととする。 
準コースコア科目を設定した理由は、ディプ

ロマ・ポリシーにある“コンピュータゲーム

に関するデジタルコンテンツ制作に特化した

知識を有している”に対し、対象業種・業界

として、プログラムを実際に組むプログラマ

ーと、ゲームづくりの上流から下流まで関わ

るプランナーが想定でき、それに沿った形で
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ディプロマ・ポリシーを充たしている必要が

あるため選択式としている。 
  

 
 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 
新 旧 

資料 10-2 
コンピュータシステム （削除） 

エレクトロニクス工学 

 

 

 
 
 

 

カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目 

 

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解

法の理論科目として数学や、物理学と共に、情報技

術の基礎的な知識に関する理論科目を配置する。 

共通：「エレクトロニクス工学 」「コンピュータシ

ステム （削除）」「情報数学」「線形代数」「解析

学」「確率統計論」「データベース基礎と応用」

「技術英語」「情報セキュリティ応用」 

A群:「人工知能基礎」「自然言語処理」「人工知能

数学」「データ解析」 

B群:「制御工学基礎」「センサ・アクチュエータ」

「データ解析」 

C群:「力学」「制御工学基礎」「センサ・アクチュ

エータ」「材料力学・材料工学」 

 

カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目 

 
問題解決のために情報技術を統合し、価値創造の方

法論を学ぶ科目を配する。 
共通:「C 言語基礎」「組込み C,C++言語」「回路・

資料 10-2 
コンピュータシステム 基礎 

電子回路基礎 

 

 

 
 

 

 

カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目 

 

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解

法の理論科目として数学や、物理学と共に、情報技

術の基礎的な知識に関する理論科目を配置する。

（追加）「電子回路基礎 」「コンピュータシステム

基礎 」「情報数学」「線形代数」「解析学」「確率統計

論」「データベース基礎と応用」「技術英語」「情報セ

キュリティ応用」「力学」「人工知能基礎」「自然言

語処理」「人工知能数学」「制御工学基礎」「センサ・

アクチュエータ」「材料力学・材料工学」「データ解

析」「技術英語」 
 
 
 
 
カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目 

 
問題解決のために情報技術を統合し、価値創造の方

法論を学ぶ科目を配する。（追加）「C 言語基礎」「組

込み C,C++言語」「回路・プリント基板設計」「プロ
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プリント基板設計」「プログラミング概論」「ソフ

トウェアシステム開発」 
A 群:「Python プログラミング」「機械学習」「深層

学習」「画像・音声認識」 
B 群:「Python プログラミング」「デバイス・ネット

ワーク」「サーバ・ネットワーク」「IoT デバイスプ

ログラミングⅠ」「IoT デバイスプログラミングⅡ」

「IoT デバイスプログラミングⅢ」 
C 群:「機械設計」「ロボット機構」「ロボット制

御」 
 
 
カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目展開科目 

 
デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生

が持つ知的好奇心を向上させながら探究心を身につ

けるとともに、チャレンジ精神を養成する。 
 
本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロボット）と対

象領域が抱える問題を見つけるための俯瞰力と問題

発見力、その問題を解決するための知識の総合力を

養成する科目を配する。 
共通：「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開

発Ⅰ、Ⅱ」「地域共創デザイン実習」 
A 群:「人工知能システムⅠ、Ⅱ」「メディア情報処

理実習」「人工知能応用」 
B 群:「IoT システム開発Ⅰ、Ⅱ」「IoT サービスデザ

イン」 
C 群:「組込みシステム制御実習」「自動制御機械開

発実習」「産業用ロボット実習」 
 
資料 10-3 

 
 

 

 

カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目 

 

グラミング概論」「ソフトウェアシステム開発」

「Python プログラミング」「機械学習」「デバイス・

ネットワーク」「IoT デバイスプログラミングⅠ」「機

械設計」「深層学習」「画像・音声認識」「サーバ・ネ

ットワーク」「IoT デバイスプログラミングⅡ」「ロボ

ット機構」「ロボット制御」 
 
 
 
 
 
カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目展開科目 

 
デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生

が持つ知的好奇心を向上させながら探究心を身につ

けるとともに、チャレンジ精神を養成する。 
 
本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロボット）と対

象領域が抱える問題を見つけるための俯瞰力と問題

発見力、その問題を解決するための知識の総合力を

養成する科目を配する。 
（追加）「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開

発Ⅰ、Ⅱ」「地域共創デザイン実習」「人工知能シス

テムⅠ、Ⅱ」「メディア情報処理」「人工知能応用」

「IoT システム開発Ⅰ、Ⅱ」「IoT サービスデザイ

ン」「組込みシステム制御実習」「自動制御機械開発

実習」「産業用ロボット実習」 
 
 

 

資料 10-3 

 
 
 
 
 
 
 
カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目 
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設定された問題を分析するためのモデル構築及び解

法の理論科目として数学とともに、技術の基礎的な

知識に関する理論科目を配置する。 

共通:「コンピュータグラフィックスⅠ」「電子情報

工学概論」「ゲーム構成論Ⅰ」「線形代数」「解析

学」「コンピュータグラフィックスⅡ」「統計論」

「ゲームアルゴリズム」「コンテンツ制作マネジメ

ント」「映像論」「技術英語」 

A群:「ゲーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」 

B群:「ゲームハード概論」 

 

 

カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目 
 

問題解決のためにデジタルゲーム、およびコンピュ

ータグラフィックス技術を統合し、価値創造の方法

論を学び芸術的感性を涵養する科目を配する。 

共通:「ゲームプログラム構成基礎Ⅰ」「デジタル造

形Ⅰ」「CGデザイン基礎」「プログラミング言語基

礎」「デジタル造形Ⅱ」「ゲーム AIⅠ」「エンタテ

インメント設計」 

A群:「ゲームプログラム構成基礎Ⅱ」「ゲームプロ

グラム構成基礎Ⅲ」「ゲームプログラミングⅠ」

「ゲームプログラミングⅡ」「ゲームプログラミン

グⅢ」「ゲーム AI Ⅱ」「ゲームデザイン実践演習」

「インターフェースデザイン」 

B群:「デジタル映像表現技法基礎」「デジタル映像

表現技法応用」「デジタルキャラクタ実践演習」

「インターフェースデザイン」「CGアニメーション

総合演習」 

 
カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目展開科目 
 

デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生

が持つ知的好奇心を向上させながら探究心を身につ

けるとともに、チャレンジ精神を養成する。 

 

本学科が扱う 2履修モデル（ゲーム、CG）と対象領

域が抱える問題を見つけるための俯瞰力と問題発見

力、その問題を解決するための知識の総合力を養成

する科目を配する。 

共通:「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテンツ

総合実習」「デジタルコンテンツ総合実習」「地域

共創デザイン実習」 

A群:「ゲーム制作技術総合実習Ⅰ、Ⅱ」 

B群:「CGアニメーション総合実習Ⅰ、Ⅱ」 

 
 

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解

法の理論科目として数学とともに、技術の基礎的な

知識に関する理論科目を配置する。（追加）「コン

ピュータグラフィックスⅠ」「電子情報工学概論」

「ゲーム構成論Ⅰ」「線形代数」「解析学」「コンピュ

ータグラフィックスⅡ」「統計論」「ゲームアルゴリ

ズム」「コンテンツ制作マネジメント」「映像論」

「ゲーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」「技術英

語」 
 
 
 
 
カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目 
 
問題解決のためにデジタルゲーム、およびコンピュ

ータグラフィックス技術を統合し、価値創造の方法

論を学び芸術的感性を涵養する科目を配する。（追

加）「ゲームプログラム構成基礎Ⅰ」「デジタル造形

Ⅰ」「CG デザイン基礎」「プログラミング言語基礎」

「デジタル造形Ⅱ」「ゲーム AIⅠ」「エンタテインメ

ント設計」「ゲームプログラム構成基礎Ⅱ」「デジタ

ル映像表現技法基礎」「ゲームプログラム構成基礎

Ⅲ」「デジタル映像表現技法応用」「ゲームプログラ

ミングⅠ」「ゲームデザイン実践演習」「デジタルキ

ャラクタ実践演習」「ゲームプログラミングⅡ」「イ

ンターフェースデザイン」「ゲームプログラミング

Ⅲ」「ゲーム AI Ⅱ」「CG アニメーション総合演習」 
 
 
 
 
 
カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目展開科目 
 
デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生

が持つ知的好奇心を向上させながら探究心を身につ

けるとともに、チャレンジ精神を養成する。 
 
本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、CG）と対象領

域が抱える問題を見つけるための俯瞰力と問題発見

力、その問題を解決するための知識の総合力を養成

する科目を配する。 
（追加）「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテン

ツ総合実習」「デジタルコンテンツ総合実習」「地域

共創デザイン実習」「ゲーム制作技術総合実習Ⅰ、

Ⅱ」「CG アニメーション総合実習Ⅰ、Ⅱ」 
 

 
資料 16  （追加）    
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（新旧対照表）シラバス 
新 旧 

【通番】49 Python プログラミング 
【通番】45 力学 
【通番】34 人工知能基礎 
【通番】35 自然言語処理 
【通番】36 人工知能数学 
【通番】51 制御工学基礎 
【通番】52 センサ・アクチュエータ 
【通番】37 機械学習 
【通番】40 デバイス・ネットワーク 
【通番】41 IoT デバイスプログラミングⅠ 
【通番】42 IoT デバイスプログラミングⅡ 
【通番】46 機械設計 
【通番】38 深層学習 
【通番】39 画像・音声認識 
【通番】50 データ解析 
【通番】43 サーバ・ネットワーク 
【通番】44 IoT デバイスプログラミングⅢ 
【通番】47 ロボット機構 
【通番】48 ロボット制御 

【通番】34 Python プログラミング 
【通番】35 力学 
【通番】36 人工知能基礎 
【通番】37 自然言語処理 
【通番】38 人工知能数学 
【通番】39 制御工学基礎 
【通番】40 センサ・アクチュエータ 
【通番】41 機械学習 
【通番】42 デバイス・ネットワーク 
【通番】43 IoT デバイスプログラミングⅠ 
【通番】44 IoT デバイスプログラミングⅡ 
【通番】45 機械設計 
【通番】46 深層学習 
【通番】47 画像・音声認識 
【通番】48 データ解析 
【通番】49 サーバ・ネットワーク 
【通番】50 IoT デバイスプログラミングⅢ 
【通番】51 ロボット機構 
【通番】52 ロボット制御 

 



工科学部 情報工学科 卒業要件と履修設定

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

履歴方法 科目群
科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 科目名

グローバルコミュニ
ケーション

英語コミュニケー
ションⅠa

2
英語コミュニケー
ションⅠb

2
英語コミュニケー
ションⅡa

2
英語コミュニケー
ションⅡb

1
英語コミュニケー
ションⅢa

2
英語コミュニケー
ションⅢb

1
英語コミュニケー
ションⅣ

1 必須 11 単位

コミュニケーションス
キル

コミュニケーション
ツール

1 必須 1 単位

論理 社会と倫理 2 必須 2 単位

比較文化論 2
コミュニケーション
と記号論

2

感性をはかる 2

臨地実務
実習 5 7.5 7.5 必須 20 単位

学科
共通

ソリューション開発
Ⅰ

2
ソリューション開発
Ⅱ

4 必須 6 単位

A群：AI
★人工知能システ
ム開発Ⅰ

2
★メディア情報処
理実習

1
★人工知能システ
ム開発Ⅱ

3 ★人工知能応用 2

B群：IoT
★IoTシステム開
発Ⅰ

3
★IoTシステム開
発Ⅱ

3
★IoTサービスデ
ザイン

2

C群：ロボット
★組込みシステム
制御実習

3
★自動制御機械
開発実習

3
★産業用ロボット
実習

2

情報工学概論 2

デザインエンジニ
アリング概論

3

情報数学 2 確率統計論 2 技術英語 2

線形代数 2

解析学 2

プログラ
ミング C言語基礎 3 組込みC, C++言語 3

プログラミング概
論

1.5
ソフトウェアシステ
ム開発

2 必修 9.5 単位 合計 79.5 単位
以上

情報
通信

コンピュータシステ
ム

2
データベース基礎
と応用

2
情報セキュリティ
応用

2 必修 6 単位 124 単位

電子
回路

エレクトロニクス工
学

3
回路・プリント基板
設計

3 必修 6 単位 以上

Pythonプログラミ
ング

1.5 人工知能基礎 1.5 ★機械学習 2 ★深層学習 2
（必修 26 単位）

自然言語処理 1.5 ★画像・音声認識 2 （選択必修 8 単位
以上）

人工知能数学 1.5 ★データ解析 1.5

Pythonプログラミ
ング

1.5 制御工学基礎 2
★デバイス・ネット
ワーク

1.5
★サーバ・ネット
ワーク

1.5

センサ・アクチュ
エータ

2
IoTデバイスプログ
ラミングⅠ

1
★IoTデバイスプロ
グラミングⅢ

2
（必修 36.5 単位）

IoTデバイスプログ
ラミングⅡ

1 ★データ解析 1.5 （選択必修 9 単位
以上）

力学 2 制御工学基礎 2
材料力学・材料工
学

2 ★ロボット機構 2

センサ・アクチュ
エータ

2 ★機械設計 2 ★ロボット制御 2

企画・発想法 1.5
プロジェクトマネジ
メント

2 知的財産権論 2
グローバル市場化
戦略

2 持続可能な社会 2

チームワークとリー
ダーシップ

1.5 企業経営論 2
ベンチャー起業経
営

1.5

実習
地域ビジネス

実践 6 必修 6 単位

総合科目
4

単位
演習

研究
制作 4 必修 4 単位 合計 4 単位

卒業に必要な124単位の内、基礎科目群20単位、展開科目群20.5単位、総合科目群4単位、職業専門科目群から79.5単位以上取得する必要があります。

※1 実習の選択必修科目で選択した科目群と、講義・演習科目で選択した科目群は同一の必要があります。

※2 選択必修科目群（所属するコースに特化した科目）の内、★がついた科目は卒業時に単位取得が必ず必要な科目です（コースコア科目）。必ず履修するようにしてください。

資料 16-1

利用区分 １年 ２年 ３年 ４年

卒業要件科目種別

単位 単位
科目群別 必要単位数 利用区分別 必要単位数 全区分 必要単位数

基礎科目

20
単位

講義
　・

演習
合計 20 単位

基盤

単位 単位 単位 単位 単位 単位

必須 6 単位

職業専門
科目

79.5
単位

実習

臨地実務実習Ⅰ 臨地実務実習Ⅱ 臨地実務実習Ⅲ

選択
必修

8
単位以上
（A～C群の内、
1つを選択）

講義
・

演習

学科
包括

必修 5 単位

数学
物理
英語

必修 10 単位

卒業に必要な
単位

＜実習科目＞

A群：AI

選択
必修

9
単位以上
（A～C群の内、
1つを選択）B群：IoT

＜講義・演習科目＞

C群：ロボット

展開科目

20.5
単位

講義
・

演習

ビジネス
教養

合計 20.5 単位

地域共創デザイン実習

卒業研究制作

必修 14.5 単位

1



資料10-2

冒
頭

情報工学科では、人工知能システム、IoTシステム、ロ
ボット中心とした情報工学における教育・研究・実践
活動を通して、情報工学分野における基礎及び専門技
術に関する知識と創造力を身につける。さらに、それ
らを俯瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニケー
ション能力を有し、グローバルに活躍できる技術者を
養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学
生に学位を授与する。

情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身に
つけることができるように、以下のように教育課程を編成
する。
このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学修
方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のように
定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

授業
形態

DP
No.

keywords

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識と
ともに、コンピュータシステムの構成に関する知識を
有している。 3

創造力と
表現力

広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理解
の科目を置く。

2 創造

AI、IoT、ロボットの各分野において、価値創造のため
のソフトウェアアルゴリズムやシステム構成方法論に
ついて理解している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システム
に関する論理的・数学的知識を有している。
・IoTシステムコースに所属する学生は、ソフトウェ
ア、ハードウェア、ネットワークとデータ解析の知識
を有している。
・ロボット開発コースに所属する学生は、ハードウェ
アとソフトウェアのバランスした知識を有している。

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともにあるデザイ
ナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科目を置く。

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している。

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの
汎用的技能を育成する科目を置く。

4 俯瞰力

本学科が扱う3履修モデル（AI、IoT、ロボット）と社
会との接点を理解し、情報システム技術をコアとし
て、システムインテグレーションに関する知識を総合
的に俯瞰することができる。 1 分析

5
問題発見
力

情報工学を主導する専門職人材として問題を発見する
力を有している。

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有してい
る。

演習 2 創造

問題解決のために情報技術を統合し、価値創造の方法論を
学ぶ科目を配する。
共通:「C言語基礎」「組込みC,C++言語」「回路・プリン
ト基板設計」「プログラミング概論」「ソフトウェアシス
テム開発」
A群:「Pythonプログラミング」「機械学習」「深層学習」
「画像・音声認識」
B群:「Pythonプログラミング」「デバイス・ネットワー
ク」「サーバ・ネットワーク」「IoTデバイスプログラミ
ングⅠ～Ⅲ」
C群:「機械設計」「ロボット機構」「ロボット制御」

7
プロトタ
イプ開発
力

情報技術を応用して対象領域の課題を解決するソ
リューションのプロトタイプを開発する能力を有して
いる。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システム
の応用に着目する。
・IoTシステムコースに所属する学生は、IoTシステム
のプロトタイプ開発を行い、サービスデザインにも着
目する。
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロボットの
応用に関する実践的プロトタイプ開発に着目する。

7
プロトタ
イプ開発
力

8 判断力
論理的思考能力と科学的知識によって最適解を判断す
ることができる。 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有して
いる。 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供することができ
る。

3
ビジネス
の仕組み

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有し
ている。

12 倫理観

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず
最後までやり遂げる。

環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知
識を養成する。

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現
場、現実、現物）で行動できる。

社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経
営資産についての知識を習得する科目を配する。

まとめ まとめ

キャップストーン科目として「卒業研究制作」を実施す
る。この科目は、英語での発表を義務付けている。

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理
論科目として数学や、物理学と共に、情報技術の基礎的な
知識に関する理論科目を配置する。
共通:「エレクトロニクス工学」「コンピュータシステ
ム」「情報数学」「線形代数」「解析学」「確率統計論」
「データベース基礎と応用」「技術英語」「情報セキュリ
ティ応用」
A群:「人工知能基礎」「自然言語処理」「人工知能数学」
「データ解析」
B群:「制御工学基礎」「センサ・アクチュエータ」「デー
タ解析」
C群:「力学」「制御工学基礎」「センサ・アクチュエー
タ」「材料力学・材料工学」

職業
専門
科目

展開
科目

講義・
演習

専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する
手法を講義と演習を組み合わせて学ぶ。

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

実習

デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ
知的好奇心を向上させながら探究心を身につけるととも
に、チャレンジ精神を養成する。

本学科が扱う3履修モデル（AI、IoT、ロボット）と対象領
域が抱える問題を見つけるための俯瞰力と問題発見力、そ
の問題を解決するための知識の総合力を養成する科目を配
する。
共通:「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開発Ⅰ、
Ⅱ」「地域共創デザイン実習」
A群:「人工知能システムⅠ、Ⅱ」「メディア情報処理実
習」「人工知能応用」
B群:「IoTシステム開発Ⅰ、Ⅱ」「IoTサービスデザイン」
C群:「組込みシステム制御実習」「自動制御機械開発実
習」「産業用ロボット実習」

東京国際工科専門職大学　工科学部　情報工学科
　ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

情報工学科

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

知
識
・
理
解

基礎
科目

講義

10

志
向
・
態
度

倫理観

展開
科目

総合科目

能
力

職業
専門
科目

講義

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加
えて、リーダーシップを発揮することができる。
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（改善事項） 工科学部   情報工学科

（対応）

当該審査意見を受けて、「コンピュータシステム基礎」の授業内容を改めるとともに、そ

れに伴って「電子回路基礎」の授業内容についても見直しを行う。以下、詳細を記す。

■「コンピュータシステム基礎」の見直し

当該科目について、オペレーティングシステム等のコンピュータシステムの特徴をなすソ

フトウェアに関する項目などの不足があったため、オペレーティングシステムが担う各機能

や、情報セキュリティ・信頼性に関する授業内容の強化を中心に、情報工学科の全学生の必

修科目である当該科目の見直しを行う。それに伴い、より適切な授業名称になるように「コ

ンピュータシステム基礎」から「コンピュータシステム」に科目名称を変更する。この修正

により関連科目（同じく情報工学科の全学生に対する必修である「電子回路基礎」）の授業

内容もあわせて見直す。（「電子回路基礎」の修正に関する説明については後述する。）

今回の修正により、コンピュータシステムを統括制御するオペレーティングシステムに関

する技術の理解が担保されたほか、特に IoT システムコースの学生にとってはこの後に配さ

れ、コンピュータ間通信の技術をより深く学ぶための選択必修科目である「デバイス・ネッ

トワーク」と「サーバ・ネットワーク」といった、さらなる応用科目との整合性もより担保

される。

以下、見直により新しくなる「コンピュータシステム」の授業の到達目標及びテーマと授

業概要、授業計画について記す。（修正部分：下線）

加えて、補足資料として「ネットワークシステム基礎（初回申請時）」と「コンピュータ

システム基礎（補正申請時）」と「コンピュータシステム（再補正申請時）」のシラバスを

資料 シラバス①、資料 シラバス②、資料 シラバス③として、本審査意見の最後に添付する。

（補正申請時変更部分：波下線、再補正申請時変更部分：下線）

【授業の到達目標及びテーマ】

＜旧＞

コンピュータシステムの構成と動作原理と通信ネットワークの基礎を理解することで、

AI、IoT、ロボットの開発に共通して必要となる ICT システムの設計やアプリケーションソ

フトウェア開発ができるようになる基本的知識を身につける。今後も進化していくコンピュ

ータシステムの原理・本質を理解して応用していく能力を高める。

到達目標：

1. コンピュータシステムのハードウェアについて、5 大機能を理解して説明できる。

2. コンピュータの基本ソフトウェア（OS）の機能とアプリケーションとの関係を説明でき

る。

3. コンピュータにおけるデータ表現方法について、個々の違いを説明し、数値処理に関して

は丸め誤差の有無を予想できる。

２．【全体計画審査意見５の回答について】

＜授業科目内容が不適切＞

必修科目の「コンピュータシステム基礎」は、その後の応用的な科目を履修する

前提科目と考えられるが、応用科目の前提としては学修内容が基礎的すぎるた

め、内容及びスケジュールが適切なものとなっているか説明すること【２学科共

通】
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4. 通信ネットワークについて、階層化されたプロトコル構成や、IP／TCP／HTTP などの各

階層のプロトコルの特徴を理解して説明できる。

5. インターネットの構成、クラウドサービスの種類と特徴について理解して説明できる。

＜新＞

コンピュータシステムの構成と動作原理と通信ネットワークの基礎を理解することで、

AI、IoT、ロボットの開発に共通して必要となるICTシステムの設計やアプリケーションソフト

ウェア開発ができるようになる基本的知識を身につける。今後も進化していくコンピュータシス

テムの根本原理を理解することで、応用に対する能力を高めることを狙う。

到達目標：

1. コンピュータシステムのハードウェアについて、5 つの基本機能を理解して説明できる。

2. 中央処理装置（CPU）の命令実行動作とコンピュータにおける役割を説明できる。

3. コンピュータの基本ソフトウェア（OS）の機能とアプリケーションとの関係を説明できる。

4. オペレーティングシステムが備えるべき役割と動作を理解して説明できる。

5. 通信ネットワークについて、階層化されたプロトコル構成や、IP／TCP／HTTPなどの各階層

のプロトコルの特徴を理解して説明できる。

【授業の概要】

＜旧＞

情報処理の中心となるコンピュータシステムについて、その構成要素であるハードウェ

ア、ソフトウェア、コンピュータシステム同士を接続する通信ネットワークについて、それ

ぞれの構成と動作原理を理解する。ハードウェアについては入力、出力、演算、制御、記憶

の各装置の機能を、次にシステム上で動作する基本ソフトウェア（OS）とアプリケーショ

ンソフトウェアについて学修する。さらにコンピュータ間をつなぐ通信ネットワークについ

て LAN、WAN の構成や TCP/IP プロトコルを中心とした通信手順を学修することで、イン

ターネット上で展開されているアプリケーションを実現するのに必要な ICT 技術の重要な要

素を理解する。

＜新＞

情報処理の中心となるコンピュータシステムについて、コンピュータシステムの構成要素であ

るハードウェアとソフトウェア、コンピュータシステム同士を接続する通信ネットワークについ

て、それぞれの構成と動作原理を理解する。ハードウェアについては入力、出力、演算、制御、

記憶の各装置の機能を、次にシステム上で動作するオペレーティングソフトウェア（OS）とア

プリケーションソフトウェアについて学修する。さらに、OS についてプロセス管理をはじめと

する重要な機能と、コンピュータ間をつなぐ通信ネットワーク（LAN、WAN）について

TCP/IP プロトコルを中心とした通信手順と、デジタル情報を確実に伝送するための誤り検出訂

正、暗号などの符号理論を学修することで、インターネット上で展開されているアプリケーショ

ンを実現するのに必要な ICT 技術の重要な要素を理解する。

【授業計画】

＜旧＞

第 1 回：コンピュータシステムのしくみ 
パーソナルコンピュータとモバイル端末を中心に、コンピュータシステムの種類と内部を

構成する装置について、5 つの基本装置（入力装置、記憶装置、演算装置、制御装置、出力

装置）について学ぶ。

第 2 回：データとその表現法 
コンピュータ内部の処理で用いられる数値データの表現方法について学ぶ。デジタルデー
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タの基礎となるビットを起点に、整数を扱うバイト、ワードとその演算、実数を表現する固

定小数点、浮動小数点と計算時に留意すべき丸め誤差について学ぶ。

第 3 回：マルチメディアとデータ表現 
数値データ以外のデータとして、各国語の文字情報を表す文字コードや、音声、画像など

様々なマルチメディアがある。これらのデータのコンピュータシステムにおける表現方法

や、データ変換の基礎について学ぶ。

第 4 回：ハードウェアⅠ（入力装置、出力装置） 
キーボード、マウス、タッチパネル、タブレット、イメージスキャナ等の入力装置、及び

ディスプレイ、プリンタ、プロッタ等の出力装置について機能と動作原理を学ぶ。

第 5 回：ハードウェアⅡ（記憶装置） 
コンピュータシステム処理されるデータを格納するハードウェアであるメモリとストレー

ジについて、速度、容量、揮発性などの違いによる各種のメモリデバイス、ストレージデバ

イス（磁気ディスク、光ディスク）について学ぶ。

第 6 回：ハードウェアⅢ（演算装置・制御装置Ⅰ）

情報処理の中心的役割を持つ中央処理装置 CPU について、主流であるプログラム格納方

式の処理装置の構成と命令セットの実行などの機能について学ぶ。

第 7 回：ハードウェアⅣ（演算装置・制御装置Ⅱ） 
数値演算やグラフィック処理に特化した CPU 以外に発展してきた各種の専用のデータ処

理装置（FPU、GPU 等）についてその機能と特徴を学ぶ。また CPU と併せて演算装置とし

ての性能指標について理解する。

第 8 回：コンピュータシステムアーキテクチャ 
CPU の高速化する並列処理、パイプライン、スーパースカラなどの技術、データの入出

力を高速化するキャッシュメモリを理解するとともに、コンピュータを構成する周辺装置、

外部インターフェースについて学ぶ。

第 9 回：ソフトウェアとその種類 
応用ソフトウェア（アプリケーション）の種類とユーザインターフェス（CUI、GUI）と

その実行を制御する基本ソフトウェア（オペレーティングシステム：OS）について学ぶ。

また、開発用ソフトウェア（コンパイラ、インタプリタ、デバッガ）について学ぶ。

第 10 回：基本ソフトウェア（オペレーティングシステム：OS） 
OS の備えるべき様々な役割について理解する。特にアプリケーションの実行に不可欠な

タスク管理、メモリ管理、ファイル管理（ディレクトリ）、デバイス管理について学び、メ

モリ管理で重要な役割をもつ仮想記憶について学ぶ。

第 11 回：通信ネットワークとインターネット

電話ネットワークで適用されてきた回線交換と、インターネットで利用されているパケッ

ト交換について、それぞれの仕組み・特長を理解する。さらに LAN と WAN、TCP/IP や国

際標準規格（OSI）で規定されている通信プロトコルの階層的モデルを学ぶ。

第 12 回：トランスポートプロトコル TCP 
インターネットの通信プロトコルである TCP/IP プロトコルについて学ぶ。まずトランス

ポートプロトコル（TCP）の役割、コネクション確立から、データ転送・コネクション終了

に至る一連のシーケンスより TCP/UDP プロトコルが提供する機能について理解する。 
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第 13 回：IP プロトコル 
IP プロトコルの役割・仕組み、クラス分類に基づく IP アドレスの構成について学ぶ。さ

らに、サブネットワーク分割やルーティングプロトコルの基本について理解する。また

IPv6 技術について、現在の IP（v4）から移行が進む背景と技術概要について学ぶ。 

第 14 回：アプリケーションプロトコル 
ドメイン名でインターネット接続を行うために必要な DNS や、WWW・電子メールを含

む、インターネットで利用される主なアプリケーションについて、それぞれに特有な処理の

仕組み（アプリケーションプロトコル、HTTP 等）について学ぶ。 

第 15 回：コンピューティングパラダイムとその変遷 
現在の ICT システムの潮流であるクラウドコンピューティング（SaaS、PaaS、IaaS）や

エッジコンピューティングについて、サービス内容や要素技術について学ぶ。さらに 5G 等

のネットワーク技術に関する今後の進化の方向性について理解する。

定期試験

＜新＞

第 1 回：コンピュータシステムの発展の歴史 
パーソナルコンピュータやモバイル端末に至るまでの、コンピュータシステムとコンピュータ

ネットワークの基本と歴史を学び、本科目で学習する内容の全体像を理解する。

第 2 回：コンピュータシステムの構成要素 
コンピュータシステムの内部を構成する 5 つの基本装置（入力装置・記憶装置・演算装置・制

御装置・出力装置）の基本機能について学ぶ。

第 3 回：中央演算装置（CPU）とその動作 
現在のコンピュータシステムの主流であるプログラム格納方式の概念、CPU とその周辺装置

の役割について学ぶ。プログラム格納方式に基づき、CPU の各機能ブロックが周辺装置・外部

インターフェースとバスで連携してどのように基本処理を実行するかを理解する。

第 4 回：CPU における命令の実行 
CPU の基本アーキテクチャである、命令セットとその特長を理解する。また、命令の実行を

高速化する並列処理・パイプライン・スーパースカラ・キャッシュメモリ階層化などの技術の基

本原理を理解するとともに、コンピュータを構成する周辺装置について学ぶ。

第 5 回：コンピュータシステムのソフトウェア 
ハードウェアと対となるソフトソフトウェアの種類と目的を理解する。応用（アプリケーショ

ン）ソフトウェア、ミドルウェア、基本ソフトウェア（オペレーティングシステム：OS）、開

発用ソフトウェア（コンパイラ・インタプリタ・デバッガ等）について学ぶ。

第 6 回：オペレーティングシステム(1) プロセス管理 
OS の備えるべき様々な役割について理解する。アプリケーションの実行に不可欠なプロセス

管理では、通常の OS（Linux や Windows 等）とリアルタイム OS の相違、プロセス実行のた

めのタスクスケジューリングについて理解する。

第 7 回：オペレーティングシステム(2) メモリ管理 
複数のソフトウェアが並行して動作するマルチタスクシステムで必要となるメモリ管理と、そ

の中でも重要な役割をもつ仮想記憶や仮想計算機について学ぶ。
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第 8 回：オペレーティングシステム(3) ファイルシステム 
コンピュータシステムにおけるデータの蓄積と処理の手段である、ファイル管理について学

ぶ。ファイルという考え方やディレクトリによるファイルの管理の方法、データ保護のためのア

クセス権限、OS によるデバイス管理、ディスク管理の方法について学ぶ。 
 
第 9 回：コンピュータシステム間の通信ネットワーク 
電話ネットワークで適用されてきた回線交換と、インターネットで利用されているパケット交

換について、それぞれの仕組み・特長を理解する。さらに LAN と WAN、WiFi、TCP/IP や国

際標準規格（OSI）で規定されている通信プロトコルの階層的モデルを学ぶ。 
 
第 10 回：通信ネットワーク（1）IP プロトコルとルーティング 
IP プロトコルの役割・仕組み、クラス分類に基づく IP アドレスの構成について学ぶ。さら

に、サブネットワーク分割やルーティングプロトコルの基本について理解する。また、MAC ア

ドレスに変換してデータリンク上で通信する仕組みである ARP について学ぶ。 
 
第 11 回：通信ネットワーク（2）トランスポートプロトコル TCP/UDP 
トランスポートプロトコル（TCP/UDP）の役割、TCP/UDP のヘッダ構成を学ぶ。さらに、

コネクション確立からデータ転送・コネクション終了に至る一連のシーケンスより TCP/UDP プ

ロトコルが提供する機能について理解する。 
 
第 12 回：通信ネットワーク（3）アプリケーションプロトコル 
ドメイン名でインターネット接続を行うために必要な DNS や、WWW・電子メールを含む、

インターネットで利用される主なアプリケーションについて、それぞれに特有な処理の仕組み

（アプリケーションプロトコル・HTTP 等）について学ぶ。 
 
第 13 回：コンピュータシステムの高信頼化 
コンピュータシステムの動作と、データの蓄積伝送を高信頼化する冗長化について理解する。

ハードウェアの多重化と、データへの誤り検出訂正に関する符号化方式としてチェックサム・パ

リティ符号、ハミング符号について学ぶ。 
 
第 14 回：コンピュータシステムの情報セキュリティと暗号 
コンピュータシステムと通信ネットワークの情報セキュリティと暗号・認証技術の基本原理を

学び、どのように活用されているかを理解する。共通鍵暗号方式・公開鍵暗号方式について、そ

れぞれの特長を理解する。 
 
第 15 回：コンピューティングパラダイムとその変遷 
インターネットを活用した ICT システムの潮流であるクラウドコンピューティング（SaaS・

PaaS・IaaS）やエッジコンピューティングについて、その特徴や要素技術について学ぶ。さら

に 5G 等のネットワーク技術に関する今後の進化の方向性について理解する。 
 
定期試験 

 
 
 
■既設科目「電子回路基礎」の修正 

「コンピュータシステム基礎」の授業内容を改めた結果、コンピュータシステムのハード

ウェアと論理回路が扱うデジタルデータの表現法に関する内容については、当該科目で扱う

よりもより適切と考えられる「電子回路基礎」の授業内容に加えることとする。この追加に

伴い「電子回路基礎」の授業内容を見直し、基本的な論理回路から、より高度なデータ表現

法を学んだ上で各種ハードウェアまでも学べるように、一部授業内容について修正を行う。

このような授業内容修正の結果、より適切な授業名称になるように「電子回路基礎」から
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「エレクトロニクス工学」に科目名称を変更する。以下、見直しにより新しくなる「エレク

トロニクス工学」の授業の到達目標及びテーマと授業概要、授業計画について記す。（修正

部分：下線）

加えて、比較しやすいように、補足資料として「電子回路基礎」のシラバスと「エレクト

ロニクス工学」を本審査意見の最後に添付する。「電子回路基礎（初回申請時）」、「電子

回路基礎（補正申請時）」、「エレクトロニクス工学（再補正申請時）」を資料 シラバス③、

資料 シラバス④、資料 シラバス⑤として、本審査意見の最後に添付する。（補正申請時変

更部分：波線、再補正申請時変更部分：下線）

【授業の到達目標及びテーマ】

＜旧＞

制御用ソフトウェア技術者はハードウェアについてもある程度の理解が求められるケース

が多いため、特にデジタル回路を中心に電子回路の基礎知識や測定機器の扱い方などマイコ

ンシステムを中心としたハードウェアを扱う基礎技術を習得することでマイコンを中心とし

たデジタル回路の設計および制作が行えるようになる。

＜新＞

情報処理システムを構成する電子回路について、個別の電子部品からコンピュータを構成

するハードウェアシステムの技術を理解し、今後のプロトタイプ開発に必要な基礎知識を習

得する。まず基本的な受動電子部品と電子回路について動作を理解し、さらにデジタルデー

タの数値表現と論理回路・論理演算が可能になる。次に能動素子についての理解から実回路

やシミュレータを使った動作確認が出来るようになる。さらに IC/LSI で実現されるコンピ

ュータのデジタル回路について、コンピュータシステムを構成する要素ハードウェアまでを

理解することで、コンピュータ制御を用いたデジタル回路の設計が行えるようになる。

到達目標：

1.電子部品とそれらを組み合わせた電子回路について、その種類、特徴と機能を説明でき

る。

2.コンピュータにおけるデータ表現方法について、個々の違いを説明し、数値処理に関し

ては丸め誤差の有無を予想できる。

3.論理回路・論理演算の種類とその内容、組み合せ回路と順序回路の違いを説明できる。

4.トランジスタ、FET、オペアンプなどの能動素子の動作を理解して回路を設計できる。

5.コンピュータシステムのハードウェアについて、5 大機能を理解して説明できる。

【授業の概要】

＜旧＞

駆動、センシング、制御に利用される電子回路の基礎を学習する。回路の基本として、電

源、グランド、電圧、電流などの基本項目を抵抗回路に対するオームの法則やキルヒホッフ

の法則による計算から学ぶ。論理回路の基本として半導体/トランジスタの動作原理、論理

回路(組合せ回路、順序回路)、カルノー図、デジタル信号とアナログ信号、論理 IC の種類と

電気的特性、定格値、タイミングチャート、ファンイン/ファンアウト、入出力レベルとレ

ベルシフト、オープンコレクタ/オープンドレインなどのハードウェアの設計において必須

の基礎知識を身につける。論理回路の学習では電子回路シミュレータを使用し、学習効率を

上げる。製作演習では、シミュレーションによる回路検証を行った上でブレッドボード上に

実装し動作テストを行う。設計-検証-回路製作-テストの流れを身につける。 

＜新＞

あらゆるコンピュータシステムを構成している電子回路について、基本となる個別の電子部品の基
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礎知識から、制御を司るコンピュータシステムのハードウェアまでの構成と動作原理までを学ぶ。

まず、回路の基本として、電圧・電流などの基本項目を、オームの法則やキルヒホッフの法則によ

る計算から学ぶ。次にアナログ信号の標本化・量子化によるデジタル数値表現に続き、デジタル論

理回路の基本として半導体/トランジスタの動作原理、論理回路(組合せ回路、順序回路)、カルノー

図、論理ICの種類と電気的特性などのハードウェア設計において必須の基礎知識を身につける。論

理回路の学習では電子回路シミュレータによる回路検証やブレッドボード上に実装した動作テスト

を行い、設計・検証・回路製作・テストの工程を理解する。次にコンピュータシステムにおける入

力、出力、演算、制御、記憶からなる５大ハードウェア機能をマルチメディアデータの表現形式と

ともに学ぶ。 
 

【授業計画】 
＜旧＞ 
第 1 回：オリエンテーション及び回路図と実体配線図 
担当の自己紹介をはじめ、科目概要、年間スケジュール、講義形態など今後の授業を円滑

に進めていくためのオリエンテーションを行う。 
回路図と実体配線図の概要について説明し、回路図の読み方や書き方、回路図で用いられ

る各種回路図記号についての理解を深める。 
 
第 2 回：回路図制作演習及び基本単位と基本法則 
電子回路を回路図として正確に表現するために、回路図の作成において必要となる回路図

記号を扱えるようにするための演習を行う。 
電気回路の基礎となる基本単位、およびオームの法則、キルヒホッフの法則を説明し、簡

単な回路にて電圧、電流、抵抗値が計算できるようにする。 
 
第 3 回：抵抗変化と LED の明るさと抵抗器に関する計算 
電圧、電流の値と LED の明るさの関係を題材にして、LED や抵抗に流れる電流の流れ方

などを説明して電子回路の基本法則の理解と応用力を高める。 
抵抗に関する計算式として合成抵抗や分圧、分流の計算方法を説明し、抵抗、電圧、電流

の値を様々な回路にて計算できるように学習する。 
 
第 4 回：LED と抵抗回路の製作とコンデンサ 
ブレッドボードの扱い方を説明した上で、ブレッドボードを用いてＬＥＤと抵抗を使用し

て要求仕様を満たす LED 点灯回路を製作する演習を行う。 
電気をためておく部品であるコンデンサの働き、回路上での使い方やコンデンサの種類を

説明し、コンデンサについての理解を深める。 
 
第 5 回：ダイオード、トランジスタと各種スイッチ 
半導体部品であるダイオードおよびトランジスタについて、また電気の ON/OFF を物理

的に切り替える各種スイッチについて、その働きや基本構造、回路上での使い方や種類など

を説明し、半導体部品についての理解を深める。 
 
第 6 回：デジタル回路の基本とプルアップ／プルダウン 
デジタル回路と電圧を絡めた基本的な考え方および電圧と論理の扱い方などデジタル回路

の基本知識について学習し電子回路に関する理解を深める。 
デジタル回路において必須となる入力ポート部分のプルアップとプルダウンの概念、必要

性および抵抗の使い方、抵抗値の設定と意味を理解する。 
 
第 7 回：論理回路と 2 進数 
電気信号と論理を結びつける HIGH、LOW などの用語および論理回路の 2 進数との関係

などについて理解する。また、真理値表をベースとした論理演算について学ぶ。 
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第 8 回：AND，OR，NOT，EXOR，NAND，NOR 
論理積、論理和、否定といった基本的な論理回路について、実際のデジタル IC および等

価回路と絡めて論理回路を説明し理解を深める。 
基本的な論理素子を複数個組み合わせて構成できる複雑な論理回路の作成方法について学

び、論理式と論理回路に関する更なる理解を深める。 
 
第 9 回：論理の合成と論理回路に関する法則 
指示された真理値表の通りに正しく入出力ができるよう、基本的な論理回路を合成し等価

回路を作成する論理回路合成に関する演習を行う。 
論理回路の中身を等価回路に書き換えができるよう、論理に関する各種法則（分配、結

合、ド・モルガンの法則など）について説明し、論理に関する理解を深める。 
 
第 10 回：主加法標準展開 
論理式を構築するための主加法標準展開について説明し、多くの論理を組み合わせる複雑

な論理を論理式で表現できるよう理解を深める。 
 
第 11 回：カルノー図の使い方と論理回路の設計例 
真理値表を視覚的に解くために用いられるカルノー図について説明し、実際にカルノー図

を作成する演習を通じてカルノー図が使えるようにする。 
与えた真理値表から必要な論理式を設計する方法を習得するため、論理回路に関する簡単

な例題を与えて自ら論理回路を作成する手順を説明する。 
 
第 12 回：論理回路の設計 
問題として与えた真理値表を表現する正しい論理式を設計する課題を実施し、複雑な論理

を持つ論理回路の設計に関する理解を深める。 
 
第 13 回：データシートと絶対最大定格 
電子部品のスペックが記されているデータシートを扱う必要性を説明し、データシートが

読めるよう記載内容のポイントや定格の意味を説明し、データシートを理解する。 
 
第 14 回：様々な抵抗、コンデンサ、ダイオード、トランジスタ 
電子部品には用途に応じて多種多様な抵抗、コンデンサ、ダイオード、トランジスタが存

在することや特性、種類ごとの使用法の違いなど、更により深く抵抗、コンデンサ、ダイオ

ード、トランジスタを理解する。 
 
第 15 回：様々な IC、LSI、コネクタ 
電子部品には用途に応じて多種多様な IC、LSI、コネクタが存在することや特性、種類ご

との用途の違いなど、より深く IC、LSI、コネクタを理解する。 
 
第 16 回：様々な電子部品 
これまで触れてこなかったその他の多種多様な電子部品が存在することに触れ、電子部品

に関する幅広い知識を習得し、電子回路に対する理解を深める。 
 
第 17 回：電子部品理解度確認 
これまでに学習してきた電子部品についての総合的な理解度を確認し、理解度が不足して

いる部分について復習を行うための問題を解く。 
 

第 18 回：フリップフロップ 
記憶回路であるフリップフロップの種類や回路構成、動作について学ぶ。また、具体的に

フリップフロップが用いられる適用例についても学習する。 
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第 19 回：順序回路（カウンタ） 
フリップフロップを用いた回路の代表例として、カウンタ回路がある。順序回路の典型例

として、カウンタ回路について学ぶ。

第 20 回：電子回路シミュレータセットアップと抵抗の回路（直流） 
電子回路シミュレーションを行うツールである LTspice をインストールし、LTspice の基

本的な使い方や簡単な回路シミュレーションについて説明する。

抵抗を用いた電子回路を LTspice 上で作成し、シミュレーションを行って作成した回路の

挙動をシミュレータ上で確認し、電子回路の挙動について理解を深める。

第 21 回：キルヒホッフの解析 
電子回路を LTspice 上で作成、キルヒホッフの法則についてシミュレータ上で確認するこ

とで、電子回路の挙動について理解を深める。

第 22 回：抵抗の回路（交流・合成） 
先に作った抵抗回路から一部を変更した回路の挙動をシミュレータ上で確認し、電子回路

の挙動について理解を深める。

第 23 回：コンデンサ及びコイル（直流・交流）の回路 
コンデンサ及びコイルを用いた電子回路をシミュレータ上で作成し、回路の挙動に関する

シミュレーションを実行して、コンデンサを含む電子回路の挙動を確認する。

第 24 回：トランジスタ回路

トランジスタを用いた電子回路をシミュレータ上で作成し、回路の挙動に関するシミュ

レーションを実行して、トランジスタを含む電子回路の挙動を確認する。

第 25 回：ＦＥＴ回路の解析

先に作ったトランジスタを含む電子回路を一部変更し、FET を用いた電子回路のシミュ

レーションを行い、作成した電子回路の挙動を確認する。

第 26 回： オペアンプ回路

オペアンプの特徴及び回路構成について学習し、シミュレータ上で反転増幅回路を組み、

電圧値を確認する。

第 27 回：LED1 個のホタル点滅回路 
CR 回路による LED1 個をホタル点滅させる回路を考え、シミュレーションを実行し、各

点での電流及び電圧の推移を測定、実験結果をレポートに纏めることで、回路の動作の理解

を深める。

第 28 回：LED20 個のホタル点滅回路① 
前回実施した回路を基に、LED を 20 個に増やした回路を考える。先ずは前回の回路に対

して LED を増やすだけでシミュレーションを行い、問題点を導き出す。 

第 29 回：LED20 個のホタル点滅回路② 
前回考察した問題点の対策を行う。電流不足のためドライブ回路を変更し、大きな電流を

流せる様修正し、シミュレーションにより安定動作することを確認、こちらも実験結果をレ

ポートに纏め、回路の動作を整理する。

第 30 回：LED20 個のホタル点滅回路③ 
前回シミュレーションでの動作確認を行った回路を実際にブレッドボード上で実装し、動

作を確認する。
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＜新＞ 
第 1 回：オリエンテーション 
担当の自己紹介をはじめ、科目概要、年間スケジュール、講義形態など今後の授業を円滑

に進めていくためのオリエンテーションを行う。 
 
第 2 回：基本単位と基本法則、回路図と実体配線図 
電気回路の基礎となる基本単位、およびオームの法則、キルヒホッフの法則を説明し、簡

単な回路にて電圧、電流、抵抗値が計算できるようにする。回路図と実体配線図の概要につ

いて説明し、回路図の読み方や書き方、回路図で用いられる各種回路図記号についての理解

を深める。 
 
第 3 回：抵抗変化と LED の明るさと抵抗器に関する計算 
電圧、電流の値と LED の明るさの関係を題材にして、LED や抵抗に流れる電流の流れ方

などを説明して電子回路の基本法則の理解と応用力を高める。抵抗に関する計算式として合

成抵抗や分圧、分流の計算方法を説明し、抵抗、電圧、電流の値を様々な回路にて計算でき

るように学習する。 
 
第 4 回：LED と抵抗回路の製作とコンデンサ 
ブレッドボードの扱い方を説明した上で、ブレッドボードを用いて LED と抵抗を使用し

て要求仕様を満たす LED 点灯回路を製作する演習を行う。電気をためておく部品であるコ

ンデンサの働き、回路上での使い方やコンデンサの種類を説明し、コンデンサについての理

解を深める。 
 
第 5 回：ダイオード、トランジスタと各種スイッチ 
半導体部品であるダイオードおよびトランジスタについて、また電気の ON/OFF を物理

的に切り替える各種スイッチについて、その働きや基本構造、回路上での使い方や種類など

を説明し、半導体部品についての理解を深める。 
 
第 6 回：デジタル回路の基本とプルアップ／プルダウン 
デジタル回路と電圧を絡めた基本的な考え方および電圧と論理の扱い方などデジタル回路

の基本知識について学習し電子回路に関する理解を深める。デジタル回路において必須とな

る入力ポート部分のプルアップとプルダウンの概念、必要性および抵抗の使い方、抵抗値の

設定と意味を理解する。 
 
第 7 回：デジタルとアナログ、Ｎ進数と論理演算 
コンピュータが情報をデジタルで扱う理由について学ぶ。アナログの電気信号とデジタル

論理を結びつける HIGH、LOW などの用語、および論理回路の 2 進数、16 進数をはじめと

する N 進数との関係について理解する。また、真理値表をベースとした論理演算について学

ぶ。 
 
第 8 回：標本化と量子化 
標本化定理について学び、いろいろなアナログ情報が標本化と量子化によりデジタルデー

タに変換される仕組みについて理解する。量子化による誤差についても理解する。 
 
第 9 回：数値データの内部表現 
コンピュータ内部の処理で用いられる数値データの表現方法について学ぶ。デジタルデー

タの基礎となるビットを起点に、整数を扱うバイト・ワード、負の整数の補数表現、実数を

表現する固定小数点、浮動小数点と計算時に留意すべき丸め誤差について学ぶ。 
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第 10 回：論理回路 AND，OR，NOT，EXOR，NAND，NOR 
論理積、論理和、否定といった基本的な論理回路について、実際のデジタル IC および等

価回路と絡めて論理回路を説明し理解を深める。基本的な論理素子を複数個組み合わせて構

成できる複雑な論理回路の作成方法について学び、論理式と論理回路に関する更なる理解を

深める。 
 
第 11 回：論理の合成と論理回路に関する法則 
指示された真理値表の通りに正しく入出力ができるよう、基本的な論理回路を合成し等価

回路を作成する論理回路合成に関する演習を行う。論理回路の中身を等価回路に書き換えが

できるよう、論理に関する各種法則（分配、結合、ド・モルガンの法則など）について説明

し、論理に関する理解を深める。 
 
第 12 回：主加法標準展開 
論理式を構築するための主加法標準展開について説明し、多くの論理を組み合わせる複雑

な論理を論理式で表現できるよう理解を深める。 
 
第 13 回：カルノー図の使い方と論理回路の設計例 
真理値表を視覚的に解くために用いられるカルノー図について説明し、実際にカルノー図

を作成する演習を通じてカルノー図が使えるようにする。与えた真理値表から必要な論理式

を設計する方法を習得する為、論理回路に関する簡単な例題を与えて自ら論理回路を作成す

る手順を説明する。 
 
第 14 回：論理回路の設計 
問題として与えた真理値表を表現する正しい論理式を設計する課題を実施し、複雑な論理

を持つ論理回路の設計に関する理解を深める。また、数値の加減算とシフト回路による乗算

の論理回路の設計を理解する。 
 
第 15 回：順序回路（フリップフロップ） 
記憶回路であるフリップフロップの種類や回路構成、動作について学ぶ。また、具体的に

フリップフロップが用いられる適用例についても学習する。 
 
第 16 回：カウンタ回路 
フリップフロップを用いた回路の代表例として、カウンタ回路がある。順序回路の典型例

として、カウンタ回路について学ぶ。 
 
第 17 回：様々な電子部品Ⅰ（抵抗、コンデンサ、ダイオード、トランジスタ）とデータ

シート 
電子部品には抵抗、コンデンサ、ダイオード、トランジスタなどが存在することと、使用

法の違いなどを理解する。電子部品のスペックが記されているデータシートを扱う必要性を

説明し、データシートが読めるよう記載内容のポイントや定格の意味を説明し、データシー

トを理解する。 
 
第 18 回：様々な電子部品Ⅱ（IC、LSI、他） 
電子部品を高密度に集積した IC、LSI、についてその構成や、特性、種類ごとの用途の違

いなどを理解する。その他にも多種多様な電子部品が存在することに触れ、電子部品に関す

る幅広い知識を習得し、電子回路に対する理解を深める。 
 
第 19 回：電子回路シミュレータのセットアップと抵抗の回路 
電子回路シミュレーションを行うツールである LTspice をインストールし、LTspice の基

本的な使い方や簡単な回路シミュレーションについて説明する。抵抗を用いた電子回路を

LTspice 上で作成し、シミュレーションを行って作成した回路の挙動をシミュレータ上で確
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認し、電子回路の挙動について理解を深める。

第 20 回：キルヒホッフの解析 
電子回路を LTspice 上で作成、キルヒホッフの法則についてシミュレータ上で確認するこ

とで、電子回路の挙動について理解を深める。

第 21 回：コンデンサ及びコイル（直流・交流）の回路 
コンデンサ及びコイルを用いた電子回路をシミュレータ上で作成し、回路の挙動に関する

シミュレーションを実行して、コンデンサを含む電子回路の挙動を確認する。

第 22 回：トランジスタ回路、FET 回路の解析

トランジスタを用いた電子回路をシミュレータ上で作成し、回路の挙動に関するシミュレ

ーションを実行して、トランジスタを含む電子回路の挙動を確認する。さらに電子回路を一

部変更し、FETを用いた電子回路のシミュレーションを行い、作成した電子回路の挙動を確

認する。

第 23 回： オペアンプ回路 
オペアンプの特徴及び回路構成について学習し、シミュレータ上で反転増幅回路を組み、

電圧値を確認する。

第 24 回：LED のホタル点滅回路 
CR 回路による LED1 個をホタル点滅させる回路を考え、シミュレーションを実行し、各

点での電流及び電圧の推移を測定、実験結果をレポートに纏めることで、回路の動作の理解

を深める。

第 25 回：マルチメディアデータとその表現法Ⅰ テキスト情報と音声情報 
マルチメディア情報のうち、音声とテキスト情報の表現法について学ぶ。音声データのコ

ンピュータにおける格納方法や、典型的な非数値データであるテキスト文字情報を表す文字

コード、漢字コードについてその表現方法や、データ変換の基礎について理解する。

第 26 回：マルチメディアデータとその表現法Ⅱ 映像・3D メディア情報 
マルチメディア情報のうち、画像情報と 3 次元物体情報の表現法について学ぶ。静止画像

データと動画像データのコンピュータシステムにおける表現方法や、データ圧縮・符号化の

基本、ワイヤーフレームモデルなどによる 3 次元メディア情報の表現法について学ぶ。 

第 27 回：コンピュータハードウェアⅠ（入力装置、出力装置） 
コンピュータを構成するキーボード、マウス、タッチパネル、タブレット、イメージスキ

ャナ等の入力装置、及びディスプレイ、プリンタ、プロッタ等の出力装置についてハードウ

ェア機能と動作原理を学ぶ。

第 28 回：コンピュータハードウェアⅡ（記憶装置） 
コンピュータシステム処理されるデータを格納するハードウェアであるメモリとストレー

ジについて、速度、容量、揮発性などの違いによる各種のメモリデバイス、ストレージデバ

イス（磁気ディスク、光ディスク）について学ぶ。

第 29 回：コンピュータハードウェアⅢ（演算装置・制御装置Ⅰ） 
情報処理の中心的役割を持つ中央処理装置 CPU について、主流であるプログラム格納方

式の演算処理装置についてハードウェア構成と命令セットの実行などの機能について学ぶ。

第 30 回：コンピュータハードウェアⅣ（演算装置・制御装置Ⅱ） 
汎用的な CPU に対して、数値演算やグラフィック処理に特化した専用のデータ処理装置
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（FPU、GPU 等）についてその機能と特徴を学ぶ。また CPU と併せて演算装置としての性  
能指標について理解する。

（新旧対照表）教育課程の概要の概要

（新旧対照表）授業科目の概要

新 旧

科目名称

「コンピュータシステム（削除）」

科目名称

「コンピュータシステム基礎」

科目名称

「エレクトロニクス工学」

科目名称

「電子回路基礎」

新 旧

科目名称

「コンピュータシステム（削除）」

【講義等の内容】

情報処理の中心となるコンピュータシステム

について、コンピュータシステムの構成要素

であるハードウェアとソフトウェア、コンピ

ュータシステム同士を接続する通信ネットワ

ークについて、それぞれの構成と動作原理を

理解する。ハードウェアについては入力、出

力、演算、制御、記憶の各装置の機能を、次

にシステム上で動作するオペレーティングソ

フトウェア（OS）とアプリケーションソフト

ウェアについて学修する。さらに、OS につ

いてプロセス管理をはじめとする重要な機能

と、コンピュータ間をつなぐ通信ネットワー

ク（LAN、WAN）について TCP/IP プロト

コルを中心とした通信手順と、デジタル情報

を確実に伝送するための誤り検出訂正、暗号

などの符号理論を学修することで、インター

ネット上で展開されているアプリケーション

を実現するのに必要な ICT 技術の重要な要素

を理解する。

科目名称

「コンピュータシステム基礎」

【講義等の内容】

情報処理の中心となるコンピュータシステム

について、その構成要素であるハードウェ

ア、ソフトウェア、コンピュータシステム同

士を接続する通信ネットワークについて、そ

れぞれの構成と動作原理を理解する。ハード

ウェアについては入力、出力、演算、制御、

記憶の各装置の機能を、次にシステム上で動

作する基本ソフトウェア（OS）とアプリケー

ションソフトウェアについて学修する。さら

にコンピュータ間をつなぐ通信ネットワーク

について LAN、WAN の構成や TCP/IP プロ

トコルを中心とした通信手順を学修すること

で、インターネット上で展開されているアプ

リケーションを実現するのに必要な ICT 技術

の重要な要素を理解する。

科目名称

「エレクトロニクス工学」

【講義等の内容】

あらゆるコンピュータシステムを構成している

電子回路について、基本となる個別の電子部品

の基礎知識から、制御を司るコンピュータシス

テムのハードウェアまでの構成と動作原理まで

を学ぶ。まず、回路の基本として、電圧・電流

科目名称

「電子回路基礎」

【講義等の内容】

駆動、センシング、制御に利用される電子回

路の基礎を学習する。回路の基本として、電

源、グランド、電圧、電流などの基本項目を

抵抗回路に対するオームの法則やキルヒホッ

フの法則による計算から学ぶ。論理回路の基
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（新旧対照表）学則 別表 1, 2  
新 旧 

（別表 1） 授業科目及び単位数 
 
（１）工科学部 情報工学科 
【授業科目の名称】 
エレクトロニクス工学 
コンピュータシステム（削除） 

（別表 1） 授業科目及び単位数 
 
（１）工科学部 情報工学科 
【授業科目の名称】 
電子回路基礎 
コンピュータシステム基礎 

 
 
 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 
新 旧 

4.1.1.3 情報工学科のカリキュラム・ポリシー 
情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
・広義のデザインにおける感性的思考を支援

する知識・理解の科目を置く 
・“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確立す

る科目を置く 
・グローバルに活躍するために必要なコミュ

ニケーションの汎用的技能を育成する科目を

置く 
【職業専門科目】 
・設定された問題を分析するためのモデル構

4.1.1.3 情報工学科のカリキュラム・ポリシー 
情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を

支援する知識・理解の科目を置く 
 “Designer in Society（社会とともに

あるデザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確

立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコ

ミュニケーションの汎用的技能を育成する科

目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を分析するためのモデ

などの基本項目を、オームの法則やキルヒホッ

フの法則による計算から学ぶ。次にアナログ信

号の標本化・量子化によるデジタル数値表現に

続き、デジタル論理回路の基本として半導体/ト
ランジスタの動作原理、論理回路(組合せ回路、

順序回路)、カルノー図、論理 ICの種類と電気

的特性などのハードウェア設計において必須の

基礎知識を身につける。論理回路の学習では電

子回路シミュレータによる回路検証やブレッド

ボード上に実装した動作テストを行い、設計・

検証・回路製作・テストの工程を理解する。次

にコンピュータシステムにおける入力、出力、

演算、制御、記憶からなる５大ハードウェア

機能をマルチメディアデータの表現形式ととも

に学ぶ。 

本として半導体/トランジスタの動作原理、論

理回路 (組合せ回路、順序回路 )、カルノー

図、デジタル信号とアナログ信号、論理 ICの

種類と電気的特性、定格値、タイミングチャ

ート、ファンイン/ファンアウト、入出力レベ

ルとレベルシフト、オープンコレクタ/オープ

ンドレインなどのハードウェアの設計におい

て必須の基礎知識を身につける。論理回路の

学習では電子回路シミュレータを使用し、学

習効率を上げる。製作演習では、シミュレー

ションによる回路検証を行った上でブレッド

ボード上に実装し動作テストを行う。設計-検
証-回路製作-テストの流れを身につける。 
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築及び解法の理論科目として数学や、物理学

と共に、情報技術の基礎的な知識に関する理

論科目を配置する。 
共通：「エレクトロニクス工学」「コンピュ

ータシステム」「情報数学」「線形代数」

「解析学」「確率統計論」「データベース基

礎と応用」「技術英語」「情報セキュリティ

応用」 
A 群:「人工知能基礎」「自然言語処理」「人

工知能数学」「データ解析」 
B 群:「制御工学基礎」「センサ・アクチュエ

ータ」「データ解析」 
C 群:「力学」「制御工学基礎」「センサ・ア

クチュエータ」「材料力学・材料工学」 
・問題解決のために情報技術を統合し、価値

創造の方法論を学ぶ科目を配する。 
共通:「C 言語基礎」「組込み C,C++言語」

「回路・プリント基板設計」「プログラミン

グ概論」「ソフトウェアシステム開発」 
A 群:「Python プログラミング」「機械学

習」「深層学習」「画像・音声認識」 
B 群:「Python プログラミング」「デバイ

ス・ネットワーク」「サーバ・ネットワー

ク」「IoT デバイスプログラミングⅠ」「IoT
デバイスプログラミングⅡ」「IoT デバイス

プログラミングⅢ」 
C 群:「機械設計」「ロボット機構」「ロボッ

ト制御」 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
・デザイン思考の実践を含む実習の反復を通

し、学生が持つ知的好奇心を向上させながら

探究心を身につけるとともに、チャレンジ精

神を養成する。 
・本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロボ

ット）と対象領域が抱える問題を見つけるた

めの俯瞰力と問題発見力、その問題を解決す

るための知識の総合力を養成する科目を配す

る。 
共通：「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューシ

ョン開発Ⅰ、Ⅱ」「地域共創デザイン実習」

A 群:「人工知能システムⅠ、Ⅱ」「メディア

情報処理実習」「人工知能応用」 
B 群:「IoT システム開発Ⅰ、Ⅱ」「IoT サー

ビスデザイン」 
C 群:「組込みシステム制御実習」「自動制御

機械開発実習」「産業用ロボット実習」 
 
【展開科目】 
・専門職人材として、主体的にかつ協調性を

ル構築及び解法の理論科目として数学や、物

理学と共に、情報技術の基礎的な知識に関す

る理論科目を配置する。(追加)「電子回路基

礎」「コンピュータシステム基礎」「情報数

学」「線形代数」「解析学」「確率統計論」「デ

ータベース基礎と応用」「技術英語」「情報セ

キュリティ応用」「力学」「人工知能数学」

「自然言語処理」「人工知能数学」「制御工学

基礎」「センサ・アクチュエータ」「材料力

学・材料工学」「データ解析」「技術英語」 
 問題解決のために情報技術を統合し、

価値創造の方法論を学ぶ科目を配する。(追
加)「C 言語基礎」「組込み C,C++言語」「回

路・プリント基板設計」「プログラミング概

論」「ソフトウェアシステム開発」「Python
プログラミング」「機械学習」「デバイス・ネ

ットワーク」「IoT デバイスプログラミング

Ⅰ」「機械設計」「深層学習」「画像・音声認

識」「サーバ・ネットワーク」「IoT デバイス

プログラミングⅡ」「ロボット機構」「ロボッ

ト制御」 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 デザイン思考の実践を含む実習の反復

を通し、学生が持つ知的好奇心を向上させな

がら探究心を身につけるとともに、チャレン

ジ精神を養成する。 
 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, 
ロボット）と対象領域が抱える問題を見つけ

るための俯瞰力と問題発見力、その問題を解

決するための知識の総合力を養成する科目を

配する。 
(追加)「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューシ

ョン開発Ⅰ、Ⅱ」「地域共創デザイン実習」

(追加)「人工知能システムⅠ、Ⅱ」「メディ

ア情報処理」「人工知能応用」(追加)「IoT シ

ステム開発Ⅰ、Ⅱ」「IoT サービスデザイ

ン」(追加)「組込みシステム制御実習」「産

業用ロボット実習」 
【展開科目】 
 専門職人材として、主体的にかつ協調

性を持って行動する手法を講義と演習を組み

合わせて学ぶ 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解

を生み出すための知識を養成する 
 社会人として相応しい志向と態度を身

につけるために、経営資産についての知識を

習得する科目を配する。 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究
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持って行動する手法を講義と演習を組み合わ

せて学ぶ 
・環境や社会への配慮し、持続可能な解を生

み出すための知識を養成する 
・社会人として相応しい志向と態度を身につ

けるために、経営資産についての知識を習得

する科目を配する。 
【総合科目】 
・キャップストーン科目として卒業研究制作

を実施する。この科目は、英語での発表を義

務付けている。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名

程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計

画・履修登録のみならず、より良い教育及び

学修を円滑に運営するための人間環を整え

「個に対する教育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
1. 基礎学力や情報活用能力、総合力を目

指したそれぞれの科目は、カリキュラム・ポ

リシーに従って作成されたシラバスによって

学修進行し、シラバスに予め記された評価の

方法によって科目の合否を決定する。 
2. 相互に関係し積み上げ学修がなされる

科目においては定められた順序に科目取得を

行う。 
3. 各学年進級時に定められた単位数を取

得していなければならない。 
4. 個々の学生の学びの過程と評価につい

てはスタディーログとして記録し、教育の評

価や点検の材料として積極的に利用した教育

方法論の開発を行う。 
5. 科目ごとに成績基準や評価方法を決定

し学生に開示する。評価の客観性を得るため

に必要な科目にはルーブリック評価を取り入

れる。 
6. 各学年終了時に、年次の必修科目の単

位取得を判定し進級の判断を行う。履修状況

に基づき学生指導を実施する。学生アンケー

トによりカリキュラムの評価を行い次年度に

活かす。 
 

制作を実施する。この科目は、英語での発表

を義務付けている。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名

程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計

画・履修登録のみならず、より良い教育及び

学修を円滑に運営するための人間環境を整え

「個に対する教育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
1. 基礎学力や情報活用能力、総合力を目

指したそれぞれの科目は、カリキュラム・ポ

リシーに従って作成されたシラバスによって

学修進行し、シラバスに予め記された評価の

方法によって科目の合否を決定する。 
2. 相互に関係し積み上げ学修がなされる

科目においては定められた順序に科目取得を

行う。 
3. 各学年進級時に定められた単位数を取

得していなければならない。 
4. 個々の学生の学びの過程と評価につい

てはスタディーログとして記録し、教育の評

価や点検の材料として積極的に利用した教育

方法論の開発を行う。 
5. 科目ごとに成績基準や評価方法を決定

し学生に開示する。評価の客観性を得るため

に必要な科目にはルーブリック評価を取り入

れる。 
6. 各学年終了時に、年次の必修科目の単

位取得を判定し進級の判断を行う。履修状況

に基づき学生指導を実施する。学生アンケー

トによりカリキュラムの評価を行い次年度に

活かす。 
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（新旧対照表）設置の趣旨書 添付資料

新 旧

【資料 4-1】【資料 8】【資料 9-1, 9-1-1, 9-1-2. 
9-1-3】【資料 10-2】【資料 11-1】【資料 17】
【資料 23】【資料 37】【資料 38】 
科目名称

「コンピュータシステム（削除）」

科目名称

「エレクトロニクス工学」

【資料 4-1】【資料 8】【資料 9-1, 9-1-1, 9-1-2. 
9-1-3】【資料 10-2】【資料 11-1】【資料 16】
【資料 22】【資料 36】【資料 37】 
科目名称

「コンピュータシステム基礎」

科目名称

「電子回路基礎」
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  資料 シラバス①（初回申請時） 

1 
 

授業科目名： 

ネットワーク基礎 

必修／選択の別： 

必修 選択 

授業回数： 

１５回 

担当教員名： 

辻野 雅之 

授業科目区分： 

基礎 職業専門 展開 総合 

履修配当年次： 

１年前期 

単位数： 

２単位 

講義形態： 

講義 演習 実験 実習 実技 

授業の到達目標及びテーマ 

インターネットで利用しているTCP/IPを中心に通信ネットワークの構成・動作を体系的に

理解して、ネットワークの設計・運用法や、ネットワークを活用した各種アプリケーション開

発に必要な一連のプロトコル・基盤技術を習得する。 

到達目標： 

1．通信ネットワークの構成とプロトコルの階層構造について、OSI参照モデルとTCP/IPプロ

トコルの両面から理解して説明できる。 

2．データリンク、IP、TCP/UDPなどの各階層のプロトコルの役割を理解して説明できる。 

3．主要なルーティングプロトコルについて動作原理を理解して、それらの適用領域を判断できる。 

4．通信サービスの品質を満足させるための品質制御やトラフィック理論を理解して説明できる。 

授業の概要 

ネットワークに必要な機器、ネットワークの構成、プロトコルとOSI参照モデルについて学

習する。TCP/IPが主流となった背景、TCP/IPとOSI参照モデル、TCP/IPでの通信処理につい

て学び、IPアドレッシングとルーティング、ネットワークプロトコル、アプリケーション層プ

ロトコルについて学習する。ネットワーク機器については、伝送方式と通信方式、回線種別、

データリンクプロトコルとアクセス制御方式を理解し、ネットワークサーバ、リピータ、ブリ

ッジ、スイッチ、HUB等のネットワークを構成する機器の役割を学ぶ。 

授業計画 

第1回：通信ネットワークの基礎概念 

ネットワークの種類、及び、その構成要素と役割について学び、回線交換とパケット交換

の仕組み・特長を理解する。さらに、プロトコルの意味、標準化の意義、プロトコル階層化

の考え方を学び、OSI参照モデルに基づき通信の仕組みが規定できることを理解する。 

第2回：TCP/IPプロトコルの概要 

インターネットの現在までの歴史、その構造、及び、そこでTCP/IPが主流となった背景について

学ぶ。さらに、TCP/IPの階層モデルについて学び、OSI参照モデルとの違いについて理解する。 

第3回：データリンクプロトコル（1） 

データリンクプロトコルの役割、MACアドレスとアクセス制御方式について学ぶ。デー

タリンク層で機能する装置であるリピータ・ブリッジ・スイッチ・HUBの役割について学

び、データリンクを設計する上で理解しておくべき知識を取得する。 

第4回：データリンクプロトコル（2） 

最も良く使われているデータリンクプロトコルであるイーサネットについて、フレーム 

ヘッダ構成や転送方式について学び、ループを回避してフレーム転送を行う仕組みについて
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  資料 シラバス①（初回申請時） 

2 
 

理解する。PPP・ATM等のその他の代表的なデータリンクプロトコルの概要を学ぶ。 

第5回：IPプロトコル（1） 

IPプロトコルの役割・仕組み、クラス分類に基づくIPアドレスの構成について学ぶ。さら

に、サブネットマスクによるサブネットワーク分割やCIDR・VLSMにより、IPアドレス割

当やルーティング処理が効率的に実施されることを理解する。 

第6回：IPプロトコル（2） 

IPのヘッダ構成について学び、それをもとにIPプロトコルが提供する機能について理解す

る。また、データリンク上でARPにより通信する仕組み、DHCPやNAT/NAPTの必要性に

ついて理解する。さらに、IPv6技術が必要とされる背景、及び、その技術概要について学 

ぶ。 

第7回：ルーティングプロトコル（1） 

ルーティングの役割、ルーティングテーブルでのルーティング情報集約について学ぶ。さ

らに、代表的な、RIP（距離ベクトル型）・OSPF（リンクステート型）・BGP（パスベク

トル型）について、それぞれの設計概念・適用領域について理解する。 

第8回：ルーティングプロトコル（2） 

リンクステート型を代表するOSPFについて、ルーティング情報の交換から、ルーティン

グテーブル構築・IPパケット転送に至る一連の処理について学ぶことで、ルーティングの基

本動作を理解する。さらに、OSPFで用いる最短経路の計算アルゴリズムの実行フローを理

解する。 

第9回：理解度確認 

データリンクプロトコル・IPプロトコルを中心に、これまでに学習してきた内容に対する理解度

を確認し、理解度が不足している部分については復習を行う。 

第10回：TCP/UDPプロトコル（1） 

トランスポートプロトコルの役割、TCPとUDPの違い、ポート番号について学ぶ。さら

に、TCP/UDPのヘッダ構成について学び、それをもとにTCP/UDPプロトコルが提供する機

能について理解する。 

第11回：TCP/UDPプロトコル（2） 

TCPコネクション確立から、データ転送・コネクション終了に至る一連のシーケンスより

プロトコルの動作を学び、TCPが提供する順序制御・再送制御・フロー制御・輻輳制御等の

制御機能がどのようにして実行されるかを理解する。 

第12回：アプリケーションプロトコル（1） 

多くのアプリケーション（AP）で必要とするドメイン名解決の機能を提供するDNSにつ

いて、その役割・動作について理解する。WWW・電子メールを含む、TCP/IP上で利用さ

れる主なAPについて、そのAP特有の処理を担うアプリケーションプロトコルについて学 

ぶ。 

第13回：通信品質とトラフィック理論 

通信サービスを快適に利用する上で理解すべき、通信品質の種別、及び、品質要件を満足
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  資料 シラバス①（初回申請時） 
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させるために必要な品質制御の仕組み・トラヒック管理の役割について学ぶ。さらに、通信

品質・トラヒック分析の要素技術となるトラフィック理論の基礎的な内容を理解する。 

第14回：通信サービスを支える技術（1） 

通信サービス市場の状況について学ぶとともに、電気通信事業者の旧来からの主要サービ

スである電話が繋がる仕組みを理解する。さらに、移動ネットワークの構成を学び、携帯電

話の繋がる仕組みを理解する。 

第15回：通信サービスを支える技術（2） 

5G・クラウド・映像通信などの通信サービスを支えるネットワークの要素技術について

学ぶ。さらに、ネットワーク技術に関する今後の発展の方向性について考える。また、TCP

/UDPプロトコルを中心に、これまでに学習してきた内容に対する理解度を確認し、理解度

が不足している部分については復習を行う。 

 

定期試験 

学生に対する評価 

科目認定条件 

 ※出席率について80％以上であること。 

 ※定められた提出物が80％以上提出されていること。 

科目評価方法 

授業の参画度・受講態度、適宜実施する課題、定期試験による評価を行う。 

評価点は、授業の参画度・受講態度：30％、適宜実施する課題：20％、定期試験：50％とする。 
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        資料 シラバス②（補正申請時） 

1 
 

授業科目名： 

コンピュータシステム基礎 

必修／選択の別： 

必修 選択 

授業回数： 

１５回 

担当教員名： 

辻野 雅之 

授業科目区分： 

基礎 職業専門 展開 総合 

履修配当年次： 

１年前期 

単位数： 

２単位 

講義形態： 

講義 演習 実験 実習 実技 

授業の到達目標及びテーマ 

コンピュータシステムの構成と動作原理と通信ネットワークの基礎を理解することで、

AI、IoT、ロボットの開発に共通して必要となるICTシステムの設計やアプリケーションソフ

トウェア開発ができるようになる基本的知識を身につける。今後も進化していくコンピュータ

システムの原理・本質を理解して応用していく能力を高める。 

到達目標： 

1. コンピュータシステムのハードウェアについて、5 大機能を理解して説明できる。 

2. コンピュータの基本ソフトウェア（OS）の機能とアプリケーションとの関係を説明できる。 

3. コンピュータにおけるデータ表現方法について、個々の違いを説明し、数値処理関しては丸

め誤差の有無を予想できる。 

4. 通信ネットワークについて、階層化されたプロトコル構成や、IP／TCP／HTTPなどの各

階層のプロトコルの特徴を理解して説明できる。 

5. インターネットの構成、クラウドサービスの種類と特徴について理解して説明できる。 

授業の概要 

情報処理の中心となるコンピュータシステムについて、その構成要素であるハードウェア、

ソフトウェア、コンピュータシステム同士を接続する通信ネットワークについて、それぞれの

構成と動作原理を理解する。ハードウェアについては入力、出力、演算、制御、記憶の各装置

の機能を、次にシステム上で動作する基本ソフトウェア（OS）とアプリケーションソフト 

ウェアについて学修する。さらにコンピュータ間をつなぐ通信ネットワークについてLAN、

WANの構成やTCP/IPプロトコルを中心とした通信手順を学修することで、インターネット上

で展開されているアプリケーションを実現するのに必要なICT技術の重要な要素を理解する。 

授業計画 

第 1 回：コンピュータシステムのしくみ 

パーソナルコンピュータとモバイル端末を中心に、コンピュータシステムの種類と内部を

構成する装置について、5つの基本装置（入力装置、記憶装置、演算装置、制御装置、出力

装置）について学ぶ。 

 

第2回：データとその表現法 

コンピュータ内部の処理で用いられる数値データの表現方法について学ぶ。デジタルデー

タの基礎となるビットを起点に、整数を扱うバイト、ワードとその演算、実数を表現する固

定小数点、浮動小数点と計算時に留意すべき丸め誤差について学ぶ。 
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第3回：マルチメディアとデータ表現 

数値データ以外のデータとして、各国語の文字情報を表す文字コードや、音声、画像など

様々なマルチメディアがある。これらのデータのコンピュータシステムにおける表現方法

や、データ変換の基礎について学ぶ。 

 

第4回：ハードウェアⅠ（入力装置、出力装置） 

キーボード、マウス、タッチパネル、タブレット、イメージスキャナ等の入力装置、及び

ディスプレイ、プリンタ、プロッタ等の出力装置について機能と動作原理を学ぶ。 

 

第5回：ハードウェアⅡ（記憶装置） 

コンピュータシステム処理されるデータを格納するハードウェアであるメモリとストレー

ジについて、速度、容量、揮発性などの違いによる各種のメモリデバイス、ストレージデバ

イス（磁気ディスク、光ディスク）について学ぶ。 

 

第6回：ハードウェアⅢ（演算装置・制御装置Ⅰ） 

情報処理の中心的役割を持つ中央処理装置CPUについて、主流であるプログラム格納方

式の処理装置の構成と命令セットの実行などの機能について学ぶ。 

 

第7回：ハードウェアⅣ（演算装置・制御装置Ⅱ） 

数値演算やグラフィック処理に特化したCPU以外に発展してきた各種の専用のデータ処

理装置（FPU、GPU等）についてその機能と特徴を学ぶ。またCPUと併せて演算装置とし

ての性能指標について理解する。 

 

第8回：コンピュータシステムアーキテクチャ 

CPUの高速化する並列処理、パイプライン、スーパースカラなどの技術、データの入出

力を高速化するキャッシュメモリを理解するとともに、コンピュータを構成する周辺装置、

外部インターフェースについて学ぶ。 

 

第9回：ソフトウェアとその種類 

応用ソフトウェア（アプリケーション）の種類とユーザインターフェス（CUI、GUI）と

その実行を制御する基本ソフトウェア（オペレーティングシステム：OS）について学ぶ。

また、開発用ソフトウェア（コンパイラ、インタプリタ、デバッガ）について学ぶ。 

 

第10回：基本ソフトウェア（オペレーティングシステム：OS） 

OSの備えるべき様々な役割について理解する。特にアプリケーションの実行に不可欠な

タスク管理、メモリ管理、ファイル管理（ディレクトリ）、デバイス管理について学び、メ

モリ管理で重要な役割をもつ仮想記憶について学ぶ。 
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第11回：通信ネットワークとインターネット 

電話ネットワークで適用されてきた回線交換と、インターネットで利用されているパケッ

ト交換について、それぞれの仕組み・特長を理解する。さらにLANとWAN、TCP/IPや国

際標準規格（OSI）で規定されている通信プロトコルの階層的モデルを学ぶ。 

 

第12回：トランスポートプロトコルTCP 

インターネットの通信プロトコルであるTCP/IPプロトコルについて学ぶ。まずトランス

ポートプロトコル（TCP）の役割、コネクション確立から、データ転送・コネクション終了

に至る一連のシーケンスよりTCP/UDPプロトコルが提供する機能について理解する。 

 

第13回：IPプロトコル 

IPプロトコルの役割・仕組み、クラス分類に基づくIPアドレスの構成について学ぶ。さ

らに、サブネットワーク分割やルーティングプロトコルの基本について理解する。また

IPv6技術について、現在のIP（v4）から移行が進む背景と技術概要について学ぶ。 

 

第14回：アプリケーションプロトコル 

ドメイン名でインターネット接続を行うために必要なDNSや、WWW・電子メールを含

む、インターネットで利用される主なアプリケーションについて、それぞれに特有な処理の

仕組み（アプリケーションプロトコル、HTTP等）について学ぶ。 

 

第15回：コンピューティングパラダイムとその変遷 

現在のICTシステムの潮流であるクラウドコンピューティング（SaaS、PaaS、IaaS）や

エッジコンピューティングについて、サービス内容や要素技術について学ぶ。さらに5G等

のネットワーク技術に関する今後の進化の方向性について理解する。 

 

定期試験 

 

学生に対する評価 

科目認定条件 

 ※出席率について80％以上であること。 

 ※定められた提出物が80％以上提出されていること。 

科目評価方法 

授業の参画度・受講態度、適宜実施する課題、定期試験による評価を行う。 

評価点は、授業の参画度・受講態度：30％、適宜実施する課題：20％、定期試験：50％と 

する。 
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授業科目名： 

コンピュータシステム 

必修／選択の別： 

必修 選択 

授業回数： 

１５回 

担当教員名： 

辻野 雅之 

授業科目区分： 

基礎 職業専門 展開 総合 

履修配当年次： 

１年前期 

単位数： 

２単位 

講義形態： 

講義 演習 実験 実習 実技 

授業の到達目標及びテーマ 

コンピュータシステムの構成と動作原理と通信ネットワークの基礎を理解することで、

AI、IoT、ロボットの開発に共通して必要となるICTシステムの設計やアプリケーションソフ

トウェア開発ができるようになる基本的知識を身につける。今後も進化していくコンピュータ

システムの根本原理を理解することで、応用に対する能力を高めることを狙う。 

到達目標： 

1. コンピュータシステムのハードウェアについて、5 つの基本機能を理解して説明できる。 

2. 中央処理装置（CPU）の命令実行動作とコンピュータにおける役割を説明できる。 

3. コンピュータの基本ソフトウェア（OS）の機能とアプリケーションとの関係を説明できる。 

4. オペレーティングシステムが備えるべき役割と動作を理解して説明できる。 

5. 通信ネットワークについて、階層化されたプロトコル構成や、IP／TCP／HTTPなどの各

階層のプロトコルの特徴を理解して説明できる。 

授業の概要 

情報処理の中心となるコンピュータシステムについて、コンピュータシステムの構成要素で

あるハードウェアとソフトウェア、コンピュータシステム同士を接続する通信ネットワークに

ついて、それぞれの構成と動作原理を理解する。ハードウェアについては入力、出力、演算、

制御、記憶の各装置の機能を、次にシステム上で動作するオペレーティングソフトウェア

（OS）とアプリケーションソフトウェアについて学修する。さらに、OSについてプロセス管

理をはじめとする重要な機能と、コンピュータ間をつなぐ通信ネットワーク（LAN、WAN）

についてTCP/IPプロトコルを中心とした通信手順と、デジタル情報を確実に伝送するための

誤り検出訂正、暗号などの符号理論を学修することで、インターネット上で展開されているア

プリケーションを実現するのに必要なICT技術の重要な要素を理解する。 

授業計画 

 

第 1 回：コンピュータシステムの発展の歴史 

パーソナルコンピュータやモバイル端末に至るまでの、コンピュータシステムとコンピュ

ータネットワークの基本と歴史を学び、本科目で学習する内容の全体像を理解する。 

 

第2回：コンピュータシステムの構成要素 

コンピュータシステムの内部を構成する5つの基本装置（入力装置・記憶装置・演算装

置・制御装置・出力装置）の基本機能について学ぶ。 

  

27



  

 

                資料 シラバス③（再補正申請時：最終） 

2 
 

第3回：中央演算装置（CPU）とその動作 

現在のコンピュータシステムの主流であるプログラム格納方式の概念、CPUとその周辺

装置の役割について学ぶ。プログラム格納方式に基づき、CPUの各機能ブロックが周辺装

置・外部インターフェースとバスで連携してどのように基本処理を実行するかを理解する。 

 

第4回：CPUにおける命令の実行 

CPUの基本アーキテクチャである、命令セットとその特長を理解する。また、命令の実

行を高速化する並列処理・パイプライン・スーパースカラ・キャッシュメモリ階層化などの

技術の基本原理を理解するとともに、コンピュータを構成する周辺装置について学ぶ。 

 

第5回：コンピュータシステムのソフトウェア 

ハードウェアと対となるソフトソフトウェアの種類と目的を理解する。応用（アプリケー

ション）ソフトウェア、ミドルウェア、基本ソフトウェア（オペレーティングシステム：

OS）、開発用ソフトウェア（コンパイラ・インタプリタ・デバッガ等）について学ぶ。 

 

第6回：オペレーティングシステム(1) プロセス管理 

OSの備えるべき様々な役割について理解する。アプリケーションの実行に不可欠なプロ

セス管理では、通常のOS（LinuxやWindows等）とリアルタイムOSの相違、プロセス実行

のためのタスクスケジューリングについて理解する。 

 

第7回：オペレーティングシステム(2) メモリ管理 

複数のソフトウェアが並行して動作するマルチタスクシステムで必要となるメモリ管理

と、その中でも重要な役割をもつ仮想記憶や仮想計算機について学ぶ。 

 

第8回：オペレーティングシステム(3) ファイルシステム 

コンピュータシステムにおけるデータの蓄積と処理の手段である、ファイル管理について

学ぶ。ファイルという考え方やディレクトリによるファイルの管理の方法、データ保護の

ためのアクセス権限、OSによるデバイス管理、ディスク管理の方法について学ぶ。 

 

第9回：コンピュータシステム間の通信ネットワーク 

電話ネットワークで適用されてきた回線交換と、インターネットで利用されているパケッ

ト交換について、それぞれの仕組み・特長を理解する。さらにLANとWAN、WiFi、

TCP/IPや国際標準規格（OSI）で規定されている通信プロトコルの階層的モデルを学ぶ。 

 

第10回：通信ネットワーク（1）IPプロトコルとルーティング 

IPプロトコルの役割・仕組み、クラス分類に基づくIPアドレスの構成について学ぶ。さ

らに、サブネットワーク分割やルーティングプロトコルの基本について理解する。また、 
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MACアドレスに変換してデータリンク上で通信する仕組みであるARPについて学ぶ。 

 

第11回：通信ネットワーク（2）トランスポートプロトコルTCP/UDP 

トランスポートプロトコル（TCP/UDP）の役割、TCP/UDPのヘッダ構成を学ぶ。さら

に、コネクション確立からデータ転送・コネクション終了に至る一連のシーケンスより

TCP/UDPプロトコルが提供する機能について理解する。 

 

第12回：通信ネットワーク（3）アプリケーションプロトコル 

ドメイン名でインターネット接続を行うために必要なDNSや、WWW・電子メールを含

む、インターネットで利用される主なアプリケーションについて、それぞれに特有な処理の

仕組み（アプリケーションプロトコル・HTTP等）について学ぶ。 

 

第13回：コンピュータシステムの高信頼化 

コンピュータシステムの動作と、データの蓄積伝送を高信頼化する冗長化について理解す

る。ハードウェアの多重化と、データへの誤り検出訂正に関する符号化方式としてチェック

サム・パリティ符号、ハミング符号について学ぶ。 

 

第14回：コンピュータシステムの情報セキュリティと暗号 

コンピュータシステムと通信ネットワークの情報セキュリティと暗号・認証技術の基本原

理を学び、どのように活用されているかを理解する。共通鍵暗号方式・公開鍵暗号方式につ

いて、それぞれの特長を理解する。 

 

第15回：コンピューティングパラダイムとその変遷 

インターネットを活用したICTシステムの潮流であるクラウドコンピューティング

（SaaS・PaaS・IaaS）やエッジコンピューティングについて、その特徴や要素技術につい

て学ぶ。さらに5G等のネットワーク技術に関する今後の進化の方向性について理解する。 

 

定期試験 

学生に対する評価 

科目認定条件 

 ※出席率について80％以上であること。 

 ※定められた提出物が80％以上提出されていること。 

科目評価方法 

授業の参画度・受講態度、適宜実施する課題、定期試験による評価を行う。 

評価点は、授業の参画度・受講態度：30％、適宜実施する課題：20％、定期試験：50％と 

する。 
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授業科目名： 

電子回路基礎 

必修／選択の別： 

必修 選択 

授業回数： 

３０回 

担当教員名： 

荒金 匡徳 

授業科目区分： 

基礎 職業専門 展開 総合 

履修配当年次： 

１年前期 

単位数： 

３単位 

講義形態： 

講義 演習 実験 実習 実技 

授業の到達目標及びテーマ 

制御用ソフトウェア技術者はハードウェアについてもある程度の理解が求められるケース

が多いため、特にデジタル回路を中心に電子回路の基礎知識や測定機器の扱い方などマイコ

ンシステムを中心としたハードウェアを扱う基礎技術を習得することでマイコンを中心とし

たデジタル回路の設計および制作が行えるようになる。 

授業の概要 

 駆動、センシング、制御に利用される電子回路の基礎を学習する。回路の基本として、電源、グ

ランド、電圧、電流などの基本項目を抵抗回路に対するオームの法則やキルヒホッフの法則による

計算から学ぶ。論理回路の基本として半導体/トランジスタの動作原理、論理回路(組合せ回路、順序

回路)、カルノー図、デジタル信号とアナログ信号、論理ICの種類と電気的特性、定格値、タイミン

グチャート、ファンイン/ファンアウト、入出力レベルとレベルシフト、オープンコレクタ/オープン

ドレインなどのハードウェアの設計において必須の基礎知識を身につける。論理回路の学習では電

子回路シミュレータを使用し、学習効率を上げる。論理ICによる製作演習では、シミュレーション

による回路検証を行った上でブレッドボード上に実装し波形計測器で動作テストを行う。設計-検証

-回路製作-テストの流れを身につける。 

授業計画 

第１回：オリエンテーション及び基本単位と基本法則 

 担当の自己紹介をはじめ、科目概要、年間スケジュール、講義形態など今後の授業を円滑に進め

ていくためのオリエンテーションを行う。 

電気回路の基礎となる基本単位、およびオームの法則、キルヒホッフの法則を説明し、簡単な回路

にて電圧、電流、抵抗値が計算できるようにする。 

 

第２回：回路図と実体配線図 

回路図と実体配線図の概要について説明し、回路図の読み方や書き方、回路図で用いられる各種

回路図記号についての理解を深める。 

電子回路を回路図として正確に表現するために、回路図の作成において必要となる回路図記号を扱

えるようにするための演習を行う。 

 

第３回：抵抗変化とLEDの明るさと抵抗器に関する計算 

電圧、電流の値とLEDの明るさの関係を題材にして、LEDや抵抗に流れる電流の流れ方などを説

明して電子回路の基本法則の理解と応用力を高める。 

抵抗に関する計算式として合成抵抗や分圧、分流の計算方法を説明し、抵抗、電圧、電流の値を 
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様々な回路にて計算できるように学習する。 

 

第４回：LEDと抵抗回路の製作とコンデンサ 

ブレッドボードの扱い方を説明した上で、ブレッドボードを用いてＬＥＤと抵抗を使用して要求

仕様を満たすLED点灯回路を製作する演習を行う。 

電気をためておく部品であるコンデンサの働き、回路上での使い方やコンデンサの種類を説明し、

コンデンサについての理解を深める。 

 

第５回：ダイオード、トランジスタと各種スイッチ 

半導体部品であるダイオードおよびトランジスタについて、また電気のON/OFFを物理的に切り

替える各種スイッチについて、その働きや基本構造、回路上での使い方や種類などを説明し、半導

体部品についての理解を深める。 

 

第６回：デジタル回路の基本とプルアップ／プルダウン 

 デジタル回路と電圧を絡めた基本的な考え方および電圧と論理の扱い方などデジタル回路の基本

知識について学習し電子回路に関する理解を深める。 

 デジタル回路において必須となる入力ポート部分のプルアップとプルダウンの概念、必要性およ

び抵抗の使い方、抵抗値の設定と意味を理解する。 

 

第７回：論理回路と2進数、ブール代数と論理計算 

論理回路に直結する2進数を復習し、電気信号と論理を結びつけるHIGH、LOWなどの用語およ

び論理回路の2進数との関係などについて理解する。 

論理を扱うことができるブール代数に関する説明およびブール代数を用いた論理計算が行えるよう

に基本的な演算方法を学習し、論理式との関係を理解する。 

 

第８回：AND，OR，NOT，EXOR，NAND，NOR 

 論理積、論理和、否定といった基本的な論理回路について、実際のデジタルICおよび等価回路と

絡めて論理回路を説明し理解を深める。 

 基本的な論理素子を複数個組み合わせて構成できる複雑な論理回路の作成方法について学び、論

理式と論理回路に関する更なる理解を深める。 

 

第９回：論理の合成と論理回路に関する法則 

 指示された真理値表の通りに正しく入出力ができるよう、基本的な論理回路を合成し等価回路を

作成する論理回路合成に関する演習を行う。 

 論理回路の中身を等価回路に書き換えができるよう、論理に関する各種法則（分配、結合、ド・

モルガンの法則など）について説明し、論理に関する理解を深める。 
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第１０回：主加法標準展開 

 論理式を構築するための主加法標準展開について説明し、多くの論理を組み合わせる複雑な論理

を論理式で表現できるよう理解を深める。 

 

第１１回：カルノー図の使い方と論理回路の設計例 

 真理値表を視覚的に解くために用いられるカルノー図について説明し、実際にカルノー図を作成

する演習を通じてカルノー図が使えるようにする。 

 与えた真理値表から必要な論理式を設計する方法を習得するため、論理回路に関する簡単な例題

を与えて自ら論理回路を作成する手順を説明する。 

 

第１２回：論理回路の設計 

 問題として与えた真理値表を表現する正しい論理式を設計する課題を実施し、複雑な論理を持つ

論理回路の設計に関する理解を深める。 

 

第１３回：データシートと絶対最大定格 

 電子部品のスペックが記されているデータシートを扱う必要性を説明し、データシートが読める

よう記載内容のポイントや定格の意味を説明し、データシートを理解する。 

 

第１４回：様々な抵抗、コンデンサ、ダイオード、トランジスタ 

 電子部品には用途に応じて多種多様な抵抗、コンデンサ、ダイオード、トランジスタが存在する

ことや特性、種類ごとの使用法の違いなど、更により深く抵抗、コンデンサ、ダイオード、トラン

ジスタを理解する。 

 

第１５回：様々なIC、LSI、コネクタ 

 電子部品には用途に応じて多種多様なIC、LSI、コネクタが存在することや特性、種類ごとの用

途の違いなど、より深くIC、LSI、コネクタを理解する。 

 

第１６回：様々な電子部品 

 これまで触れてこなかったその他の多種多様な電子部品が存在することに触れ、電子部品に関す

る幅広い知識を習得し、電子回路に対する理解を深める。 

 

第１７回：電子部品理解度確認 

 これまでに学習してきた電子部品についての総合的な理解度を確認し、理解度が不足している部

分について復習を行うための問題を解く。 
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第１８回：オシロスコープの使い方と波形、タイミングチャート 

 電気信号の波形を観測できるオシロスコープの基礎について、オシロスコープの扱い方や波形の

見方を中心に説明し、オシロスコープの使い方に慣れる。 

 オシロスコープで観察できる波形および時間軸と信号の関係を表現したタイミングチャートにつ

いて説明し、デジタル回路に関する理解を深める。 

 

第１９回：LCDモジュールと距離センサモジュール 

 文字や数字を表示するためのLCD表示モジュールについて説明し、モジュールごとに異なること

がある駆動方法についての理解を深める。 

  PSDや超音波センサなど距離測定センサの仕組みと特徴、使い方、注意点などを説明し、距離測

定センサモジュールを正しく使えるようにする。 

 

第２０回：姿勢センサモジュールと光学センサモジュール 

 ジャイロセンサーや加速度センサなど姿勢測定センサの仕組みと特徴、使い方、注意点などを説

明し、姿勢測定センサモジュールを正しく使えるようにする。 

 CdSやフォトトランジスタなど光学センサの仕組みと特徴、使い方、注意点などを説明し、光学

センサモジュールを正しく使えるようにする。 

 

第２１回：センサ系電子部品 

これまでに学習したセンサ系モジュールなどを含む様々な部品について総合的な理解度を確認 

し、理解度が不足している部分については復習を行う。 

 

第２２回：電子回路シミュレータセットアップと抵抗の回路（直流） 

 電子回路シミュレーションを行うツールであるLTspiceをインストールし、LTspiceの基本的な使

い方や簡単な回路シミュレーションについて説明する。 

 抵抗を用いた電子回路をLTspice上で作成し、シミュレーションを行って作成した回路の挙動を

シミュレータ上で確認し、電子回路の挙動について理解を深める。 

 

第２３回：キルヒホッフの解析 

 電子回路をLTspice上で作成、キルヒホッフの法則についてシミュレータ上で確認することで、電子

回路の挙動について理解を深める。 

 

第２４回：抵抗の回路（交流・合成） 

  先に作った抵抗回路から一部を変更した回路の挙動をシミュレータ上で確認し、電子回路の挙

動について理解を深める。 
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第２５回：抵抗回路の解析 

今まで学んだ抵抗に関する各種回路のシミューション検証について、シミュレータの操作方法と

絡めてシミュレータに関する理解度を確認する。 

 

第２６回：コンデンサの回路 

 コンデンサを用いた電子回路をシミュレータ上で作成し、回路の挙動に関するシミュレーション

を実行して、コンデンサを含む電子回路の挙動を確認する。 

 

第２７回：コイルの回路（直流・交流） 

 コイルを用いた電子回路をシミュレータ上で作成し、回路の挙動に関するシミュレーションを実

行して、コイルを含む電子回路の挙動を確認する。 

 

第２８回：トランジスタ回路 

 トランジスタを用いた電子回路をシミュレータ上で作成し、回路の挙動に関するシミュレーショ

ンを実行して、トランジスタを含む電子回路の挙動を確認する。 

 

第２９回：ＦＥＴ回路の解析 

先に作ったトランジスタを含む電子回路を一部変更し、FETを用いた電子回路のシミュレーシ

ョンを行い、作成した電子回路の挙動を確認する。 

 

第３０回： オペアンプ回路 

 オペアンプの特徴及び回路構成について学習し、反転増幅回路を組み、実際に電圧値を確認す 

る。 

 

学生に対する評価 

科目認定条件 

※出席率について８０％以上であること。 

 ※定められた提出物が８０％以上提出されていること。 

科目評価方法 

定期考査とプログラミング演習課題により評価を行う。科目内容の理解度は定期考査により評価す 

る。演習課題は課題ごとの達成レベルを設定したルーブリック評価表を作成し評価する。 

評価点比率は定期考査60%、演習課題の平均評価40%とする。 
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授業科目名： 

電子回路基礎 

必修／選択の別： 

必修 選択 

授業回数： 

３０回 

担当教員名： 

相磯 義宏 

授業科目区分： 

基礎 職業専門 展開 総合 

履修配当年次： 

１年前期 

単位数： 

３単位 

講義形態： 

講義 演習 実験 実習 実技 

授業の到達目標及びテーマ 

制御用ソフトウェア技術者はハードウェアについてもある程度の理解が求められるケースが 

多いため、特にデジタル回路を中心に電子回路の基礎知識や測定機器の扱い方などマイコンシ

ステムを中心としたハードウェアを扱う基礎技術を習得することでマイコンを中心としたデジ

タル回路の設計および制作が行えるようになる。 

授業の概要 

駆動、センシング、制御に利用される電子回路の基礎を学習する。回路の基本として、電 

源、グランド、電圧、電流などの基本項目を抵抗回路に対するオームの法則やキルヒホッフの

法則による計算から学ぶ。論理回路の基本として半導体/トランジスタの動作原理、論理回路

(組合せ回路、順序回路)、カルノー図、デジタル信号とアナログ信号、論理ICの種類と電気的

特性、定格値、タイミングチャート、ファンイン/ファンアウト、入出力レベルとレベルシフ

ト、オープンコレクタ/オープンドレインなどのハードウェアの設計において必須の基礎知識

を身につける。論理回路の学習では電子回路シミュレータを使用し、学習効率を上げる。製作

演習では、シミュレーションによる回路検証を行った上でブレッドボード上に実装し動作テス

トを行う。設計-検証-回路製作-テストの流れを身につける。 

授業計画 

第1回：オリエンテーション及び回路図と実体配線図 

 担当の自己紹介をはじめ、科目概要、年間スケジュール、講義形態など今後の授業を円滑に進め

ていくためのオリエンテーションを行う。 

回路図と実体配線図の概要について説明し、回路図の読み方や書き方、回路図で用いられる各種

回路図記号についての理解を深める。 

 

第2回：回路図制作演習及び基本単位と基本法則 

電子回路を回路図として正確に表現するために、回路図の作成において必要となる回路図記号を

扱えるようにするための演習を行う。 

電気回路の基礎となる基本単位、およびオームの法則、キルヒホッフの法則を説明し、簡単な回

路にて電圧、電流、抵抗値が計算できるようにする。 

 

第3回：抵抗変化とLEDの明るさと抵抗器に関する計算 

電圧、電流の値とLEDの明るさの関係を題材にして、LEDや抵抗に流れる電流の流れ方などを説

明して電子回路の基本法則の理解と応用力を高める。 

抵抗に関する計算式として合成抵抗や分圧、分流の計算方法を説明し、抵抗、電圧、電流の値を 
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様々な回路にて計算できるように学習する。 

 

第4回：LEDと抵抗回路の製作とコンデンサ 

ブレッドボードの扱い方を説明した上で、ブレッドボードを用いてＬＥＤと抵抗を使用して要求

仕様を満たすLED点灯回路を製作する演習を行う。 

電気をためておく部品であるコンデンサの働き、回路上での使い方やコンデンサの種類を説明し、

コンデンサについての理解を深める。 

 

第5回：ダイオード、トランジスタと各種スイッチ 

半導体部品であるダイオードおよびトランジスタについて、また電気のON/OFFを物理的に切り

替える各種スイッチについて、その働きや基本構造、回路上での使い方や種類などを説明し、半導

体部品についての理解を深める。 

 

第6回：デジタル回路の基本とプルアップ／プルダウン 

 デジタル回路と電圧を絡めた基本的な考え方および電圧と論理の扱い方などデジタル回路の基本

知識について学習し電子回路に関する理解を深める。 

 デジタル回路において必須となる入力ポート部分のプルアップとプルダウンの概念、必要性およ

び抵抗の使い方、抵抗値の設定と意味を理解する。 

 

第7回：論理回路と2進数 

電気信号と論理を結びつけるHIGH、LOWなどの用語および論理回路の2進数との関係などにつ

いて理解する。また、真理値表をベースとした論理演算について学ぶ。 

 

第8回：AND，OR，NOT，EXOR，NAND，NOR 

 論理積、論理和、否定といった基本的な論理回路について、実際のデジタルICおよび等価回路と

絡めて論理回路を説明し理解を深める。 

 基本的な論理素子を複数個組み合わせて構成できる複雑な論理回路の作成方法について学び、論

理式と論理回路に関する更なる理解を深める。 

 

第9回：論理の合成と論理回路に関する法則 

 指示された真理値表の通りに正しく入出力ができるよう、基本的な論理回路を合成し等価回路を

作成する論理回路合成に関する演習を行う。 

 論理回路の中身を等価回路に書き換えができるよう、論理に関する各種法則（分配、結合、ド・

モルガンの法則など）について説明し、論理に関する理解を深める。 

 

 

36



  資料 シラバス⑤（補正申請時） 

3 
 

第10回：主加法標準展開 

 論理式を構築するための主加法標準展開について説明し、多くの論理を組み合わせる複雑な論理

を論理式で表現できるよう理解を深める。 

 

第11回：カルノー図の使い方と論理回路の設計例 

 真理値表を視覚的に解くために用いられるカルノー図について説明し、実際にカルノー図を作成

する演習を通じてカルノー図が使えるようにする。 

 与えた真理値表から必要な論理式を設計する方法を習得するため、論理回路に関する簡単な例題

を与えて自ら論理回路を作成する手順を説明する。 

 

第12回：論理回路の設計 

 問題として与えた真理値表を表現する正しい論理式を設計する課題を実施し、複雑な論理を持つ

論理回路の設計に関する理解を深める。 

 

第13回：データシートと絶対最大定格 

 電子部品のスペックが記されているデータシートを扱う必要性を説明し、データシートが読める

よう記載内容のポイントや定格の意味を説明し、データシートを理解する。 

 

第14回：様々な抵抗、コンデンサ、ダイオード、トランジスタ 

 電子部品には用途に応じて多種多様な抵抗、コンデンサ、ダイオード、トランジスタが存在する

ことや特性、種類ごとの使用法の違いなど、更により深く抵抗、コンデンサ、ダイオード、トラン

ジスタを理解する。 

 

第15回：様々なIC、LSI、コネクタ 

 電子部品には用途に応じて多種多様なIC、LSI、コネクタが存在することや特性、種類ごとの用

途の違いなど、より深くIC、LSI、コネクタを理解する。 

 

第16回：様々な電子部品 

 これまで触れてこなかったその他の多種多様な電子部品が存在することに触れ、電子部品に関す

る幅広い知識を習得し、電子回路に対する理解を深める。 

 

第17回：電子部品理解度確認 

 これまでに学習してきた電子部品についての総合的な理解度を確認し、理解度が不足している部

分について復習を行うための問題を解く。 

 

 

37



  資料 シラバス⑤（補正申請時） 

4 
 

第18回：フリップフロップ 

  記憶回路であるフリップフロップの種類や回路構成、動作について学ぶ。また、具体的にフリッ 

プフロップが用いられる適用例についても学習する。 

 

第19回：順序回路（カウンタ） 

  フリップフロップを用いた回路の代表例として、カウンタ回路がある。順序回路の典型例とし 

て、カウンタ回路について学ぶ。 

 

第20回：電子回路シミュレータセットアップと抵抗の回路（直流） 

 電子回路シミュレーションを行うツールであるLTspiceをインストールし、LTspiceの基本的な使

い方や簡単な回路シミュレーションについて説明する。 

 抵抗を用いた電子回路をLTspice上で作成し、シミュレーションを行って作成した回路の挙動を

シミュレータ上で確認し、電子回路の挙動について理解を深める。 

 

第21回：キルヒホッフの解析 

 電子回路をLTspice上で作成、キルヒホッフの法則についてシミュレータ上で確認することで、電子

回路の挙動について理解を深める。 

 

第22回：抵抗の回路（交流・合成） 

  先に作った抵抗回路から一部を変更した回路の挙動をシミュレータ上で確認し、電子回路の挙

動について理解を深める。 

 

第23回：コンデンサ及びコイル（直流・交流）の回路 

 コンデンサ及びコイルを用いた電子回路をシミュレータ上で作成し、回路の挙動に関するシミュ

レーションを実行して、コンデンサを含む電子回路の挙動を確認する。 

 

第24回：トランジスタ回路 

 トランジスタを用いた電子回路をシミュレータ上で作成し、回路の挙動に関するシミュレーショ

ンを実行して、トランジスタを含む電子回路の挙動を確認する。 

 

第25回：ＦＥＴ回路の解析 

先に作ったトランジスタを含む電子回路を一部変更し、FETを用いた電子回路のシミュレーシ

ョンを行い、作成した電子回路の挙動を確認する。 

 

第26回： オペアンプ回路 

 オペアンプの特徴及び回路構成について学習し、シミュレータ上で反転増幅回路を組み、電圧値
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を確認する。 

 

第27回：LED1個のホタル点滅回路 

 CR回路によるLED1個をホタル点滅させる回路を考え、シミュレーションを実行し、各点での電

流及び電圧の推移を測定、実験結果をレポートに纏めることで、回路の動作の理解を深める。 

 

第28回：LED20個のホタル点滅回路① 

 前回実施した回路を基に、LEDを20個に増やした回路を考える。先ずは前回の回路に対してLED

を増やすだけでシミュレーションを行い、問題点を導き出す。 

 

第29回：LED20個のホタル点滅回路② 

 前回考察した問題点の対策を行う。電流不足のためドライブ回路を変更し、大きな電流を流せる

様修正し、シミュレーションにより安定動作することを確認、こちらも実験結果をレポートに纏 

め、回路の動作を整理する。 

 

第30回：LED20個のホタル点滅回路③ 

 前回シミュレーションでの動作確認を行った回路を実際にブレッドボード上で実装し、動作を確

認する。 

学生に対する評価 

科目認定条件 

※出席率について80％以上であること。 

 ※定められた提出物が80％以上提出されていること。 

科目評価方法 

定期考査とプログラミング演習課題により評価を行う。科目内容の理解度は定期考査により評価す 

る。演習課題は課題ごとの達成レベルを設定したルーブリック評価表を作成し評価する。 

評価点比率は定期考査60%、演習課題の平均評価40%とする。 
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授業科目名： 

エレクトロニクス工学 

必修／選択の別： 

必修 選択 

授業回数： 

３０回 

担当教員名： 

相磯 義宏 

授業科目区分： 

基礎 職業専門 展開 総合 

履修配当年次： 

１年前期 

単位数： 

３単位 

講義形態： 

講義 演習 実験 実習 実技 

授業の到達目標及びテーマ 

情報処理システムを構成する電子回路について、個別の電子部品からコンピュータを構成

するハードウェアシステムの技術を理解し、今後のプロトタイプ開発に必要な基礎知識を習

得する。まず基本的な受動電子部品と電子回路について動作を理解し、さらにデジタルデー

タの数値表現と論理回路・論理演算が可能になる。次に能動素子についての理解から実回路

やシミュレータを使った動作確認が出来るようになる。さらにIC/LSIで実現されるコンピュ

ータのデジタル回路について、コンピュータシステムを構成する要素ハードウェアまでを理

解することで、コンピュータ制御を用いたデジタル回路の設計が行えるようになる。 

到達目標： 

1. 電子部品とそれらを組み合わせた電子回路について、その種類、特徴と機能を説明できる。 

2. コンピュータにおけるデータ表現方法について、個々の違いを説明し、数値処理に関しては

丸め誤差の有無を予想できる。 

3. 論理回路・論理演算の種類とその内容、組み合せ回路と順序回路の違いを説明できる。 

4. トランジスタ、FET、オペアンプなどの能動素子の動作を理解して回路を設計できる。 

5. コンピュータシステムのハードウェアについて、5 大機能を理解して説明できる。 

授業の概要 

あらゆるコンピュータシステムを構成している電子回路について、基本となる個別の電子部品の基

礎知識から、制御を司るコンピュータシステムのハードウェアまでの構成と動作原理までを学ぶ。ま

ず、回路の基本として、電圧・電流などの基本項目を、オームの法則やキルヒホッフの法則による計

算から学ぶ。次にアナログ信号の標本化・量子化によるデジタル数値表現に続き、デジタル論理回路

の基本として半導体/トランジスタの動作原理、論理回路(組合せ回路、順序回路)、カルノー図、論理

ICの種類と電気的特性などのハードウェア設計において必須の基礎知識を身につける。論理回路の学

習では電子回路シミュレータによる回路検証やブレッドボード上に実装した動作テストを行い、設

計・検証・回路製作・テストの工程を理解する。次にコンピュータシステムにおける入力、出力、演

算、制御、記憶からなる５大ハードウェア機能をマルチメディアデータの表現形式とともに学ぶ。 

授業計画 

第1回：オリエンテーション 

 担当の自己紹介をはじめ、科目概要、年間スケジュール、講義形態など今後の授業を円滑に進め

ていくためのオリエンテーションを行う。 

 

第2回：基本単位と基本法則、回路図と実体配線図 

電気回路の基礎となる基本単位、およびオームの法則、キルヒホッフの法則を説明し、簡単な回

40



 資料 シラバス⑥（再補正申請時：最終） 

2 
 

路にて電圧、電流、抵抗値が計算できるようにする。回路図と実体配線図の概要について説明し、

回路図の読み方や書き方、回路図で用いられる各種回路図記号についての理解を深める。 

 

第3回：抵抗変化とLEDの明るさと抵抗器に関する計算 

電圧、電流の値とLEDの明るさの関係を題材にして、LEDや抵抗に流れる電流の流れ方などを説

明して電子回路の基本法則の理解と応用力を高める。抵抗に関する計算式として合成抵抗や分圧、

分流の計算方法を説明し、抵抗、電圧、電流の値を様々な回路にて計算できるように学習する。 

 

第4回：LEDと抵抗回路の製作とコンデンサ 

ブレッドボードの扱い方を説明した上で、ブレッドボードを用いてLEDと抵抗を使用して要求仕

様を満たすLED点灯回路を製作する演習を行う。電気をためておく部品であるコンデンサの働き、

回路上での使い方やコンデンサの種類を説明し、コンデンサについての理解を深める。 

 

第5回：ダイオード、トランジスタと各種スイッチ 

半導体部品であるダイオードおよびトランジスタについて、また電気のON/OFFを物理的に切り

替える各種スイッチについて、その働きや基本構造、回路上での使い方や種類などを説明し、半導

体部品についての理解を深める。 

 

第6回：デジタル回路の基本とプルアップ／プルダウン 

 デジタル回路と電圧を絡めた基本的な考え方および電圧と論理の扱い方などデジタル回路の基本

知識について学習し電子回路に関する理解を深める。デジタル回路において必須となる入力ポート

部分のプルアップとプルダウンの概念、必要性および抵抗の使い方、抵抗値の設定と意味を理解す

る。 

 

第7回：デジタルとアナログ、Ｎ進数と論理演算 

コンピュータが情報をデジタルで扱う理由について学ぶ。アナログの電気信号とデジタル論

理を結びつけるHIGH、LOWなどの用語、および論理回路の2進数、16進数をはじめとするN進数

との関係について理解する。また、真理値表をベースとした論理演算について学ぶ。 

 

第8回：標本化と量子化 

標本化定理について学び、いろいろなアナログ情報が標本化と量子化によりデジタルデー

タに変換される仕組みについて理解する。量子化による誤差についても理解する。 

 

第9回：数値データの内部表現 

コンピュータ内部の処理で用いられる数値データの表現方法について学ぶ。デジタルデー

タの基礎となるビットを起点に、整数を扱うバイト・ワード、負の整数の補数表現、実数を
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表現する固定小数点、浮動小数点と計算時に留意すべき丸め誤差について学ぶ。 

 

第10回：論理回路 AND，OR，NOT，EXOR，NAND，NOR 

 論理積、論理和、否定といった基本的な論理回路について、実際のデジタルICおよび等価回路と

絡めて論理回路を説明し理解を深める。基本的な論理素子を複数個組み合わせて構成できる複雑な

論理回路の作成方法について学び、論理式と論理回路に関する更なる理解を深める。 

 

第11回：論理の合成と論理回路に関する法則 

 指示された真理値表の通りに正しく入出力ができるよう、基本的な論理回路を合成し等価回路を

作成する論理回路合成に関する演習を行う。論理回路の中身を等価回路に書き換えができるよう、

論理に関する各種法則（分配、結合、ド・モルガンの法則など）について説明し、論理に関する理

解を深める。 

 

第12回：主加法標準展開 

 論理式を構築するための主加法標準展開について説明し、多くの論理を組み合わせる複雑な論理

を論理式で表現できるよう理解を深める。 

 

第13回：カルノー図の使い方と論理回路の設計例 

 真理値表を視覚的に解くために用いられるカルノー図について説明し、実際にカルノー図を作成

する演習を通じてカルノー図が使えるようにする。与えた真理値表から必要な論理式を設計する方

法を習得する為、論理回路に関する簡単な例題を与えて自ら論理回路を作成する手順を説明する。 

 

第14回：論理回路の設計 

 問題として与えた真理値表を表現する正しい論理式を設計する課題を実施し、複雑な論理を持つ

論理回路の設計に関する理解を深める。また、数値の加減算とシフト回路による乗算の論理回路の

設計を理解する。 

 

第15回：順序回路（フリップフロップ） 

  記憶回路であるフリップフロップの種類や回路構成、動作について学ぶ。また、具体的にフリッ 

プフロップが用いられる適用例についても学習する。 

 

第16回：カウンタ回路 

  フリップフロップを用いた回路の代表例として、カウンタ回路がある。順序回路の典型例とし 

て、カウンタ回路について学ぶ。 

 

第17回：様々な電子部品Ⅰ（抵抗、コンデンサ、ダイオード、トランジスタ）とデータシート 
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 電子部品には抵抗、コンデンサ、ダイオード、トランジスタなどが存在することと、使用法の違

いなどを理解する。電子部品のスペックが記されているデータシートを扱う必要性を説明し、デー

タシートが読めるよう記載内容のポイントや定格の意味を説明し、データシートを理解する。 

 

第18回：様々な電子部品Ⅱ（IC、LSI、他） 

 電子部品を高密度に集積したIC、LSI、についてその構成や、特性、種類ごとの用途の違いなど

を理解する。その他にも多種多様な電子部品が存在することに触れ、電子部品に関する幅広い知識

を習得し、電子回路に対する理解を深める。 

 

第19回：電子回路シミュレータのセットアップと抵抗の回路 

 電子回路シミュレーションを行うツールであるLTspiceをインストールし、LTspiceの基本的な使

い方や簡単な回路シミュレーションについて説明する。抵抗を用いた電子回路をLTspice上で作成

し、シミュレーションを行って作成した回路の挙動をシミュレータ上で確認し、電子回路の挙動に

ついて理解を深める。 

 

第20回：キルヒホッフの解析 

 電子回路をLTspice上で作成、キルヒホッフの法則についてシミュレータ上で確認することで、

電子回路の挙動について理解を深める。 

 

第21回：コンデンサ及びコイル（直流・交流）の回路 

 コンデンサ及びコイルを用いた電子回路をシミュレータ上で作成し、回路の挙動に関するシミュ

レーションを実行して、コンデンサを含む電子回路の挙動を確認する。 

 

第22回：トランジスタ回路、FET回路の解析 

 トランジスタを用いた電子回路をシミュレータ上で作成し、回路の挙動に関するシミュレーショ

ンを実行して、トランジスタを含む電子回路の挙動を確認する。さらに電子回路を一部変更し、

FETを用いた電子回路のシミュレーションを行い、作成した電子回路の挙動を確認する。 

 

第23回： オペアンプ回路 

 オペアンプの特徴及び回路構成について学習し、シミュレータ上で反転増幅回路を組み、電圧値

を確認する。 

 

第24回：LEDのホタル点滅回路 

 CR回路によるLED1個をホタル点滅させる回路を考え、シミュレーションを実行し、各点での電

流及び電圧の推移を測定、実験結果をレポートに纏めることで、回路の動作の理解を深める。 
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第25回：マルチメディアデータとその表現法Ⅰ テキスト情報と音声情報 

マルチメディア情報のうち、音声とテキスト情報の表現法について学ぶ。音声データのコ

ンピュータにおける格納方法や、典型的な非数値データであるテキスト文字情報を表す文字

コード、漢字コードについてその表現方法や、データ変換の基礎について理解する。 

 

第26回：マルチメディアデータとその表現法Ⅱ 映像・3Dメディア情報 

マルチメディア情報のうち、画像情報と3次元物体情報の表現法について学ぶ。静止画像

データと動画像データのコンピュータシステムにおける表現方法や、データ圧縮・符号化の

基本、ワイヤーフレームモデルなどによる3次元メディア情報の表現法について学ぶ。 

 

第27回：コンピュータハードウェアⅠ（入力装置、出力装置） 

コンピュータを構成するキーボード、マウス、タッチパネル、タブレット、イメージスキ

ャナ等の入力装置、及びディスプレイ、プリンタ、プロッタ等の出力装置についてハードウ

ェア機能と動作原理を学ぶ。 

 

第28回：コンピュータハードウェアⅡ（記憶装置） 

コンピュータシステム処理されるデータを格納するハードウェアであるメモリとストレー

ジについて、速度、容量、揮発性などの違いによる各種のメモリデバイス、ストレージデバ

イス（磁気ディスク、光ディスク）について学ぶ。 

 

第29回：コンピュータハードウェアⅢ（演算装置・制御装置Ⅰ） 

情報処理の中心的役割を持つ中央処理装置CPUについて、主流であるプログラム格納方

式の演算処理装置についてハードウェア構成と命令セットの実行などの機能について学ぶ。 

 

第30回：コンピュータハードウェアⅣ（演算装置・制御装置Ⅱ） 

汎用的なCPUに対して、数値演算やグラフィック処理に特化した専用のデータ処理装置

（FPU、GPU等）についてその機能と特徴を学ぶ。またCPUと併せて演算装置としての性   

能指標について理解する。 

学生に対する評価 

科目認定条件 

 ※出席率について80％以上であること。 

 ※定められた提出物が80％以上提出されていること。 

科目評価方法 

授業の参画度・受講態度、適宜実施する演習課題、定期試験による評価を行う。 
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（是正事項） 工科学部   情報工学科 
  

３．【全体計画審査意見１２の回答について】 
＜ＡＯ入試と一般入試の違いが不明確＞ 
ＡＯ入試と一般入試は検査項目の重みづけが異なるとの説明があるが、具体的な

運用の説明が不十分なため、違いが不明確な点がある。例えば、ＡＯ入試と一般

入試における「受講式検査」の内容や面接の質問は同じであるのか、検査項目に

よる配点のみが異なるということなのか、不明確である。ＡＯ入試と一般入試と

の各検査の内容の違いについて明らかにし、必要に応じて検査内容を改めるこ

と。【２学科共通】 

 
（対応） 
当該審査意見を受けて、各入学者選抜で確保したい人材を改めて見直し、さらに本学のアドミ

ッション・ポリシーに照らし、推薦入試も含め各入学者選抜で行う検査項目から抜本的に変更す

る。その修正、各検査項目の内容の違いについて明らかにするために、以下に、①当該審査意見

の回答の要約、②本学のアドミッション・ポリシーの一部加筆、③本学の入試に対する考え方、

④アドミッション・ポリシーと各検査項目の関係、内容の詳細についての説明、⑤まとめの順に

説明する。加えて、留学生に関する補足説明を最後に追記する。 
 
 
■当該審査意見の回答の要約 
◇アドミッション・ポリシー（加筆） 

【工科学部のアドミッション・ポリシー】（抜粋、下線のみ加筆） 
【知識・技能】 
高校卒業程度の学習を終えている人 
本学で学ぶに必要な日本語力を有している人 

 
◇各入学選抜で特に確保したい人材（修正、追加説明） 
AO 入試： 

 関心を持つ課題の現実性、正当性とその実現に対する意欲が大きい人 
一般入試：  

制作を意図する対象に関する基礎的知識の水準と、動機を持つに至った経過に正当性がある人 
推薦入試： 

これまでの学修に真摯に取り組み、社会が持つ問題に関する知識と自分の意図との関連性があ

る人 
 
◇本学が用意する検査項目とアドミッション・ポリシーとの関係（修正） 
適性等に関する検査：主に「知識・技能」の確認      
 →アドミッション・ポリシーにある基礎的知識の水準を確認 
受講式検査：主に「思考力・判断力・表現力」の確認 
           →アドミッション・ポリシーにあるテクノロジーへの興味・関心を確認     
面接：主に「学習意欲の正当性」と「主体性・協働性」の確認 
              →アドミッション・ポリシーにある意欲と主体性や協働性を確認 
書類：主に受験資格の確認と「学習意欲の正当性」、「知識・技能」、等を中心的に確認             
 →受験資格と、アドミッション・ポリシーの基礎的学力と意欲の確認 
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◇各検査項目とその理由（修正） 
・検査項目から抜本的に見直し 

 

検査項目 試験

形態 
試験

方式 
試験区分 

AO 入試 一般入試 推薦入試 

適性等に関する検査 
筆
記
試
験 

マ
ー
ク
シ
ー
ト
式 

－ 25 問/40 分 100
点 － 【知識・技能】 

・数理処理力 
・語学力 
・読解力、論理的思考力 

受講式検査 
筆
記
試
験 

記
述
式 

5 問/50 分 100
点 5 問/50 分 

100
点 
 

－ 【思考力・判断力・表現力】 
・テクノロジーに関する思考力 
・判断するのに必要な観察力 
・相手に伝える表現力 

面接 

面
接 

個別 
or 

集団 

15 分/1 人 
（個別） 

150
点 

30 分/5 人 
（集団） 

50
点 

20 分/1 人 
（個別） 

150
点 

【意欲】 ・学修意欲の

正当性 ◎ ◎ ◎ 

【主体性・協働性】 
・主体性 ◎ ○ ◎ 

・協働性 ○ ◎ ◎ 

書類審査 

書
類
事
前
提
出 

調
査
書
、
志
望
理
由
書
な
ど 

調査書、 
志望理由書 

等 

調査書、 
志望理由書 

等 

推薦書、 
調査書、 
志望理由書 

等 

【知識・技能】 
・基礎学力 

【思考力・判断力・表現力】 
・社会的、国際的活動等 

【意欲】 
・学修意欲の正当性 

 
面接とあわ

せて総合判

断 

 
参考程度で

実施 

面接とあわ

せて総合判

断 

 
 

 
 
■本学のアドミッション・ポリシーの一部加筆 
本学のアドミッション・ポリシーについて、改めて以下に記す。また、学部のアドミッショ

ン・ポリシーについて、一部加筆を行う（下線部分）。本学は日本語能力が十分にある者に対し、

主に日本語で教育を行う専門職大学である。そのことが、アドミッション・ポリシーでも明確に

なるように、学部のアドミッション・ポリシーに「本学で学ぶに必要な日本語力を有している

人」という事項を加えたためである。 
 
【東京国際工科専門職大学のアドミッション・ポリシー】 
“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”という教育理念の下、ディプロマ・ポ

リシー及びカリキュラム・ポリシーに示す教育を行っている。こうした教育を受けるための条件

として、次に掲げる基礎的学力や目的意識・意欲等を備えた学生を入学させる。 
【知識・技能】 
高校卒業程度の「基礎学力」、「思考力」、「読解力」を有する人 
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【思考力・判断力・表現力】

社会的課題に強い関心をもつ人

【主体性・協働性】

社会や地域に貢献したいと考える人

グローバルな視点で世界に向けて活躍しようとする人

【意欲】

制作意欲を含み、学修動機が明確な人

【工科学部のアドミッション・ポリシー】

工科学部で求めるのは、本学の教育理念に共感し、「社会とともにあるデザイナー」を志すこ

とによって社会的使命を果たそうとする学生である。したがって、本学の学修課程を経ることに

よって、その実現に必要な知識・技術の修得を図ろうとする学生を受け入れる。

【知識・技能】

高校卒業程度の学習を終えている人

本学で学ぶに必要な日本語力を有している人

【思考力・判断力・表現力】

どのような専門職になりたいかという意志を持っている人

自分の考えを伝えるためのコミュニケーション力を有している人

【主体性・協働性】

社会にどのような貢献をしたいかという構想と使命感を持っている人

【意欲】

制作意欲を含み、学修動機が明確な人

【情報工学科のアドミッション・ポリシー】

情報工学科では、“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の養成という教育

理念の下、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに沿った教育を行う。

これらの方針に基づく教育内容を踏まえ、アドミッション・ポリシーにおいて以下に掲げる基

礎的学力や目的意識・意欲等を備え、社会の発展に貢献しようとする学生を求めることを定める。

【知識・技能】

理数・語学の基礎的学力を有する人

【思考力・判断力・表現力】

主にテクノロジー分野の学修に強い興味と意欲を持っている人

自分の考えを論理的に表現し、伝える能力を持つ人

【主体性・協働性】

テクノロジーを通して、社会や地域に貢献したいと考える人

自立した姿勢で社会の課題に取り組もうと考えている人

【意欲】

制作意欲を含み、学修動機が明確な人

因みに、入学定員に対する留学生の割合は、以下に示す通り 1 割程度になることを想定してい

る。

同法人・同種・同立地の専門学校（以下、HAL 東京）における在籍者数データを参考にする

と、IT 系学科（本学であれば情報工学科が近い）における留学生の割合は約 2 割、ゲーム・CG
系学科（本学であればデジタルエンタテインメント学科が近い）では約 3 割であり、確かに可能

性としては、本学でも最大で同水準の留学生比率が見込まれることも考えられなくもない。

しかし、本学と HAL 東京とは入学方法の違いがあり、また留学生も日本人と同様の入試を受
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験しなければならないことから、HAL 東京に比して大幅に留学生の割合は下がると予測される。

すなわち、HAL 東京では本学の日本語能力の試験に相当する検査のみが行われているのに対し、

本学では AO 入試で面接と書類審査に加え受講式試験、一般入試ではさらにマークシート式試験

が課されている。そもそも、本学は留学生に限定した入試区分は特に設けておらず、これらの相

違から本学において留学生比率は高々１割程度になると予測している。 
参考として、平成 31 年 4 月に開学した国際ファッション専門職大学と、同法人・同種・同立

地の専門学校（東京モード学園）との留学生比率を示す。平成 31 年 4 月時点の在校生データに

よると、東京モード学園の関連学科での留学生比率は約 4 割程度なのに対し、国際ファッション

専門職大学では、留学生のための入試区分を設けているにも関わらず、東京・大阪・名古屋の 3
キャンパス全体で留学生比率は約 3%、東京キャンパスだけに限定しても 5%未満に留まってい

る。ちなみに国際ファッション専門職大学は、本学と似たような広報戦略や学生確保活動を行っ

ている。これらのことから、本学でも留学生の入学割合は同種専門学校と比較して留学生比率は

下がると予想される。 
 
本学は、留学生の入学者数に関係なく「出入国管理及び難民認定法」及び関係法令を遵守し、

直近の社会情勢を踏まえた「留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針（文部科学省・出

入国在留管理庁、令和元年 6 月 11 日）」にも適合するべく、確実な在籍管理を実施する。ここ

でいう確実な在籍管理とは、留学生担当職員による在籍管理はもちろんのこと、カリキュラム・

ポリシーでも定めている担任制度に基づき担任教職員を通した各種手続きの進捗管理などを指す。

当然ながら、入国管理局への定期報告は確実に実施する。 
日常においては留学生の出欠管理を徹底し、長期欠席者や出席状況の良好でない者には注意指

導、警告を行い、本国の緊急連絡先とも連携して対応する。また在留期限の近づいてきた留学生

全員にリマインドを実施し、期限の満了前に確実に査証の更新手続きをするよう指導する。卒業

後、日本で就職する留学生には在留資格の変更手続きを適切にサポートする。 
HAL 東京ではいずれも上記のような方針を徹底しており、法務省入国管理局より留学生の在

籍管理状況における「適正校」の認定を受けており、参考で上記した東京モード学園も同様に

「適正校」である。 
 
 
 
■本学の入試に対する考え方（入学選抜の趣旨とアドミッション・ポリシーに沿った選抜方法

の再検討と修正方針） 
◇入学選抜の趣旨 
本学は上記アドミッション・ポリシーを掲げているが、学力の 3 要素である「1. 知識・技能の

確実な習得」、「（1.を基にした）2. 思考力、 判断力、表現力」、「3. 主体性を持って多様な

人々と協働して学ぶ態度」と共に、「4. 意欲」を非常に重視しており、これは本学の特徴的な点

でもある。 
これらアドミッション・ポリシーに掲げる条件を全て満たしていることは勿論、あらためて本

学の入学者選抜に対する考えと共に、多種多様な人材確保に向けて、具体的にどのような受験生

に門出を開くべきか改めて検討した。結果、本学では以下に記す 3 つに特化した人材を確保する

ために修正を行う。 
 
①  関心を持つ課題の現実性、正当性とその実現に対する意欲が大きい人 
② 制作を意図する対象に関する基礎的知識の水準と、動機を持つに至った経過に正当性があ

る人 
③ これまでの学修を真摯に取り組み、社会が持つ問題に関する知識と自分の意図との関連性

がある人 
 

上記 3 つの項目に特化した人材の確保が重要と考えた理由は、本学が養成を目指す人材像に基

づく。すなわち、本学の教育理念である“Designer in Society”に向け、社会の発展と調和を目
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指した教育・研究・実践活動を行い、真のイノベーションの実現者となるような人材を養成する

には、何かを“実現”するための能力が欠かせない。その能力については、未来に対する「意

欲」、現状持ちあわせる「基礎的知識の水準」、過去に努力してきたという「真摯な態度」にそ

れぞれ特化した学生がいると考えたためである。 
 
この 3 項目にそれぞれ特化した学生を確保するために、本学では①を AO 入試、②を一般入試、

③を推薦入試の対象として、募集人数の割合は①40％～60％、②30％～60％、③10％～20％程

度で計画する。 
①を AO 入試に据えた理由は、本学がアドミッション・ポリシーに記す全ての項目において基

準を満たしているだけではなく、特に“学習意欲”を持ち、本学の教育理念に相応しい学生を選

抜しようとするところにあるため、①から③のうち、【意欲】を最大に尊重している①が AO 入

試に最も相応しいと考えたためである。 
②を一般入試に据えた理由は、本学がアドミッション・ポリシーに記す全ての項目において基

準を満たしているだけではなく、特に数理や語学といった“基礎的知識の水準”が高く、本学の

教育理念に相応しい学生を選抜しようというところにあるため、①から③のうち、【知識・技能】

を最大限尊重している②が一般入試に最も相応しいと考えたためである。 
③を推薦入試に据えた理由は、本学がアドミッション・ポリシーに記す全ての項目において基

準を満たしているだけではなく、特にこれまでに真摯に勉学に励み、主体的に部活動や委員会活

動といった学校社会の中での役割や、ボランティア活動などの社会的な活動を通し、得られた責

任感等を高く持った学生を選抜しようとするところにあるため、①から③のうち、【主体性・協

働性】を尊重している③が推薦入試に最も相応しいと考えたためである。 
 
以上、ここまでの説明をまとめると以下となる。 
＜AO 入試＞関心を持つ課題の現実性、正当性とその実現に対する意欲が大きい人 
本学がアドミッション・ポリシーに掲げる 4 項目のうち、【意欲】つまりは学習意欲の正当性

について重視する入学選抜とする。 
＜一般入試＞制作を意図する対象に関する基礎的知識の水準と、動機を持つに至った経過に正

当性がある人 
本学がアドミッション・ポリシーに掲げる 4 項目のうち、【知識・技能】つまりは基礎的知識

の水準について重視する入学選抜とする。 
＜推薦入試＞ 社会が持つ問題に関する知識の広さと自分の意図との関連の正当性がある人 
本学がアドミッション・ポリシーに掲げる 4 項目のうち、【主体性・協働性】つまり、これま

での真摯な学習態度と、社会に対する責任感について重視する入学選抜とする。 
 
 
■アドミッション・ポリシーと各検査項目の関係、内容の詳細 

本学では、アドミッション・ポリシーに掲げる内容を多面的・総合的に評価するために、学生

選抜において「適性等に関する検査」、「受講式検査」、「面接」、「書類審査」を設けている。

以下に各検査項目について、具体的に説明する。 
 
＜適性等に関する検査＞ 

[目的]：主に学力の 3 要素のうち「知識・技能」を確認 
一般入試でのみ実施する。AO 入試と推薦入試における「知識・技能」については、適性等に

関する検査の代わりに、調査書などを用いた書類審査をもって確認する。 
適性等に関する検査は、基礎的知識の水準を計るために、数理の問題となる“①数理処理力”

と、語学力を問う問題として“②語学力”、“③読解力と論理的思考力”の 3 項目同一検査内に

実施する。 
[試験形態]：筆記試験 
[試験方式]：マークシート式 
[試験内容]：  
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[一般入試]：40 分間 25問程度（①10問程度、②5問程度、③10 問程度）、基礎学力の有無と

共に、知識の水準も計るレベル 
 
＜受講式検査＞ 

[目的]：主に学力の 3 要素のうち「思考力・判断力・表現力」を確認 
AO 入試と一般入試で実施する。この検査には、学習意欲の正当性や、志望動機に係る“思考

力”を問う記述式の問題が配される。推薦入試における「思考力・判断力・表現力」については、

受講式検査の代わりに、調査書、推薦書や、これまでの活動歴等といった書面上の審査と、面接

での質疑応答内容で総合的に判断する。 
「思考力・判断力・表現力」の具体的な検査内容とは、「思考力」についてはテクノロジー分

野に関する興味関心とその正当性、社会問題への責任感、国際的な視点等、答えがない自身の考

えを書くような問題である。それに加えて、「判断力」については物事を判断するための観察力

等、「表現力」については論理的な表現力について確認する。AO 入試と一般入試で内容に違い

はない。 
[試験形態]：筆記試験 
[試験方式]：記述式 
[試験内容]：  

[AO 入試]：「思考力・判断力・表現力」を問う。50 分 5 問程度 
[一般入試]：「思考力・判断力・表現力」を問う。50 分 5 問程度 

 
＜面接＞ 

[目的]：主に学力の 3 要素のうち「主体性・協働性」と「学習意欲の正当性」を確認 
アドミッション・ポリシーでも明確なように、本学は「意欲」を非常に重視している。よって、

どの入試区分でも、学習意欲に関する個別質問が実施される。 
AO 入試では特に重視される項目であるため、「意欲」に関する質問事項が多い。それに伴い、

「主体性・協働性」のうち、主体性に関しても問うこととなる。推薦入試は、「意欲」に加えて、

「これまでの学修に真摯に取り組んでいるか」という過去の実績に重きを置いているため、それ

に関する事柄や、それに伴う「主体性・協働性」という観点の質問も実施され、その他、「知

識・技能」と「思考力・判断力・表現力」についても、必要に応じて書類審査とあわせて総合的

に問う。一般入試は「主体性・協働性」と「学習意欲の正当性」について最低限のラインを充た

しているかという観点で行うため、他の入試と違い、集団面接で行う。 
[試験形態]：面接 
[試験方式]：個別、もしくは集団 
[試験内容]： 

[AO 入試]  ：個別面接。「学習意欲の正当性」に重きを置き、「主体性・協働性」について

も問う。 
[一般入試]：学生 5, 6 人程度が同時に行う集団面接。「学習意欲の正当性」、「主体性・協

働性」について確認する程度。 
[推薦入試]：個別面接。「これまでの学修態度」に重きを置き、「学習意欲の正当性」、

「主体性・協働性」についても問う。必要に応じて「知識・技能」、「思考力・判断力・表

現力」についても書類審査とあわせて総合的に問う。 
 
＜書類審査＞ 

[目的]：主に受験資格の確認と「学習意欲の正当性」、「知識・技能」等を中心的に確認 
 一般入試においては、書類審査は「学習意欲の正当性」の事前の確認と、受験資格について確

認するために行う。AO 入試は上記に加えて「知識・技能」を、推薦入試は「知能・技能」、

「思考力・判断力・表現力」、「主体性・協働性」についても、調査書を中心とし、推薦書、こ

れまでの活動歴等がわかる書類と共に、面接での質疑応答内容で総合的に判断する。ただし、推

薦入試では、推薦書とこれまでの活動履歴がわかる書類の提出を必須とする。 
 また、日本語を母国語としない受験者については日本語能力試験 N2 以上、日本留学試験の日
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本語科目「読解・聴解・聴読解」の合計得点 200点以上、BJTビジネス日本語能力テスト 400点

以上等、本学で学修するに必要な日本語能力を証する書類を 1 つ以上提出することを別途定めて

いるため、それらも書類審査に含まれる。（入学の基準に満たしているが、入学後の語学力の差

異を補完するために、「基礎数学」、「基礎英語」、「基礎物理」に加えて、必要に応じて「基

礎日本語」も卒業要件に関係しない（単位を与えない）補講として行う。） 
[試験形態]：志望理由書や調査書等、事前書類の提出  
[試験内容]： 

[AO 入試]：調査書や志望理由書等によって、「知識・技能」と「学習意欲の正当性」を総合

的に確認する。加えて、受験資格について確認する。 
[一般入試]：調査書や志望理由書等によって、「学習意欲の正当性」の確認と、受験資格につ

いて確認する程度。 
[推薦入試]：推薦書、調査書や内申書、志望理由書等によって、「知識・技能」と「思考力・

判断力・表現力」と「主体性・協働性」と「学習意欲の正当性」を総合的に確認する。加え

て、受験資格について確認する。 
 
 
■まとめ 
上記の今までの総論を以下にまとめる。選抜方法を以下のように改める。 

検査 AO 入試配点 
<意欲重視> 

一般入試配点 
<知識重視> 

推薦配点 
<態度重視> 

適性等

に関す

る検査 

実施しない 100 点 
（40 分 25 問） 実施しない 

本学での学習意欲を重視して

いるため実施しない。 
基礎的知識の水準が高い人を優

先的に確保するため適性等に関

する試験を実施。 

これまでの真摯な学習態度といっ

た経緯を重視しているため実施し

ない。 

受講式

検査 

100 点 
（同様の内容で実施） 実施しない 

学習意欲の向かう先や、制作意欲、それらの正当性を確認するた

めに、事前に提出された書類のみならず、思考力等を問う（正解

がない記述式）。 

高校段階までの学習状況等を重視

しているため実施しない。 

面接 
 

150 点 
（個別面接、書類審査） 

50 点 
（集団面接、書類審査） 

150 点 
（個別面接、書類審査） 

意欲重視なので、個別面接を

実施。質問の内容も“志望動

機”など、意欲に関する質問

が中心。また、書類審査で

「知識・技能」等も確認し書

類審査と総合して 150 点満点

とする。 

基礎的知識の水準が高い人重視

のため、面接と書類審査の配点

は低い。ただし、本学はアドミ

ッション・ポリシーに掲げる意

欲を重視しているため、志望動

機などが明確にわかる面接・書

類審査に 50 点分の配点を課す。 

これまでの経緯を重視しているた

め、“これまで真摯に取り組んで

きたこと”等の質問を中心に面接

で実施。また、これまでの真摯な

学習態度等がわかる書類審査と総

合して 150 点満点とする。 
 

書類 
調査書、 
志望理由書  等 
面接とあわせて総合判断 

調査書、 
志望理由書  等 
参考程度で実施 

推薦書、 
調査書、 
志望理由書  等 
面接とあわせて総合判断 

 
 
 
 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 
新 旧 

4.5.2 入学時の学力差異の補助 
入学生の基礎学力格差等を解消できるよう

に、高校の数学・物理・英語を補う「基礎数

学」、「基礎物理」と「基礎英語」を開講す

る。これらは卒業要件に含まれない科目であ

4.5.2 入学時の学力差異の補助 
入学生の基礎学力格差等を解消できるよう

に、高校の数学・物理・英語を補う「基礎数

学」、「基礎物理」と「基礎英語」を開講す

る。これらは卒業要件に含まれない科目であ
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るが、入学直後に基礎学力の確認を行い、各

学科の 1 年次における授業の習熟に影響が出

ると判断される学生に対しては受講を促す。

上記で説明した通り、「基礎数学」、「基礎

物理」及び「基礎英語」については、入学時

の学力差を担保するための科目であり、補講

にあたる科目である。よって、大学教育とし

て適切な水準となっていない科目に当たるた

め、卒業要件に係る単位を与えていない補講

科目として設定している。加えて、本学は留

学生の入学も想定し、場合に応じて「基礎日

本語」といったような、日本語を母国語とし

ない学生に対しての補講も必要に応じて実施

する予定である。 
 

るが、入学直後に基礎学力の確認を行い、各

学科の 1 年次における授業の習熟に影響が出

ると判断される学生に対しては受講を促す。

上記で説明した通り、「基礎数学」、「基礎

物理」及び「基礎英語」については、入学時

の学力差を担保するための科目であり、補講

にあたる科目である。よって、大学教育とし

て適切な水準となっていない科目に当たるた

め、卒業要件に係る単位を与えていない補講

科目として設定している。（追加） 

9.1.1.2 工科学部のアドミッション・ポリシー 
工科学部で学修する者は、本学の使命に共感

し、「社会とともにあるデザイナー」になろ

うとするものである。よって、自分は社会の

中で何をしたいのかという動機を持ち、本学

の学修過程を履修することでそれが実現され

ることを理解している学生を入学させる。 
【知識・技能】 
高校卒業程度の学習を終えている人。 
本学で学ぶに必要な日本語力を有している

人。 
【思考力・判断力・表現力】 
どのような専門職になりたいかという意志を

持っている人。 
自分の考えを伝えるためのコミュニケーショ

ン力を有している人。 
【主体性・協働性】 
社会にどのような貢献をしたいかという動機

を持っている人。  
【意欲】 
制作意欲を含み、学修動機が明確な人。 

9.1.1.2 工科学部のアドミッション・ポリシー 
工科学部で学修する者は、本学の使命に共感

し、「社会とともにあるデザイナー」になろ

うとするものである。よって、自分は社会の

中で何をしたいのかという動機を持ち、本学

の学修過程を履修することでそれが実現され

ることを理解している学生を入学させる。 
【知識・技能】 
高校卒業程度の学習を終えている人。 
（追加） 
【思考力・判断力・表現力】 
どのような専門職になりたいかという意志を

持っている人。 
自分の考えを伝えるためのコミュニケーショ

ン力を有している人。 
【主体性・協働性】 
社会にどのような貢献をしたいかという動機

を持っている人。  
【意欲】 
制作意欲を含み、学修動機が明確な人。 

9.1.2 入学者選抜の趣旨 
本学は上記アドミッション・ポリシーを掲げ

ているが、学力の 3 要素である「1. 知識・技

能の確実な習得」、「（1.を基にした）2. 思
考力、 判断力、表現力」、「3. 主体性を持っ

て多様な人々と協働して学ぶ態度」と共に、

「4. 意欲」を非常に重視しており、これは本

学の特徴的な点でもある。 
さらに本学では、これらアドミッション・ポ

リシーに掲げる条件を全て満たしていること

は勿論、多種多様な人材確保に向けて、以下

に記す 3 つに特化した人材を確保するために

入試選抜を行う。 
 

（追加） 
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① 関心を持つ課題の現実性、正当性とその実

現に対する意欲が大きい人 
② 制作を意図する対象に関する基礎的知識の

水準と、動機を持つに至った経過に正当性が

ある人 
③ これまでの学修に真摯に取り組み、社会が

持つ問題に関する知識と自分の意図との関連

性がある人 
 
上記 3 つの項目に特化した人材の確保が重要

と考えた理由は、本学が養成を目指す人材像

に基づく。すなわち、本学の教育理念である

“Designer in Society”に向け、社会の発展

と調和を目指した教育・研究・実践活動を行

い、真のイノベーションの実現者となるよう

な人材を養成するには、何かを“実現”する

ための能力が欠かせない。その能力について

は、未来に対する「意欲」、現状持ちあわせ

る「基礎的知識の水準」、過去に努力してき

たという「真摯な態度」にそれぞれ特化した

学生がいると考えたためである。 
9.1.3 入学者選抜方法 
本学の 入学者選抜は それぞれの受験生の状況

を鑑み、上記 3 項目にそれぞれ特化した学生

を確保するために、本学では①を AO 入試、

②を一般入試、③を推薦入試の対象として、

募集人数の割合は①40％～60％、②30％～

60％、③10％～20％程度で計画する。 
①を AO 入試に据えた理由は、本学がアドミ

ッション・ポリシーに記す全ての項目におい

て基準を満たしているだけではなく、特に

“学習意欲”を持ち、本学の教育理念に相応

しい学生を選抜しようとするところにあるた

め、①から③のうち、【意欲】を最大に尊重

している①が AO 入試に最も相応しいと考え

るためである。 
②を一般入試に据えた理由は、本学がアドミ

ッション・ポリシーに記す全ての項目におい

て基準を満たしているだけではなく、特に数

理や語学といった“基礎的知識の水準”が高

く、本学の教育理念に相応しい学生を選抜し

ようというところにあるため、①から③のう

ち、【知識・技能】を最大限尊重している②

が一般入試に最も相応しいと考えるためであ

る。 
③を推薦入試に据えた理由は、本学がアドミ

ッション・ポリシーに記す全ての項目におい

て基準を満たしているだけではなく、特にこ

れまでに真摯に勉学に励み、主体的に部活動

や委員会活動といった学校社会の中での役割

9.1.2 入学者選抜方法 
上記のアドミッション・ポリシーに基づき、

本学においては入試選抜を行う。上記で既に

述べたが、それぞれの受験生の状況を鑑み、

受験生自らの判断により真の能力、十分な力

が発揮でき、それを評価できるよう複数の選

抜方式として、大枠では「AO 入試」「推薦

入試」「一般入試」を実施することとし、

「帰国生枠」「社会人枠」といった特定の入

試枠を設けないことで多種多様な人に門戸を

開く。各入試の募集人員の割合は、AO 入試

40～60％、推薦入試 10～20％、一般入試 40
～60％程度の割合のもとに計画する。 
加えて、独立行政法人日本学生支援機構によ

る、平成 29 年度 外国人留学生在籍状況調査

結果（資料 26）によると外国人留学生数は急

激な右肩上がりで、結果として学習意欲や日

本語力といった問題を抱える留学生を安易に

受け入れているのではないかという懸念が一

般的に増している（文部科学省 Web ページよ

り一部抜粋 「留学生交流の現状と課題」

（最終閲覧日：平成 30 年 10 月 16 日）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuky
o/chukyo0/gijiroku/attach/1345223.htm ）。

本学ではそれに対応するために、特段入試枠

は設けないが、例えば、留学生 については日

本語能力試験 2 級相当の日本語能力を 別途出

願条件 の一つに課すこととする。 
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や、ボランティア活動などの社会的な活動を

通し、得られた責任感等を高く持った学生を

選抜しようとするところにあるため、①から

③のうち、【主体性・協働性】を尊重してい

る③が推薦入試に最も相応しいと考えるため

である。 
 
以上、ここまでの説明をまとめると以下とな

る。 
＜AO 入試＞関心を持つ課題の現実性、正当

性とその実現に対する意欲が大きい人 
本学がアドミッション・ポリシーに掲げる 4
項目のうち、【意欲】つまりは学習意欲の正

当性について重視する入学選抜とする。 
＜一般入試＞制作を意図する対象に関する基

礎的知識の水準と、動機を持つに至った経過

に正当性がある人 
本学がアドミッション・ポリシーに掲げる 4
項目のうち、【知識・技能】つまりは基礎的

知識の水準について重視する入学選抜とす

る。 
＜推薦入試＞ 社会が持つ問題に関する知識の

広さと自分の意図との関連の正当性がある人 
本学がアドミッション・ポリシーに掲げる 4
項目のうち、【主体性・協働性】つまりはこ

れまでの真摯な学習態度と、社会に対する責

任感について重視する入学選抜とする。 
 
一方、独立行政法人日本学生支援機構によ

る、平成 29 年度 外国人留学生在籍状況調査

結果（資料 27）によると外国人留学生数は急

激な右肩上がりで、結果として学習意欲や日

本語力といった問題を抱える留学生を安易に

受け入れているのではないかという懸念が一

般的に増している（文部科学省 Web ページよ

り一部抜粋 「留学生交流の現状と課題」

（最終閲覧日：平成 30 年 10 月 16 日）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuky
o/chukyo0/gijiroku/attach/1345223.htm ）。

本学ではそれに対応するために、工科学部の

アドミッション・ポリシーにて“本学で学ぶ

に必要な日本語力を有している人”と記すだ

けでなく、具体的に、日本語を母国語としな

い受験者に ついては、日本語能力試験 N2 以

上、日本留学試験の日本語科目「読解・聴

解・聴読解」の合計得点 200 点以上、BJT ビ

ジネス日本語能力テスト 400 点以上等、本学

で学修するに必要な日本語能力を証する書類

を 1 つ以上提出することを別途出願条件 に加

える こととする。 

「AO 入試」、「推薦入試」、「一般入試」

といった全ての入試は、アドミッション・ポ

リシーの方針のもと行う。どの入試区分にお

いても、アドミッション・ポリシーに記した

「知識・技能」については主に適性等に関す

る検査、「思考力・判断力・表現力」につい

ては主に受講式検査、「主体性・協働性」に

ついては主に面接審査、「意欲」については

書類審査と面接審査で総合的に合否を判定す

る。以下、入試区分ごとにアドミッション・

ポリシーとの関係も含め具体的な入学選抜の

実施方法を記す。 
 
因みに、本学がアドミッション・ポリシーに

おいて定める能力は 4 項目に区分される。そ

れぞれの能力は、以下の方法によって測る。 
 
【知識・技能】：適性等に関する検査  
【思考力・判断力・表現力】：受講式検査 
【主体性・協働性】：面接       
【意欲】：書類審査、面接審査 
 
AO及び一般入試ともに 4項目すべての能力を

測定することとするが、評価ウェイトを変え

て実質的には選抜方法を複数用意すること

で、受験生は自身の持つ能力に応じて入試区

分を選択することができる。これは、多様な

受験生の確保にも資する 
以上により、アドミッション・ポリシーに掲

げた内容を確認できる適切な選抜方法であ

る。 
【AO 入試】 
情報工学に強い関心を持っている人を求め

る。また、現実社会が抱える問題を直視・課

題を発見することができ、それらの解決に向

けて積極的に学修し、解決を図ろうとする意

欲的な人を選抜する。 
そこで、AO 入試では書類審査及び面接に重

点を置き、アドミッション・ポリシーに掲げ

る項目のうち、「思考力・判断力・表現力」

と「主体性・協働性」に重きを置いた評価を

行う。さらに、これまでの学修の定着並びに

これからの学修に向けたレディネス等を、適

性等に関する検査（40 分間で 25 問の問題を

回答する内容）と、受講式検査（40 分程度の

講義を受けて受講姿勢及びその内容の理解度

を測る）の 2 種類で確認する。 
 
【推薦入試】 
高等学校段階での良好な学習状況、真摯な学
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（削除） 
 
 
 

習態度、意欲的な部活動、委員会活動、学校

内外の行事への取り組み及び基礎的学力につ

いて、調査書をもとにした書類審査を通して

確認するとともに、ガイダンス（3 つのポリ

シー及びカリキュラムの具体的な説明）を実

施した上で面接試験を実施し、本学での学修

意欲及び社会的責務に対する考えを確認す

る。適性等に関する検査（40 分間で 25 問の

問題を回答する内容）並びに受講式検査（40
分程度の講義を受けて受講姿勢及びその内容

の理解度を測る）で基本的な学習態度の習得

状況も確認し、総合的に判断する。なお、推

薦基準については高校の教育方針・進学実

績・就職実績・学外活動実績に加え、開学後

においては本学への入学者の実績等に基づ

き、別途定めた上で、高校に通知するものと

する。 
 
【一般入試】 
情報工学に強い関心を持っている人を求め

る。また、本学での学修開始にあたって必要

とされる基礎知識を十分に修得している上、

入学後の学修に向けたレディネス等を身につ

けている人を選抜する。 
そこで、一般入試では適性等に関する検査と

受講式検査に重点を置き、アドミッション・

ポリシーにおける「知識・技能」と「思考

力・判断力・表現力」に重きをおいた評価を

行う。さらに、社会的な問題を踏まえた現実

性や学修意欲の正当性などを書類審査と面接

審査の 2 種類で確認する。 
 

（削除） 9.1.3 AO 入試と一般入試の違い 
上記試験内容において、AO 入試と一般入試

の違いをより明確にするために、以下に 
その詳細を記す。 
 
 
＜AO 入試と一般入試の選抜方法の相違点＞ 
 AO 入試と一般入試の違いは、各種検査項

目の重みづけである。詳細について、以下の

通り整理する。 
表 3 AO 入試と一般入試における各種検査項

目の重みづけ 
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※表中の○と◎は重みづけを表す。◎は○よ

りも重視されることを意味する。 
 
 

9.1.4 アドミッション・ポリシーと各検査項目

の関係、内容の詳細 
本学では、アドミッション・ポリシーに掲げ

る内容を多面的・総合的に評価するために、

学生選抜において「適性等に関する検査」、

「受講式検査」、「面接」、「書類審査」を

設けている。以下に各検査項目について、具

体的に説明する。 
 
＜適性等に関する検査＞ 
[目的]：主に学力の 3 要素のうち「知識・技

能」を確認 
一般入試でのみ実施する。AO 入試と推薦入

試における「知識・技能」については、適性

等に関する検査の代わりに、調査書などを用

いた書類審査をもって確認する。 
適性等に関する検査は、基礎的知識の水準を

計るために、数理の問題となる“①数理処理

力”と、語学力を問う問題として“②語学

力”、“③読解力と論理的思考力”の 3 項目

同一検査内に実施する。 
[試験形態]：筆記試験 
[試験方式]：マークシート式 
[試験内容]：  
[一般入試]：40分間25問程度（①10問程度、

②5 問程度、③10 問程度）、基礎学力の有無

と共に、知識の水準も計るレベル。 
 
＜受講式検査＞ 
[目的]：主に学力の3要素のうち「思考力・判

断力・表現力」を確認 
AO 入試と一般入試で実施する。この検査に

は、学習意欲の正当性や、志望動機に係る

“思考力”を問う記述式の問題が配される。

推薦入試における「思考力・判断力・表現

力」については、受講式検査の代わりに、調

（追加） 
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査書、推薦書や、これまでの活動歴等といっ

た書面上の審査と、面接での質疑応答内容で

総合的に判断する。 
「思考力・判断力・表現力」の具体的な検査

内容とは、「思考力」についてはテクノロジ

ー分野等に関する興味関心とその正当性、社

会問題への責任感、国際的な視点等、答えが

ない自身の考えを書くような問題である。そ

れに加えて、「判断力」については物事を判

断するための観察力等、「表現力」について

は論理的な表現力について確認する。AO 入

試と一般入試で内容に違いはない。 
[試験形態]：筆記試験 
[試験方式]：記述式 
[試験内容]：  
[AO 入試]：「思考力・判断力・表現力」を問

う。50 分 5 問程度 
[一般入試]：「思考力・判断力・表現力」を

問う。50 分 5 問程度 
 
＜面接＞ 
[目的]：主に学力の3要素のうち「主体性・協

働性」と「学習意欲の正当性」を確認 
アドミッション・ポリシーでも明確なよう

に、本学は「意欲」を非常に重視している。

よって、どの入試区分でも、学習意欲に関す

る個別質問が実施される。 
AO 入試では特に重視される項目であるた

め、「意欲」に関する質問事項が多い。それ

に伴い、「主体性・協働性」のうち、主体性

に関しても問うこととなる。推薦入試は、

「意欲」に加えて、「これまでの学修に真摯

に取り組んでいるか」という過去の実績に重

きを置いているため、それに関する事柄や、

それに伴う「主体性・協働性」という観点の

質問も実施され、その他、「知識・技能」と

「思考力・判断力・表現力」についても、必

要に応じて書類審査とあわせて総合的に問

う。一般入試は「主体性・協働性」と「学習

意欲の正当性」について最低限のラインを充

たしているかという観点で行うため、他の入

試と違い、集団面接で行う。 
[試験形態]：面接 
[試験方式]：個別、もしくは集団 
[試験内容]： 
[AO 入試]  ：個別面接。「学習意欲の正当

性」に重きを置き、「主体性・協働性」につ

いても問う。 
[一般入試]：学生 5, 6 人程度が同時に行う集

団面接。「学習意欲の正当性」、「主体性・
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協働性」について確認する程度。 
[推薦入試]：個別面接。「これまでの学修態

度」に重きを置き、「学習意欲の正当性」、

「主体性・協働性」についても問う。必要に

応じて「知識・技能」「思考力・判断力・表

現力」についても書類審査とあわせて総合的

に問う。 
 
＜書類審査＞ 
[目的]：主に受験資格の確認と「学習意欲の

正当性」、「知識・技能」、等を中心的に確

認 
 一般入試においては、書類審査は「学習意

欲の正当性」の事前の確認と、受験資格につ

いて確認するために行う。AO 入試は上記に

加えて「知識・技能」を、推薦入試は「知

能・技能」、「思考力・判断力・表現力」、

「主体性・協働性」についても、調査書を中

心とし、推薦書、これまでの活動歴等がわか

る書類と共に、面接での質疑応答内容で総合

的に判断する。ただし、推薦入試では、推薦

書とこれまでの活動履歴がわかる書類の提出

を必須とする。 
 また、日本語を母国語としない受験者につ

いては日本語能力試験 N2 以上、日本留学試

験の日本語科目「読解・聴解・聴読解」の合

計得点 200 点以上、BJT ビジネス日本語能力

テスト 400 点以上等、本学で学修するに必要

な日本語能力を証する書類を 1 つ以上提出す

ることを別途定めているため、それらも書類

審査に含まれる。 
[試験形態]：志望理由書や調査書等、事前書

類の提出  
[試験内容]： 
[AO 入試]：調査書や志望理由書等によって、

「知識・技能」と「学習意欲の正当性」を総

合的に確認する。加えて、受験資格について

確認する。 
[一般入試 ]：調査書や志望理由書等によっ

て、「学習意欲の正当性」の確認と、受験資

格について確認する程度。 
[推薦入試]：推薦書、調査書や内申書、志望

理由書等によって、「知識・技能」と「思考

力・判断力・表現力」と「主体性・協働性」

と「学習意欲の正当性」を総合的に確認す

る。加えて受験資格について確認する。 
 
 
上述した本学の入学者選抜について、まとめ

ると表 3 となる。 
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表 3 入学者選抜要点まとめ  

 
9.3 留学生への対応 
本法人では、本学を日本語能力が十分にある

者に対し主に日本語で教育を行う専門職大学

と位置付けており、入学定員に対する留学生

の割合は、以下に示す通り 1 割程度になるこ

とを想定している。 
同法人・同種・同立地の専門学校（以下、

HAL 東京）における在籍者数データを参考に

すると、IT 系学科（本学であれば情報工学科

が近い）における留学生の割合は約 2 割、ゲ

ーム・CG 系学科（本学であればデジタルエ

ンタテインメント学科が近い）では約 3 割で

あり、確かに可能性としては、本学でも最大

で同水準の留学生比率が見込まれることも考

えられなくもない。 
しかし、本学とHAL東京とは入学方法の違い

があり、また留学生も日本人と同様の入試を

受験しなければならないことから、HAL 東京

に比して大幅に留学生の割合は下がると予測

される。すなわち、HAL 東京では本学の日本

語能力の試験に相当する検査のみが行われて

いるのに対し、本学では AO 入試で面接と書

類審査に加え受講式試験、一般入試ではさら

にマークシート式試験が課されている。そも

そも、本学は留学生に限定した入試区分は特

に設けておらず、これらの相違から本学にお

いて留学生比率は高々１割程度になると予測

している。 
参考として、平成 31年 4月に開学した国際フ

ァッション専門職大学と、同法人・同種・同

立地の専門学校（東京モード学園）との留学

生比率を示す。平成 31 年 4 月時点の在校生デ

ータによると、東京モード学園の関連学科で

（追加） 
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の留学生比率は約 4 割程度なのに対し、国際

ファッション専門職大学では、留学生のため

の入試区分を設けているにも関わらず、東

京・大阪・名古屋の 3 キャンパス全体で留学

生比率は約3%、東京キャンパスだけに限定し

ても5%未満に留まっている。ちなみに国際フ

ァッション専門職大学は、本学と似たような

広報戦略や学生確保活動を行っている。これ

らのことから、本学でも留学生の入学割合は

同種専門学校と比較して留学生比率は下がる

と予想される。 
 
本学は、留学生の入学者数に関係なく「出入

国管理及び難民認定法」及び関係法令を遵守

し、直近の社会情勢を踏まえた「留学生の在

籍管理の徹底に関する新たな対応方針（文部

科学省・出入国在留管理庁、令和元年 6 月 11
日）」にも適合するべく、確実な在籍管理を

実施する。ここでいう確実な在籍管理とは、

留学生担当職員による在籍管理はもちろんの

こと、カリキュラム・ポリシーでも定めてい

る担任制度に基づき担任教職員を通した各種

手続きの進捗管理などを指す。当然ながら、

入国管理局への定期報告は確実に実施する。 
日常においては留学生の出欠管理を徹底し、

長期欠席者や出席状況の良好でない者には注

意指導、警告を行い、本国の緊急連絡先とも

連携して対応する。また在留期限の近づいて

きた留学生全員にリマインドを実施し、期限

の満了前に確実に査証の更新手続きをするよ

う指導する。卒業後、日本で就職する留学生

には在留資格の変更手続きを適切にサポート

する。 
HAL 東京ではいずれも上記のような方針を徹

底しており、法務省入国管理局より留学生の

在籍管理状況における「適正校」の認定を受

けており、参考で上記した東京モード学園も

同様に「適正校」である。 
 

 



審査意見への対応を記載した書類（7 月） 
 

（目次）  東京国際工科専門職大学 工科学部 デジタルエンタテインメント学科 
 
 
【大学等の設置の趣旨・必要性】 
1. 【全体計画審査意見４の回答について】 

＜教育課程とディプロマ・ポリシーとの対応関係が不明確＞ 
ディプロマ・ポリシーにおいて各コースに求める能力を設定しているが、各コースにおける

教育課程の選択必修の設定がないため、学生は履修モデルと異なる履修内容での卒業も考え

られる。このため、各コースの教育課程がディプロマ・ポリシーにおいて求めている能力 
を修得できる履修設定となっているか不明確である。ディプロマ・ポリシーで求める能力を

学生が修得できるよう、各コースに係る履修設定を改めること。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス１ 
 

【教育課程等】 
2. 【全体計画審査意見５の回答について】 

＜授業科目内容が不適切＞ 
必修科目の「コンピュータシステム基礎」は、その後の応用的な科目を履修する前提科目と

考えられるが、応用科目の前提としては学修内容が基礎的すぎるため、内容及びスケジュー

ルが適切なものとなっているか説明すること【２学科共通】（改善事項） 
 

・・・・インデックス２ 
 
【名称、その他】 
3. 【全体計画審査意見１２の回答について】 

＜ＡＯ入試と一般入試の違いが不明確＞ 
ＡＯ入試と一般入試は検査項目の重みづけが異なるとの説明があるが、具体的な運用の説明

が不十分なため、違いが不明確な点がある。例えば、ＡＯ入試と一般入試における「受講式

検査」の内容や面接の質問は同じであるのか、検査項目による配点のみが異なるということ

なのか、不明確である。ＡＯ入試と一般入試との各検査の内容の違いについて明らかにし、

必要に応じて検査内容を改めること。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス３ 
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（是正事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科 
  

１．【全体計画審査意見４の回答について】 
＜教育課程とディプロマ・ポリシーとの対応関係が不明確＞ 
ディプロマ・ポリシーにおいて各コースに求める能力を設定しているが、各コー

スにおける教育課程の選択必修の設定がないため、学生は履修モデルと異なる履

修内容での卒業も考えられる。このため、各コースの教育課程がディプロマ・ポ

リシーにおいて求めている能力を修得できる履修設定となっているか不明確であ

る。ディプロマ・ポリシーで求める能力を学生が修得できるよう、各コースに係

る履修設定を改めること。【２学科共通】 

 
（対応） 
当該審査意見を受けて、ディプロマ・ポリシーで求める能力を学生が修得できるよう、各

コースに係る履修設定を改める。加えて、カリキュラム・ポリシーもより明確になるように

加筆を行い、改めて教育課程の説明を加える。以下に、その詳細を記す。 
 
 

■ ディプロマ・ポリシーに合わせたコース運用と履修設定の修正方針 
補正申請時に記した通り、本学では、ディプロマ・ポリシーにおいて、各コースに求める能力

を設定している。一方で、当該審査意見にあるように、コース別の科目が全て選択必修科目では

なく単なる選択科目になっており、学生が各コース別に求めるディプロマ・ポリシーを達成でき

ない、つまり各コースに配された科目群を無視した単位取得でも卒業要件を満たすことができて

しまう設定となっている。 
よって、ディプロマ・ポリシーで求める能力を学生が修得できるように、卒業要件に対しコー

スに係る履修設定として新たに「選択必修科目群」等を配し、カリキュラム・ポリシーにもこれ

を記載する。 
 

 
■ 修正後の卒業・修了要件及び履修方法 

上述した履修設定の修正方針に基づき、職業専門科目における選択科目において次のように卒

業要件を改める。 
まず、カリキュラムツリーに記した通り学生が学修を進められるように、表 1 のように新たに

選択必修科目を配す。 
 

表 1 デジタルエンタテインメント学科 卒業要件の変更の要点 
修正前 修正後 
授業形態 履修区分 設定単位 授業形態 履修区分 設定単位 
実習科目 選択科目 5 単位以上 実習科目 選択必修科目 5 単位以上 

（A、B 群の内、

1 つを選択） 
講 義 ・ 演 習

科目 
選択科目 6.5 単位以

上 
講義・演習科

目 
選択必修科目 6.5 単位以上 

（A、B 群の内、

1 つを選択） 
 
このようにコース別選択科目の内、実習科目についてはコース別で据えた 5 単位全てを選択必

修科目とし、講義・演習科目についてはコース別に据えた科目の中から 6.5 単位以上を選択必修

科目とする。また、ここでいう A,、B 群とは、各コースに据えた科目群のことで、A 群が「ゲー

ムプロデュースコース」、B 群が「CG アニメーションコース」に当たる。 
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本学は、工科学分野において学問のみならず実践の能力を融合させる新たな大学教育を目指す

専門職大学である。ここで言う本学における実践の能力とは、ディプロマ・ポリシーにおいて

“プロトタイプ開発力”、“俯瞰力”、“問題発見力”、“チャレンジ精神”、“三現主義”が

特に該当し、これらの能力・志向・態度を重要視している。この能力を養成する主要科目は、実

践的な科目に位置する実習科目であるため、どのコースにおいても非常に重要な科目であること

は明らかである。以上のことから、各コースの科目の中でもコアとなる科目として、コース別選

択科目の内、実習科目については全て選択必修科目に変更する。（以下、必ず単位を取得すべき

選択科目を「コースコア科目」と呼ぶこととする。） 
 
加えて、本学のディプロマ・ポリシーにある“分析”、“判断”、“創造”の養成を中心に担

っている職業専門科目の講義・演習科目についても、同様にコースコア科目を設定する。ただし、

講義・演習科目については、共通科目（全コース必修科目）でディプロマ・ポリシーをある程度

満たせるため、実習のようにコース別科目群を全てコースコア科目にする必要はない。重要なの

は、どの科目を履修すればディプロマ・ポリシーに明記してある基準に到達できるか、というこ

とであるから、講義・演習科目については一律ではなく、以下の科目をコースコア科目として設

定する。卒業要件におけるコース科目の説明については、注釈を追記することで対応する。 
 
ゲームプロデュ

ースコース： 
『「ゲームプログラミングⅠ 
」、「ゲームプログラミングⅡ」』もしくは『「ゲームデザイン実践演

習」、「ゲームハード概論」』のどちらか 2 科目と「ゲーム AI Ⅱ」 
CG アニメーシ

ョンコース： 
「デジタルキャラクタ実践演習」、「CG アニメーション総合演習」 
 

 
ゲームプロデュースコースにおいては、コースコア科目に『「ゲームプログラミングⅠ」、

「ゲームプログラミングⅡ」』もしくは『「ゲームデザイン実践演習」、「ゲームハード概論」』

のどちらか 2 科目を取得することとしている。このようなコースコア科目の中でさらに選択必修

と設定されている科目を「準コースコア科目」と呼ぶこととする。 
準コースコア科目を設定した理由は、ディプロマ・ポリシーにある“コンピュータゲームに関

するデジタルコンテンツ制作に特化した知識を有している”に対し、対象業種・業界として、プ

ログラムを実際に組むプログラマーと、ゲームづくりの上流から下流まで関わるプランナーが想

定でき、それに沿った形でディプロマ・ポリシーを充たしている必要があるため選択式としてい

る。 
 
 

 
■ その他、選択必修科目以外の履修上の注意  

◆選択必修科目群の統一 
上述したコースコア科目（選択必修科目）の設定のみの場合、例えば、実習科目は A 群のコー

スコア科目を全て単位取得し、講義・演習科目においては B 群のコースコア科目を単位取得する

と卒業要件を満たすことができてしまう。そこで本学では、新たに職業専門科目区分における実

習の選択必修の科目群と講義・演習の選択必修の科目群が同一であることを求めることとする。

この対応により、実習と講義・演習における選択群が統一され、ディプロマ・ポリシーで求め

る能力を学生が修得できるようになる。 
 
 
 
 
■ まとめ 
 これまでの説明から、卒業要件を以下のように変更する（下線が変更点）。また、それを表に

まとめた資料を添付する（資料 16-2）。 
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基礎科目 
  必修科目    20 単位 
職業専門科目 
   実習科目      
    必修科目   29 単位 
    選択必修科目   5 単位以上（A、B 群の内、1 つを選択） 
  講義・演習科目 
    必修科目     39 単位 
    選択必修科目   6.5 単位以上（A、B 群の内、1 つを選択） 
展開科目           20.5 単位 
総合科目         4 単位 
以上、合計 124 単位以上を取得。 
※1 実習の選択必修科目で選択した科目群と、講義・演習科目で選択した科目群は同一でなく

てはならない。 
※2 A、B 群それぞれに、必ず単位を取得すべき科目として「コースコア科目」を設定する。コ

ースコア科目については、履修要項などで別途定める。コースコア科目が未履修の場合、卒業要

件を満たさない。 
 
 
 以上のような対応により、ある程度定められた履修選択を学生が行う環境が整うため、卒業・

修了要件を満たせば、ディプロマ・ポリシーにおいて求めている能力を修得できるといえる。 
 
 
 
■カリキュラム・ポリシーの修正と教育課程の補足説明 
 審査意見 2 も考慮し、当該審査意見を受けて、カリキュラム・ポリシーについても、卒業

要件、履修設定に合うように以下のような修正を行う（表 2、添付資料 10-3、下線が変更

点）。 
 

表 2 デジタルエンタテインメント学科カリキュラム・ポリシー変更点抜粋 
修正前 修正後 

・設定された問題を分析するためのモデル

構築及び解法の理論科目として数学ととも

に、技術の基礎的な知識に関する理論科目

を配置する。(追加)「コンピュータグラフ

ィックスⅠ」「電子情報工学概論」「ゲー

ム構成論Ⅰ」「線形代数」「解析学」「コ

ンピュータグラフィックスⅡ」「統計論」

「ゲームアルゴリズム」「コンテンツ制作

マネジメント」「映像論」「ゲーム構成論

Ⅱ」「ゲームハード概論」「技術英語」 
 

・設定された問題を分析するためのモデル構築

及び解法の理論科目として数学とともに、技術

の基礎的な知識に関する理論科目を配置する。 
共通:「コンピュータグラフィックスⅠ」「電子

情報工学概論」「ゲーム構成論Ⅰ」「線形代

数」「解析学」「コンピュータグラフィックス

Ⅱ」「統計論」「ゲームアルゴリズム」「コン

テンツ制作マネジメント」「映像論」「技術英

語」 
A 群:「ゲーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」 
B 群:「ゲームハード概論」 

・問題解決のためにデジタルゲーム、およ

びコンピュータグラフィックス技術を統合

し、価値創造の方法論を学び芸術的感性を

涵養する科目を配する。(追加)「ゲームプ

ログラム構成基礎Ⅰ」「デジタル造形Ⅰ」

「CG デザイン基礎」「プログラミング言

語基礎」「デジタル造形Ⅱ」「ゲーム AI
Ⅰ」「エンタテインメント設計」「ゲーム

・問題解決のためにデジタルゲーム、およびコ

ンピュータグラフィックス技術を統合し、価値

創造の方法論を学び芸術的感性を涵養する科目

を配する。 
共通:「ゲームプログラム構成基礎Ⅰ」「デジタ

ル造形Ⅰ」「CG デザイン基礎」「プログラミン

グ言語基礎」「デジタル造形Ⅱ」「ゲーム AI
Ⅰ」「エンタテインメント設計」 
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プログラム構成基礎Ⅱ」「デジタル映像表

現技法基礎」「ゲームプログラム構成基礎

Ⅲ」「デジタル映像表現技法応用」「ゲー

ムプログラミングⅠ」「ゲームデザイン実

践演習」「デジタルキャラクタ実践演習」

「ゲームプログラミングⅡ」「インターフ

ェースデザイン」「ゲームプログラミング

Ⅲ」「ゲーム AI Ⅱ」「CG アニメーショ

ン総合演習」 

A 群:「ゲームプログラム構成基礎Ⅱ」「ゲーム

プログラム構成基礎Ⅲ」「ゲームプログラミン

グⅠ」「ゲームプログラミングⅡ」「ゲームプ

ログラミングⅢ」「ゲーム AIⅡ」「ゲームデザ

イン実践演習」「インターフェースデザイン」 
B 群:「デジタル映像表現技法基礎」「デジタル

映像表現技法応用」「デジタルキャラクタ実践

演習」「インターフェースデザイン」「CG アニ

メーション総合演習」 
・本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、

CG）と対象領域が抱える問題を見つける

ための俯瞰力と問題発見力、その問題を解

決するための知識の総合力を養成する科目

を配する。 
(追加)「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタル

コンテンツ創造実習」「デジタルコンテン

ツ総合実習」「地域共創デザイン実習」

「ゲーム制作技術創造実習Ⅰ、Ⅱ」「CG
アニメーション総合実習Ⅰ、Ⅱ」 

・本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、CG）と

対象領域が抱える問題を見つけるための俯瞰力

と問題発見力、その問題を解決するための知識

の総合力を養成する科目を配する。 
共通:「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテ

ンツ総合実習」「デジタルコンテンツ総合実

習」「地域共創デザイン実習」 
A 群:「ゲーム制作技術総合実習Ⅰ、Ⅱ」 
B 群:「CG アニメーション総合実習Ⅰ、Ⅱ」 
 

 
 

設置の趣旨及び必要性等、様々なところで述べてきた通り、本学の教育は「学修が動機の

実現の軸」となるように設計されている。具体的には、教育課程の体系の全体構想として、

動機の定着がはじめに行われるように、1 年次前期に学修の動機づけ及び専門技術の紹介

（エクスポージャ）に当たる科目（学科包括科目）を基本的に配置し、理論的な内容等を学

ぶ科目については 1 年次後期から基本的に学修が始まるようにしている。それらは、教育課

程の全体構想だけではなく、例えば実習だけにフォーカスを当ててもそのように設計されて

いる。 
実習科目は 2 年次から始まり、職業専門科目と展開科目に配されている。具体的には、職

業専門科目に臨地実務実習各種、専攻分野に係る実習各種、そして展開科目に「地域共創デ

ザイン実習」の 3 つの大きな柱で構成され、中でも、専攻分野に係る実習各種については、

各学科で共通科目の「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」（情報工学科）、もしくは、「デジタル

コンテンツ制作応用」、「デジタルコンテンツ総合実習」（デジタルエンタテインメント学

科）と、各コース別の実習科目にさらに細分化される。 
職業専門科目における実習は、両学科どちらもまずコース別科目から始まる。その理由は、

学生の各コースへの配属が確定するタイミングであり、かつ、コース別に細分化されると同

時に始まるコースに特化した理論的な科目によって知識が完全に定着する前に、学生が持つ

好奇心や興味関心の先を明確にするのが狙いである。その後、学年が進行するにつれて、学

修が深化するように内容が高度化しているのが、各専攻分野に係る実習の教育課程体系の特

徴である。 
それに加えて、展開科目にも「地域共創デザイン実習」という 2 学科が共同して行う実習

科目が 2 年次に配されている。この科目が目指すのは、専攻分野に特化した専門的な学修の

対局側にある能力、つまり、自己の制作の論理的、あるいは社会的な意義を明確に表現する

能力を磨くことである。 
このように、2 年次スタート時の教育課程の体系は、専攻分野に係る実習科目では動機の

明確化を、そして展開科目の実習では社会的な倫理観やその意義を、そして講義系の科目で

は理論を、といった 3 方向から同時に学べるよう綿密な教育課程の体系を設計している。さ

らに重要なのは、これらの学びが机上で終わることがないように、実際に社会に出る科目を

2 年次の最後に配していることである。2 年次の最終科目は、1～2 月に配している、はじめ

ての臨地実務実習「臨地実務実習Ⅰ」である。この科目を通して実社会での学びを受けるこ
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とで、学生らがそれまでの学びを集約しながら、社会の責務を実感できるように設計されて

いる。 
3 年次から 4 年次は、さらに各コース別の科目で知識・理解・技術などを深めつつ、全学

生がプロトタイプを制作するための最終的な学修に入っていくような教育課程として、職業

専門科目の「臨地実務実習Ⅱ、Ⅲ」と、学科別の総まとめの実習となる「ソリューション開

発Ⅰ、Ⅱ」（情報工学科）、もしくは「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジタルコンテ

ンツ総合実習」（デジタルエンタテインメント学科）が組まれている。ここで重要なのは、

コース別で細分化し深化した科目だけで終わるのではなく、途中にこうした科目を配するこ

とで、効果的に「卒業研究制作」に引き継ぐ教育課程の体系にしていることである。すなわ

ち、専攻分野の深化の過程で「臨地実務実習Ⅱ、Ⅲ」を挟むことで実社会と学校での学びを

往復させるとともに、共通必修の実習科目として、情報工学科では「ソリューション開発Ⅰ、

Ⅱ」を、もしくはデジタルエンタテインメント学科では「デジタルコンテンツ制作応用」、

「デジタルコンテンツ総合実習」を配し、「地域共創デザイン実習」での課題に発展させる

ことによって、「卒業研究制作」とのつながりを果たしている。 
 
 
 
（新旧対照表）教育課程等の概要 

新 旧 
職業専門科目 実習科目 
 
【授業科目の名称】 
臨地実務実習Ⅰ 
臨地実務実習Ⅱ 
臨地実務実習Ⅲ 
デジタルコンテンツ制作応用 
デジタルコンテンツ総合実習 
 
小計（5 科目） 
単位数     必修 29 
        選択 0 
        自由 0 
専任教員の配置 教授  4 
        准教授 1 
        講師  4 
        助教  1 
        助手  0 
備考          0 
 
 
 
職業専門科目 実習科目 A 群 
 
【授業科目の名称】 
ゲーム制作技術総合実習Ⅰ 
ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 
 
小計（2 科目） 
単位数     必修 0 
        選択 5 

職業専門科目 実習科目 
 
【授業科目の名称】 
臨地実務実習Ⅰ 
臨地実務実習Ⅱ 
臨地実務実習Ⅲ 
デジタルコンテンツ制作応用 
デジタルコンテンツ総合実習 
ゲーム制作技術総合実習Ⅰ 
ＣＧアニメーション総合実習Ⅰ 
ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 
ＣＧアニメーション総合実習Ⅱ 
 
小計（9 科目） 
単位数     必修 29 
        選択 10 
        自由 0 
専任教員の配置 教授   5 
        准教授 2 
        講師  4 
        助教  1 
        助手  0 
備考          0 
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        自由 0 
専任教員の配置 教授  1 
        准教授 1 
        講師  1 
        助教  1 
        助手  0 
備考          0 
 
職業専門科目 実習科目 B 群 
 
【授業科目の名称】 
ＣＧアニメーション総合実習Ⅰ 
ＣＧアニメーション総合実習Ⅱ 
 
小計（2 科目） 
単位数     必修 0 
        選択 5 
        自由 0 
専任教員の配置 教授  1 
        准教授 0 
        講師  0 
        助教  0 
        助手  0 
備考          0 
 
職業専門科目 講義・演習科目 

 
【授業科目の名称】 
コンテンツデザイン概論 
コンピュータグラフィックスⅠ 
電子情報工学概論 
ゲーム構成論Ⅰ 
ゲームプログラム構成基礎Ⅰ 
デジタル造形Ⅰ 
ＣＧデザイン基礎 
線形代数 
解析学 
コンピュータグラフィックスⅡ 
プログラミング言語基礎 
デジタル造形Ⅱ 
統計論 
ゲームアルゴリズム 
コンテンツ制作マネジメント 
映像論 
技術英語 
ゲーム AI Ⅰ 
エンタテインメント設計 
 
小計（19 科目） 
単位数     必修 39 

職業専門科目 講義・演習科目 
 
【授業科目の名称】 
コンテンツデザイン概論 
コンピュータグラフィックスⅠ 
電子情報工学概論 
ゲーム構成論Ⅰ 
ゲームプログラム構成基礎Ⅰ 
デジタル造形Ⅰ 
ＣＧデザイン基礎 
線形代数 
解析学 
コンピュータグラフィックスⅡ 
プログラミング言語基礎 
デジタル造形Ⅱ 
統計論 
ゲームアルゴリズム 
コンテンツ制作マネジメント 
映像論 
技術英語 
ゲーム AI Ⅰ 
エンタテインメント設計 
ゲームプログラム構成基礎Ⅱ 
ゲーム構成論Ⅱ 
デジタル映像表現技法基礎 
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        選択 0 
        自由 0 
専任教員の配置 教授   3 
        准教授 2 
        講師  3 
        助教  1 
        助手  0 
備考          兼 5 
 
 
職業専門科目 講義・演習科目 A 群 
 
【授業科目の名称】 
ゲームプログラム構成基礎Ⅱ 
ゲーム構成論Ⅱ 
ゲームプログラム構成基礎Ⅲ 
ゲームプログラミングⅠ 
ゲームデザイン実践演習 
ゲームプログラミングⅡ 
ゲームプログラミングⅢ 
ゲーム AI Ⅱ 
 
小計（8 科目） 
単位数     必修 0 
        選択 14 
        自由 0 
専任教員の配置 教授  0 
        准教授 1 
        講師  2 
        助教  1 
        助手  0 
備考         兼 1 
 
 
 
職業専門科目 講義・演習科目 B 群 
 
【授業科目の名称】 
デジタル映像表現技法基礎 
デジタル映像表現技法応用 
デジタルキャラクタ実践演習 
ＣＧアニメーション総合演習 
 
小計（4 科目） 
単位数     必修 0 
        選択 8.5 
        自由 0 
専任教員の配置 教授  2 
        准教授 1 
        講師  0 

ゲームプログラム構成基礎Ⅲ 
デジタル映像表現技法応用 
ゲームプログラミングⅠ 
ゲームデザイン実践演習 
デジタルキャラクタ実践演習 
ゲームプログラミングⅡ 
インターフェースデザイン 
ゲームハード概論 
 
小計（33 科目） 
単位数     必修 39 
        選択 25 
        自由 0 
専任教員の配置 教授   4 
        准教授 3 
        講師  4 
        助教  1 
        助手  0 
備考           兼 5 
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        助教  0 
        助手  0 
備考          0 
 
 
職業専門科目 講義・演習科目 A・B 群共通 
 
【授業科目の名称】 
インターフェースデザイン 
ゲームハード概論 
 
小計（2 科目） 
単位数     必修 0 
        選択 2.5 
        自由 0 
専任教員の配置 教授  1 
        准教授 0 
        講師  1 
        助教  0 
        助手  0 
備考          0 
 
 
 
 
【卒業・修了要件及び履修方法】 

基礎科目 

 必修科目   20 単位 

 

職業専門科目 

 実習科目 

  必修科目   29単位 

  選択必修科目 5単位以上 

（A,B群の内、1つを選択） 

 講義・演習科目 

  必修科目   39単位 

  選択必修科目 6.5単位以上 

（A,B群の内、1つを選択） 

展開科目     20.5単位 

総合科目     4単位 

以上、合計 124単位以上を取得。 

 

※1 実習の選択必修科目で選択した科目群

と、講義・演習科目で選択した科目群は同一

でなくてはならない。 

※2 A, B群それぞれに、必ず単位を取得すべ

き科目として「コースコア科目」を設定す

る。コースコア科目については、履修要項な

どで別途定める。コースコア科目が未履修の

場合、卒業要件を満たさない。 

【卒業・修了要件及び履修方法】 

基礎科目 

 必修科目   20単位 

 

職業専門科目 

 実習科目 

  必修科目   29単位 

  選択（追加）科目 5単位以上 

（追加） 

 講義・演習科目 

  必修科目   39単位 

  選択（追加）科目 6.5単位以上 

（追加） 

展開科目     20.5単位 

総合科目     4単位 

以上、合計 124単位以上を取得。 

 

（追加） 
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（新旧対照表）学則 別表 1, 2  
新 旧 

（別表 1） 授業科目及び単位数 
 
（１）工科学部 デジタルエンタテインメント

学科 
【科目区分】 
（前略） 
職業専門科目 
  実習科目 
  実習科目 A 群 
  実習科目 B 群 
  講義・演習科目 
  講義・演習科目 A 群 
  講義・演習科目 B 群 
  講義・演習科目 A・B 群共通 
（後略） 

（別表 1） 授業科目及び単位数 
 
（１）工科学部 デジタルエンタテインメント

学科 
【科目区分】 
（前略） 
職業専門科目 
  実習科目 
 
 
  講義・演習科目 
 
 
 
（後略） 

（別表 2）卒業要件 
 
（１）デジタルエンタテインメント学科 
（中略） 
職業専門科目 
 実習科目 
  選択必修 ５単位以上（A, B 群の内、1 つ

を選択） 
（中略） 
講義・演習科目 

選択必修 ６．５単位以上（A, B 群の内、

1 つを選択） 
（中略） 
 
※実習の選択・必修科目で選択した科目群と、

講義・演習科目で選択した科目群は同一でなく

てはならない。 
※A, B 群それぞれに、必ず単位を取得すべき科

目として「コースコア科目」を設定する。コー

スコア科目については、履修要項などで別途定

める。コースコア科目が未履修の場合、卒業要

件を満たさない。 

（別表 2）卒業要件 
 
（１）デジタルエンタテインメント学科 
（中略） 
職業専門科目 
 実習科目 
  選択（追加） ５単位以上（追加） 
（中略） 
講義・演習科目 

選択（追加） ６．５単位以上（追加） 
（中略） 
 
（追加） 

 
 
 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 
新 旧 

4.1.1.4 デジタルエンタテインメント学科のカ

リキュラム・ポリシー 
デジタルエンタテインメント学科ではディプ

ロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるこ

とができるように、以下のように教育課程を

編成する。このように体系立てられ編成され

る教育課程に対し、学修方法･学修過程、学修

成果の評価の在り方は以下のように定める。 
 

4.1.1.4 デジタルエンタテインメント学科のカ

リキュラム・ポリシー 
デジタルエンタテインメント学科ではディプ

ロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるこ

とができるように、以下のように教育課程を

編成する。このように体系立てられ編成され

る教育課程に対し、学修方法･学修過程、学修

成果の評価の在り方は以下のように定める。 
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＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
・広義のデザインにおける感性的思考を支援

する知識・理解の科目を置く 
・“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確立

する科目を置く 
・グローバルに活躍するために必要なコミュ

ニケーションの汎用的技能を育成する科目を

置く 
【職業専門科目】 
・設定された問題を分析するためのモデル構

築及び解法の理論科目として数学とともに、

技術の基礎的な知識に関する理論科目を配置

する。 
共通:「コンピュータグラフィックスⅠ」「電

子情報工学概論」「ゲーム構成論Ⅰ」「線形

代数」「解析学」「コンピュータグラフィッ

クスⅡ」「統計論」「ゲームアルゴリズム」

「コンテンツ制作マネジメント」「映像論」

「技術英語」 
A 群:「ゲーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概

論」 
B 群:「ゲームハード概論」 
・問題解決のためにデジタルゲーム、および

コンピュータグラフィックス技術を統合し、

価値創造の方法論を学び芸術的感性を涵養す

る科目を配する。 
共通:「ゲームプログラム構成基礎Ⅰ」「デジ

タル造形Ⅰ」「CG デザイン基礎」「プログ

ラミング言語基礎」「デジタル造形Ⅱ」「ゲ

ーム AIⅠ」「エンタテインメント設計」 
A 群:「ゲームプログラム構成基礎Ⅱ」「ゲー

ムプログラム構成基礎Ⅲ」「ゲームプログラ

ミングⅠ」「ゲームプログラミングⅡ」「ゲ

ームプログラミングⅢ」「ゲーム AIⅡ」「ゲ

ームデザイン実践演習」「インターフェース

デザイン」 
B 群:「デジタル映像表現技法基礎」「デジタ

ル映像表現技法応用」「デジタルキャラクタ

実践演習」「インターフェースデザイン」

「CG アニメーション総合演習」 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
・デザイン思考の実践を含む実習の反復を通

し、学生が持つ知的好奇心を向上させながら

探究心を身につけるとともに、チャレンジ精

神を養成する。 
・本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、CG）

と対象領域が抱える問題を見つけるための俯

＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を

支援する知識・理解の科目を置く 
 “Designer in Society（社会とともに

あるデザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確

立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコ

ミュニケーションの汎用的技能を育成する科

目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を分析するためのモデ

ル構築及び解法の理論科目として数学ととも

に、技術の基礎的な知識に関する理論科目を

配置する。(追加)「コンピュータグラフィッ

クスⅠ」「電子情報工学概論」「ゲーム構成論

Ⅰ」「線形代数」「解析学」「コンピュータグ

ラフィックスⅡ」「統計論」「ゲームアルゴリ

ズム」「コンテンツ制作マネジメント」「映像

論」「ゲーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」

「技術英語」 
 問題解決のためにデジタルゲーム、お

よびコンピュータグラフィックス技術を統合

し、価値創造の方法論を学び芸術的感性を涵

養する科目を配する。(追加)「ゲームプログ

ラム構成基礎Ⅰ」「デジタル造形Ⅰ」「CG デ

ザイン基礎」「プログラミング言語基礎」「デ

ジタル造形Ⅱ」「ゲーム AIⅠ」「エンタテイン

メント設計」「ゲームプログラム構成基礎Ⅱ」

「デジタル映像表現技法基礎」「ゲームプログ

ラム構成基礎Ⅲ」「デジタル映像表現技法応

用」「ゲームプログラミングⅠ」「ゲームデザ

イン実践演習」「デジタルキャラクタ実践演

習」「ゲームプログラミングⅡ」「インターフ

ェースデザイン」「ゲームプログラミングⅢ」

「ゲーム AI Ⅱ」「CG アニメーション総合演

習」 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 デザイン思考の実践を含む実習の反復

を通し、学生が持つ知的好奇心を向上させな

がら探究心を身につけるとともに、チャレン

ジ精神を養成する。 
 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、

CG）と対象領域が抱える問題を見つけるた

めの俯瞰力と問題発見力、その問題を解決す

るための知識の総合力を養成する科目を配す

る。 
(追加)「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコ

ンテンツ創造実習」「デジタルコンテンツ総
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瞰力と問題発見力、その問題を解決するため

の知識の総合力を養成する科目を配する。 
共通:「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコン

テンツ総合実習」「デジタルコンテンツ総合

実習」「地域共創デザイン実習」 
A 群:「ゲーム制作技術総合実習Ⅰ、Ⅱ」 
B 群:「CG アニメーション総合実習Ⅰ、Ⅱ」 
 
【展開科目】 
・専門職人材として、主体的にかつ協調性を

持って行動する手法を講義と演習を組み合わ

せて学ぶ 
・環境や社会への配慮し、持続可能な解を生

み出すための知識を養成する 
・社会人として相応しい志向と態度を身につ

けるために、経営資産についての知識を習得

する科目を配する 
【総合科目】 
・キャップストーン科目として卒業研究制作

を実施する。この科目は、英語での発表を義

務付けている。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名

程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計

画・履修登録のみならず、より良い教育及び

学修を円滑に運営するための人間環境を整え

「個に対する教育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
1. 基礎学力や情報活用能力、総合力を目

指したそれぞれの科目は、カリキュラム・ポ

リシーに従って作成されたシラバスによって

学修進行し、シラバスに予め記された評価の

方法によって科目の合否を決定する。 
2. 相互に関係し積み上げ学修がなされる

科目においては定められた順序に科目取得を

行う。 
3. 各学年進級時に定められた単位数を取

得していなければならない。 
4. 個々の学生の学びの過程と評価につい

てはスタディーログとして記録し、教育の評

価や点検の材料として積極的に利用した教育

方法論の開発を行う。 
5. 科目ごとに成績基準や評価方法を決定

し学生に開示する。評価の客観性を得るため

に必要な科目にはルーブリック評価を取り入

れる。 
6. 各学年終了時に、年次の必修科目の単

位取得を判定し進級の判断を行う。履修状況

合実習」「地域共創デザイン実習」「ゲーム

制作技術創造実習Ⅰ、Ⅱ」「CG アニメーシ

ョン総合実習Ⅰ、Ⅱ」 
 
【展開科目】 
 専門職人材として、主体的にかつ協調

性を持って行動する手法を講義と演習を組み

合わせて学ぶ 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解

を生み出すための知識を養成する 
 社会人として相応しい志向と態度を身

につけるために、経営資産についての知識を

習得する科目を配する 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究

制作を実施する。この科目は、英語での発表

を義務付けている。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名

程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計

画・履修登録のみならず、より良い教育及び

学修を円滑に運営するための人間環境を整え

「個に対する教育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
1. 基礎学力や情報活用能力、総合力を目

指したそれぞれの科目は、カリキュラム・ポ

リシーに従って作成されたシラバスによって

学修進行し、シラバスに予め記された評価の

方法によって科目の合否を決定する。 
2. 相互に関係し積み上げ学修がなされる

科目においては定められた順序に科目取得を

行う。 
3. 各学年進級時に定められた単位数を取

得していなければならない。 
4. 個々の学生の学びの過程と評価につい

てはスタディーログとして記録し、教育の評

価や点検の材料として積極的に利用した教育

方法論の開発を行う。 
5. 科目ごとに成績基準や評価方法を決定

し学生に開示する。評価の客観性を得るため

に必要な科目にはルーブリック評価を取り入

れる。 
6. 各学年終了時に、年次の必修科目の単

位取得を判定し進級の判断を行う。履修状況

に基づき学生指導を実施する。学生アンケー

トによりカリキュラムの評価を行い次年度に

活かす。 
 



12 
 

に基づき学生指導を実施する。学生アンケー

トによりカリキュラムの評価を行い次年度に

活かす。 
 

 
4.1.2.1 実践的能力と応用的能力の育成・展開 
本学では既に述べたカリキュラム・ポリシー

やディプロマ・ポリシーに定める専門知識と

専門技能、国際コミュニケーション力、価値

創造力、職業的倫理観等を修得させるため

に、職業に密接に関連した学際的な教育内容

を、順次性を考慮し基礎科目、職業専門科

目、展開科目、総合科目の区分で編成する。 
それぞれの科目ではその教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業体

系とし、特に、実践力の育成と学修内容の定

着度向上を図るため、座学（講義）だけの科

目は極力減らし演習と講義を組み合わせた科

目とする。また、実制作実習科目は教育課程

連携協議会の協力や支援を必ず求めること

で、実社会の課題解決経験も得られる実践的

な教育体系にする。 
設置の趣旨・必要性等、様々なところで述

べてきた通り、本学の教育は「学修が動機の

実現の軸」となるように設計されている。具

体的には、教育課程の体系の全体構想とし

て、基本的に同期の定着がはじめに行われる

ように、1 年次前期に学修の動機づけ及び専

門技術の紹介（エクスポージャ）に当たる科

目（学科包括科目）を基本的に配置し、理論

的な内容等を学ぶ科目については 1 年次後期

から基本的に学修が始まるようにしている。

それらは、教育課程の全体構想だけではな

く、例えば実習だけにフォーカスを当てても

そのように設計されている。 
本学の実習科目は 2 年次から始まり、職業

専門科目と展開科目に配されている。具体的

には、職業専門科目に臨地実務実習各種、専

攻分野に係る実習各種、そして展開科目に

「地域共創デザイン実習」の 3 つの大きな柱

で構成され、専攻分野に係る実習各種につい

ては、学科共通の「ソリューション開発Ⅰ・

Ⅱ」もしくは「デジタルコンテンツ制作応

用」、「デジタルコンテンツ総合実習」と、各

コース別の実習科目にさらに細分化される。 
職業専門科目における実習は、情報工学

科、デジタルエンタテインメント学科のどち

らも同様に先ずコース別科目から始まる。そ

の理由は、学生の各コースへの配属が確定す

るタイミングであり、かつ、コース別に細分

4.1.2.1 実践的能力と応用的能力の育成・展開 
本学では既に述べたカリキュラム・ポリシー

やディプロマ・ポリシーに定める専門知識と

専門技能、国際コミュニケーション力、価値

創造力、職業的倫理観等を修得させるため

に、職業に密接に関連した学際的な教育内容

を、順次性を考慮し基礎科目、職業専門科

目、展開科目、総合科目の区分で編成する。 
それぞれの科目ではその教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業体

系とし、特に、実践力の育成と学修内容の定

着度向上を図るため、座学（講義）だけの科

目は極力減らし演習と講義を組み合わせた科

目とする。また、実制作実習科目は教育課程

連携協議会の協力や支援を必ず求めること

で、実社会の課題解決経験も得られる実践的

な教育体系にする。 
（追加） 
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化されたと同時に始まるコースに特化した理

論的な科目によって知識が完全に定着する前

に、学生が持つ好奇心や興味関心の先を明確

にするのが狙いである。その後、学年が進行

するにつれて、学修が深化するように内容が

高度化しているのが各専攻分野に係る実習の

教育課程の体系の特徴である。 
それに加えて、展開科目にも「地域共創デ

ザイン実習」という 2 学科が共同して行う実

習 2 年次に配されている。専攻分野に特化し

た専門的な学修の対局側の能力、つまり、自

己の制作の論理的、あるいは社会的な意義を

明確に表現する能力を磨くことを求めてい

る。 
このように、2 年次スタート時の教育課程

の体系は、専門的な実習系の科目では動機の

明確化を、そして展開科目の実習では社会的

な倫理観やその意義を、そして講義系の科目

では理論を、といった 3 方向から同時に学ぶ

といった綿密な教育課程の体系を設計してい

る。さらに重要なのは、これらの学びが机上

で終わることがないように、実際に社会に出

る科目を、2 年次の最後に配していることで

ある。2 年次の最終科目は、1～2 月に配して

いるはじめての臨地実務実習「臨地実務実習

Ⅰ」である。この科目を通して、実社会での

学びを受け、学生らがこれまでの学びをまと

めながらも、社会の責務を実感できるように

設計されている。 
3 年次からは、さらに各コース別の科目で

知識・理解・技術などを深めつつ、職業専門

科目の「臨地実務実習Ⅱ」と学科別の総まと

めの実習となる「ソリューション開発Ⅰ・

Ⅱ」もしくは「デジタルコンテンツ制作応

用」、「デジタルコンテンツ総合実習」で全学

生がプロトタイプを制作するための最終的な

学修に入っていくような教育課程が組まれて

いる。ここで重要なのは、コース別で細分化

し深化した科目だけで終わるのではなく、途

中に「臨地実務実習Ⅱ」を挟んでいること

と、「ソリューション開発Ⅰ・Ⅱ」もしくは

「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジタル

コンテンツ総合実習」という共通必修の実習

科目を配することで、効果的に「卒業研究制

作」に引き継いでいる教育課程の体系として

いることである。専攻分野の深化の過程で

「臨地実務実習Ⅱ」を挟むことで、実社会と

学校での学びを往復させるとともに、情報工

学科では「ソリューション開発Ⅰ・Ⅱ」もし

くはデジタルエンタテインメント学科では
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「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジタル

コンテンツ総合実習」で「地域共創デザイン

実習」での課題を発展させることによって、

卒業研究制作」とのつながりを果たしてい

る。 
6. 教育方法、履修指導方法及び卒業要件 
6.1 卒業要件 
本学の卒業要件は、既に述べたディプロマ・

ポリシーに準じており、このディプロマ・ポ

リシーに明記した項目は、卒業要件の単位を

修得すると得られるものである。よって、学

生は本学に 4 年以上在籍し、所定の単位を取

得した者、つまり、ディプロマ・ポリシーを

満たした者は学長が卒業を認定することと

し、これを学則に規定する。加えて、本学の

履修設定の要点をまとめた資料を添付する

（資料 16-1, 16-2） 
 
6.1.1 コース運用に基づいた卒業要件と履修設

定 
本学では、ディプロマ・ポリシーにおいて、

各コースに求める能力を設定している。よっ

て、本学の卒業要件は、ディプロマ・ポリシ

ーで求める能力を学生が修得できるように、

コースに係る履修設定を配しているところに

特徴がある。 
＜情報工学科の卒業要件＞ 
基礎科目 
   必修科目  20 単位 
職業専門科目 
 実習科目 
   必修科目  26 単位 
   選択必修科目 8 単位以上（A～C 群

の内、1 つを選択） 
 講義・演習科目 
   必修科目  36.5 単位 
   選択必修科目 9 単位以上（A～C 群

の内、1 つを選択） 
展開科目  20.5 単位 
総合科目  4 単位 
以上、合計 124 単位以上を取得。 
 
※1 実習の選択必修科目で選択した科目群

と、講義・演習科目で選択した科目群は同一

でなくてはならない。 
※2 A～C 群それぞれに、必ず単位を取得す

べき科目として「コースコア科目」を設定す

る。コースコア科目については、履修要項な

どで別途定める。コースコア科目が未履修の

場合、卒業要件を満たさない。 

6. 教育方法、履修指導方法及び卒業要件 
6.1 卒業要件 
本学の卒業要件は、既に述べたディプロマ・

ポリシーに準じており、このディプロマ・ポ

リシーに明記した項目は、卒業要件の単位を

修得すると得られるものである。よって、学

生は本学に 4 年以上在籍し、所定の単位を取

得した者、つまり、ディプロマ・ポリシーを

満たした者は学長が卒業を認定することと

し、これを学則に規定する。(追加) 
 
情報工学科は必修科目 107 単位、選択科目 17
単位以上、計 124 単位以上を取得することを

卒業要件とする。内訳は、「基礎科目」の 20
単位は全て必修、「職業専門科目」のうち実

習科目は必修 26 単位、選択（追加） 
8 単位以上、講義・演習科目は必修 36.5 単

位、選択（追加）9 単位以上、「展開科目」

は必修 20.5 単位、「総合科目」の 4 単位は必

修とする。 
（追加） 
 
 
（追加） 
 
デジタルエンタテインメント学科は必修科目

112.5 単位、選択科目 11.5 単位以上、計 124
単位以上を取得することを卒業要件とする。

内訳は、「基礎科目」の 20 単位は全て必

修、「職業専門科目」のうち実習科目は必修

29 単位、選択（追加）5 単位以上、講義・演

習科目は必修 39 単位、選択（追加）6.5 単位

以上、「展開科目」は必修 20.5 単位、「総合

科目」の 4 単位は必修とする。 
（追加） 
 
 
（追加） 
 
 



15 
 

 
情報工学科は必修科目 107 単位、選択科目 17
単位以上、計 124 単位以上を取得することを

卒業要件とする。内訳は、「基礎科目」の 20
単位は全て必修、「職業専門科目」のうち実

習科目は必修 26 単位、選択必修 8 単位以

上、講義・演習科目は必修 36.5 単位、選択必

修 9 単位以上、「展開科目」は必修 20.5 単

位、「総合科目」の 4 単位は必修とする。 
また、選択必修科目には、A～C 群の内、1 つ

を選択することとしている。ここでいう A～

C 群とは、学生が所属するコース、つまり、

各コースに据えた科目群のことで、A 群が

「AI 戦略コース」、B 群が「IoT 戦略コー

ス」、C 群が「ロボット開発コース」に当た

る。注書きについては後述する。 
 
＜デジタルエンタテインメント学科＞ 
基礎科目 
  必修科目  20 単位 
職業専門科目 
   実習科目      
    必修科目 29 単位 
    選択必修科目 5 単位以上（A、B 群

の内、1 つを選択） 
  講義・演習科目 
    必修科目 39 単位 
    選択必修科目 6.5 単位以上（A、B
群の内、1 つを選択） 
展開科目  20.5 単位 
総合科目  4 単位 
以上、合計 124 単位以上を取得。 
※1 実習の選択必修科目で選択した科目群

と、講義・演習科目で選択した科目群は同一

でなくてはならない。 
※2 A, B 群それぞれに、必ず単位を取得す

べき科目として「コースコア科目」を設定す

る。履修要項などで別途定める。コースコア

科目が未履修の場合、卒業要件を満たさな

い。 
 
デジタルエンタテインメント学科は必修科目

112.5 単位、選択科目 11.5 単位以上、計 124
単位以上を取得することを卒業要件とする。

内訳は、「基礎科目」の 20 単位は全て必

修、「職業専門科目」のうち実習科目は必修

29 単位、選択必修 5 単位以上、講義・演習科

目は必修 39 単位、選択必修 6.5 単位以上、

「展開科目」は必修 20.5 単位、「総合科目」

の 4 単位は必修とする。 
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また、選択必修科目には、A、B 群の内、1 つ

を選択することとしている。ここでいう A,、
B 群とは、各コースに据えた科目群のこと

で、A 群が「ゲームプロデュースコース」、

B 群が「CG アニメーションコース」に当た

る。注書きについては後述する。 
 
6.1.2 コースコア科目について 
本学では、情報工学科、デジタルエンタテイ

ンメント学科どちらにもコースを設置してお

り、それに伴ってディプロマ・ポリシーに各

コースに求める能力も設定しているため、こ

のディプロマ・ポリシーで求める能力を学生

が修得できるように、選択必修科目の内、必

ず取得すべき科目を「コースコア科目」とし

て設定する。 
 
本学は、工科学分野において学問のみならず

実践の能力を融合させる新たな大学教育を目

指す専門職大学である。ここで言う本学にお

ける実践の能力とは、ディプロマ・ポリシー

において“プロトタイプ開発力”、“俯瞰

力”、“問題発見力”、“チャレンジ精

神”、“三現主義”が特に該当し、これらの

能力・志向・態度を重要視している。この能

力を養成する主要科目は、実践的な科目に位

置する実習科目であるため、どのコースにお

いても非常に重要な科目であることは明らか

である。以上のことから、実習科目について

は全てコースココア選択必修科目とする。 
加えて、本学のディプロマ・ポリシーにある

“分析”、“判断”、“創造”の養成を中心

に担っている職業専門科目の講義・演習科目

についても、同様にコースコア科目を設定す

る。ただし、講義・演習科目については、共

通科目（全コース必修科目）でディプロマ・

ポリシーをある程度満たせるため、実習のよ

うにコース別科目群を全てコースコア科目に

する必要はない。重要なのは、どの科目を履

修すればディプロマ・ポリシーに明記ある基

準に到達できるか、ということであるから、

講義・演習科目については一律ではなく、以

下の科目をコースコア科目として設定する。

卒業要件におけるコース科目の説明について

は注釈を追記することで対応する。 
 
＜情報工学科＞ 
AI 戦略コース   ： 「機械学習」、「深層

学習」、「画像音声処理」、 
「データ解析」 
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IoT システムコース ： 「デバイス・ネットワ

ーク」、「サーバ・ネットワーク」 
「IoT デバイスプログラミングⅢ」、「デー

タ解析」 
ロボット開発コース ： 「機械設計」、「ロボ

ット機構」、「ロボット制御」 
＜デジタルエンタテインメント学科＞ 
ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽコース： 『「ゲームプログラミ

ングⅠ」、「ゲームプログラミングⅡ」』も

しくは『「ゲームデザイン実践演習」、「ゲ

ームハード概論」』のどちらか 2 科目と「ゲ

ーム AI Ⅱ」 
CG ｱﾆﾒｰｼｮﾝコース ： 「デジタルキャラクタ

実践演習」、「CG アニメーション総合演

習」 
 
これらコースコア科目の内、デジタルエンタ

テインメント学科のゲームプロデュースコー

スにおいては、コースコア科目に『「ゲーム

プログラミングⅠ」、「ゲームプログラミン

グⅡ」』もしくは『「ゲームデザイン実践演

習」、「ゲームハード概論」』のどちらか 2
科目を取得することとしている。このような

コースコア科目の中でさらに選択必修と設定

されている科目を「準コースコア科目」と呼

ぶこととする。 
準コースコア科目を設定した理由は、ディプ

ロマ・ポリシーにある“コンピュータゲーム

に関するデジタルコンテンツ制作に特化した

知識を有している”に対し、対象業種・業界

として、プログラムを実際に組むプログラマ

ーと、ゲームづくりの上流から下流まで関わ

るプランナーが想定でき、それに沿った形で

ディプロマ・ポリシーを充たしている必要が

あるため選択式としている。  
 

 
 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 
新 旧 

資料 10-2 
コンピュータシステム（削除） 

エレクトロニクス工学 

 

 

資料 10-2 
コンピュータシステム基礎 

電子回路基礎 
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カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目 

 

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解

法の理論科目として数学や、物理学と共に、情報技

術の基礎的な知識に関する理論科目を配置する。 

共通：「エレクトロニクス工学」「コンピュータシ

ステム（削除）」「情報数学」「線形代数」「解析

学」「確率統計論」「データベース基礎と応用」

「技術英語」「情報セキュリティ応用」 

A群:「人工知能基礎」「自然言語処理」「人工知能

数学」「データ解析」 

B群:「制御工学基礎」「センサ・アクチュエータ」

「データ解析」 

C群:「力学」「制御工学基礎」「センサ・アクチュ

エータ」「材料力学・材料工学」 

 

 

 

カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目 

 
問題解決のために情報技術を統合し、価値創造の方

法論を学ぶ科目を配する。 
共通:「C 言語基礎」「組込み C,C++言語」「回路・

プリント基板設計」「プログラミング概論」「ソフ

トウェアシステム開発」 
A 群:「Python プログラミング」「機械学習」「深層

学習」「画像・音声認識」 
B 群:「Python プログラミング」「デバイス・ネット

ワーク」「サーバ・ネットワーク」「IoT デバイスプ

ログラミングⅠ」「IoT デバイスプログラミングⅡ」

「IoT デバイスプログラミングⅢ」 
C 群:「機械設計」「ロボット機構」「ロボット制

御」 
 
 
カリキュラム・ポリシー 

 
 

 

 

カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目 

 

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解

法の理論科目として数学や、物理学と共に、情報技

術の基礎的な知識に関する理論科目を配置する。（追

加）「電子回路基礎」「コンピュータシステム基礎」

「情報数学」「線形代数」「解析学」「確率統計論」

「データベース基礎と応用」「技術英語」「情報セキ

ュリティ応用」「力学」「人工知能基礎」「自然言語処

理」「人工知能数学」「制御工学基礎」「センサ・アク

チュエータ」「材料力学・材料工学」「データ解析」

「技術英語」 
 
 
 
 
 
カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目 

 
問題解決のために情報技術を統合し、価値創造の方

法論を学ぶ科目を配する。（追加）「C 言語基礎」「組

込み C,C++言語」「回路・プリント基板設計」「プロ

グラミング概論」「ソフトウェアシステム開発」

「Python プログラミング」「機械学習」「デバイス・

ネットワーク」「IoT デバイスプログラミングⅠ」「機

械設計」「深層学習」「画像・音声認識」「サーバ・ネ

ットワーク」「IoT デバイスプログラミングⅡ」「ロボ

ット機構」「ロボット制御」 
 
 
 
 
 
カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目展開科目 

 
デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生
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－職業専門科目展開科目 

 
デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生

が持つ知的好奇心を向上させながら探究心を身につ

けるとともに、チャレンジ精神を養成する。 
 
本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロボット）と対

象領域が抱える問題を見つけるための俯瞰力と問題

発見力、その問題を解決するための知識の総合力を

養成する科目を配する。 
共通：「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開

発Ⅰ、Ⅱ」「地域共創デザイン実習」 
A 群:「人工知能システムⅠ、Ⅱ」「メディア情報処

理実習」「人工知能応用」 
B 群:「IoT システム開発Ⅰ、Ⅱ」「IoT サービスデザ

イン」 
C 群:「組込みシステム制御実習」「自動制御機械開

発実習」「産業用ロボット実習」 
 
資料 10-3 

 
 

カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目 

 
設定された問題を分析するためのモデル構築及び解

法の理論科目として数学とともに、技術の基礎的な

知識に関する理論科目を配置する。 

共通:「コンピュータグラフィックスⅠ」「電子情報

工学概論」「ゲーム構成論Ⅰ」「線形代数」「解析

学」「コンピュータグラフィックスⅡ」「統計論」

「ゲームアルゴリズム」「コンテンツ制作マネジメ

ント」「映像論」「技術英語」 

A群:「ゲーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」 

B群:「ゲームハード概論」 

 

 

カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目 
 

が持つ知的好奇心を向上させながら探究心を身につ

けるとともに、チャレンジ精神を養成する。 
 
本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロボット）と対

象領域が抱える問題を見つけるための俯瞰力と問題

発見力、その問題を解決するための知識の総合力を

養成する科目を配する。 
（追加）「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開

発Ⅰ、Ⅱ」「地域共創デザイン実習」「人工知能シス

テムⅠ、Ⅱ」「メディア情報処理」「人工知能応用」

「IoT システム開発Ⅰ、Ⅱ」「IoT サービスデザイ

ン」「組込みシステム制御実習」「自動制御機械開発

実習」「産業用ロボット実習」 
 
 
資料 10-3 

 
 
 
カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目 

 
設定された問題を分析するためのモデル構築及び解

法の理論科目として数学とともに、技術の基礎的な

知識に関する理論科目を配置する。（追加）「コンピ

ュータグラフィックスⅠ」「電子情報工学概論」「ゲ

ーム構成論Ⅰ」「線形代数」「解析学」「コンピュータ

グラフィックスⅡ」「統計論」「ゲームアルゴリズ

ム」「コンテンツ制作マネジメント」「映像論」「ゲー

ム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」「技術英語」 
 
 
 
カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目 
 
問題解決のためにデジタルゲーム、およびコンピュ

ータグラフィックス技術を統合し、価値創造の方法

論を学び芸術的感性を涵養する科目を配する。（追

加）「ゲームプログラム構成基礎Ⅰ」「デジタル造形

Ⅰ」「CG デザイン基礎」「プログラミング言語基礎」

「デジタル造形Ⅱ」「ゲーム AIⅠ」「エンタテインメ

ント設計」「ゲームプログラム構成基礎Ⅱ」「デジタ
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問題解決のためにデジタルゲーム、およびコンピュ

ータグラフィックス技術を統合し、価値創造の方法

論を学び芸術的感性を涵養する科目を配する。 

共通:「ゲームプログラム構成基礎Ⅰ」「デジタル造

形Ⅰ」「CGデザイン基礎」「プログラミング言語基

礎」「デジタル造形Ⅱ」「ゲーム AIⅠ」「エンタテ

インメント設計」 

A群:「ゲームプログラム構成基礎Ⅱ」「ゲームプロ

グラム構成基礎Ⅲ」「ゲームプログラミングⅠ」

「ゲームプログラミングⅡ」「ゲームプログラミン

グⅢ」「ゲーム AI Ⅱ」「ゲームデザイン実践演習」

「インターフェースデザイン」 

B群:「デジタル映像表現技法基礎」「デジタル映像

表現技法応用」「デジタルキャラクタ実践演習」

「インターフェースデザイン」「CGアニメーション

総合演習」 

 
カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目展開科目 
 

デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生

が持つ知的好奇心を向上させながら探究心を身につ

けるとともに、チャレンジ精神を養成する。 

 

本学科が扱う 2履修モデル（ゲーム、CG）と対象領

域が抱える問題を見つけるための俯瞰力と問題発見

力、その問題を解決するための知識の総合力を養成

する科目を配する。 

共通:「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテンツ

総合実習」「デジタルコンテンツ総合実習」「地域

共創デザイン実習」 

A群:「ゲーム制作技術総合実習Ⅰ、Ⅱ」 

B群:「CGアニメーション総合実習Ⅰ、Ⅱ」 

 

ル映像表現技法基礎」「ゲームプログラム構成基礎

Ⅲ」「デジタル映像表現技法応用」「ゲームプログラ

ミングⅠ」「ゲームデザイン実践演習」「デジタルキ

ャラクタ実践演習」「ゲームプログラミングⅡ」「イ

ンターフェースデザイン」「ゲームプログラミング

Ⅲ」「ゲーム AI Ⅱ」「CG アニメーション総合演習」 
 
 
カリキュラム・ポリシー 

－職業専門科目展開科目 
 
デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生

が持つ知的好奇心を向上させながら探究心を身につ

けるとともに、チャレンジ精神を養成する。 
 
本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、CG）と対象領

域が抱える問題を見つけるための俯瞰力と問題発見

力、その問題を解決するための知識の総合力を養成

する科目を配する。 
（追加）「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテン

ツ総合実習」「デジタルコンテンツ総合実習」「地域

共創デザイン実習」「ゲーム制作技術総合実習Ⅰ、

Ⅱ」「CG アニメーション総合実習Ⅰ、Ⅱ」 
 

 

資料 16  （追加）  
  
 
（新旧対照表）シラバス 

新 旧 
【通番】16 ＣＧアニメーション総合実習Ⅰ 
【通番】15 ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 
【通番】38 デジタル映像表現技法基礎 
【通番】33 ゲームプログラム構成基礎Ⅲ 
【通番】39 デジタル映像表現技法応用 
【通番】34 ゲームプログラミングⅠ 
【通番】35 ゲームデザイン実践演習 
【通番】40 デジタルキャラクタ実践演習 
【通番】36 ゲームプログラミングⅡ 
【通番】42 インターフェースデザイン 
【通番】43 ゲームハード概論 
【通番】37 ゲームプログラミングⅢ 
【通番】41 ＣＧアニメーション総合演習 

【通番】15 ＣＧアニメーション総合実習Ⅰ 
【通番】16 ゲーム制作技術総合実習Ⅱ 
【通番】33 デジタル映像表現技法基礎 
【通番】34 ゲームプログラム構成基礎Ⅲ 
【通番】35 デジタル映像表現技法応用 
【通番】36 ゲームプログラミングⅠ 
【通番】37 ゲームデザイン実践演習 
【通番】38 デジタルキャラクタ実践演習 
【通番】39 ゲームプログラミングⅡ 
【通番】40 インターフェースデザイン 
【通番】41 ゲームハード概論 
【通番】42 ゲームプログラミングⅢ 
【通番】43 ＣＧアニメーション総合演習 

 



1

工科学部 デジタルエンタテインメント学科 卒業要件と履修設定

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

履歴方法 科目群
科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 科目名

グローバルコミュニ
ケーション

英語コミュニケーショ
ンⅠa

2
英語コミュニケーショ
ンⅠb

2
英語コミュニケーショ
ンⅡa

2
英語コミュニケーショ
ンⅡb

1
英語コミュニケーショ
ンⅢa

2
英語コミュニケーショ
ンⅢb

1
英語コミュニケーショ
ンⅣ

1 必須 11 単位

コミュニケーションス
キル

コミュニケーション
ツール

1 必須 1 単位

論理 社会と倫理 2 必須 2 単位

比較文化論 2
コミュニケーションと
記号論

2

感性をはかる 2

臨地実務
実習 5 7.5 7.5 必須 20 単位

学科
共通 6

デジタルコンテンツ
総合実習

3 必須 9 単位

A群：ゲーム
★ゲーム制作技術
総合実習Ⅰ

3
★ゲーム制作技術
総合実習Ⅱ

2

B群：CG
★CGアニメーション
総合実習Ⅰ

3
★CGアニメーション
総合実習Ⅱ

2

学科
包括

コンテンツデザイン
概論

2 必須 2 単位

線形代数 2 統計論 2 技術英語 2

解析学 2

コンピュータグラフィ
クスⅠ

2
コンピュータグラフィ
クスⅡ

2

情報
通信 電子情報工学概論 2 必修 2 単位

ゲーム構成論Ⅰ 2
プログラミング言語
基礎

1.5 ゲームアルゴリズム 2 ゲームAI Ⅰ 1.5 合計 79.5 単位
以上

ゲームプログラム構
成基礎Ⅰ

3
コンテンツ制作マネ
ジメント

2
エンタテインメント設
計

1.5

デジタル造形Ⅰ 3 デジタル造形Ⅱ 3 映像論 2 124 単位

CGデザイン基礎 1.5
（必修 29 単位）

以上

ゲームプログラム構
成基礎Ⅱ

1.5
ゲームプログラム構
成基礎Ⅲ

3
☆ゲームプログラミ
ングⅠ

1.5
☆ゲームプログラミ
ングⅡ

1.5
ゲームプログラミン
グⅢ

1 （選択必修 5 単位
以上）

★ゲームAI Ⅱ 3

ゲーム構成論Ⅱ 1.5
ゲームプログラム構
成基礎Ⅲ

3
☆ゲームデザイン実
践演習

1
インターフェイスデザ
イン

1 ★ゲームAI Ⅱ 3

☆ゲームハード概論 1.5
（必修 39 単位）

デジタル映像表現技
法基礎

1.5
デジタル映像表現技
法応用

3
★デジタルキャラクタ
実践演習

3
インターフェイスデザ
イン

1
★CGアニメーション
総合演習

1 （選択必修 6.5 単位
以上）

ゲームハード概論 1.5

企画・発想法 1.5
プロジェクトマネジメ
ント

2 知的財産権論 2
グローバル市場化戦
略

2 持続可能な社会 2

チームワークとリー
ダーシップ

1.5 企業経営論 2 ベンチャー起業経営 1.5

実習
地域ビジネス

実践 6 必修 6 単位

総合科目
4

単位
演習

研究
制作

4 必修 4 単位 合計 4 単位

卒業に必要な124単位の内、基礎科目群20単位、展開科目群20.5単位、総合科目群4単位、職業専門科目群から79.5単位以上取得する必要があります。

※1 実習の選択必修科目で選択した科目群と、講義・演習科目で選択した科目群は同一の必要があります。

※2 選択必修科目群（所属するコースに特化した科目）の内、★がついた科目は卒業時に単位取得が必ず必要な科目です（コースコア科目）。必ず履修するようにしてください。

※3 選択必修科目群（所属するコースに特化した科目）の内、☆がついた科目は以下の条件を満たした単位取得が必要な科目です（準コースコア科目）。必ず履修するようにしてください。

『「ゲームプログラミングⅠ」、「ゲームプログラミングⅡ」』もしくは『「ゲームデザイン実践演習」、「ゲームハード概論」』のどちらか

利用区分別 必要単位数 全区分 必要単位数

資料 16-2
利用区分 １年 ２年 ３年 ４年

単位

基盤 必須 6 単位

基礎科目

20
単位

講義
　・

演習
合計 20

単位 単位 単位 単位 単位 単位
科目種別

単位 単位

卒業要件

科目群別 必要単位数

職業専門
科目

79.5
単位

実習

臨地実務実習Ⅰ 臨地実務実習Ⅱ 臨地実務実習Ⅲ

デジタルコンテンツ制作応用

A群：ゲーム
（プログラマー）

選択
必修

5
単位以上
（A、B群の内、
1つを選択）

講義
・

演習

数学
物理
英語

必修 12 単位

ゲーム 必修 13.5 単位

A群：ゲーム
（プランナー）

卒業に必要な
単位

CG 必修 9.5 単位

＜実習科目＞

展開科目

20.5
単位

講義
・

演習

ビジネス
教養

必修 14.5

卒業研究制作

＜講義・演習科目＞

B群：CG

単位

合計 20.5 単位

地域共創デザイン実習

選択
必修

6.5
単位以上
（A、B群の内、
1つを選択）



資料10-3

冒
頭

デジタルエンタテインメント学科では、デジタルコン
テンツ分野における歴史的・社会的背景、および、デ
ジタルコンテンツの役割や職能を理解し、プロトタイ
プ開発を行うことで、グローバルに発信可能なデジタ
ルコンテンツのクリエイターを養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学
生に学位を授与する。

デジタルエンタテインメント学科ではディプロマ・ポリ
シーに掲げた能力を身につけることができるように、以下
のように教育課程を編成する。
このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学修
方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のように
定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

授業
形態

DP
No.

keywords

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識と
ともに、コンピュータシステムの基本構成やデジタル
コンテンツに関する知識を有している。 6

創造力と
表現力

広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理解
の科目を置く。

2 創造

デジタルゲーム、およびコンピュータグラフィックス
技術を用いた価値創造のためのアルゴリズムや表現方
法論について理解している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コン
ピュータゲームに関するデジタルコンテンツ制作に特
化した知識を有している。
・CGアニメーションコースに所属する学生は、映像制
作、キャラクターデザイン等、コンピュータグラ
フィックスに特化した知識を有している。

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともにあるデザイ
ナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科目を置く。

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している。

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの
汎用的技能を育成する科目を置く。

4 俯瞰力

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と社会との接
点を理解し、デジタルコンテンツ、情報システム技
術、ビジネスに関する知識などを総合的に俯瞰するこ
とができる。

1 分析

5
問題発見
力

デジタルコンテンツを主導する専門職人材として問題
を発見し設定する能力を有している。

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有してい
る。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コン
ピュータゲームデザインおよびプログラミングなど
ゲーム開発に関する総合力を有している。
・CGアニメーションコースに所属する学生は、CG映像
に関する一連のプロセスと制作のための総合力を有し
ている。

演習 2 創造

問題解決のためにデジタルゲーム、およびコンピュータグ
ラフィックス技術を統合し、価値創造の方法論を学び芸術
的感性を涵養する科目を配する。
共通:「ゲームプログラム構成基礎Ⅰ」「デジタル造形
Ⅰ」「CGデザイン基礎」「プログラミング言語基礎」「デ
ジタル造形Ⅱ」「ゲームAIⅠ」「エンタテインメント設
計」
A群:「ゲームプログラム構成基礎Ⅱ、Ⅲ」「ゲームプログ
ラミングⅠ～Ⅲ」「ゲームAI Ⅱ」「ゲームデザイン実践
演習」「インターフェースデザイン」
B群:「デジタル映像表現技法基礎」「デジタル映像表現技
法応用」「デジタルキャラクタ実践演習」「インター
フェースデザイン」「CGアニメーション総合演習」

7
プロトタ
イプ開発
力

デジタルコンテンツのプロトタイプを開発する能力を
有している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、プロ
トタイプを制作する目的を理解し、デジタルゲームに
関して企画・開発する能力を有している。
・CGアニメーションコースに所属する学生は、プロト
タイプを制作する目的を理解し、CG映像に関して企
画・制作する能力を有している。

7
プロトタ
イプ開発
力

8 判断力
論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最適解を判断
することができる。 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有して
いる。 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供することができ
る。

3
ビジネス
の仕組み

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有し
ている。

12 倫理観

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず
最後までやり遂げる。

環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知
識を養成する。

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現
場、現実、現物）で行動できる。

社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経
営資産についての知識を習得する科目を配する。

まとめ まとめ

キャップストーン科目として「卒業研究制作」を実施す
る。この科目は、英語での発表を義務付けている。

東京国際工科専門職大学　工科学部　デジタルエンタテインメント学科
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

デジタルエンタテインメント学科

知
識
・
理
解

基礎
科目

講義

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

能
力

職業
専門
科目

講義

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理
論科目として数学とともに、技術の基礎的な知識に関する
理論科目を配置する。
共通:「コンピュータグラフィックスⅠ、Ⅱ」「電子情報
工学概論」「ゲーム構成論Ⅰ」「線形代数」「解析学」
「コンピュータグラフィックスⅡ」「統計論」「ゲームア
ルゴリズム」「コンテンツ制作マネジメント」「映像論」
「技術英語」
A群:「ゲーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」
B群:「ゲームハード概論」

職業
専門
科目

展開
科目

実習

デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ
知的好奇心を向上させながら探究心を身につけるととも
に、チャレンジ精神を養成する。

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と対象領域が抱
える問題を見つけるための俯瞰力と問題発見力、その問題
を解決するための知識の総合力を養成する科目を配する。
共通:「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテンツ制作
応用」「デジタルコンテンツ総合実習」「地域共創デザイ
ン実習」
A群:「ゲーム制作技術総合実習Ⅰ、Ⅱ」
B群:「CGアニメーション総合実習Ⅰ、Ⅱ」

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加
えて、リーダーシップを発揮することができる。

総合科目

志
向
・
態
度

倫理観

展開
科目

専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する
手法を講義と演習を組み合わせて学ぶ。

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

講義・
演習

1
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（改善事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科 
  

２．【全体計画審査意見５の回答について】 
＜授業科目内容が不適切＞ 
必修科目の「コンピュータシステム基礎」は、その後の応用的な科目を履修する

前提科目と考えられるが、応用科目の前提としては学修内容が基礎的すぎるた

め、内容及びスケジュールが適切なものとなっているか説明すること【２学科共

通】 

 
（対応） 
 当該科目は同学部 情報工学科の科目であり、デジタルエンタテインメント学科に配されて

いないため、対応なし。 



1 
 

（是正事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科 
  

３．【全体計画審査意見１２の回答について】 
＜ＡＯ入試と一般入試の違いが不明確＞ 
ＡＯ入試と一般入試は検査項目の重みづけが異なるとの説明があるが、具体的な

運用の説明が不十分なため、違いが不明確な点がある。例えば、ＡＯ入試と一般

入試における「受講式検査」の内容や面接の質問は同じであるのか、検査項目に

よる配点のみが異なるということなのか、不明確である。ＡＯ入試と一般入試と

の各検査の内容の違いについて明らかにし、必要に応じて検査内容を改めるこ

と。【２学科共通】 

 
（対応） 
当該審査意見を受けて、各入学者選抜で確保したい人材を改めて見直し、さらに本学のアドミ

ッション・ポリシーに照らし、推薦入試も含め各入学者選抜で行う検査項目から抜本的に変更す

る。その修正、各検査項目の内容の違いについて明らかにするために、以下に、①当該審査意見

の回答の要約、②本学のアドミッション・ポリシーの一部加筆、③本学の入試に対する考え方、

④アドミッション・ポリシーと各検査項目の関係、内容の詳細についての説明、⑤まとめの順に

説明する。加えて、留学生に関する補足説明を最後に追記する。 
 
 
■当該審査意見の回答の要約 
◇アドミッション・ポリシー（加筆） 

【工科学部のアドミッション・ポリシー】（抜粋、下線のみ加筆） 
【知識・技能】 
高校卒業程度の学習を終えている人 
本学で学ぶに必要な日本語力を有している人 

 
◇各入学選抜で特に確保したい人材（修正、追加説明） 
AO 入試： 

 関心を持つ課題の現実性、正当性とその実現に対する意欲が大きい人 
一般入試：  

制作を意図する対象に関する基礎的知識の水準と、動機を持つに至った経過に正当性がある人 
推薦入試： 

これまでの学修に真摯に取り組み、社会が持つ問題に関する知識と自分の意図との関連性があ

る人 
 
◇本学が用意する検査項目とアドミッション・ポリシーとの関係（修正） 
適性などに関する検査：主に「知識・技能」の確認      
 →アドミッション・ポリシーにある基礎的知識の水準を確認 
受講式検査：主に「思考力・判断力・表現力」の確認 
        →アドミッション・ポリシーにあるテクノロジーと感性への興味・関心を確認     
面接：主に「学習意欲の正当性」と「主体性・協働性」の確認 
              →アドミッション・ポリシーにある意欲と主体性や協働性を確認 
書類：主に受験資格の確認と「学習意欲の正当性」、「知識・技能」、等を中心的に確認 
            →受験資格と、アドミッション・ポリシーの基礎的学力と意欲の確認 
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◇各検査項目とその理由（修正）  
・検査項目から抜本的に見直し 

 

検査項目 試験

形態 
試験

方式 
試験区分 

AO 入試 一般入試 推薦入試 

適性等に関する検査 
筆
記
試
験 

マ
ー
ク
シ
ー
ト
式 

－ 25 問/40 分 100
点 － 【知識・技能】 

・数理処理力 
・語学力 
・読解力、論理的思考力 

受講式検査 
筆
記
試
験 

記
述
式 

5 問/50 分 100
点 5 問/50 分 

100
点 
 

－ 
【思考力・判断力・表現力】 

・テクノロジーと感性に関する思

考力 
・判断するのに必要な観察力 
・相手に伝える表現力 

面接 

面
接 

個別 
or 

集団 

15 分/1 人 
（個別） 

150
点 

30 分/5 人 
（集団） 

50
点 

20 分/1 人 
（個別） 

150
点 

【意欲】 ・学修意欲の

正当性 ◎ ◎ ◎ 

【主体性・協働性】 
・主体性 ◎ ○ ◎ 

・協働性 ○ ◎ ◎ 

書類審査 

書
類
事
前
提
出 

調
査
書
、
志
望
理
由
書
な
ど 

調査書、 
志望理由書 

等 

調査書、 
志望理由書 

等 

推薦書、 
調査書、 
志望理由書 

等 

【知識・技能】 
・基礎学力 

【思考力・判断力・表現力】 
・社会的、国際的活動等 

【意欲】 
・学修意欲の正当性 

 
面接と合わ

せて総合判

断 

 
参考程度で

実施 

面接と合わ

せて総合判

断 

 
 

 
 
■本学のアドミッション・ポリシーの確認 
本学のアドミッション・ポリシーについて、改めて以下に記す。また、学部のアドミッショ

ン・ポリシーについて、一部加筆を行う（下線部分）。本学は日本語能力が十分にある者に対し、

主に日本語で教育を行う専門職大学である。そのことが、アドミッション・ポリシーでも明確に

なるように、学部のアドミッション・ポリシーに「本学で学ぶに必要な日本語力を有している

人」という事項を加えたためである。 
 
【東京国際工科専門職大学のアドミッション・ポリシー】 
“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”という教育理念の下、ディプロマ・ポ

リシー及びカリキュラム・ポリシーに示す教育を行っている。こうした教育を受けるための条件

として、次に掲げる基礎的学力や目的意識・意欲等を備えた学生を入学させる。 
【知識・技能】 
高校卒業程度の「基礎学力」、「思考力」、「読解力」を有する人 
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【思考力・判断力・表現力】

社会的課題に強い関心をもつ人

【主体性・協働性】

社会や地域に貢献したいと考える人

グローバルな視点で世界に向けて活躍しようとする人

【意欲】

制作意欲を含み、学修動機が明確な人

【工科学部のアドミッション・ポリシー】

工科学部で求めるのは、本学の教育理念に共感し、「社会とともにあるデザイナー」を志すこ

とによって社会的使命を果たそうとする学生である。したがって、本学の学修課程を経ることに

よって、その実現に必要な知識・技術の修得を図ろうとする学生を受け入れる。

【知識・技能】

高校卒業程度の学習を終えている人

本学で学ぶに必要な日本語力を有している人

【思考力・判断力・表現力】

どのような専門職になりたいかという意志を持っている人

自分の考えを伝えるためのコミュニケーション力を有している人

【主体性・協働性】

社会にどのような貢献をしたいかという構想と使命感を持っている人

【意欲】

制作意欲を含み、学修動機が明確な人

【デジタルエンタテインメント学科のアドミッション・ポリシー】

デジタルエンタテインメント学科では、“Designer in Society（社会とともにあるデザイナ

ー）”の養成という教育理念の下、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに沿った

教育を行う。

これらの方針に基づく教育内容を踏まえ、アドミッション・ポリシーにおいて次に掲げる基礎

的学力や目的意識・意欲等を備え、社会の発展に貢献しようとする学生を求めることを定める。

【知識・技能】

理数・語学の基礎的学力を有する人。

【思考力・判断力・表現力】

様々な対象観察や工作、先端的な技術や芸術的な表現に対して好奇心を持っている人。

自分の考えを論理的に表現し、伝える能力を持つ人。

【主体性・協働性】

多様な人々と協働して学ぶ態度を持っている人。

自立した姿勢で社会の課題に取り組もうと考えている人。

【意欲】

制作意欲を含み、学修動機が明確な人。

因みに、入学定員に対する留学生の割合は、以下に示す通り 1 割程度になることを想定してい

る。

同法人・同種・同立地の専門学校（以下、HAL 東京）における在籍者数データを参考にする

と、IT 系学科（本学であれば情報工学科が近い）における留学生の割合は約 2 割、ゲーム・CG
系学科（本学であればデジタルエンタテインメント学科が近い）では約 3 割であり、確かに可能

性としては、本学でも最大で同水準の留学生比率が見込まれることも考えられなくもない。
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しかし、本学と HAL 東京とは入学方法の違いがあり、また留学生も日本人と同様の入試を受

験しなければならないことから、HAL 東京に比して大幅に留学生の割合は下がると予測される。

すなわち、HAL 東京では本学の日本語能力の試験に相当する検査のみが行われているのに対し、

本学では AO 入試で面接と書類審査に加え受講式試験、一般入試ではさらにマークシート式試験

が課されている。そもそも、本学は留学生に限定した入試区分は特に設けておらず、これらの相

違から本学において留学生比率は高々１割程度になると予測している。 
参考として、平成 31 年 4 月に開学した国際ファッション専門職大学と、同法人・同種・同立

地の専門学校（東京モード学園）との留学生比率を示す。平成 31 年 4 月時点の在校生データに

よると、東京モード学園の関連学科での留学生比率は約 4 割程度なのに対し、国際ファッション

専門職大学では、留学生のための入試区分を設けているにも関わらず、東京・大阪・名古屋の 3
キャンパス全体で留学生比率は約 3%、東京キャンパスだけに限定しても 5%未満に留まってい

る。ちなみに国際ファッション専門職大学は、本学と似たような広報戦略や学生確保活動を行っ

ている。これらのことから、本学でも留学生の入学割合は同種専門学校と比較して留学生比率は

下がると予想される。 
 
本学は、留学生の入学者数に関係なく「出入国管理及び難民認定法」及び関係法令を遵守し、

直近の社会情勢を踏まえた「留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針（文部科学省・出

入国在留管理庁、令和元年 6 月 11 日）」にも適合するべく、確実な在籍管理を実施する。ここ

でいう確実な在籍管理とは、留学生担当職員による在籍管理はもちろんのこと、カリキュラム・

ポリシーでも定めている担任制度に基づき担任教職員を通した各種手続きの進捗管理などを指す。

当然ながら、入国管理局への定期報告は確実に実施する。 
日常においては留学生の出欠管理を徹底し、長期欠席者や出席状況の良好でない者には注意指

導、警告を行い、本国の緊急連絡先とも連携して対応する。また在留期限の近づいてきた留学生

全員にリマインドを実施し、期限の満了前に確実に査証の更新手続きをするよう指導する。卒業

後、日本で就職する留学生には在留資格の変更手続きを適切にサポートする。 
HAL 東京ではいずれも上記のような方針を徹底しており、法務省入国管理局より留学生の在

籍管理状況における「適正校」の認定を受けており、参考で上記した東京モード学園も同様に

「適正校」である。 
 
 
 
■本学の入試に対する考え方（入学選抜の趣旨とアドミッション・ポリシーに沿った選抜方法

の再検討と修正方針） 
◇入学選抜の趣旨 
本学は上記アドミッション・ポリシーを掲げているが、学力の 3 要素である「1. 知識・技能の

確実な習得」、「（1.を基にした）2. 思考力、 判断力、表現力」、「3. 主体性を持って多様な

人々と協働して学ぶ態度」と共に、「4. 意欲」を非常に重視しており、これは本学の特徴的な点

でもある。 
これらアドミッション・ポリシーに掲げる条件を全て満たしていることは勿論、あらためて本

学の入学者選抜に対する考えと共に、多種多様な人材確保に向けて、具体的にどのような受験生

に門出を開くべきか改めて検討した。結果、本学では以下に記す 3 つに特化した人材を確保する

ために修正を行う。 
 
①  関心を持つ課題の現実性、正当性とその実現に対する意欲が大きい人 
② 制作を意図する対象に関する基礎的知識の水準と、動機を持つに至った経過に正当性があ

る人 
③ これまでの学修を真摯に取り組み、社会が持つ問題に関する知識と自分の意図との関連性

がある人 
 

上記 3 つの項目に特化した人材の確保が重要と考えた理由は、本学が養成を目指す人材像に基
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づく。すなわち、本学の教育理念である“Designer in Society”に向け、社会の発展と調和を目

指した教育・研究・実践活動を行い、真のイノベーションの実現者となるような人材を養成する

には、何かを“実現”するための能力が欠かせない。その能力については、未来に対する「意

欲」、現状持ちあわせる「基礎的知識の水準」、過去に努力してきたという「真摯な態度」にそ

れぞれ特化した学生がいると考えたためである。 
 
この 3 項目にそれぞれ特化した学生を確保するために、本学では①を AO 入試、②を一般入試、

③を推薦入試の対象として、募集人数の割合は①40～60％、②30％～60％、③10％～20％程度

で計画する。 
①を AO 入試に据えた理由は、本学がアドミッション・ポリシーに記す全ての項目において基

準を満たしているだけではなく、特に“学習意欲”を持ち、本学の教育理念に相応しい学生を選

抜しようとするところにあるため、①から③のうち、【意欲】を最大に尊重している①が AO 入

試に最も相応しいと考えたためである。 
②を一般入試に据えた理由は、本学がアドミッション・ポリシーに記す全ての項目において基

準を満たしているだけではなく、特に数理や語学といった“基礎的知識の水準”が高く、本学の

教育理念に相応しい学生を選抜しようというところにあるため、①から③のうち、【知識・技能】

を最大限尊重している②が一般入試に最も相応しいと考えたためである。 
③を推薦入試に据えた理由は、本学がアドミッション・ポリシーに記す全ての項目において基

準を満たしているだけではなく、特にこれまでに真摯に勉学に励み、主体的に部活動や委員会活

動といった学校社会の中での役割や、ボランティア活動などの社会的な活動を通し、得られた責

任感等を高く持った学生を選抜しようとするところにあるため、①から③のうち、【主体性・協

働性】を尊重している③が推薦入試に最も相応しいと考えたためである。 
 
以上、ここまでの説明をまとめると以下となる。 
＜AO 入試＞関心を持つ課題の現実性、正当性とその実現に対する意欲が大きい人 
本学がアドミッション・ポリシーに掲げる 4 項目のうち、【意欲】つまりは学習意欲の正当性

について重視する入学選抜とする。 
＜一般入試＞制作を意図する対象に関する基礎的知識の水準と、動機を持つに至った経過に正

当性がある人 
本学がアドミッション・ポリシーに掲げる 4 項目のうち、【知識・技能】つまりは基礎的知識

の水準について重視する入学選抜とする。 
＜推薦入試＞ 社会が持つ問題に関する知識の広さと自分の意図との関連の正当性がある人 
本学がアドミッション・ポリシーに掲げる 4 項目のうち、【主体性・協働性】つまり、これま

での真摯な学習態度と、社会に対する責任感について重視する入学選抜とする。 
 
 
■アドミッション・ポリシーと各検査項目の関係、内容の詳細 

本学では、アドミッション・ポリシーに掲げる内容を多面的・総合的に評価するために、学生

選抜において「適性等に関する検査」、「受講式検査」、「面接検査」、「書類審査」を設けて

いる。以下に各検査項目について、具体的に説明する。 
 
＜適性等に関する検査＞ 

[目的]：主に学力の 3 要素のうち「知識・技能」を確認 
一般入試でのみ実施する。AO 入試と推薦入試における「知識・技能」については、適性等に

関する検査の代わりに、調査書などを用いた書類審査をもって確認する。 
適性等に関する検査は、基礎的知識の水準を計るために、数理の問題となる“①数理処理力”

と、語学力を問う問題として“②語学力”、“③読解力と論理的思考力”の 3 項目同一検査内に

実施する。 
[試験形態]：筆記試験 
[試験方式]：マークシート式 
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[試験内容]：  
[一般入試]：40 分間 25問程度（①10問程度、②5問程度、③10 問程度）、基礎学力の有無と

共に、知識の水準も計るレベル 
 
＜受講式検査＞ 

[目的]：主に学力の 3 要素のうち「思考力・判断力・表現力」を確認 
AO 入試と一般入試で実施する。この検査には、学習意欲の正当性や、志望動機に係る“思考

力”を問う記述式の問題が配される。推薦入試における「思考力・判断力・表現力」については、

受講式検査の代わりに、調査書、推薦書や、これまでの活動歴等といった書面上の審査と、面接

での質疑応答内容で総合的に判断する。 
「思考力・判断力・表現力」の具体的な検査内容とは、「思考力」についてはテクノロジー分

野と感性に関する興味関心とその正当性、社会問題への責任感、国際的な視点等、答えがない自

身の考えを書くような問題である。それに加えて、「判断力」については物事を判断するための

観察力等、「表現力」については論理的な表現力について確認する。AO 入試と一般入試で内容

に違いはない。 
[試験形態]：筆記試験 
[試験方式]：記述式 
[試験内容]：  

[AO 入試]：「思考力・判断力・表現力」を問う。50 分 5 問程度 
[一般入試]：「思考力・判断力・表現力」を問う。50 分 5 問程度 

 
＜面接検査＞ 

[目的]：主に学力の 3 要素のうち「主体性・協働性」と「学習意欲の正当性」を確認 
アドミッション・ポリシーでも明確なように、本学は「意欲」を非常に重視している。よって、

どの入試区分でも、学習意欲に関する個別質問が実施される。 
AO 入試では特に重視される項目であるため、「意欲」に関する質問事項が多い。それに伴い、

「主体性・協働性」のうち、主体性に関しても問うこととなる。推薦入試は、「意欲」に加えて、

「これまでの学修に真摯に取り組んでいるか」という過去の実績に重きを置いているため、それ

に関する事柄や、それに伴う「主体性・協働性」という観点の質問も実施され、その他、「知

識・技能」と「思考力・判断力・表現力」についても、必要に応じて書類審査とあわせて総合的

に問う。一般入試は「主体性・協働性」と「学習意欲の正当性」について最低限のラインを充た

しているかという観点で行うため、他の入試と違い、集団面接で行う。 
[試験形態]：面接 
[試験方式]：個別、もしくは集団 
[試験内容]： 

[AO 入試]  ：個別面接。「学習意欲の正当性」に重きを置き、「主体性・協働性」について

も問う。 
[一般入試]：学生 5, 6 人程度が同時に行う集団面接。「学習意欲の正当性」、「主体性・協

働性」について確認する程度。 
[推薦入試]：個別面接。「これまでの学修態度」に重きを置き、「学習意欲の正当性」、

「主体性・協働性」についても問う。必要に応じて「知識・技能」、「思考力・判断力・表

現力」についても書類審査とあわせて総合的に問う。 
 
＜書類審査＞ 

[目的]：主に受験資格の確認と「学習意欲の正当性」、「知識・技能」等を中心的に確認 
 一般入試においては、書類審査は「学習意欲の正当性」の事前の確認と、受験資格について確

認するために行う。AO 入試は上記に加えて「知識・技能」を、推薦入試は「知能・技能」、

「思考力・判断力・表現力」、「主体性・協働性」についても、調査書を中心とし、推薦書、こ

れまでの活動歴等がわかる書類と共に、面接での質疑応答内容で総合的に判断する。ただし、推

薦入試では、推薦書とこれまでの活動履歴がわかる書類の提出を必須とする。 
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 また、日本語を母国語としない受験者については日本語能力試験 N2 以上、日本留学試験の日

本語科目「読解・聴解・聴読解」の合計得点 200点以上、BJTビジネス日本語能力テスト 400点

以上等、本学で学修するに必要な日本語能力を証する書類を 1 つ以上提出することを別途定めて

いるため、それらも書類審査に含まれる。（入学の基準に満たしているが、入学後の語学力の差

異を補完するために、「基礎数学」、「基礎英語」、「基礎物理」に加えて、必要に応じて「基

礎日本語」も卒業要件に関係しない（単位を与えない）補講として行う。） 
[試験形態]：志望理由書や調査書等、事前書類の提出  
[試験内容]： 

[AO 入試]：調査書や志望理由書等によって、「知識・技能」と「学習意欲の正当性」を総合

的に確認する。加えて、受験資格について確認する。 
[一般入試]：調査書や志望理由書等によって、「学習意欲の正当性」の確認と、受験資格につ

いて確認する程度。 
[推薦入試]：推薦書、調査書や内申書、志望理由書等によって、「知識・技能」と「思考力・

判断力・表現力」と「主体性・協働性」と「学習意欲の正当性」を総合的に確認する。加え

て、受験資格について確認する。 
 
 
■まとめ 
上記の今までの総論を以下にまとめる。選抜方法を以下のように改める。 

検査 AO 入試配点 
<意欲重視> 

一般入試配点 
<知識重視> 

推薦配点 
<態度重視> 

適性等

に関す

る検査 

実施しない 100 点 
（40 分 25 問） 実施しない 

本学での学習意欲を重視して

いるため実施しない。 
基礎的知識の水準が高い人を優

先的に確保するため適性等に関

する試験を実施。 

これまでの真摯な学習態度といっ

た経緯を重視しているため実施し

ない。 

受講式

検査 

100 点 
（同様の内容で実施） 実施しない 

学習意欲の向かう先や、制作意欲、それらの正当性を確認するた

めに、事前に提出された書類のみならず、思考力等を問う（正解

がない記述式）。 

高校段階までの学習状況等を重視

しているため実施しない。 

面接 
 

150 点 
（個別面接、書類審査） 

50 点 
（集団面接、書類審査） 

150 点 
（個別面接、書類審査） 

意欲重視なので、個別面接を

実施。質問の内容も“志望動

機”など、意欲に関する質問

が中心。また、書類審査で

「知識・技能」等も確認し書

類審査と総合して 150 点満点

とする。 

基礎的知識の水準が高い人重視

のため、面接と書類審査の配点

は低い。ただし、本学はアドミ

ッション・ポリシーに掲げる意

欲を重視しているため、志望動

機などが明確にわかる面接・書

類審査に 50 点分の配点を課す。 

これまでの経緯を重視しているた

め、“これまで真摯に取り組んで

きたこと”等の質問を中心に面接

で実施。また、これまでの真摯な

学習態度等がわかる書類審査と総

合して 150 点満点とする。 
 

書類 
調査書、 
志望理由書  等 
面接とあわせて総合判断 

調査書、 
志望理由書  等 
参考程度で実施 

推薦書、 
調査書、 
志望理由書  等 
面接とあわせて総合判断 

 
 
 
 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 
新 旧 

4.5.2 入学時の学力差異の補助 
入学生の基礎学力格差等を解消できるよう

に、高校の数学・物理・英語を補う「基礎数

学」、「基礎物理」と「基礎英語」を開講す

4.5.2 入学時の学力差異の補助 
入学生の基礎学力格差等を解消できるよう

に、高校の数学・物理・英語を補う「基礎数

学」、「基礎物理」と「基礎英語」を開講す
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る。これらは卒業要件に含まれない科目であ

るが、入学直後に基礎学力の確認を行い、各

学科の 1 年次における授業の習熟に影響が出

ると判断される学生に対しては受講を促す。

上記で説明した通り、「基礎数学」、「基礎

物理」及び「基礎英語」については、入学時

の学力差を担保するための科目であり、補講

にあたる科目である。よって、大学教育とし

て適切な水準となっていない科目に当たるた

め、卒業要件に係る単位を与えていない補講

科目として設定している。加えて、本学は留

学生の入学も想定し、場合に応じて「基礎日

本語」といったような、日本語を母国語とし

ない学生に対しての補講も必要に応じて実施

する予定である。 
 

る。これらは卒業要件に含まれない科目であ

るが、入学直後に基礎学力の確認を行い、各

学科の 1 年次における授業の習熟に影響が出

ると判断される学生に対しては受講を促す。

上記で説明した通り、「基礎数学」、「基礎

物理」及び「基礎英語」については、入学時

の学力差を担保するための科目であり、補講

にあたる科目である。よって、大学教育とし

て適切な水準となっていない科目に当たるた

め、卒業要件に係る単位を与えていない補講

科目として設定している。（追加） 

9.1.1.2 工科学部のアドミッション・ポリシー 
工科学部で学修する者は、本学の使命に共感

し、「社会とともにあるデザイナー」になろ

うとするものである。よって、自分は社会の

中で何をしたいのかという動機を持ち、本学

の学修過程を履修することでそれが実現され

ることを理解している学生を入学させる。 
【知識・技能】 
高校卒業程度の学習を終えている人。 
本学で学ぶに必要な日本語力を有している

人。 
【思考力・判断力・表現力】 
どのような専門職になりたいかという意志を

持っている人。 
自分の考えを伝えるためのコミュニケーショ

ン力を有している人。 
【主体性・協働性】 
社会にどのような貢献をしたいかという動機

を持っている人。  
【意欲】 
制作意欲を含み、学修動機が明確な人。 

9.1.1.2 工科学部のアドミッション・ポリシー 
工科学部で学修する者は、本学の使命に共感

し、「社会とともにあるデザイナー」になろ

うとするものである。よって、自分は社会の

中で何をしたいのかという動機を持ち、本学

の学修過程を履修することでそれが実現され

ることを理解している学生を入学させる。 
【知識・技能】 
高校卒業程度の学習を終えている人。 
（追加） 
【思考力・判断力・表現力】 
どのような専門職になりたいかという意志を

持っている人。 
自分の考えを伝えるためのコミュニケーショ

ン力を有している人。 
【主体性・協働性】 
社会にどのような貢献をしたいかという動機

を持っている人。  
【意欲】 
制作意欲を含み、学修動機が明確な人。 

9.1.2 入学者選抜の趣旨 
本学は上記アドミッション・ポリシーを掲げ

ているが、学力の 3 要素である「1. 知識・技

能の確実な習得」、「（1.を基にした）2. 思
考力、 判断力、表現力」、「3. 主体性を持っ

て多様な人々と協働して学ぶ態度」と共に、

「4. 意欲」を非常に重視しており、これは本

学の特徴的な点でもある。 
さらに本学では、これらアドミッション・ポ

リシーに掲げる条件を全て満たしていること

は勿論、多種多様な人材確保に向けて、以下

に記す 3 つに特化した人材を確保するために

入試選抜を行う。 

（追加） 
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① 関心を持つ課題の現実性、正当性とその実

現に対する意欲が大きい人 
② 制作を意図する対象に関する基礎的知識の

水準と、動機を持つに至った経過に正当性が

ある人 
③ これまでの学修に真摯に取り組み、社会が

持つ問題に関する知識と自分の意図との関連

性がある人 
 
上記 3 つの項目に特化した人材の確保が重要

と考えた理由は、本学が養成を目指す人材像

に基づく。すなわち、本学の教育理念である

“Designer in Society”に向け、社会の発展

と調和を目指した教育・研究・実践活動を行

い、真のイノベーションの実現者となるよう

な人材を養成するには、何かを“実現”する

ための能力が欠かせない。その能力について

は、未来に対する「意欲」、現状持ちあわせ

る「基礎的知識の水準」、過去に努力してき

たという「真摯な態度」にそれぞれ特化した

学生がいると考えたためである。 
9.1.3 入学者選抜方法 
本学の 入学者選抜は それぞれの受験生の状況

を鑑み、上記 3 項目にそれぞれ特化した学生

を確保するために、本学では①を AO 入試、

②を一般入試、③を推薦入試の対象として、

募集人数の割合は①40％～60％、②30％～

60％、③10％～20％程度で計画する。 
①を AO 入試に据えた理由は、本学がアドミ

ッション・ポリシーに記す全ての項目におい

て基準を満たしているだけではなく、特に

“学習意欲”を持ち、本学の教育理念に相応

しい学生を選抜しようとするところにあるた

め、①から③のうち、【意欲】を最大に尊重

している①が AO 入試に最も相応しいと考え

るためである。 
②を一般入試に据えた理由は、本学がアドミ

ッション・ポリシーに記す全ての項目におい

て基準を満たしているだけではなく、特に数

理や語学といった“基礎的知識の水準”が高

く、本学の教育理念に相応しい学生を選抜し

ようというところにあるため、①から③のう

ち、【知識・技能】を最大限尊重している②

が一般入試に最も相応しいと考えるためであ

る。 
③を推薦入試に据えた理由は、本学がアドミ

ッション・ポリシーに記す全ての項目におい

て基準を満たしているだけではなく、特にこ

れまでに真摯に勉学に励み、主体的に部活動

9.1.2 入学者選抜方法 
上記のアドミッション・ポリシーに基づき、

本学においては入試選抜を行う。上記で既に

述べたが、それぞれの受験生の状況を鑑み、

受験生自らの判断により真の能力、十分な力

が発揮でき、それを評価できるよう複数の選

抜方式として、大枠では「AO 入試」「推薦

入試」「一般入試」を実施することとし、

「帰国生枠」「社会人枠」といった特定の入

試枠を設けないことで多種多様な人に門戸を

開く。各入試の募集人員の割合は、AO 入試

40～60％、推薦入試 10～20％、一般入試 40
～60％程度の割合のもとに計画する。 
加えて、独立行政法人日本学生支援機構によ

る、平成 29 年度 外国人留学生在籍状況調査

結果（資料 26）によると外国人留学生数は急

激な右肩上がりで、結果として学習意欲や日

本語力といった問題を抱える留学生を安易に

受け入れているのではないかという懸念が一

般的に増している（文部科学省 Web ページよ

り一部抜粋 「留学生交流の現状と課題」

（最終閲覧日：平成 30 年 10 月 16 日）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuky
o/chukyo0/gijiroku/attach/1345223.htm ）。

本学ではそれに対応するために、特段入試枠

は設けないが、例えば、留学生 については日

本語能力試験 2 級相当の日本語能力を 別途出

願条件 の一つに課すこととする。 
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や委員会活動といった学校社会の中での役割

や、ボランティア活動などの社会的な活動を

通し、得られた責任感等を高く持った学生を

選抜しようとするところにあるため、①から

③の内、【主体性・協働性】を尊重している

③が推薦入試に最も相応しいと考えるためで

ある。 
 
以上、ここまでの説明をまとめると以下とな

る。 
＜AO 入試＞関心を持つ課題の現実性、正当

性とその実現に対する意欲が大きい人 
本学がアドミッション・ポリシーに掲げる 4
項目のうち、【意欲】つまりは学習意欲の正

当性について重視する入学選抜とする。 
＜一般入試＞制作を意図する対象に関する基

礎的知識の水準と、動機を持つに至った経過

に正当性がある人 
本学がアドミッション・ポリシーに掲げる 4
項目のうち、【知識・技能】つまりは基礎的

知識の水準について重視する入学選抜とす

る。 
＜推薦入試＞ 社会が持つ問題に関する知識の

広さと自分の意図との関連の正当性がある人 
本学がアドミッション・ポリシーに掲げる 4
項目のうち、【主体性・協働性】つまりはこ

れまでの真摯な学習態度と、社会に対する責

任感について重視する入学選抜とする。 
 
一方、独立行政法人日本学生支援機構によ

る、平成 29 年度 外国人留学生在籍状況調査

結果（資料 27）によると外国人留学生数は急

激な右肩上がりで、結果として学習意欲や日

本語力といった問題を抱える留学生を安易に

受け入れているのではないかという懸念が一

般的に増している（文部科学省 Web ページよ

り一部抜粋 「留学生交流の現状と課題」

（最終閲覧日：平成 30 年 10 月 16 日）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuky
o/chukyo0/gijiroku/attach/1345223.htm ）。

本学ではそれに対応するために、工科学部の

アドミッション・ポリシーにて“本学で学ぶ

に必要な日本語力を有している人”と記すだ

けでなく、具体的に、日本語を母国語としな

い受験者に ついては、日本語能力試験 N2 以

上、日本留学試験の日本語科目「読解・聴

解・聴読解」の合計得点 200 点以上、BJT ビ

ジネス日本語能力テスト 400 点以上等、本学

で学修するに必要な日本語能力を証する書類

を 1 つ以上提出することを別途出願条件 に加

 
「AO 入試」、「推薦入試」、「一般入試」

といった全ての入試は、アドミッション・ポ

リシーの方針のもと行う。どの入試区分にお

いても、アドミッション・ポリシーに記した

「知識・技能」については主に適性等に関す

る検査、「思考力・判断力・表現力」につい

ては主に受講式検査、「主体性・協働性」に

ついては主に面接審査、「意欲」については

書類審査と面接審査で総合的に合否を判定す

る。以下、入試区分ごとにアドミッション・

ポリシーとの関係も含め具体的な入学選抜の

実施方法を記す。 
 
因みに、本学がアドミッション・ポリシーに

おいて定める能力は 4 項目に区分される。そ

れぞれの能力は、以下の方法によって測る。 
 
【知識・技能】：適性等に関する検査  
【思考力・判断力・表現力】：受講式検査 
【主体性・協働性】：面接       
【意欲】：書類審査、面接審査 
 
AO及び一般入試ともに 4項目すべての能力を

測定することとするが、評価ウェイトを変え

て実質的には選抜方法を複数用意すること

で、受験生は自身の持つ能力に応じて入試区

分を選択することができる。これは、多様な

受験生の確保にも資する 
以上により、アドミッション・ポリシーに掲

げた内容を確認できる適切な選抜方法であ

る。 
【AO 入試】 
情報工学に強い関心を持っている人を求め

る。また、現実社会が抱える問題を直視・課

題を発見することができ、それらの解決に向

けて積極的に学修し、解決を図ろうとする意

欲的な人を選抜する。 
そこで、AO 入試では書類審査及び面接に重

点を置き、アドミッション・ポリシーに掲げ

る項目のうち、「思考力・判断力・表現力」

と「主体性・協働性」に重きを置いた評価を

行う。さらに、これまでの学修の定着並びに

これからの学修に向けたレディネス等を、適

性等に関する検査（40 分間で 25 問の問題を

回答する内容）と、受講式検査（40 分程度の

講義を受けて受講姿勢及びその内容の理解度

を測る）の 2 種類で確認する。 
 
【推薦入試】 
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える こととする。 
 
（削除） 
 
 
 

高等学校段階での良好な学習状況、真摯な学

習態度、意欲的な部活動、委員会活動、学校

内外の行事への取り組み及び基礎的学力につ

いて、調査書をもとにした書類審査を通して

確認するとともに、ガイダンス（3 つのポリ

シー及びカリキュラムの具体的な説明）を実

施した上で面接試験を実施し、本学での学修

意欲及び社会的責務に対する考えを確認す

る。適性等に関する検査（40 分間で 25 問の

問題を回答する内容）並びに受講式検査（40
分程度の講義を受けて受講姿勢及びその内容

の理解度を測る）で基本的な学習態度の習得

状況も確認し、総合的に判断する。なお、推

薦基準については高校の教育方針・進学実

績・就職実績・学外活動実績に加え、開学後

においては本学への入学者の実績等に基づ

き、別途定めた上で、高校に通知するものと

する。 
 
【一般入試】 
情報工学に強い関心を持っている人を求め

る。また、本学での学修開始にあたって必要

とされる基礎知識を十分に修得している上、

入学後の学修に向けたレディネス等を身につ

けている人を選抜する。 
そこで、一般入試では適性等に関する検査と

受講式検査に重点を置き、アドミッション・

ポリシーにおける「知識・技能」と「思考

力・判断力・表現力」に重きをおいた評価を

行う。さらに、社会的な問題を踏まえた現実

性や学修意欲の正当性などを書類審査と面接

審査の 2 種類で確認する。 
 

（削除） 9.1.3 AO 入試と一般入試の違い 
上記試験内容において、AO 入試と一般入試

の違いをより明確にするために、以下に 
その詳細を記す。 
 
 
＜AO 入試と一般入試の選抜方法の相違点＞ 
 AO 入試と一般入試の違いは、各種検査項

目の重みづけである。詳細について、以下の

通り整理する。 
表 3 AO 入試と一般入試における各種検査項

目の重みづけ 
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※表中の○と◎は重みづけを表す。◎は○よ

りも重視されることを意味する。 
 
 

9.1.4 アドミッション・ポリシーと各検査項目

の関係、内容の詳細 
本学では、アドミッション・ポリシーに掲げ

る内容を多面的・総合的に評価するために、

学生選抜において「適性等に関する検査」、

「受講式検査」、「面接検査」、「書類審

査」を設けている。以下に各検査項目につい

て、具体的に説明する。 
 
＜適性等に関する検査＞ 
[目的]：主に学力の 3 要素のうち「知識・技

能」を確認 
一般入試でのみ実施する。AO 入試と推薦入

試における「知識・技能」については、適性

等に関する検査の代わりに、調査書などを用

いた書類審査をもって確認する。 
適性等に関する検査は、基礎的知識の水準を

計るために、数理の問題となる“①数理処理

力”と、語学力を問う問題として“②語学

力”、“③読解力と論理的思考力”の 3 項目

同一検査内に実施する。 
[試験形態]：筆記試験 
[試験方式]：マークシート式 
[試験内容]：  
[一般入試]：40分間25問程度（①10問程度、

②5 問程度、③10 問程度）、基礎学力の有無

と共に、知識の水準も計るレベル。 
 
＜受講式検査＞ 
[目的]：主に学力の3要素のうち「思考力・判

断力・表現力」を確認 
AO 入試と一般入試で実施する。この検査に

は、学習意欲の正当性や、志望動機に係る

“思考力”を問う記述式の問題が配される。

推薦入試における「思考力・判断力・表現

力」については、受講式検査の代わりに、調

（追加） 
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査書、推薦書や、これまでの活動歴等といっ

た書面上の審査と、面接での質疑応答内容で

総合的に判断する。 
「思考力・判断力・表現力」の具体的な検査

内容とは、「思考力」についてはテクノロジ

ー分野等に関する興味関心とその正当性、社

会問題への責任感、国際的な視点等、答えが

ない自身の考えを書くような問題である。そ

れに加えて、「判断力」については物事を判

断するための観察力等、「表現力」について

は論理的な表現力について確認する。AO 入

試と一般入試で内容に違いはない。 
[試験形態]：筆記試験 
[試験方式]：記述式 
[試験内容]：  
[AO 入試]：「思考力・判断力・表現力」を問

う。50 分 5 問程度 
[一般入試]：「思考力・判断力・表現力」を

問う。50 分 5 問程度 
 
＜面接＞ 
[目的]：主に学力の3要素のうち「主体性・協

働性」と「学習意欲の正当性」を確認 
アドミッション・ポリシーでも明確なよう

に、本学は「意欲」を非常に重視している。

よって、どの入試区分でも、学習意欲に関す

る個別質問が実施される。 
AO 入試では特に重視される項目であるた

め、「意欲」に関する質問事項が多い。それ

に伴い、「主体性・協働性」のうち、主体性

に関しても問うこととなる。推薦入試は、

「意欲」に加えて、「これまでの学修に真摯

に取り組んでいるか」という過去の実績に重

きを置いているため、それに関する事柄や、

それに伴う「主体性・協働性」という観点の

質問も実施され、その他、「知識・技能」と

「思考力・判断力・表現力」についても、必

要に応じて書類審査とあわせて総合的に問

う。一般入試は「主体性・協働性」と「学習

意欲の正当性」について最低限のラインを充

たしているかという観点で行うため、他の入

試と違い、集団面接で行う。 
[試験形態]：面接 
[試験方式]：個別、もしくは集団 
[試験内容]： 
[AO 入試]  ：個別面接。「学習意欲の正当

性」に重きを置き、「主体性・協働性」につ

いても問う。 
[一般入試]：学生 5, 6 人程度が同時に行う集

団面接。「学習意欲の正当性」、「主体性・
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協働性」について確認する程度。 
[推薦入試]：個別面接。「これまでの学修態

度」に重きを置き、「学習意欲の正当性」、

「主体性・協働性」についても問う。必要に

応じて「知識・技能」「思考力・判断力・表

現力」についても書類審査とあわせて総合的

に問う。 
 
＜書類審査＞ 
[目的]：主に受験資格の確認と「学習意欲の

正当性」、「知識・技能」、等を中心的に確

認 
 一般入試においては、書類審査は「学習意

欲の正当性」の事前の確認と、受験資格につ

いて確認するために行う。AO 入試は上記に

加えて「知識・技能」を、推薦入試は「知

能・技能」、「思考力・判断力・表現力」、

「主体性・協働性」についても、調査書を中

心とし、推薦書、これまでの活動歴等がわか

る書類と共に、面接での質疑応答内容で総合

的に判断する。ただし、推薦入試では、推薦

書とこれまでの活動履歴がわかる書類の提出

を必須とする。 
 また、日本語を母国語としない受験者につ

いては日本語能力試験 N2 以上、日本留学試

験の日本語科目「読解・聴解・聴読解」の合

計得点 200 点以上、BJT ビジネス日本語能力

テスト 400 点以上等、本学で学修するに必要

な日本語能力を証する書類を 1 つ以上提出す

ることを別途定めているため、それらも書類

審査に含まれる。 
[試験形態]：志望理由書や調査書等、事前書

類の提出  
[試験内容]： 
[AO 入試]：調査書や志望理由書等によって、

「知識・技能」と「学習意欲の正当性」を総

合的に確認する。加えて、受験資格について

確認する。 
[一般入試 ]：調査書や志望理由書等によっ

て、「学習意欲の正当性」の確認と、受験資

格について確認する程度。 
[推薦入試]：推薦書、調査書や内申書、志望

理由書等によって、「知識・技能」と「思考

力・判断力・表現力」と「主体性・協働性」

と「学習意欲の正当性」を総合的に確認す

る。加えて受験資格について確認する。 
 
 
上述した本学の入学者選抜について、まとめ

ると表 3 となる。 
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表 3 入学者選抜要点まとめ  

 
9.3 留学生への対応 
本法人では、本学を日本語能力が十分にある

者に対し主に日本語で教育を行う専門職大学

と位置付けており、入学定員に対する留学生

の割合は、以下に示す通り 1 割程度になるこ

とを想定している。 
同法人・同種・同立地の専門学校（以下、

HAL 東京）における在籍者数データを参考に

すると、IT 系学科（本学であれば情報工学科

が近い）における留学生の割合は約 2 割、ゲ

ーム・CG 系学科（本学であればデジタルエ

ンタテインメント学科が近い）では約 3 割で

あり、確かに可能性としては、本学でも最大

で同水準の留学生比率が見込まれることも考

えられなくもない。 
しかし、本学とHAL東京とは入学方法の違い

があり、また留学生も日本人と同様の入試を

受験しなければならないことから、HAL 東京

に比して大幅に留学生の割合は下がると予測

される。すなわち、HAL 東京では本学の日本

語能力の試験に相当する検査のみが行われて

いるのに対し、本学では AO 入試で面接と書

類審査に加え受講式試験、一般入試ではさら

にマークシート式試験が課されている。そも

そも、本学は留学生に限定した入試区分は特

に設けておらず、これらの相違から本学にお

いて留学生比率は高々１割程度になると予測

している。 
参考として、平成 31年 4月に開学した国際フ

ァッション専門職大学と、同法人・同種・同

立地の専門学校（東京モード学園）との留学

生比率を示す。平成 31 年 4 月時点の在校生デ

ータによると、東京モード学園の関連学科で

（追加） 



16 
 

の留学生比率は約 4 割程度なのに対し、国際

ファッション専門職大学では、留学生のため

の入試区分を設けているにも関わらず、東

京・大阪・名古屋の 3 キャンパス全体で留学

生比率は約3%、東京キャンパスだけに限定し

ても5%未満に留まっている。ちなみに国際フ

ァッション専門職大学は、本学と似たような

広報戦略や学生確保活動を行っている。これ

らのことから、本学でも留学生の入学割合は

同種専門学校と比較して留学生比率は下がる

と予想される。 
 
本学は、留学生の入学者数に関係なく「出入

国管理及び難民認定法」及び関係法令を遵守

し、直近の社会情勢を踏まえた「留学生の在

籍管理の徹底に関する新たな対応方針（文部

科学省・出入国在留管理庁、令和元年 6 月 11
日）」にも適合するべく、確実な在籍管理を

実施する。ここでいう確実な在籍管理とは、

留学生担当職員による在籍管理はもちろんの

こと、カリキュラム・ポリシーでも定めてい

る担任制度に基づき担任教職員を通した各種

手続きの進捗管理などを指す。当然ながら、

入国管理局への定期報告は確実に実施する。 
日常においては留学生の出欠管理を徹底し、

長期欠席者や出席状況の良好でない者には注

意指導、警告を行い、本国の緊急連絡先とも

連携して対応する。また在留期限の近づいて

きた留学生全員にリマインドを実施し、期限

の満了前に確実に査証の更新手続きをするよ

う指導する。卒業後、日本で就職する留学生

には在留資格の変更手続きを適切にサポート

する。 
HAL 東京ではいずれも上記のような方針を徹

底しており、法務省入国管理局より留学生の

在籍管理状況における「適正校」の認定を受

けており、参考で上記した東京モード学園も

同様に「適正校」である。 
 

 
 



審査意見への対応を記載した書類（3 月） 
 

（目次）  東京国際工科専門職大学 工科学部 情報工学科 
 
 
【大学等の設置の趣旨・必要性】 
1. ＜養成する人材像等が不明＞ 

養成する人材像等において、「デザイン学」や「デザインを考案する能力」を掲げているが、

「デザイン学」の定義が明らかでなく、主となる専攻分野が何であるのか不明であるため、

養成する人材像等が不明確で、３つのポリシーや教育課程、教員組織等の設置計画の妥当性

が判断できない。情報工学やデジタルエンタテインメントの専攻分野とデザイン学との関係

性を明確に説明し、養成する人材像等を明らかにすること。また、当該人材を養成するため

に、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることができ

る設置計画であるか不明確である。このため、本審査意見で指摘した養成する人材像の明確

化に適切に対応した上で、設置の趣旨・必要性、教育課程等との整合性に留意しつつ、設置

計画全体を抜本的に見直すこと。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス１ 
 

2. ＜ディプロマ・ポリシーと教育課程等との対応が不適切＞ 
各学科のディプロマ・ポリシーにおいて、「技術情報を英文で収集・理解・活用できる」を掲

げているが、英語でのコミュニケーションに関する授業科目のみしか配置されておらず、当

該力を育成する教育課程が編制されているか不明であるため、ディプロマ・ポリシーと教育

課程が整合しているか改めて説明するか適切に改めること。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス２ 
 

3. ＜ディプロマ・ポリシーが不適切＞ 
  各学科のディプロマ・ポリシーについて、「態度・志向性」、「能力」、「知識・理解」の項目ご

とに掲げているが、「能力」の項目で英語に関する能力のみを求めていることは不適切である。

各学科の養成する人材像に照らして、職業分野に適した能力を求めるよう、適切に修正する

こと。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス３ 
  



4. ＜コースの運用が不明＞ 
学科の中にコースを設ける計画であるが、コースごとの教育課程が示されておらず、体系的

な教育課程が整備されているのか不明であるため、コースごとの教育課程を示すこと。また、

コースに定員を設けるのか、どの時期からコースごとに学生を配置するのか、学生の選抜方

法、専任教員のコースごとの配置等、コースの運用方法が不明であるため、明確に説明する

こと。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス４ 
 

【教育課程等】 
5. ＜教育課程が不適切＞ 

養成する人材像等を踏まえると、学生が数学等の理論的な内容を基礎から段階的に学修を行

い修得する必要があるが、そのような体系的な教育課程となっていない。例えば、科目間で

内容が重複している科目が散見される、授業内容が過重であるなど、教育課程が体系的に配

置されていないため、適切に改めること。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス５ 
 

6. ＜展開科目の科目区分等が不明確＞ 
展開科目を通じて、どのような能力を育成しようとしているのか不明確であるほか、その目

的は育成する専門職業人にとって有意義な内容であるのか不明なため、学科ごとに明確に説

明すること。その際、その目的を達成するために必要な科目が適切に配置されていることを

併せて説明すること。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス６ 
 

7. ＜臨地実務実習に関する疑義＞ 
臨地実務実習について以下の点を是正し、専門職大学としてふさわしい水準内容の計画とす

ること。【２学科共通】 
（１）臨地実務実習施設について、施設の選定理由が不明確であり、当該学科の教育にふさ

わしい施設か疑義がある。（是正事項） 
 

・・・・インデックス７（1 ページ） 
 

7. （２）実習指導者について、代表取締役や人事担当者を配置しており、実習内容に適した実習 
指導を行うことができるか疑義がある。（是正事項） 

 
・・・・インデックス７（10 ページ） 



7. （３）「インターンシップⅣ」について、実施時期が４年次１～２月であるが、「卒業研究制作」 
を行う時期でもあるため、実現可能性に疑義がある。学生が不利益なく実施できるか明確に 
説明するか、適切に改めること。（是正事項） 

 
・・・・インデックス７（12 ページ） 

 
7. （４）「インターンシップⅠ～Ⅳ」について、到達目標が抽象的であり、当該学科の専門性に関 

する目標も明確でないため、それぞれの科目でどのレベルまでの到達を求めるのか不明確であ 
る。また、具体的に学生が実習期間中に行う業務内容が不明確であるため、臨地実習の目的等 
に照らして適切な学修内容であるか不明である。（是正事項） 

 
・・・・インデックス７（19 ページ） 

 
7. （５）臨地実務実習施設として海外の施設も含まれているが、巡回指導を行わない計画である 

ため、国内の施設と同等の質で実習を行うことができるのか不明確であるとともに、学生の安 
全確保等の点でも懸念がある。また、海外の実習施設との事前の協議等をどのように行うのか 
不明確である。（是正事項） 

 
・・・・インデックス７（35 ページ） 

 
7. （６）学科の中にコースを設ける計画であるが、コースの目標を達成するために、コースごと 

の適切な臨地実務実習施設に学生を配置する必要があるが、どのコースの学生をどの臨地実務 
実習施設に配置するか不明である。（是正事項） 

 
・・・・インデックス７（41 ページ） 

 
7. （７）「インターンシップⅡ」について、実施日数がシラバスと設置の趣旨等を記載した書類で 

整合していないため、修正すること。（是正事項） 
 

・・・・インデックス７（50 ページ） 
  



8. ＜授業科目の実現可能性に疑義＞ 
「地域共創デザイン実習」について、教育課程連携協議会の協力と支援のもとに実施すると

説明しているが、教育課程連携協議会の構成員としては、地域の関係者が 1 名しか配置され

ておらず、実現可能性に疑義がある。当該授業科目の教員の関わり方や想定される連携先等

の実施方法を改めて説明し、実現可能性があることを明確に説明するか、適切に改めること。

【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス８ 
 

【教員組織等】 
9. ＜学部長及び学科長予定者が不明＞ 

学部長及び学科長予定者についての説明がないため、どのような者を配置する計画であるの

か、明確に説明すること。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス９ 
 

10. ＜設置計画の一層の充実＞ 
教員の年齢構成が比較的高齢に偏っていることから、教育研究の継続性を踏まえ、今後の採

用計画など教員組織編制の将来構想の明確化が望まれるので、対応方針について回答するこ

と。（改善事項） 
 

・・・・インデックス１０ 
 

【名称、その他】 
11. ＜研究スペースの整備が不十分＞ 

学生へのグループ研究指導や企業等とのミーティングに対応できる研究スペースが確保され 
ているか不明であるため、研究スペースの使用方法を具体的に説明するか、適切に改めるこ

と。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス１１ 
 

12. ＜入学者選抜の方法が不明確＞ 
入学者選抜について、ＡＯ入試と一般入試の違いが不明確であり、アドミッション・ポリ 
シーに掲げた内容を確認できる選抜方法であるか不明である。書類審査や適性等に関する検 
査の内容を示した上で、アドミッション・ポリシーに掲げた内容を確認できる選抜方法であ

るか明確に説明すること。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス１２ 



13. ＜学術雑誌の整備が不十分＞ 
専攻分野に照らして十分な学術雑誌が整備されているか不明確であるため、学術雑誌の一覧 
を示した上で、明確に説明すること。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス１３ 
 

14. ＜教授会等の体制が不十分＞ 
教授会規定では定例の教授会は原則学期に１回の開催とあるが、これにより本学が学則に定

める審議事項の審議や、専門職大学に求められる教育課程の編成や不断の見直しを行い、本 
学の教育研究の水準を向上させる取組を行うことができるか、また、部局の担当教員等の意 
見を十分集約できるか疑義があるため、学校教育法に照らして上記の妥当性について明確に 
説明するか、適切に修正すること。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス１４ 
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（是正事項） 工科学部   情報工学科 
  

１．＜養成する人材像等が不明＞ 
養成する人材像等において、「デザイン学」や「デザインを考案する能力」を掲

げているが、「デザイン学」の定義が明らかでなく、主となる専攻分野が何であ

るのか不明であるため、養成する人材像等が不明確で、３つのポリシーや教育課

程、教員組織等の設置計画の妥当性が判断できない。情報工学やデジタルエンタ

テインメントの専攻分野とデザイン学との関係性を明確に説明し、養成する人材

像等を明らかにすること。また、当該人材を養成するために、専門性が求められ

る職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることができる設置計画

であるか不明確である。このため、本審査意見で指摘した養成する人材像の明確

化に適切に対応した上で、設置の趣旨・必要性、教育課程等との整合性に留意し

つつ、設置計画全体を抜本的に見直すこと。【２学科共通】 

 
（対応） 
本審査意見を受けて、「デザイン学」について改め、設置の趣旨等を記載した書類などで「デ

ザイン学」についての記載は科研費の審査区分での言及以外で全て削除する。したがって養成す

る人材像などにおいて、デザイン学を教育の中心に据えることを改め、デザイン思考など広く受

け入れられている言葉や概念を用いて、設置計画全体を抜本的に見直す。以下に明確に説明する。 
 
 

■「デザイン学」改め、「デザイン思考 (design thinking)」 
「デザイン学」は科学研究費審査区分の小項目として採用されているが、3 つの分野（思想・

芸術、建築学、人間情報学）で重複して属しており、本趣旨書に述べるデザイン学と必ずしも合

致している概念ではない。よって、「デザイン学」を改め、広く受け入れられている言葉である

「デザイン思考（design thinking）1, 2」という言葉や概念を用いて設置計画全体を抜本的に見

直す。 
ここで、認識の相違を防ぐために、改めて「デザイン思考」について記す。「デザイン思考」

とは、通常の科学的な思考方法と工学的な設計あるいはアートとしてのデザインにおける思考方

法が異なることに着目し、領域を問わず適用可能な一般的な思考方法論として定式化されたもの

であり、その適用範囲は必ずしも人工物設計やインダストリアル・デザインに限定されない。先

駆的な教育研究機関としてはスタンフォード大学の D.School が有名であるが、近年我が国の大

学においても、多くの分野に適用可能な考え方であることから、デザイン思考を謳った学科、専

攻が見受けられるようになってきた（例えば慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究

科、慶應義塾大学メディアデザイン研究科、千葉大学創造工学部デザイン科学科、京都大学デザ

インスクールなど）。 
デザイン思考のエッセンスは、課題の本質（ゴール）を精査し真に求められているものを明ら

かにし、それに対する解決策を数多く考案（発散過程）し、そしてそれらをプロトタイプなどを

インプリメントすることを通じて評価し、最終解を選択（収束過程）するというプロセスを繰り

返していくところにある。科学的な思考プロセスと異なるのは、解そのものを求めるプロセスよ

りも、より良い全体的なゴールに到達する解決策を求めることにあり、時には相互に相反するよ

うな条件を全て満たすことも求められる。例えば、ある機械の設計問題として考えていたのに、

機械的な方法でなくソフトウェアでより良い結果が出せる方法があるのであれば、それは従来の

思考様式からは大きく異なる設計解であるが、機械技術者だけの世界では恐らくなかなか出てこ

ない解であると想定できる。またプロトタイプの構築を積極的に実践することが求められている

                                                   
1 Rowe, P. (1987). Design thinking. Cambridge MA: MIT Press. 
2 Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review, 86(6), pp. 84-92. 
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が、これは後に記す、本学が目的の一つとする実践力教育との親和性が高い。 
 
 

 
■専門職大学の設立の趣旨 

東京国際工科専門職大学（以下、本学）は工科分野において、日本の首都東京で国際性を理解

し、社会の発展と調和を目指した教育・研究・実践活動を行い、真のイノベーションの実現者と

なるような人材を養成する事である。これらのイノベーションは、卓越した機能による技術的価

値と、優れた芸術的表現による文化的価値とを兼ね備えた革新的な人工物の創造を通じて行われ

る。ここで人工物とはハードウェア製品、ソフトウェア・システム、サービス、コンテンツなど

を含み、創造はマーケティング、デザイン、設計、インテグレーション、開発、生産などを含む

人工物創造に必要な一切の過程を包含するものとする。 
 
このようなイノベーションを担う人材をここでは“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”と呼ぶが、“Designer”とは上述の創造過程すべてに関わる人材であって、近年注目さ

れている「デザイン思考 (design thinking)」を実践できる人である。また“in Society”とは、例

えば製品、ソフトウェアやコンテンツが社会で使われた結果、経済効果を生み出す一方で自然環

境や人間に様々な影響を及ぼすなど、社会の中であるいは社会との関わりを必然的に持つが、そ

のことを明示的に理解している人を意味している。 
この養成には、専門職大学の特徴を生かし、職能教育と科学的な教育とを重要な教育要素とし、

これらを効果的に複合することが肝要である。なぜなら、“Designer in Society（社会とともに

あるデザイナー）”は主体的に問題を発見し論理的に問題を分析し、実践的に問題を解決する、

そして未解決の問題に貪欲な興味を持つ行動者だからである。そこで、この教育過程の実践を通

し、学問（アカデミック）と実践（プラクティカル）の能力を融合させる新たな大学教育を目指

す東京国際工科専門職大学を設置し、そこに 1 つの学部（工科学部）と 2 つの学科（情報工学科、

デジタルエンタテインメント学科）を配す。（情報工学科には AI 戦略コース、IoT システムコ

ース、ロボット開発コースの 3 履修モデルを、デジタルエンタテインメント学科にはゲームプロ

デュースコース、CG アニメーションコースの 2 履修モデルを設置する）。ここでは、学校法人

日本教育財団（以下、本法人）が培ってきた専修学校教育とプロトタイプ制作等の実践教育を出

発点にし、職業専門領域ならびにデザイン・創造に関する科学的知見を教授する教育を行う。こ

れによって、自律的に思索し「デザイン思考」を実践する専門職人材を養成する。 
 本学の職業専門領域はソフトウェア領域であるが、その応用領域は当然のことながら Society 
5.0に見られるように社会の全ての領域であり、「領域×IT」の融合によってデータ駆動型の新た

な価値創造イノベーションを目指すものである 3。ここで「データ駆動型の価値創造」（data 
driven value generation）とは、製品やサービスを販売することで利益を得るだけでなく、その

販売事象が消費者の属性や行動に関するデータと関連付けられ、そのデータが新たな価値を生む

ようなメカニズムのことであり、例えば、Google などのインターネット企業に見られるビジネ

スモデルである 4。 
これは、サイバーフィジカルシステム（CPS）や Industry 4.0 などの IoT 技法を用いて膨大な

センサー群から大量の情報を収集し、データアナリティックスや人工知能などの手法によって

様々な制御を与えるソフトウェア・インテンシブな人工物の在り方とも軌を一にしている。また、

ロボットや自律運転自動車などに限定されず、従来、このようなアプローチからは程遠いと思わ

れていた構造物や都市などでも、例えば、インテリジェントビル、スマートシティとして応用範

囲は急速に拡大している。一方で娯楽分野においても、その制作は映像コンテンツやコンピュー

タゲームなどソフトウェアが中心になって久しく、ソフトウェア・インテンシブ・エンタテイン

                                                   
3 データ利活用推進のための環境整備を求める ~Society5.0 の実現に向けて~、経済団体連合会

(2016)。 
4 我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備事業（データ駆動型イノベーション創出に関

する調査事業）調査研究報告書、平成２７年、（株）構造計画研究所 
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メントと呼ぶに相応しい。すなわち、本学の教育研究領域は IT 技術固有の研究なのではなく、

あらゆる「（応用）領域×IT」で行われ、例えば、情報工学科ではAI技術を応用した画像認識に

よる物流ハンドリングを研究し、デジタルエンタテインメント学科では 5G 技術を応用した新た

なロールプレイゲームを開発するであろう。 
つまり、人工物の価値はハードウェアや物質ではなく、このようにソフトウェアそのもの、ソ

フトウェア・インテンシブな人工物やエンタテインメント、サービスに重心が移動している。従

って現代におけるイノベーションにおいては、情報技術を駆使したソフトウェアそのものの機能

的なイノベーション、ソフトウェアの斬新な応用におけるイノベーション、あるいはソフトウェ

ア出力の画期的な情報によるイノベーションが占める割合が非常に大きくなっている。すなわち、

本学が目指す “Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”は、「デザイン思考を実践

できる情報技術者」なのであり、情報技術、特にソフトウェア技術の応用に着目するのである。 
 
 

 
 

■専門職大学の設立の必要性 
技術革新の進展は新たな財やサービスを創出し生活圏に豊かさや手軽さを送り届けてくれる。

しかし、それは単に利便性改善の枠におさまらず、超高齢社会と向き合う我が国において喫緊の

課題である生産性向上をはじめとする様々なイノベーションを誘発する起爆剤としても期待され

ている。社会では、「イノベーション」の必要性が至る所で喚起されるが、製品化や社会実装と

いう現実創出のために知識を利用する構成的思考、すなわち「デザイン思考」を実践可能な人材

の教育はまだまだ不十分であるのが現実である。これからますます複雑化する社会に対し確かな

「イノベーション」を産み出していくためには、この核たる「デザイン思考」を身につけた人材

の教育・訓練がまずもって必要であるが、既存の高等教育機関では科学的な知識の応用である分

析やモデル化、あるいは科学的な知識の発見そのものを中心に据え、そこに主眼を置いた教育は

なされていない。 
このことは例えば、情報技術の教育においても見受けられる。IT人材不足が喧伝されて久しい

が、2015 年には約 17 万人の不足が 2030 年には中位シナリオで約 59 万人不足すると予測されて

いる 5。しかし人材の質的な面に向けると、IT 企業の受注する案件の多くは定型システム開発、

メンテナンスを受注するような課題解決型 IT 案件と、新たな製品開発、応用開発を行う価値創

造型案件とに分けられ、両者を比較すると後者の伸びが著しく、また、後者で必要な人材には業

務を確実にこなすよりは、自発的に高い技術力で問題を探索しながら解をデザインしていく能力

が求められている。このような人材の教育こそが、我々が目的とする“Designer in Society（社

会とともにあるデザイナー）”に求められている教育でもある 6。また、ビッグデータ、AI、IoT
あるいはロボットなどの今後の飛躍的な発展が期待される領域における先端 IT 人材に限れば、

今後、質、量ともに大幅に増加すると見られ、2016 年に約 15,000 人の不足が 2020 年ですでに

約 48,000 人の不足となると予測されている 5。例えば、2015 年から 2025 年の間にロボット（産

業用、清掃、介護、業務支援、コミュニケーションの 5 種）は、世界全体で見ると年率 36.6％の

市場規模の拡大が見込まれ、人工知能では年率 41％の成長が見込まれているが 7、このような市

場の急激な成長は反面、人材の顕著な不足を意味する。しかし、先端 IT 人材とは 
• ビッグデータの分析・活用を担う人材 
• IoT を活用した新たなビジネス創出を主導するプロデューサーとしての役割を果たす人材 
• 組込みソフトウェアからネットワーク、アプリケーションに携わる人材 
• 機器やデバイスからネットワークを経由し、データ処理までを考慮した広範なアーキテク 

チャを設計できるシステムアーキテクト 
• 広範な知識やスキルを持ち、スピーディにシステムを構築できる“フルスタック人材” 

                                                   
5 IT 人材の最新動向と将来推計に関する調査結果、経済産業省、（平成 28 年） 
6 IT 人事白書 2018、情報処理推進機構（IPA） 
7 「IT 産業」と「企業が求める IT 人材」、（社）電子情報技術産業協会 (2017) 
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と説明されている 5。したがって先端 IT 人材の不足とは単に数合わせの問題ではなく、とりわけ

「技術・サービスに関する十分な知識を持った人材」、「その技術・サービスを用いた製品やサ

ービスを具体化できる人材」の不足であると予想されている 5。すなわち、例えばロボット技術

そのものあるいはロボットの応用技術の開発に致命的な影響が出ることが予想されている。 
また、本学が対象とするもう一つのコンピュータ・ゲームや CG といった分野でも、IT 業界の

部分集合として全体的基調は人手不足である。これに加えて、調査 8によれば 2010 年から 2017
年の 7 年間で売上高はほぼ倍増したにも関わらず、オンラインプラットフォームゲームの約 5 倍

の成長が大部分で家庭用ソフト及びハードウェアの売上はむしろ減少した。そのような状況でゲ

ームタイトル 1 本当たりの販売数は横並びもしくは減少しており、これは開発に必要な人手は増

加、すなわち人手不足を意味している。 
これらの事実は本法人の経験を裏打ちする。本法人の経営するHAL東京の例で 2018年度卒業

生（HAL にはグラフィックスデザイン学科、アニメ・イラスト学科、カーデザイン学科、ミュ

ージック学科などが設置されているので、分野的には必ずしも卒業学科は本学と対応はしない）

の就職状況は次のようになっている。全卒業生 776 名中、98 名がアーティスト系（CG アーティ

スト、アニメーターなど）に、116 名がデザイン系（ゲームデザイナー、Web デザイナー、サウ

ンドデザイナーなど）、351 名がエンジニア系（技術職、システムエンジニア、必ずしも情報系

に限定しないエンジニア一般など）、143 名がプログラマー系、その他職種 68 名である。すな

わち、全体の 9 割の職種がいずれもデザイン、設計といった価値創造を担う職種であり、広義の

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”に対応すると言って良い。また、そのう

ちの相当部分がエンジニア、プログラマーなどの情報技術関連職ないしは CG アーティストなど

のデジタルコンテンツ系の職業であるが、そのような求人が本法人とコンタクトのある企業から

の期待なのであり、現状でも人手不足が報告されている。 
しかし、このような人材不足が伝統的大学の卒業生によって充足できるかと考えると、いくつ

かの点で疑問を呈さざるを得ない。彼らは学問の専門に依拠する教育組織の中で教育を受けて卒

業する。卒業後は、企業等において学んだ専門領域に対応する部署に配属され、実業に必要な知

識を企業内の作業を通じて身につけてゆく。これが「大学で基礎をしっかり身につければ、実践

の能力は企業で育てる」と言われてきた我が国の専門家養成の基本的様式である。しかし、近年、

このような日本型人事システムの崩壊によって、卒業生には高い即戦力的実践力が求められるよ

うになった。また、技術の急激な進化と変化は大学で学んだ専門を守りながら特定企業内で定年

まで働くことを許さなくなっている。すなわち、卒業生は生涯、専門分野において学修を継続し、

常に自己の向上を求めるマインドが求められる。場合によっては単に専門分野の新しい技術を学

ぶだけでなく、新たな分野にチャレンジすることも求められよう。これらの自己啓発・向上心の

涵養は本学における教育の大きな目標の一つとなる。 
すなわち、人事構造の硬直化を回避し、その結果生起した日本の製造業の国際競争力低下を回

復するためには、伝統的な専門教育の強化だけでは不十分であり、実践力や生涯学習への希求を

重視する専門職教育を主眼とする新しい型の大学の設置が不可欠なのである。 
しかし、このことは直ちに旧来の専門学校型教育のそのままの形での強化を意味しない。専門

学校の多くは、特に技術・スキル分野では実戦力、即戦力を重視した教育を行っている。それゆ

え、企業からは実戦力として歓迎され、卒業生も実社会で極めて早いうちから高い評価を受けて

いる。しかし、一方で実戦力を重視するあまり、最新技術の学修、スキルの獲得に重点が置かれ、

基礎理論の比重は小さく、応用展開の可能性に欠けると評されることもある。 
そこで、本法人は今回制定された専門職大学の制度のもとに、新しい大学を設置する。この大

学の最大課題は、今後数十年にわたる社会の専門職の在り方を議論し新しい専門職像を確立する

ことである。それは我が国の将来において、制度、社会、産業、国際協力、そして人々の生活な

どあらゆる側面への寄与を目指して働く専門職であり、教職員は学生とその思想の共有を図りな

がら教育に従事する。 
 
 

                                                   
8 ファミ通ゲーム白書 2018、カドカワ株式会社 
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■養成する人材像 

本学の教育上の目的は、伝統的な意味での学問領域の専門家になることを目標とするのではな

く、デザイン思考を駆使しながら専門固有領域の技術を対象領域に応用することが可能な

Designer in Society、「デザイン思考を実践できる情報技術者」を育てることである。ここで専

門固有領域は、情報工学（AI、 IoT、ロボット）とデジタルエンタテイメント（コンピュータゲ

ーム、コンピュータグラフィックス）であり、したがって人間の知的基盤である論理的思考能力

と芸術的感性の涵養を図る必要性がある。また対象領域とは例えば IoT であれば生産現場におけ

る生産システムであり、CG であればデジタルで作成されたテレビコマーシャルである。 
前節のロボットの例で比較したように、科学的な興味に導かれて分析を深化させ現象のよりよ

い理解を求めることで課題を解決するアプローチと、デザインを実践し課題に対するソリューシ

ョンを提供するアプローチでは、単にアプローチが異なる以上の差異が存在する。それはこの両

者では解いている問題がそもそも異なるのであって、前者では極めて限定された範囲での深い厳

密な解が期待できる問題であり、後者ではそもそも解の存在すら保障されていない。しかし、仮

に解が得られるのであれば、豊かで安全に生活する場として必要な、制度、社会基盤、装置、サ

ービスや、またそれらをつなぐシステムに調和するものであることが大前提となる。例えば、現

代の我々は新しい製品を開発するといったとき、その製品が単に新しいものであるだけでなく、

企業にとってのビジネスケースが成立していること、使用者や第 3 者に対するあらゆる危険性が

なく、環境・エネルギー・資源などの持続可能性を脅かさないなど、極めて多数の条件をリーズ

ナブルな範囲で満足していることはほぼ自動的に期待する。またその期待のハードルは年を追う

ごとに高くなっている。 
したがって“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”は、ビジネスとしての要求

を充足しようとし、生産の仕組みを作る、快適な作業環境を作る、医療サービスを作る、娯楽の

サービスを作る、服飾のサービスを作るなど、全て人間に関する深い洞察に基づくデザインを行

う。その時、例えば平成 27 年の国連で決議された「持続可能な開発のためのアジェンダ 2030
（Sustainable Development Goals, SDGs）」等に視準を合わせ、環境の保全、経済の開発、社

会の発展と調和を踏まえ未来を視野においた実践活動となることが重要である。これは、究極的

には人口増、資源枯渇、気候変動などグローバルな観点を反映するものであるから、日本の首都

東京で行う“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の養成には、単にサプライ・

チェーン、バリュー・チェーンの国際化以上の国際人としての優れた感覚を身につける必要があ

る。 
このように本学は、我が国を中心とした国際的な社会的期待の充足に専門職として応えたいと

いう強い意志と目標を持つ人を対象として、“Designer in Society（社会とともにあるデザイナ

ー）”としての期待に応える人材を養成する。 
 
 
 
 
 

■修得させるべき能力と教育課程について 
Designer in Society たる「デザイン思考を実践できる情報技術者」は次のような能力を備えて

いる。はじめ 2 項は Designer として重要な部分であり、次の 2 項は Society の部分である。 
1. 豊かな創造力：「豊かな創造力」は「デザイン思考を実践できる情報技術者」として、真

のイノベーションを目指し固有領域技術である情報技術をそれとは異なる対象領域に応用

した結果発揮するものである。それは科学的分析力とともに感性によって裏打ちされてい

る。 
2. 確かな実践力：「確かな実践力」は専門職大学として目指すもう一つの能力である。これ

は、一つにはデザイン思考がプロトタイプ制作によるアイデアの実現の検証を包括してい

るからである。また、本学の原則の一つとして、学修が動機の実現を軸としており、その

ために数多くのプロトタイプ制作による実現を行う。 
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3. 鋭敏なビジネスセンス：“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”は社会の

期待、あるいは自己の夢の実現を目指している。しかし、それはビジネス原則を無視して

は叶わないことも理解する必要がある。 
4. 高い倫理観：最後に“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”は社会が真に

必要とするもの、それによって社会がより良くなる方向に向かうものを作ることが使命で

ある。その理解、判断には倫理観が必要であることは言うまでもない。そこには、例えば

持続可能性など、グローバルな規模での社会的な使命を達成する努力の実践も含まれる。 
 
 
また、これらとは別にいわゆる社会人基礎力の涵養も重要である。社会人基礎力は、「前に踏

み出す力（アクション）」（主体性、働きかけ力、実行力）、「考え抜く力（シンキング）」

（課題発見力、計画力、創造力）、「チームで働く力（チームワーク）」（発信力、傾聴力、柔

軟性、状況把握力、規律性、ストレスコントロール力）の 3 つからなり、企業は学生に対し「前

に踏み出す力」をまず期待し、能力では実行力に期待している。一方、学生は専門的な知識やス

キルに不安を感じているが、企業側は「主体性」、「粘り強さ」、「コミュニケーション能力」

が不足と感じている 9。具体的には、主体的に行動を起こし最後まで粘り強くやり抜く力、また

そのプロセスでのコミュニケーション能力の涵養が求められる。 
大学生（特に学部新卒者）が卒業時に持つべき知識・能力についての調査結果がある 10。この

調査によると特に大学、企業の両方が重要と考える能力は、「チャレンジ精神」、「チームワー

ク能力」、「コミュニケーション能力」などの一般的な社会人基礎力に加えて、「問題解決・物

を作り出していく能力」、「課題を見出す能力」、「倫理観」などの専門的能力である。企業側

からは、学部新卒者に不足する知識・能力として、「問題解決・物を作り出していく能力」、

「チャレンジ精神」、「コミュニケーション能力」「専門分野に関する基礎的知識」、「文系分

野も含む幅広い教養」という指摘があった。 
さらに、日本経済再生本部第 4次産業革命人材育成推進会議は、ITを中心とした必要人材のス

キル・コンピテンシーを次のように設定している 11。 
1. 課題設定力、目的設定力 
2. データ活用や IT にかかる能力・スキル 
3. コンピュータ等の IT リテラシー 
4. コミュニケーション能力 
5. 分野を超えて専門知や技能を組み合わせる実践力 
6. リーダーになる資質 

 
以上をまとめると、創造力や実践力、ビジネスセンス、倫理観と言った専門的な能力では、特に

創造力に関して「課題設定力・目的設定力」、「問題解決・物を作り出していく能力」（これは

実践力にも関連する）が重要となり、実践力では社会人基礎力である「前に踏み出す力（主体的

に行動を起こし最後まで粘り強くやり抜く力）」、「チャレンジ精神」、「コミュニケーション

能力」、「チームワーク能力」、「リーダーシップ」を重視する必要がある。 
 

 
次に本学の各学科の固有領域専門分野における知識・能力に関しては、職業専門科目の目的が、

専門職を伝統的工学領域固有に限定された問題に対応する者と位置づけるのでなく、多くの種類

の産業分野で活躍できる能力を身につけている者であるとすることから、情報技術の基礎的知識

                                                   
9大学生の「社会人観」の把握と「社会人基礎力」の認知度向上実証に関する調査、経済産業

省、平成 22 年 6 月 
10平成 28 年度文部科学省「理工系プロフェッショナル教育推進委託事業」工学分野における理

工系人材育成の在り方に関する調査研究、千葉大学(2016) 
11第 4 次産業革命 人材育成推進会議（第 2 回）配布資料、日本経済再生本部、平成 29 年 2 月 
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に加えて、実習科目を通じて多くの応用領域に触れアプリケーションの開発を目指したものとな

る。上述の「課題設定力・目的設定力」、「問題解決・物を作り出していく能力」、「前に踏み

出す力（主体的に行動を起こし最後まで粘り強くやり抜く力）」、「チャレンジ精神」、「コミ

ュニケーション能力」、「チームワーク能力」、「リーダーシップ」などは、これらの実習科目

での経験から習得することになるが、もちろん講義・演習科目として学ぶ部分もある。ビジネス

センスも実習と展開科目としての講義科目で習得する。 
また、職業専門科目は、基礎的な学科共通科目とコース（履修モデル）ごとにユニークな専門

科目に分かれる。前者は数学や物理学、情報数学といった基礎を築く科目であり、後者は各コー

ス内の専門性を高めるが、単に理論の教授によるモデル構築とその分析という分析力の教育を行

うだけでなく、プログラミング演習で創造力と実践力の向上を図る。さらに演習・実習科目の多

くでは個別の要素技術、素子のデザインではなくシステムの視点が欠かせない。例えば「IoT シ

ステム開発」は、IoT は多数の工学領域が集積された技術であるが、デザイナーは各技術の詳細

でなく、IoT というシステムが持つ機能についての知識を持ち、それが機械、複合装置、工場、

企業全体さらには企業間などのシステムで IoT を用いるデザインにおいて、それらの機能・性能

の最適化を実現する能力を持つ。この科目では IoT という技術が持つ機能の本質を学ぶが、そこ

で学んだ知識は、個々の IoT 向けの要素製品（例えばセンサー）を作る知識ではないが、IoT を

使うどのような産業においても有効であり、IoT によって最適化されるシステムのデザインに必

要なものである。また、このシステム中心の考え方は、物ごとを俯瞰的に捉える訓練となり、問

題の新たな解法の模索や全体の俯瞰でのみ可能なシステムレベルの問題点の発見などに有効であ

り、“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の養成には不可欠でもある。このこ

とは、人工知能システム、組込みシステムの科目も同様であるが、情報工学科として選ばれたこ

れらの科目は現代の産業で広く用いられている情報技術の代表的なものであり、これらを用いた

システムを学ぶことによって、情報化時代のデザインを現実的に学ぶことになる。 
2 年次では学科の枠を超えた課題制作（地域共創デザイン実習）を行う。理論の学修にとどま

らず、教育課程連携協議会の協力と支援を得て、自治体や企業の課題を解決するプロトタイプの

デザインを通じて、制作や研究を実施し社会的な評価を求めるものである。そのために制作結果

の水準の高さと同時に自己の制作の論理的、感覚的、あるいは社会的な意義を明確に表現する能

力を磨くことが求められる。情報工学科 3 年次で行う「ソリューション開発 I、II」及びデジタ

ルエンタテインメント学科 4 年次の「デジタルコンテンツ総合実習」は、「地域共創デザイン実

習」での課題を発展させ最終的にはプロトタイプを学科内の学生のコースを問わないチーム編成

で制作する。また、臨地実務実習は 2 年生、3 年生、4 年生の各学習段階に応じて原則としては

異なる企業で行う。 
 基礎科目は、職業専門科目における技術的実現行為の全てにわたって学生が求められる

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”のデザイン思索を体系的に身につけるた

めの基礎として必要な科目群である。これは倫理、文化、心理、記号論、言語、構文論、意味論、

コミュニケーションなどの、科学や工学における基礎には現れない人間にかかわる知識を含む科

目を含む。「比較文化論」、「感性をはかる」、「コミュニケーションと記号論」の 3 科目はデ

ザイナーとしての感性の養成に資するものであるが、デジタルエンタテインメント学科の学生は

言うに及ばず、情報工学科の学生にとっても例えばユーザーインターフェース設計などに有用な

知識となる。英語科目は 1 年次から 4 年次まで配置され、語学としての英語の学習よりは、英語

によるコミュニケーション能力の獲得に重きを置き、国際的なコミュニケーションと社会、文

化・芸術への理解を通してグローバルに自己の研究や制作を位置づけることのできる人材を養成

する。なお、学生には卒業研究制作の最終発表を英語で行うことを義務付け、外部英語能力試験

において卒業時までに一定のレベルに到達することを要請する。 
一方展開科目は、職業専門科目で学んだ情報技術を基礎とするデザイン能力を、社会において

活用するために必要な科目である。したがってこの科目は、大学で学修した基礎的知識を卒業後

専門職として自ら展開し、専門職としての役割を充実するものであり、「企画・発想法」、「プ

ロジェクトマネジメント」、「チームワークとリーダーシップ」、「知的財産権論」、「グロー

バル市場化戦略」、「企業経営論」、「ベンチャー起業経営」が準備される。現実に企業で仕事

をする場合、“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”は当然のことながら企業の
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経営理念、社会に対する貢献を常に意識するのであって、これらの科目を基礎として経営能力や

貢献能力を向上していくとともに、社会における価値創造の方法についての見識を持つようにな

る。これは社会における自律的行動の確立を意味し、ある段階ではデザイン思考を骨格として持

ちベンチャー企業を設立するという姿が想定される。 
学生はこれらのカリキュラムで学修を続けながら、創造力と分析力の両面から“Designer in 

Society（社会とともにあるデザイナー）”に不可欠な機能的観点、またシステム的視点に基づく

論理構造を把握する能力・スキルを学ぶ。その結果、自らプロトタイプを制作する実践の日々を

送ることになるが、それは教授が遂行している研究の思想に共鳴した学生がその教授の下で、す

なわち、その教授を助言者（メンター）として自らプロトタイプを制作することとする。卒業の

要件は、変化する社会の要請に対し、主体的にまた結果に対する倫理的責任を強く持ちつつ敏感

に応える、“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”となることであり、同時にそ

の職種が、基礎研究などで次々と出現する新知識の応用可能性を、社会と矛盾することなく利用

する主役として、これからの社会の繁栄に大きく貢献することに意欲を持つことである。 
その集大成として、「卒業研究制作」を 4 年次に取り組むが、確かな実践力の獲得を証明する

ためにプロトタイプを制作する。それは AI 技術を応用した警備のための画像認識システムであ

るかもしれないし、IoT 技術を用いて実装した工場内物流監視システムかも知れない。あるいは、

CG アニメーションによる環境問題の啓発を目指すのかも知れない。これら本学における学修の

最終形と職業専門科目との関連を理解するために、本学では「学科包括科目」と呼ぶ科目を 1 年

前期に設けるが、それが「情報工学概論」及び「コンテンツデザイン概論」である。 
  
 
 
◆ディプロマ・ポリシーの変更の要点について 

既に説明した通り、「デザイン学」を無くすといった、設置計画全体を抜本的に見直した。こ

こまでの議論を総合し、それらをわかりやすくするために、本学の教育で養成する人材の能力が

持つべき能力を資料 3 にまとめる。 
この表は、これまでに従来の大学が担ってきた①「豊かな創造力」、専門学校が担ってきた②

「確かな実践力」、これからの専門職大学自体が担うべき③「鋭敏なビジネスセンス」そして本

学が求める④「高い倫理観」に大きく分けることができ、それらは、①と②は「デザイン思考」、

③は「専門職としての行動指針」、④は「倫理観」と置き換えることができる。①と②のデザイ

ン思考は、問題・課題の発見からそれを解決し、また問題・課題の発見に戻るループした順序に

従い、どんなことができないといけないのか、それに対してどのような keywords があるのかを

左側の 5 列でまとめている。右側の 4 列は、その keywords に対して、ディプロマ・ポリシーで

定めるべき三つの学力である「知識・理解」、「能力」、「志向・態度」としてどのような項目

があげられるのかをまとめている。つまり、本学が定めるディプロマ・ポリシーには、この表に

記されている内容が網羅した形であるべきであるといえる。 
そこで、この表にあげられた項目が網羅されているディプロマ・ポリシーであるということを

手助けするために、以下、学部以下のディプロマ・ポリシーの各項目に通し番号（以下、DP 
No.）を振り、この表に対応している箇所に DP No.を一番右側に記載した。 
 
 
 
◆ディプロマ・ポリシーについて 
 以下に、大学、学部、2 学科分のディプロマ・ポリシーを記載するが、それらが比較しや

すいように、当該審査意見に資料 3-2 を添付する。 
 
 
 □東京国際工科専門職大学のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 

東京国際工科専門職大学は、卓越した機能による技術的価値と優れた芸術的表現による文化的

価値を備え、ビジネス上の成功を目指しつつ社会や環境への配慮を欠かさない人工物の創造をす
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る“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”となるために、定められた在籍期間及

び所定の単位を取得し、必修等の条件を満たすこと等を卒業要件とし、卒業を認定し学位を授与

する。 
 
1. 豊かな創造力 
 対象領域を俯瞰し、問題・課題を発見し科学的根拠をもって分析するとともに、分析した結果

問題の本質を精査できる総合力と、解決を複数考案できる創造力、感性、倫理観を有している。 
 
2. 確かな実践力 
 問題・課題解決に対し、実際にプロトタイプを開発し複数インプリメントすることで実際に解

決案を創造するとともに、最適解を選択できる社会的倫理観を持ちながら判断できる知識・能力

を有している。 
 
3. 鋭敏なビジネスセンス 
 現代社会のビジネスの仕組みを知り、専門職人材として、顧客や品質を第一に考えられるとと

もに、現実的判断をもって遂行することのできるビジネススキルとともに、自身が持つ好奇心の

実現に向け協調性をもって、主体的に行動することができる。 
 
4. 高い倫理観 
 倫理観をもって社会の責務を認識した行動指針を有しているとともに、顕在する問題解決のみ

ならず、社会の持続性・発展性まで考慮することのできる専門職人材である。 
 
 

 □工科学部のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 
工科学部は情報技術を応用する領域における専門職を養成する。そのため、本学の「ディプロ

マ・ポリシー」を踏まえた上で、定められた課程において以下の知識・能力を修得し、教育の理

念である「Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）」に従い、ものを創ることがで

きる学生に対し、卒業を認定し学位を授与する。 
【知識・理解】 
1. 発見した問題・課題を正しく分析する基本理論を理解し、本質（ゴール）を精査するため 
にモデルを構築できる。 

2. 問題・課題解決のために知識を総合し、価値創造の方法論について理解している。 
3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している。 
4. 情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、対象領域を俯瞰する能力を有する。 
【能力】 
5. 情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、問題を発見・設定する力を有して 
いる。 

6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。 
7. プロトタイプを実際に開発する能力を有している。 
8. 科学的判断力を持って最適解を決定することができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している。 

10. 協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダーシップを発揮するこ 
とができる。 

【志向・態度】 
11. 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
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 □情報工学科のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 
情報工学科では、人工知能システム、IoT システム、ロボットを中心とした情報工学における

教育・研究・実践活動を通して、情報工学分野における基礎及び専門技術に関する知識と創造力

を身につける。さらに、それらを俯瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニケーション能力を

有し、グローバルに活躍できる技術者を養成する。 
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生に学位を授与する。 

 【知識・理解】 
1. 問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とともに、コンピュータシステムの

構 
成に関する知識を有している。 

2. AI、IoT、ロボットの各分野において、価値創造のためのソフトウェアアルゴリズムや 
システム構成方法論について理解している。 

・AI 戦略コースに所属する学生は、人工知能システムに関する論理的・数学的知識 
を有している。 

・IoT システムコースに所属する学生は、ソフトウェア、ハードウェア、ネットワー 
クとデータ解析の知識を有している。 

・ロボット開発コースに所属する学生は、ハードウェアとソフトウェアのバランス 
した知識を有している。 

3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している。 
【能力】 

4. 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロボット）と社会との接点を理解し、情報システ 
ム技術をコアとして、システムインテグレーションに関する知識を総合的に俯瞰するこ 
とができる。 

5. 情報工学を主導する専門職人材として問題を発見する力を有している。 
6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。 
7. 情報技術を応用して対象領域の課題を解決するソリューションのプロトタイプを開発す 
る能力を有している。 

・AI 戦略コースに所属する学生は、人工知能システムの応用に着目する。 
・IoT システムコースに所属する学生は、IoT システムのプロトタイプ開発を行い、 

サービスデザインにも着目する。 
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロボットの応用に関する実践的プロトタ 

イプ開発に着目する。 
8. 論理的思考能力と科学的知識によって最適解を判断することができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している。 

10. 協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダーシップを発揮する 
ことができる。 

  【志向・態度】 
11. 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
 
 
 

 
 

（新旧対照表）基本計画書 
新 旧 

東京国際工科専門職大学は工科分野におい

て、日本の首都東京で国際性を理解し、社会

 本学では、工科分野における、真のイノベ

ーションの実現者として、変化する社会の要
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の発展と調和を目指した教育・研究・実践活

動を行い、真のイノベーションの実現者とな

るような人材を養成する。これらのイノベー

ションは、日本社会の活性化と延いては持続

可能な人類社会の実現に資することを目的と

する。 

  

（中略） 

請に対し、主体的にまた結果に対する倫理的

責任を強く持ちつつ敏感に応える、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”として、社会の“職”そのもの

が変化するような人材、つまりビジネス・リ

ーダーとなるような人を養成することで、社

会の期待に答えるとともに、社会の発展に寄

与する。 

 （中略） 
・工科学部  

創造力と実践力を兼ね備えた情報処理技術な

どのテクノロジー分野でグローバルに活躍で

きる人材の教育・養成を目的とする。産業界

や地域社会との連携・共創を通じて、ビジネ

ス感覚、倫理観など、技術者として備えるべ

き特質および能力の涵養をはかる。 

 

 

・情報工学科 

情報工学科では、人工知能システム、IoTシ

ステム、ロボットを中心とした情報工学にお

ける教育・研究・実践活動を通して、情報工

学分野における基礎及び専門技術に関する知

識と創造力を身につける。さらに、それらを

俯瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニ

ケーション能力を有し、グローバルに活躍で

きる技術者を養成する。 

 

・デジタルエンタテインメント学科 

デジタルエンタテインメント学科では、デジ

タルコンテンツ分野における歴史的・社会的

背景、および、デジタルコンテンツの役割や

職能を理解し、プロトタイプ開発を行うこと

で、グローバルに発信可能なデジタルコンテ

ンツのクリエイターを養成する。 

国際競争が激しいテクノロジー分野で活躍で

きる人材を輩出するため、国際的なコミュニ

ケーション能力の養成を重視し、さらにモノ

づくりの経験や分析を通して社会との共創を

行うことによって、未来志向の発想力や創造

性の涵養を目指す。 

  

 そこで、本学では工科学部を配し、テクノ

ロジー分野の中でも情報工学分野に特化した

「情報工学科」と、デジタルコンテンツ分野

に特化した「デジタルエンタテインメント学

科」を配することで、それぞれの分野に応じ

た人材を養成する。 

 

・情報工学科 

先端 ICT技術分野における基礎教育・職業専

門教育と、その産業界や首都・国際都市であ

る東京を中心とする地域社会との連携による

実践教育を通じて、デザイン的思考を主とし

て持ちつつ論理的思考も備えたグローバルに

活躍できる「情報化デザイナー」を養成する

ことを目的とする。 

 

・デジタルエンタテインメント学科 

デジタルコンテンツ分野における基礎教育・

職業専門教育と、その産業界や首都・国際都

市である東京を中心とする地域社会との連携

による実践教育を通じて、デザイン的思考を

主として持ちつつ論理的思考も備えたグロー

バルに活躍できる「デジタルコンテンツデザ

イナー」を養成することを目的とする。 

 
 

 
 
（新旧対照表）学則 

新 旧 
第１章  総則 
（目的） 
第１条  
東京国際工科専門職大学（以下「本学」とい

第１章  総則 
（目的） 
第１条  
東京国際工科専門職大学（以下「本学」とい
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う。）は、工科分野において、日本の首都東

京で国際性を理解し、社会の発展と調和を踏

まえた教育・研究・実践活動を行い、真のイ

ノベーションの実現者となるような人材を養

成する。これらのイノベーションは、日本社

会の活性化と延いては持続可能な人類社会の

実現に資することを目的とする。 
 

う。）は、工科分野において、日本の首都東

京で国際性を理解し、社会の発展と調和を踏

まえた研究・教育・実践活動を行い、真のイ

ノベーションの実現者となるような人材を養

成することで、社会の期待に答えるととも

に、社会の発展に寄与することを目的とす

る。 

第２章  学部学科及び修業年限 
（学部学科） 
第４条 本学に次の学部学科および別科を

置く。 
（１） 工科学部 情報工学科 
（２） 工科学部 デジタルエンタテ

インメント学科 
（３） 工科学部 国家資格別科（１

年制）   
２．学部学科の目的は、次に定めるも

のとする。 
（１） 工科学部  
創造力と実践力を兼ね備えた情報処

理技術などのテクノロジー分野でグ

ローバルに活躍できる人材の教育・

養成を目的とする。産業界や地域社

会との連携・共創を通じて、ビジネ

ス感覚、倫理観など、技術者として

備えるべき特質および能力の涵養を

はかる。 
（２） 情報工学科 
先端 ICT 技術分野における基礎教

育・職業専門教育を、産業界や地域

社会との共創を通じて行い、デザイ

ン思考を実践し高度なソフトウェ

ア・インテンシブなシステムを創出

できる情報技術者を養成する。 
（３） デジタルエンタテインメン

ト学科 
デジタルコンテンツ分野における基

礎教育・職業専門教育を、産業界や

地域社会との連携・共創を通じて、

デザイン思考を実践し競争力のある

コンテンツを創造できる情報技術者

を養成する。 
（４） 国家資格別科（１年制） 
「情報処理の促進に関する法律」に

基づき経済産業省が認定する国家資

格（以下、情報処理技術者試験）に

対応した情報処理に関する基礎知

識・専門知識を体系的に教育するこ

とにより、情報処理技術者試験の合

第２章  学部学科及び修業年限 
（学部学科） 
第４条 本学に次の学部学科および別科を

置く。 
（１） 工科学部 情報工学科 
（２） 工科学部 デジタルエンタテ

インメント学科 
（３） 工科学部 国家資格別科（１

年制）   
３．学部学科の目的は、次に定めるも

のとする。 
（１） 工科学部  

国際競争が激しいテクノロジー

分野で活躍できる人材を輩出す

るため、国際的なコミュニケー

ション能力の養成を重視し、さ

らにモノづくりの経験や分析を

通して社会との共創を行うこと

によって、未来志向の発想力や

創造性の涵養を目指す。 
（２） 情報工学科 

先端 ICT 技術分野における基礎

教育・職業専門教育と、その産

業界や首都・国際都市である東

京を中心とする地域社会との連

携による実践教育を通じて、デ

ザイン的思考を主として持ちつ

つ論理的思考も備えたグローバ

ルに活躍できる「情報化デザイ

ナー」を養成することを目的と

する。 
（３） デジタルエンタテインメン

ト学科 
デジタルコンテンツ分野におけ

る基礎教育・職業専門教育と、

その産業界や首都・国際都市で

ある東京を中心とする地域社会

との連携による実践教育を通じ

て、デザイン的思考を主として

持ちつつ論理的思考も備えたグ

ローバルに活躍できる「デジタ

ルコンテンツデザイナー」を養
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格者を輩出する。 
 

成することを目的とする。 
（４） 国家資格別科（１年制） 

「情報処理の促進に関する法

律」に基づき経済産業省が認定

する国家資格（以下、情報処理

技術者試験）に対応した情報処

理に関する基礎知識・専門知識

を体系的に教育することによ

り、情報処理技術者試験の合格

者を輩出する。 
 

 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
1. 設置の趣旨及び必要性 
1.1 専門職大学設置の理由 
1.1.1 専門職大学の設立の趣旨 
東京国際工科専門職大学（以下、本学）は工

科分野において、日本の首都東京で国際性を

理解し、社会の発展と調和を目指した教育・

研究・実践活動を行い、真のイノベーション

の実現者となるような人材を養成する。これ

らのイノベーションは、卓越した機能による

技術的価値と、優れた芸術的表現による文化

的価値とを兼ね備えた革新的な人工物の創造

を通じて行われる。ここで人工物とはハード

ウェア製品、ソフトウェア・システム、サー

ビス、コンテンツなどを含み、創造はマーケ

ティング、デザイン、設計、インテグレーシ

ョン、開発、生産などを含む人工物創造に必

要な一切の過程を包含するものとする。 
このようなイノベーションを担う人材をここ

では“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”と呼ぶが、“Designer”とは上述

の創造過程すべてに関わる人材であって、近

年注目されている「デザイン思考  (design 
thinking)」 ,  を実践できる人である。また“in 
Society”とは、例えば製品、ソフトウェアや

コンテンツが社会で使われた結果、経済効果

を生み出す一方で自然環境や人間に様々な影

響を及ぼすなど、社会の中であるいは社会と

の関わりを必然的に持つが、そのことを明示

的に理解している人を意味している。 
この養成には、専門職大学の特徴を生かし、

職能教育と科学的な教育とを重要な教育要素

とし、これらを効果的に複合することが肝要

である。なぜなら、“Designer in Society（社

会とともにあるデザイナー）”は主体的に問題

1. 設置の趣旨及び必要性 
1.1 専門職大学設置の理由 
1.1.1 専門職大学の設立の趣旨 
我々は専門職大学の特徴を生かし、職能教

育と研究を重要な教育要素とし、これらを効

果的に複合することによって、主体的に問題

を発見し論理的に問題を分析し、実践的に問

題を解決する、未解決の問題に貪欲な興味を

持つ行動者である人材を育成する。この過程

の実践を通し、学問（アカデミック）と実践

（プラクティカル）の能力を融合させる新た

な大学教育を目指す東京国際工科専門職大学

（以下、本学）を設置し、そこに 1 つの学部

（工科学部）と 2 つの学科（情報工学科、デ

ジタルエンタテインメント学科）を配す。こ

こでは、学校法人日本教育財団（以下、本法

人）が培ってきた専修学校教育とプロトタイ

プ制作等の実践教育を素材とし、それを理論

的に裏付ける新しい学問であるデザイン学に

よって自律的に思索し実践する専門職として

必要な「思索の骨格」を持つ人材を育成す

る。教育の場においては、実践の過程を客観

的に理解し、発表し、また他人の思考を評

価・批評することを通じて共同作業の能力を

身につけ、また制作結果の社会的意義を倫理

的確信をもって説明可能になることを目的と

し、プロトタイプ制作過程の全体を論理的に

把握する専門的体系的知識を身につける教育

を行う。その教育は、伝統的な大学の目的で

ある「知性による思考を支援する『科学』」

の体系知識の教育に加えて、「感性による思

考を支援する『デザイン学』（例えば、資料

1, 2 や Yoshikawa.H (1981) "General Design 
Theory and a CAD System", Proc. IFIP 
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を発見し論理的に問題を分析し、実践的に問

題を解決する、そして未解決の問題に貪欲な

興味を持つ行動者だからである。そこで、こ

の教育過程の実践を通し、学問（アカデミッ

ク）と実践（プラクティカル）の能力を融合

させる新たな大学教育を目指す東京国際工科

専門職大学（以下、本学）を設置し、そこに

1 つの学部（工科学部）と 2 つの学科（情報

工学科、デジタルエンタテインメント学科）

を配す。（情報工学科には AI 戦略コース、

IoT システムコース、ロボット開発コースの 3
履修モデルを、デジタルエンタテインメント

学科にはゲームプロデュースコース、CG ア

ニメーションコースの 2 履修モデルを設置す

る）。ここでは、学校法人日本教育財団（以

下、本法人）が培ってきた専修学校教育とプ

ロトタイプ制作等の実践教育を出発点にし、

職業専門領域ならびにデザイン・創造に関す

る科学的知見を教授する教育を行う。これに

よって、自律的に思索し「デザイン思考」を

実践する専門職人材を養成する。 
 本学の職業専門領域はソフトウェア領域で

あるが、その応用領域は当然のことながら

Society 5.0 に見られるように社会の全ての領

域であり、「領域×IT」の融合によってデー

タ駆動型の新たな価値創造イノベーションを

目指すものである 。ここで「データ駆動型の

価値創造」（data driven value generation）
とは、製品やサービスを販売することで利益

を得るだけでなく、その販売事象が消費者の

属性や行動に関するデータと関連付けられ、

そのデータが新たな価値を生むようなメカニ

ズムのことであり、例えば Googleなどのイン

ターネット企業に見られるビジネスモデルで

ある 。 
これは、サイバーフィジカルシステム

（CPS）や Industry 4.0 などの IoT 技法を用

いて膨大なセンサー群から大量の情報を収集

し、データアナリティックスや人工知能など

の手法によって様々な制御を与えるソフトウ

ェア・インテンシブな人工物の在り方とも軌

を一にしている。またロボットや自律運転自

動車などに限定されず、従来、このようなア

プローチからは程遠いと思われていた構造物

や都市などでも、例えばインテリジェントビ

ル、スマートシティとして応用範囲は急速に

拡大している。一方で娯楽分野においても、

その制作は映像コンテンツやコンピュータゲ

ームなどソフトウェアが中心になって久し

く、ソフトウェア・インテンシブ・エンタテ

WG5.2 Working Conference on Man-
Machine Communication in CAD/CAM, 
pp.35-58.）」の知識体系の教育を軸とする。

教育の方法は、分析能力を科学的方法によっ

て身につけることを主体とする従来の大学の

方法と異なり、総合・統合能力をデザイン学

的方法によって身につけることを主体とする

ものである。そのために、学生はデザイン学

を中心に、専門領域の諸科目に加えて基礎科

目と展開科目を学修する。学生はこれらのカ

リキュラムで学修を続けながら、自らプロト

タイプを制作する実践の日々を送ることにな

るが、それは教授が遂行している研究の思想

に共鳴した学生がその教授の下で、すなわ

ち、その教授を助言者（メンター）として自

らプロトタイプを制作することである。卒業

の要件は、変化する社会の要請に対し、主体

的にまた結果に対する倫理的責任を強く持ち

つつ敏感に応える、“Designer in Society（社

会とともにあるデザイナー）”となることであ

り、同時にその職種が、基礎研究などで次々

と出現する新知識の可能性を、社会と矛盾す

ることなく利用する主役として、これからの

社会の繁栄に大きく貢献することに意欲を持

つことである。 
社会には分析ではなくデザインによって応

えなければならない多様な期待がある。それ

は豊かで安全に生活する場として必要な、制

度、社会基盤、装置、サービスなど、またそ

れらをつなぐシステムに関するもので、社会

のあらゆるセクターが関係する。人々は、こ

れらの期待の実現を望むのであるが、この立

ち止まることなく新しい着想によって新しい

ものが作られることが望ましい進歩であると

する信念は現代の人類を強く特徴づけてい

る。このことの成否は別の議論が必要であろ

うが、基本的には人口増、資源枯渇、気候変

動などの外的条件に対抗する人類の姿を現し

ているという意味で正しい。このような現代

の人類は、あらゆる行動において新しいもの

を作ることを期待している。これをここで

「理念的ものづくり」の信念と呼ぶが、社会

における多様なものづくりの例は、この「理

念的ものづくり」の現実化である。このこと

から、“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の身につけるべき思索の骨格

とは、この「理念的ものづくり」の原則の上

に建てられるべきものであることが理解され

る。これは科学者が持つべき思索の骨格が対

象の分析行為であることと対応しているが、
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インメントと呼ぶに相応しい。すなわち、本

学の教育研究領域は IT 技術固有の研究なので

はなく、あらゆる「（応用）領域×IT」で行

われ、例えば情報工学科では AI 技術を応用し

た画像認識による物流ハンドリングを研究

し、デジタルエンタテインメント学科では 5G
技術を応用した新たなロールプレイゲームを

開発するであろう。 
つまり、人工物の価値はハードウェアや物質

ではなく、このようにソフトウェアそのも

の、ソフトウェア・インテンシブな人工物や

エンタテインメント、サービスに重心が移動

している。従って現代におけるイノベーショ

ンにおいては、情報技術を駆使したソフトウ

ェアそのものの機能的なイノベーション、ソ

フトウェアの斬新な応用におけるイノベーシ

ョン、あるいはソフトウェア出力の画期的な

情報によるイノベーションが占める割合が非

常に大きくなっている。すなわち、本学が目

指す “Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”は、「デザイン思考を実践でき

る情報技術者」なのであり、情報技術、特に

ソフトウェア技術の応用に着目するのであ

る。 
「デザイン思考」とは、通常の科学的な思考

方法と工学的な設計あるいはアートとしての

デザインにおける思考方法が異なることに着

目し、領域を問わず適用可能な一般的な思考

方法論として定式化されたものであり、その

適用範囲は必ずしも人工物設計やインダスト

リアル・デザインに限定されない。先駆的な

教育研究機関としてはスタンフォード大学の

D.School が有名であるが、近年我が国の大学

においても、多くの分野に適用可能な考え方

であることから、デザイン思考を謳った学

科、専攻が見受けられるようになってきた

（例えば慶應義塾大学システムデザイン・マ

ネジメント研究科、慶應義塾大学メディアデ

ザイン研究科、千葉大学創造工学部デザイン

科学科、京都大学デザインスクールなど）。 
デザイン思考のエッセンスは、課題の本質

（ゴール）を精査し真に求められているもの

を明らかにし、それに対する解決策を数多く

考案（発散過程）し、そしてそれらをプロト

タイプなどをインプリメントすることを通じ

て評価し、最終解を選択（収束過程）すると

いうプロセスを繰り返していくところにあ

る。科学的な思考プロセスと異なるのは、解

そのものを求めるプロセスよりも、より良い

全体的なゴールに到達する解決策を求めるこ

この分析は長い人類の歴史の中で理念として

成立し、それが多様な領域において発現して

科学の多様な発見を導いたのであるが、現代

は第 2 の理念としてものづくりが浮上したの

である。 
このように考えると、我が国が歴史的に優

位に立ってきた「ものづくり」は、工場での

製品生産を超えて、人々の期待に応える生産

の仕組みを作る、快適な作業環境を作る、医

療サービスを作る、娯楽のサービスを作る、

服飾のサービスを作る、へと発展していく

が、これらは全て人間に関する深い洞察に基

づくデザインを必要とする。そのための専門

職の創出、すなわちこれを担う“Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
教育が、今、緊急の課題であることが理解さ

れる。 
このように考えると、我が国が歴史的に優

位に立ってきた「ものづくり」は、工場での

製品生産を超えて、人々の期待に応える生産

の仕組みを作る、快適な作業環境を作る、医

療サービスを作る、娯楽のサービスを作る、

服飾のサービスを作る、へと発展していく

が、これらは全て人間に関する深い洞察に基

づくデザインを必要とする。そのための専門

職の創出、すなわちこれを担う“Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
教育が、今、緊急の課題であることが理解さ

れる。 
 さらにグローバルな思考、例えば平成 27 年

の国連で決議された「持続可能な開発のため

の ア ジ ェ ン ダ 2030 （ Sustainable 
Development Goals, SDGs）（資料 3）」等

に視準を合わせ、日本の首都東京で国際性を

理解し、環境の保全、経済の開発、社会の発

展と調和を踏まえ未来を視野においた教育・

研究・実践活動を行い、国際人としての能力

を身につける。 
 
このような観点における卒業の要件には 2

つの側面がある。1 つは社会的期待に対して

敏感な感受性を持ち、それに誠実に答えつつ

デザインを行うことであるが、もう 1 つは科

学の分野で常に生み出される豊富な知識を使

用しつつデザインを行うことである。社会的

期待に対しては現在社会に出現しているもの

と、未来に出現する可能性のあるものとがあ

るが、現代における社会的期待としては、国

連による SDGs のような、1 人も残すことな

く全ての人が恩恵を受けることができる技術
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とにあり、時には相互に相反するような条件

を全て満たすことも求められる。例えば、あ

る機械の設計問題として考えていたのに、機

械的な方法でなくソフトウェアでより良い結

果が出せる方法があるのであれば、それは従

来の思考様式からは大きく異なる設計解であ

るが、機械技術者だけの世界では恐らくなか

なか出てこない解であろう。またプロトタイ

プの構築を積極的に実践することが求められ

ているが、これは本学が目的の一つとする実

践力教育との親和性は高い。 
したがって、本法人はソフトウェア技術の応

用領域におけるイノベーションを目指し、デ

ザイン思考が実践できる情報技術者、

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の養成を目的として東京国際工科専

門職大学を提案するものである。 

開発という視点、人の活動により劣化する自

然環境の修復、変動する地球状態により生じ

る大災害への備え、さらに、これらと関係す

る社会的変化、すなわち、国際関係が変化す

る状況を察知し理解する能力などが求められ

る。しかも、これらの課題の動的な様態の洞

察により、その変化を予測した結果がデザイ

ンに反映していなければならない。これらの

デザインの実現は、企業の組織を変えれば実

現できるというものではなく、また大きな資

本を投下して可能になるものではない。それ

はデザインに携わる者が、自らの能力を作動

して行動することでしか実現できない。した

がってここにも専門職大学の使命がある。 
本学では、個々のデザイン対象の実現科目

群である学科ごとの職業専門科目に加え、個

別製品を離れて広くデザインの社会的課題に

ついて産業経験を持つ教員をも交えて、思考

し、議論する総合科目によって将来を見通

し、さらに展開科目による学びによって、自

らのデザインの結果が社会にどのような効果

をもたらすかを察知し、さらに卒業後、また

生涯を通じて歩む動機の達成過程であるキャ

リアにおいて、その学びを熟成し完成させな

がら専門職として発展し、自らの能力と経験

が自在に発揮できる企業経営者などの指導的

地位にいたることが期待される。 
人々の期待、すなわち社会的期待の中心に

はともすれば向かわない社会の進化が、この

ような人材の存在により是正されることが期

待される。人々の異なる期待、国家間の期待

のズレなどが不可避的に不満や紛争を起こす

現在の状況を、できるだけ早く解消すること

はグローバルな期待である。この実現は、歴

史的に科学のみによってはできないことが理

解され始めていて、デザインによって達成さ

れなければならないことが国際的に指摘され

始めているが、その意味でデザインを正しく

支援する知識体系の確立が強く求められてい

るのが現代であり、この確立に本学の卒業生

が力を発揮することが期待されており、その

結果として社会の発展に寄与するという側面

がある。 
 
 
 
 

1.1.2 専門職大学の設立の必要性 
技術革新の進展は新たな財やサービスを創出

し生活圏に豊かさや手軽さを送り届けてくれ

1.1.2 専門職大学の設立の必要性 
技術革新の進展は新たな財やサービスを創出

し生活圏に豊かさや手軽さを送り届けてくれ
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る。しかし、それは単に利便性改善の枠にお

さまらず、超高齢社会と向き合う我が国にお

いて喫緊の課題である生産性向上をはじめと

する様々なイノベーションを誘発する起爆剤

としても期待されている。社会では、「イノ

ベーション」の必要性が至る所で喚起される

が、製品化や社会実装という現実創出のため

に知識を利用する構成的思考、すなわち「デ

ザイン思考」を実践可能な人材の教育はまだ

まだ不十分であるのが現実である。これから

ますます複雑化する社会に対し確かな「イノ

ベーション」を産み出していくためには、こ

の核たる「デザイン思考」を身につけた人材

の教育・訓練がまずもって必要であるが、既

存の高等教育機関では科学的な知識の応用で

ある分析やモデル化、あるいは科学的な知識

の発見そのものを中心に据え、そこに主眼を

置いた教育はなされていない。 
このことは例えば情報技術の教育においても

見受けられる。IT 人材不足が喧伝されて久し

いが、2015年には約 17万人の不足が 2030 年

には中位シナリオで約 59万人不足すると予測

されている 。しかし人材の質的な面に向ける

と、IT 企業の受注する案件の多くは定型シス

テム開発、メンテナンスを受注するような課

題解決型 IT 案件と、新たな製品開発、応用開

発を行う価値創造型案件とに分けられ、両者

を比較すると後者の伸びが著しく、また後者

で必要な人材には業務を確実にこなすより

は、自発的に高い技術力で問題を探索しなが

ら解をデザインしていく能力が求められてい

る。このような人材の教育こそが、我々が目

的とする“Designer in Society（社会とともに

あるデザイナー）”に求められている教育でも

ある 。また、ビッグデータ、AI、IoT あるい

はロボットなどの今後の飛躍的な発展が期待

される領域における先端 IT 人材に限れば、今

後、質、量ともに大幅に増加すると見られ、

2016 年に約 15,000 人の不足が 2020年ですで

に約 48,000 人の不足となると予測されている

5。例えば、2015年から 2025年の間にロボッ

ト（産業用、清掃、介護、業務支援、コミュ

ニケーションの 5 種）は、世界全体で見ると

年率 36.6％の市場規模の拡大が見込まれ、人

工知能では年率 41％の成長が見込まれている

が 、このような市場の急激な成長は反面、人

材の顕著な不足を意味する。しかし、先端 IT
人材とは 
• ビッグデータの分析・活用を担う人材 
• IoT を活用した新たなビジネス創出を

る。しかし、それは単に利便性改善の枠にお

さまらず、超高齢社会と向き合う我が国にお

いて喫緊の課題である生産性向上をはじめと

する様々なイノベーションを誘発する起爆剤

としても期待されている。新しい技術や方法

が、実際に役立つものとして生み出される過

程については、図 1 に示す「夢－悪夢－現

実」と呼ばれるイノベーションの典型を辿る

とされる。基礎研究による科学的新発見や問

題解決のための新しい着想などの夢の先導性

があり、続いて従来の技術概念の否定や社会

の変化を要請しながら新しい技術やシステム

の開発へと進み（この期間、担当者は夢を持

ち続けるのだが、それは社会的無視と非難の

中で苦しむ暗黒期）、そして製品の市場化や

社会実装とつながっていく。社会では、「イ

ノベーション」の必要性が至る所で喚起され

るが、イノベーションの典型を踏まえ製品化

や社会実装という現実創出のために知識を利

用する構成的思考、すなわち「デザイン思

考」自体は暗黙知であることが多く体系化さ

れていない。これからますます複雑化する社

会に対し確かな「イノベーション」を産み出

していくためには、この核たる「デザイン思

考」を身につけることがまずもって必要であ

り、そのためにデザイン学の教育が不可欠で

あるが既存の高等教育機関ではそこを主眼に

置いた教育はなされていない。 
 
 

 
図 1 「夢－悪夢－現実」 イノベーション

の典型 
 
 
伝統的大学の学生に目を向けると、学問の専

門に依拠する教育組織の中で教育を受けて卒

業する。卒業後は、企業等において学んだ専

門領域に対応する部署に配属され、実業に必

要な知識を企業内の作業を通じて身につけて

ゆく。これが「大学で基礎をしっかり身につ

ければ、実践の能力は企業で育てる」と言わ

れてきた我が国の専門家育成の基本的様式で
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主導するプロデューサーとしての役割を果た

す人材 
• 組込みソフトウェアからネットワー

ク、アプリケーションに携わる人材 
• 機器やデバイスからネットワークを経

由し、データ処理までを考慮した広範なアー

キテクチャを設計できるシステムアーキテク

ト 
• 広範な知識やスキルを持ち、スピーデ

ィにシステムを構築できる“フルスタック人

材” 
と説明されている 5。したがって先端 IT 人材

の不足とは単に数合わせの問題ではなく、と

りわけ「技術・サービスに関する十分な知識

を持った人材」、「その技術・サービスを用

いた製品やサービスを具体化できる人材」の

不足であると予想されている 5。すなわち、

例えばロボット技術そのものあるいはロボッ

トの応用技術の開発に致命的な影響が出るこ

とが予想されている。 
また、本学が対象とするもう一つのコンピュ

ータ・ゲームや CG といった分野でも、IT 業

界の部分集合として全体的基調は人手不足で

ある。これに加えて、調査 によれば 2010 年

から 2017年の 7年間で売上高はほぼ倍増した

にも関わらず、オンラインプラットフォーム

ゲームの約 5 倍の成長が大部分で家庭用ソフ

ト及びハードウェアの売上はむしろ減少し

た。そのような状況でゲームタイトル 1 本当

たりの販売数は横並びもしくは減少してお

り、これは開発に必要な人手は増加、すなわ

ち人手不足を意味している。 
これらの事実は本法人の経験を裏打ちする。

本法人の経営する HAL 東京の例で 2018 年度

卒業生（HAL にはグラフィックスデザイン学

科、アニメ・イラスト学科、カーデザイン学

科、ミュージック学科などが設置されている

ので、分野的には必ずしも卒業学科は本学と

対応はしない）の就職状況は次のようになっ

ている。全卒業生 776 名中、98 名がアーティ

スト系（CG アーティスト、アニメーターな

ど）に、116 名がデザイン系（ゲームデザイ

ナー、Web デザイナー、サウンドデザイナー

など）、351 名がエンジニア系（技術職、シ

ステムエンジニア、必ずしも情報系に限定し

ないエンジニア一般など）、143 名がプログ

ラマー系、その他職種 68 名である。すなわ

ち、全体の 9 割の職種がいずれもデザイン、

設計といった価値創造を担う職種であり、広

義の“Designer in Society（社会とともにある

ある。これは 1960 年代の高度経済成長、

1973 年以降も 2 度のオイルショックを克服し

て1991年まで安定成長を続けることを可能に

した強い日本の製造業、特に高い教育を受け

た技術専門家を抱えた大企業の力の源泉であ

った。しかし、その結果専門家は大学で学ん

だ専門を守りながら特定企業内で定年まで働

くことが前提となり、専門の変更はほとんど

しないものとされ、しかも他企業への転職は

ほとんど起こらない人事構造が社会的に定着

した。1990 年代に始まる世界の技術的、国際

的状況の流動変化の中で、このような専門家

の人事構造は産業の一部の機能にしか応えら

れず、新しい専門職の必要性が指摘された

が、大学も企業も全く社会的人事構造を変え

ることができずに推移する。この時期、日本

の製造業の国際競争力が急速に低下したこと

の大きな理由の一つは、この硬直的な人事構

造であることはよく知られている。この危険

な状況の解決は伝統的な専門教育の強化だけ

では不十分であり、低迷した我が国の国際競

争力を強化することによって社会を良い方向

に発展させる専門職教育を主眼とする新しい

型の大学の設置が不可欠である。 
本法人は今回制定された専門職大学の制度の

もとに、新しい大学を設置する。そのため

に、大学の最大課題として、今後数十年にわ

たる社会の専門職の在り方を議論し新しい専

門職像を確立する。それは我が国の将来にお

いて、制度、社会、産業、国際協力、そして

人々の生活などあらゆる側面への寄与を目指

して働く専門職であり、教職員は学生とその

思想の共有を図りながら教育に従事する。現

実的には次のような原則があげられる。 
(1) 学科の構成は学問領域に対応するので

はなく、社会の需要領域に対応するものとす

る。学生は社会から大学への期待を実感する

ことによって、需要領域を理解する。 
(2) 伝統的専門分野にとらわれず、社会に

有益なものを創出することを動機としても持

ち、それを実現する専門職になるために学修

することを動機として持つ者を入学させる。 
(3) 学修は動機の実現を軸とする。実現は

数多くのプロトタイプ制作を行うこととし、

それに必要な基礎知識を身につけつけた結果

が専門職としての資格を得るよう教育課程を

配置する。 
(4) 卒業は、特定企業への就職を目的とす

るのでなく、身につけた専門職能力を社会の

ために発揮することができる場の選択の機会
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デザイナー）”に対応すると言って良い。また

そのうちの相当部分がエンジニア、プログラ

マーなどの情報技術関連職ないしは CG アー

ティストなどのデジタルコンテンツ系の職業

であるが、そのような求人が本法人とコンタ

クトのある企業からの期待なのであり、現状

でも人手不足が報告されている。 
しかし、このような人材不足が伝統的大学の

卒業生によって充足できるかと考えると、い

くつかの点で疑問を呈さざるを得ない。彼ら

は学問の専門に依拠する教育組織の中で教育

を受けて卒業する。卒業後は、企業等におい

て学んだ専門領域に対応する部署に配属さ

れ、実業に必要な知識を企業内の作業を通じ

て身につけてゆく。これが「大学で基礎をし

っかり身につければ、実践の能力は企業で育

てる」と言われてきた我が国の専門家養成の

基本的様式である。しかし、近年、このよう

な日本型人事システムの崩壊によって、卒業

生には高い即戦力的実践力が求められるよう

になった。また、技術の急激な進化と変化は

大学で学んだ専門を守りながら特定企業内で

定年まで働くことを許さなくなっている。す

なわち、卒業生は生涯、専門分野において学

修を継続し、常に自己の向上を求めるマイン

ドが求めらる。場合によっては単に専門分野

の新しい技術を学ぶだけでなく、新たな分野

にチャレンジすることも求められよう。これ

らの自己啓発・向上心の涵養は本学における

教育の大きな目標の一つとなる。 
すなわち、人事構造の硬直化を回避し、その

結果生起した日本の製造業の国際競争力低下

を回復するためには、伝統的な専門教育の強

化だけでは不十分であり、実践力や生涯学習

への希求を重視する専門職教育を主眼とする

新しい型の大学の設置が不可欠なのである。 
しかし、このことは直ちに旧来の専門学校型

教育のそのままの形での強化を意味しない。

専門学校の多くは、特に技術・スキル分野で

は実戦力、即戦力を重視した教育を行ってい

る。それゆえ、企業からは実戦力として歓迎

され、卒業生も実社会で極めて早いうちから

高い評価を受けている。しかし、一方で実戦

力を重視するあまり、最新技術の学修、スキ

ルの獲得に重点が置かれ、基礎理論の比重は

小さく、応用展開可能性に欠けると評される

こともある。 
そこで、本法人は今回制定された専門職大学

の制度のもとに、新しい大学を設置する。こ

の大学の最大課題は、今後数十年にわたる社

であるとする。 
(5) 企業等の採用側には卒業の意味を理解

してもらい、学生が大学から企業へと連続的

移動が可能な環境を設定するべく、大学との

日常的な交流を求める。 
 
1.1.2.1 本学の立ち位置 
(1)項は、教育は研究者の知的好奇心によって

生まれ、それが論理的思考によって歴史的に

体系的成立を見た学問領域を中心とする教育

領域で行われる、という歴史的、伝統的な考

え方のみでは現代に必要な人材は育たないと

いう考えに基づいている。現代は、人間行動

が社会的に問題を起こしている時代であり、

それは既存の学問領域のみに依拠する専門家

が行動に基礎を与えていることが原因である

ことが国際的にも強く指摘されている

（UNESCO で 2005 年から行われた DESD。

国際科学会議（ICSU）と国際社会科学会議

（ISSC）とが本年合体したなど）。これに応

え、起こりつつある社会的課題を直視するこ

とのできる専門職を育成するために、急進す

る科学分野に対応し、情報の人間にとっての

意味と新しい利用方法の発見、生命科学の人

の存在にとっての意味と研究方法の在り方な

どを大きな枠組みとする課題別領域を本学で

は採用する。それは本学の情報工学科を例に

とれば、伝統的な課程の情報学のように 1 年

次に情報理論、計算機論、アルゴリズム、ミ

ドルウェアなどの情報の存在論的側面から入

るという考え方を否定し、情報が持つ社会的

課題として、機能的側面である社会と倫理、

比較文化論、感性論、コミュニケーション、

データ論など、そして更に進んで人工知能、

IoT、ロボットなどは、物理的基礎を学びな

がらより強く社会における機能の面に重点を

置いて技術的実体を理解するという構成にな

っている。 
 
1.1.2.2 求める人材像 
(2)項は、伝統的科学の発展の上にある物理的

存在に知的好奇心を持つ人々である。現代で

はそのような人に加えて、社会的期待や社会

に出現する不可解な現象に知的好奇心を持つ

人も多い。しかしそれは個人の認識にとどま

り、公的な研究として扱うまでの認知には到

達していない。本学は、そのような人々が結

集し、教職員、学生が意志的集団となり、協

力して社会に貢献することを目標としている

のであって、本学への入学者はそのような動
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会の専門職の在り方を議論し新しい専門職像

を確立することである。それは我が国の将来

において、制度、社会、産業、国際協力、そ

して人々の生活などあらゆる側面への寄与を

目指して働く専門職であり、教職員は学生と

その思想の共有を図りながら教育に従事す

る。現実的には次のような原則があげられ

る。 
(1) 学科の構成は学問領域に対応するので

はなく、社会の需要領域に対応するものとす

る。学生は社会から大学への期待を実感する

ことによって、需要領域を理解する。 
(2) 伝統的専門分野にとらわれず、社会に

有益なものを創出することを動機として持

ち、それを実現する専門職になるために学修

することを動機として持つ者を入学させる。 
(3) 学修は動機の実現を軸とする。実現は

数多くのプロトタイプ制作を行うこととし、

それに必要な基礎知識を身につけた結果が専

門職としての資格を得るよう教科課程を配置

する。 
(4) 卒業は、特定企業への就職を目的とす

るのでなく、身につけた専門職能力を社会の

ために発揮することができる場の選択の機会

であるとする。また、その専門職能力は不断

の努力によって向上させることを期待する。 
(5) 企業等の採用側には卒業の意味を理解

してもらい、学生が大学から企業へと連続的

移動が可能な環境を設定するべく、大学との

日常的な交流を求める。 
 
以上の原則を実現するために、入学時の動機

として社会貢献の希望を持つものも歓迎する

アドミッション・ポリシー、プロトタイプ制

作・実現を多くの演習・実習科目においてゴ

ールとする、と言った施策を実施する。ま

た、本学と企業が一体となって新しい人材を

我が国で育てるために企業と大学の綿密な連

絡、協力を可能にする教育課程連携協議会を

強力に推進する体制を作る。 

機を持つものを歓迎する。 
 
1.1.2.3 本学の教育課程 
(3)項は、上述のことをするためには、人は学

習において自ら築いた動機の明確化に努め、

結果として何を学びたいかを自覚することが

真の学習であるとし、各学科はそれが可能な

課程を提供するということである。例えば情

報工学科では、学生が入学して最初に学ぶの

は、情報理論、計算機論、アルゴリズムとい

った情報の存在論的視点ではなく、入門的な

情報言語、情報技術、ネットワーク、デザイ

ンなどの機能的視点を重視する情報の基礎技

術である。これは自らの動機を情報工学にお

ける専門職デザイナーとして生かす専門職に

なる道程を把握し、自らの直感的動機を専門

的動機へと成長させる。 
 
1.1.2.4 輩出する人材の出口 
(4)項では、動機の強化とともに専門職として

の知識を身につけた時、最も自分に向いた専

門職を社会において探すことになる。それは

企業名でなく、仕事内容が明白な仕事場の探

索である。もしそれがなければ自ら場を作る

しかない。これは社会における職の構造が、

専門職の教育を受けた人々によって新しい方

向へと変化する原動力となることを意味す

る。 
 
1.1.2.5 本学の発展と継続性 
(5)項は、これらのことを考えると、本学と企

業が一体となって新しい人材を我が国で育て

ることの必要性がおのずと生じることを述

べ、そのために企業と大学の綿密な連絡、協

力を可能にする教育課程連携協議会を強力に

推進する体制を作っている。 
 
 
 このような原則により、新しい教育理念と

方法による専門職大学を設置し、伝統的大学

と相補的な関係を作ることに努め、我が国の

教育界がより高い自由度をもって活性化する

ことが期待される。 
 
 
 

1.1.3 社会に必要とされる専門職人材の領域に

ついて 
本学の職業専門科目は工科（technology）と

呼ばれる分野であり、さらにその中でも情報

1.1.3 工科領域社会に必要とされる専門職人材

の領域について 
本学の職業専門科目は工科（technology）と

呼ばれる分野であり、対応する職業は広義の
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技術と呼ばれる分野である。情報技術はほぼ

全産業に応用され、日本標準産業分類の大分

類で言えば、鉱業、建設業、製造業、情報通

信産業、運輸業、サービス業など、科学技術

によって高度化、高能率化を図る産業は全て

含まれると言ってよい。Society 5.0 ではこれ

を「領域×IT」と表現したのである。 
だが、従来、産業に貢献する科学技術知識は

工学（engineering）と呼ばれ相互不可侵と言

われる伝統的な体系的分類が定められてお

り、教育がその分類ごとに行われて機械工学

を学べば領域知識に精通した機械技術者とい

う専門家になり、機械工学が必要な企業の人

材となりしたがって就職の対象となる企業が

限定される。しかし、専門職大学での教育は

このように分類された工学の専門家の養成で

はなく、広義の現場において、あるテクノロ

ジー分野の知識を駆使して企業目的を達成す

る専門職の養成を目的とする。したがって、

時代に応じて変遷する企業のニーズに自由に

応える人材である。この人材は、伝統的な工

学を身につけた人材と全く異なるが、それは

両者の知識を比較すれば直ちに理解すること

ができる。このことは次のように示される。 
伝統的教育において、例えば機械工学を学

ぶのであれば、在学中に基本的な知識を身に

つける学修を終えることが可能なように学修

課程が組まれている。しかし、専門職が社会

の期待に応えるデザイナーだとすると、期待

は一般に多くの分野の知識を背景として持っ

ているから、例えば技術分野においても機

械、電気、材料、制御、計算機など、あらゆ

る領域を学修しなければならない。これは従

来の教育課程を考えれば想像を絶する長い時

間を必要とするから不可能である。しかし、

デザイナーの知識とは伝統的領域の単なる足

し算ではない。領域は、それぞれ他とは違う

固有の機能に関する知識を含む。例えば機械

の知識は構造に、電気は信号に、材料は素子

機能に関する記述である。デザイナーはこれ

らの機能を総合して社会的期待に応えるソリ

ューションを作り上げる能力が求められる。

したがってデザイナーは各領域での機能に関

する知識を用いてソリューションを創造する

のであるが、それはしかし同時に各領域知識

を統合する操作を必要としている。これこそ

がデザイン思考において「問題を解決する解

候補をできるだけ多く考案する」ための前提

である。しかし、デザイナーは全ての領域知

識に精通できない以上、デザインが領域内の

製造業で広範囲にわたる。日本標準産業分類

の大分類で言えば、鉱業、建設業、製造業、

情報通信産業、運輸業、サービス業など、科

学技術によって高度化、高能率化を図る産業

は全て含まれると言ってよい。従来、産業に

貢献する科学技術知識は工学（engineering）
と呼ばれ相互不可侵と言われる伝統的な体系

的分類が定められており、教育がその分類ご

とに行われて機械工学を学べば領域知識に精

通した機械技術者という専門家になり、機械

工学が必要な企業の人材となりしたがって就

職の対象となる企業が限定される。専門職大

学での教育はこのように分類された工学の専

門家の育成ではなく、広義の製造企業の現場

において、広い工学知識を駆使して企業目的

を達成する専門職の育成を目的とする。その

専門職とは、時代に応じて変遷する企業のニ

ーズに自由に応える人材である。この人材

は、伝統的な工学を身につけた人材と全く異

なるが、それは両者の知識を比較すれば直ち

に理解することができる。このことは次のよ

うに示される。 
本学で専門職として身につける知識が伝統的

な領域の専門家の知識とどのように違うのか

を以下に示す。伝統的教育において、例えば

ロボット工学を学ぶのであれば、在学中に基

本的な知識を身につける学習を終えることが

可能なように学習課程が組まれている。しか

し、専門職が社会の期待に応えるデザイナー

だとすると、期待は一般に多くの分野の知識

を背景として持っているから、例えば技術分

野においても機械、電気、材料、制御、計算

機など、あらゆる領域を学習しなければなら

ない。これは従来の教育課程を考えれば想像

を絶する長い時間を必要とするから不可能で

ある。しかし、デザイナーの知識とは伝統的

領域の単なる足し算ではない。領域は、それ

ぞれ他とは違う固有の働きを持つ知識であ

る。例えば機械の知識は構造に、電気は信号

に、材料は素子機能における「働き」を持

つ。デザイナーはこれらの「働き」を総合し

て社会的期待に応えるものを作り上げる能力

が求められる。したがって各伝統的領域にお

ける知識とは異なる「働き」に関する知識を

持つことが求められるのである。この「働

き」に関する知識の理論がデザイン学で、こ

れは文系、理系、いずれの課題でも必要な知

識である。したがってデザインという行為に

おいては、伝統的学問における領域知識は働

きの要素群を提供するものであり、デザイン



22 
 

細部に及ぶ時点では領域専門家の協力を得る

ことが必要となる。幸い、現在は伝統的領域

知識が大幅に計算機による自動システムとし

て領域専門家によって提供されており、多く

の場合、デザイナーはそれらを利用する能力

を持っていればよい。 
このことは教育に関する示唆に富む。例え

ば、工学の専門家は比較的狭い固有専門領域

における知識の習得と応用、その領域の設計

ツール、また同じ領域の専門家間のコミュニ

ケーションができれば良い。しかし“Designer 
in Society（社会とともにあるデザイナー）”
を目指す本学では、固有専門領域（この場

合、情報技術）だけではなく、例えば物流シ

ステムのロボット自動化なのであれば対象領

域技術として物流システムやそれが扱う物体

の知識を必要とするであろうし、ロボットの

導入と作業の安全規則、さらには雇用との関

連など、法務やビジネス労務などの関連も熟

知している必要に迫られる。このような領域

横断的な知識の統合が可能な人材の養成を目

指さねばならない。すなわち、同じロボット

工学の専門家であっても、大学での教育の場

合には、ロボット工学の専門家として探求し

技術を極める能力の涵養が重要になり、そし

て例えば凡そ考えつく限りの形状の物体をハ

ンドリングできるようなロボットハンドの開

発が研究対象となるであろう。これに対し

て、専門職大学では一定の深さの専門知識に

加え、どのような応用分野（対象領域）であ

っても情報技術と対象領域技術の知識の統合

によるソリューションの開発に対応可能な人

材の養成を目的とするのであり、ロボットの

ハンドの改良では扱えない物体が存在するの

であればパレット化などの手法でロボットで

も扱えるようにするまさに「デザイン思考」

による発想が求められるのである。 
 

が領域内の細部に及ぶ時点では領域専門家の

協力を得ることが必要となる。このように、

両知識は補完的であるが、現在は伝統的領域

知識が大幅に計算機による自動システムとし

て領域専門家によって提供されており、多く

の場合、デザイナーはそれらを利用する能力

を持っていればよい。 
 特に現在、上述の産業においては、領域知

識の利用が情報通信技術の適用によって広範

化しつつある。各企業が多数の領域を含みな

がら高度化を進めるだけでなく、企業間の関

係においても急速につながる構造を持つよう

になり、産業構造が一変する可能性をはらん

でいる状況にある。このつながりは基本的に

機能の水準で構想されるものであり、本学で

の学修を通して獲得したデザイン思索の骨格

を持つ専門職が活躍する格好の場である。こ

のように情報通信関連の新しい知識を含む領

域が持つ働きに精通した専門職が、現代の社

会の期待に応える“Designer in Society（社会

とともにあるデザイナー）”である。 
 
 
 

1.2 教育上の目的 
1.2.1 養成する人材像 
本学の教育上の目的は、伝統的な意味での学

問領域の専門家になることを目標とするので

はなく、デザイン思考を駆使しながら専門固

有領域の技術を対象領域に応用することが可

能な Designer in Society、「デザイン思考を

実践できる情報技術者」を育てることであ

る。ここで専門固有領域は、情報工学（AI、 
IoT、ロボット）とデジタルエンタテイメン

ト（コンピュータゲーム、コンピュータグラ

フィックス）であり、したがって人間の知的

1.2 教育上の目的 
1.2.1 育成する人材像 
本学の教育上の目的は、学問領域の専門家に

なることを目標とするのではなく我が国を中

心とした国際的な社会的期待の充足に専門職

として応えたいという強い意志と目標を持つ

人を対象として、その目標の実現に必要な、

人間の知的基盤である論理的思考能力と美的

感性の涵養により社会の期待に応える人材を

育成することである。そこでは、ものづくり

の経験や分析を通し、また急速に進展する情

報化社会におけるものづくりの社会的構造の
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基盤である論理的思考能力と芸術的感性の涵

養を図る必要性がある。また対象領域とは例

えば IoT であれば生産現場における生産シス

テムであり、CG であればデジタルで作成さ

れたテレビコマーシャルである。 
前節のロボットの例で比較したように、科学

的な興味に導かれて分析を深化させ現象のよ

りよい理解を求めることで課題を解決するア

プローチと、デザインを実践し課題に対する

ソリューションを提供するアプローチでは、

単にアプローチが異なる以上の差異が存在す

る。それはこの両者では解いている問題がそ

もそも異なるのであって、前者では極めて限

定された範囲での深い厳密な解が期待できる

問題であり、後者ではそもそも解の存在すら

保障されていない。しかし、仮に解が得られ

るのであれば、豊かで安全に生活する場とし

て必要な、制度、社会基盤、装置、サービス

や、またそれらをつなぐシステムに調和する

ものであることが大前提となる。例えば、現

代の我々は新しい製品を開発するといったと

き、その製品が単に新しいものであるだけで

なく、企業にとってのビジネスケースが成立

していること、使用者や第３者に対するあら

ゆる危険性がなく、環境・エネルギー・資源

などの持続可能性を脅かさないなど、極めて

多数の条件をリーズナブルな範囲で満足して

いることはほぼ自動的に期待する。またその

期待のハードルは年を追うごとに高くなって

いる。 
したがって“Designer in Society（社会ととも

にあるデザイナー）”は、ビジネスとしての要

求を充足しようとし、生産の仕組みを作る、

快適な作業環境を作る、医療サービスを作

る、娯楽のサービスを作る、服飾のサービス

を作るなど、全て人間に関する深い洞察に基

づくデザインを行う。その時、例えば平成 27
年の国連で決議された「持続可能な開発のた

め の ア ジ ェ ン ダ 2030 （ Sustainable 
Development Goals, SDGs）（資料 3）」等

に視準を合わせ、環境の保全、経済の開発、

社会の発展と調和を踏まえ未来を視野におい

た実践活動となることが重要である。これ

は、究極的には人口増、資源枯渇、気候変動

などグローバルな観点を反映するものである

から、日本の首都東京で行う “Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
養成には、単にサプライ・チェーン、バリュ

ー・チェーンの国際化以上の国際人としての

優れた感覚を身につける必要がある。 

変化、及びその中での人の役割の変化につい

ての認識を深化するために現実社会との共創

を行うことによって、自律的な思索の骨格を

持つ未来志向の発想力や創造性を持つ人材の

育成を目的としている。 
そこで本学では、新しい概念を創出するため

のデザイン学の教育を中心とし、思考に体系

性と厳密性を与える数学、思考の適格性を保

障し社会的に受容される表象のための論理的

思考、記号論・概念論や心理学基礎等の学修

を通し人間を知り、現実問題としてはマーケ

ティングや知的財産権、またコンテンツの流

通・保護を学ぶ。これらの学修によって「理

念的ものづくり」と呼べるあらゆる産業の基

底に存在する枠組みを理解し、その枠組みか

ら導かれる社会像を思考の空間とすることに

よって、社会に受け入れられ有効に作動する

デザインを考案する能力を持つ専門職を育成

する。 
教育課程において、2 年次と 4 年次のそれぞ

れで学科の枠を超えた課題制作を行う。理論

の学修にとどまらず、プロトタイプの制作を

通じて、制作や研究を実施し社会的な評価を

求めるものである。そのために制作結果の水

準の高さと同時に自己の制作の論理的、美

的、あるいは社会的な意義を明確に表現する

能力を磨くことが求められる。加えて、臨地

実務実習や語学力の強化にも重点を置き、国

際的なコミュニケーションや社会、文化・芸

術への理解を通してグローバルに自己の研究

や制作を位置づけることのできる人材を育成

する。 
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このように本学は、我が国を中心とした国際

的な社会的期待の充足に専門職として応えた

いという強い意志と目標を持つ人を対象とし

て、“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”としての期待に応える人材を養

成する。 
1.2.2 修得させるべき能力 
Designer in Society たる「デザイン思考を実

践できる情報技術者」は次のような能力を備

えている。はじめ 2項は Designerとして重要

な部分であり、次の 2項はSocietyの部分であ

る。 
• 豊かな創造力：「豊かな創造力は」は

「デザイン思考を実践できる情報技術者」と

して、真のイノベーションを目指し固有領域

技術である情報技術をそれとは異なる対象領

域に応用した結果発揮するものである。それ

は論理的思考能力、科学的分析力とともに芸

術的感性によって裏打ちされている。 
• 確かな実践力：「確かな実践力」は専

門職大学として目指すもう一つの能力であ

る。これは、一つにはデザイン思考がプロト

タイプ制作によるアイデアの実現の検証を包

括しているからである。また、本学の原則

（§1.1.2 参照）の一つとして、学修が動機の

実現を軸としており、そのために数多くのプ

ロトタイプ制作による実現を行う。 
• 鋭敏なビジネスセンス：“Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”は
社会の期待、あるいは自己の夢の実現を目指

している。しかし、それはビジネス原則を無

視しては叶わないことも理解する必要があ

り、この能力を涵養するために展開科目で経

営関連の講義を配置する。 
• 高い倫理観：最後に “Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”は
社会が真に必要とするもの、それによって社

会がより良くなる方向に向かうものを作るこ

とが使命である。その理解、判断には倫理観

が必要であることは言うまでもない。そこに

は、例えば持続可能性など、グローバルな規

模での社会的な使命を達成する努力の実践も

含まれる。 
 
また、これらとは別にいわゆる社会人基礎力

の涵養も重要である。社会人基礎力は、「前

に踏み出す力（アクション）」（主体性、働

きかけ力、実行力）、「考え抜く力（シンキ

ング）」（課題発見力、計画力、創造力）、

「チームで働く力（チームワーク）」（発信

1.2.2 修得させるべき能力 
本学における専攻に直接かかる職業専門科目

の目的は、専門職を伝統的工学領域固有に限

定された問題に対応する者と位置づけるので

なく、多くの種類の産業分野で活躍できる能

力を身につけているものとする。それは多く

の産業でデザイナーとしての高い能力を身に

つけているということであり、企業経営的視

点と関連する様々な開発に必要な基本的戦略

をデザインするもので、製品に限らず、製

造、流通、サービスなどを含む経営全般に現

れる諸課題の開発のための戦略をデザインす

る能力であると言える。それは多くの工学領

域に精通するのでなく 1.1.3 項で述べたよう

に、デザイン学によって広く領域の働きにつ

いての体系的知識を持つことが基礎となる。

例えば、職業専門科目の「IoT システム開

発」では、IoT は多数の工学領域が集積され

た技術である。デザイナーは各技術の詳細で

なく、IoT というシステムが持つ機能につい

ての知識を持ち、それが機械、複合装置、工

場、企業全体、さらには企業間などのシステ

ムで IoT を用いるデザインにおいて、それら

の機能・性能の最適化を実現する能力を持

つ。この科目では IoT という技術が持つ働き

の本質を学ぶということであり、そこで学ん

だ知識は、個々の IoT 製品を作る知識（例え

ば半導体製品としての IoT チップを作る知識

は典型的な電気・電子工学の技術である）で

はないが、IoT を使うどのような産業におい

ても有効であり、IoT によって最適化される

システムのデザインに必要なものである。も

ちろんこの知識は、現実のものづくりにおい

て必要となる個々の IoT 製品を開発する時の

デザイン条件であり、それは機械、電気など

の領域知識の詳細を知ることによって、個々

の IoT 要素のデザインが行われる。これは演

習・実習などによって現実のものづくりを経

験する時に体験することであるが、デザイン

の現実世界において具備すべき論理と、動機

としての機能との関係を理解する。 
以上のことは、人工知能システム、ロボット

の科目も同様であるが、情報工学科として選

ばれたこれらの科目は現代の産業で広く用い
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力、傾聴力、柔軟性、状況把握力、規律性、

ストレスコントロール力）の 3 つからなり、

企業は学生に対し「前に踏み出す力」をまず

期待し、能力では実行力に期待している。一

方、学生は専門的な知識やスキルに不安を感

じているが、企業側は「主体性」、「粘り強

さ」、「コミュニケーション能力」が不足と

感じている 。具体的には、主体的に行動を起

こし最後まで粘り強くやり抜く力、またその

プロセスでのコミュニケーション能力の涵養

が求められる。 
大学生（特に学部新卒者）が卒業時に持つべ

き知識・能力についての調査結果がある 。こ

の調査によると特に大学、企業の両方が重要

と考える能力は、「チャレンジ精神」、「チ

ームワーク能力」、「コミュニケーション能

力」などの一般的な社会人基礎力に加えて、

「問題解決・物を作り出していく能力」、

「課題を見出す能力」、「倫理観」などの専

門的能力である。企業側からは、学部新卒者

に不足する知識・能力として、「問題解決・

物を作り出していく能力」、「チャレンジ精

神」、「コミュニケーション能力」「専門分

野に関する基礎的知識」、「文系分野も含む

幅広い教養」という指摘があった。 
さらに、日本経済再生本部第 4 次産業革命人

材育成推進会議は、IT を中心とした必要人材

のスキル・コンピテンシーを次のように設定

している 。 
(1) 課題設定力、目的設定力 
(2) データ活用や IT にかかる能力・スキ

ル 
(3) コンピュータ等の IT リテラシー 
(4) コミュニケーション能力 
(5) 分野を超えて専門知や技能を組み合わ

せる実践力 
(6) リーダーになる資質 
 
 以上をまとめると、創造力や実践力、ビジ

ネスセンス、倫理観と言った専門的な能力で

は、特に創造力に関して「課題設定力・目的

設定力」、「問題解決・物を作り出していく

能力」（これは実践力にも関連する）が重要

となり、実践力では社会人基礎力である「前

に踏み出す力（主体的に行動を起こし最後ま

で粘り強くやり抜く力）」、「チャレンジ精

神」、「コミュニケーション能力」、「チー

ムワーク能力」、「リーダーシップ」を重視

する必要がある。また「幅広い教養」や「分

野を超えて専門知や技能を組み合わせる実践

られている情報技術の代表的なものであり、

これらを用いたシステムを学ぶことによっ

て、情報化時代のデザインを現実的に学ぶこ

とになる。本学の学生の特徴としての「理念

的ものづくり」に対する実感的動機は、これ

らの学習により理念の現実化というデザイン

の本質を理解することになる。 
一方展開科目は、職業専門科目で学んだ情報

技術を基礎とするデザイン能力を、社会にお

いて活用するために必要な科目である。した

がってこの科目は、大学で学修した基礎的知

識を卒業後専門職として自ら展開し、専門職

としての役割を充実して行うものであり、

「企画・発想法」、「プロジェクトマネジメ

ント」、「グローバル市場戦略論」「企業経

営論」などが準備される。現実に企業で仕事

をする場合、「社会の中のデザイナー」は、

特定の技術分野での仕事に従事する場合でも

企業の経営理念、社会に対する貢献を常に意

識するのであって、これらの科目を基礎とし

て、経営能力や貢献能力を向上して行くとと

もに、社会における価値創造の方法について

の見識を持つようになる。これは社会におけ

る自律的行動の確立を意味し、ある段階では

でデザイン学を骨格として持つ、企業経営者

になるという姿が想定される。 
 
 基礎科目は、職業専門科目における技術的

実現行為の全てにわたって学生が求められる

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”固有の「思索の骨格」を体系的に身

につけるための基礎として必要な科目群であ

る。本学の教育課程は中心にデザイン学を置

くが、これは倫理、文化、心理、記号論、言

語、構文論、意味論、コミュニケーションな

どの、科学や工学における基礎科目には現れ

ない人間にかかわる知識を含む科目、「比較

文化論」、「社会と倫理」、「感性をはか

る」、「コミュニケーションと記号論」であ

る。これらの学修により、伝統的科目につい

てその詳細内容ではない機能による認識力を

身につけ、そのデザインにおける機能の視点

に基づく論理構造を把握する。例えば、生産

技術という広く工学に現れる知識は、従来の

ような生産に関わる材料学、表面科学、機械

力学、熱力学、統計学、組み合わせ数学など

に重点を置くものとは異なり、人のデザイン

思考の中で重要となる生産行為の意味性、生

産過程の構文性、複雑な生産を記号論的な視

点から俯瞰する等、個別対象を離れた総合
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力」は創造力でもあるが、この点については

後に詳しく述べる。 
 次に本学の各学科の固有領域専門分野にお

ける知識・能力に関しては、職業専門科目の

目的が、専門職を伝統的工学領域固有に限定

された問題に対応する者と位置づけるのでな

く、多くの種類の産業分野で活躍できる能力

を身につけている者であるとすることから、

情報技術の基礎的知識に加えて、実習科目を

通じて多くの応用領域に触れアプリケーショ

ンの開発を目指したものとなる。上述の「課

題設定力・目的設定力」、「問題解決・物を

作り出していく能力」、「前に踏み出す力

（主体的に行動を起こし最後まで粘り強くや

り抜く力）」、「チャレンジ精神」、「コミ

ュニケーション能力」、「チームワーク能

力」、「リーダーシップ」などは、これらの

実習科目での経験から習得することになる

が、もちろん講義・演習科目として学ぶ部分

もある。ビジネスセンスも実習と展開科目と

しての講義科目で習得する。 
また職業専門科目は、基礎的な学科共通科目

と各コース（履修モデル）ごとにユニークな

専門科目に分かれる。前者は数学や物理学、

情報数学と言った基礎を築く科目であり、後

者は各コース内の専門性を高めるが、単に理

論の教授によるモデル構築とその分析という

分析力の教育を行うだけでなく、プログラミ

ング演習で創造力と実践力の向上を図る。さ

らに演習・実習科目の多くでは個別の要素技

術、素子のデザインではなくシステムの視点

が欠かせない。例えば「IoT システム開発」

は、IoT は多数の工学領域が集積された技術

であるが、デザイナーは各技術の詳細でな

く、IoT というシステムが持つ機能について

の知識を持ち、それが機械、複合装置、工

場、企業全体さらには企業間などのシステム

で IoT を用いるデザインにおいて、それらの

機能・性能の最適化を実現する能力を持つ。

この科目では IoT という技術が持つ機能の本

質を学ぶが、そこで学んだ知識は、個々の

IoT 向けの要素製品（例えばセンサー）を作

る知識ではないが、IoT を使うどのような産

業においても有効であり、IoT によって最適

化されるシステムのデザインに必要なもので

ある。また、このシステム中心の考え方は、

物ごとを俯瞰的に捉える訓練となり、問題の

新たな解法の模索や全体の俯瞰でのみ可能な

システムレベルの問題点の発見などに有効で

あり、“Designer in Society（社会とともにあ

的、プロダクトやグラフィックスと異なった

視点から俯瞰し新たなデザイン思考や共創行

為が可能となる。これらの思索の骨格が現実

に作動する各学科において職業専門科目との

関連を理解するために、本学では「学科包括

科目」と呼ぶ科目を設けるが、それが「情報

工学演習」「デザインエンジニアリング概

論」及び「コンテンツデザイン概論」であ

る。 
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るデザイナー）”の養成には不可欠でもある。

このことは、人工知能システム、組込みシス

テムの科目も同様であるが、情報工学科とし

て選ばれたこれらの科目は現代の産業で広く

用いられている情報技術の代表的なものであ

り、これらを用いたシステムを学ぶことによ

って、情報化時代のデザインを現実的に学ぶ

ことになる。 
2 年次では学科の枠を超えた課題制作（地域

共創デザイン実習）を行う。理論の学修にと

どまらず、教育課程連携協議会の協力と支援

を得て、自治体や企業の課題を解決するプロ

トタイプのデザインを通じて、制作や研究を

実施し社会的な評価を求めるものである。そ

のために制作結果の水準の高さと同時に自己

の制作の論理的、感覚的、あるいは社会的な

意義を明確に表現する能力を磨くことが求め

られる。情報工学科 3 年次で行う「ソリュー

ション開発 I、II」及びデジタルエンタテイン

メント学科 4 年次の「デジタルコンテンツ総

合実習」は、「地域共創デザイン実習」での

課題を発展させ最終的にはプロトタイプを学

科内の学生のコースを問わないチーム編成で

制作する。また、臨地実務実習は2年生、3年
生、4 年生の各学習段階に応じて原則として

は異なる企業で行う。 
 基礎科目は、職業専門科目における技術的

実現行為の全てにわたって学生が求められる

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”のデザイン思索を体系的に身につけ

るための基礎として必要な科目群である。こ

れは倫理、文化、心理、記号論、言語、構文

論、意味論、コミュニケーションなどの、科

学や工学における基礎には現れない人間にか

かわる知識を含む科目を含む。「比較文化

論」、「感性をはかる」、「コミュニケーシ

ョンと記号論」の 3 科目はデザイナーとして

の感性の養成に資するものであるが、デジタ

ルエンタテインメント学科の学生は言うに及

ばず、情報工学科の学生にとっても例えばユ

ーザーインターフェース設計などに有用な知

識となる。英語科目は 1 年次から 4 年次まで

配置され、語学としての英語の学習よりは、

英語によるコミュニケーション能力の獲得に

重きを置き、国際的なコミュニケーションと

社会、文化・芸術への理解を通してグローバ

ルに自己の研究や制作を位置づけることので

きる人材を養成する。なお、学生には卒業研

究制作の最終発表を英語で行うことを義務付

け、外部英語能力試験において卒業時までに
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一定のレベルに到達することを要請する。 
一方展開科目は、職業専門科目で学んだ情報

技術を基礎とするデザイン能力を、社会にお

いて活用するために必要な科目である。した

がってこの科目は、大学で学修した基礎的知

識を卒業後専門職として自ら展開し、専門職

としての役割を充実するものであり、「企

画・発想法」、「プロジェクトマネジメン

ト」、「チームワークとリーダーシップ」、

「知的財産権論」、「グローバル市場化戦

略」、「企業経営論」、「ベンチャー起業経

営」が準備される。現実に企業で仕事をする

場合、“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”は当然のことながら企業の経

営理念、社会に対する貢献を常に意識するの

であって、これらの科目を基礎として経営能

力や貢献能力を向上していくとともに、社会

における価値創造の方法についての見識を持

つようになる。これは社会における自律的行

動の確立を意味し、ある段階ではデザイン思

考を骨格として持ちベンチャー企業を設立す

るという姿が想定される。 
学生はこれらのカリキュラムで学修を続けな

がら、創造力と分析力の両面から“Designer 
in Society（社会とともにあるデザイナー）”
に不可欠な機能的観点またシステム的視点に

基づく論理構造を把握する能力・スキルを学

ぶ。その結果、自らプロトタイプを制作する

実践の日々を送ることになるが、それは教授

が遂行している研究の思想に共鳴した学生が

その教授の下で、すなわち、その教授を助言

者（メンター）として自らプロトタイプを制

作することとする。卒業の要件は、変化する

社会の要請に対し、主体的にまた結果に対す

る倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応える、

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”となることであり、同時にその職種

が、基礎研究などで次々と出現する新知識の

応用可能性を、社会と矛盾することなく利用

する主役として、これからの社会の繁栄に大

きく貢献することに意欲を持つことである。 
その集大成として、「卒業研究制作」を 4 年

次に取り組むが、確かな実践力の獲得を証明

するためにプロトタイプを制作する。それは

AI 技術を応用した警備のための画像認識シス

テムであるかもしれないし、IoT 技術を用い

て実装した工場内物流監視システムかも知れ

ない。あるいは、CG アニメーションによる

環境問題の啓発を目指すのかも知れない。こ

れら本学における学修の最終形と職業専門科
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目との関連を理解するために、本学では「学

科包括科目」と呼ぶ科目を 1 年前期に設ける

が、それが「情報工学概論」及び「コンテン

ツデザイン概論」である。 
 以上、ここまでの総論として、本学の教育

で養成する人材が持つべき能力をまとめた表

を資料 2 として添付する。 
 
1.2.3 産業界等の社会との共有 
本学は全体的な解決を目的とし、社会ととも

にある大学を基本理念の 1 つとして設定し、

それに基づき組織、管理、教育、研究の全て

にわたり新しくデザインされた大学である。

そして大学経営と教育研究の協力的な相互独

立関係、3 つのポリシーの全教員の協力によ

る合議的決定など、大学内は経営的にも学問

的にも分断のないフラットな意思決定によ

り、基本理念を貫くものである。その中で、

様々な、そして変動する社会の期待や課題

を、経営側、教職員の対話を通じて共有し、

それを経営、教育、研究に反映する。その方

法は、経営側と教職員側の代表で構成される

大学評議会で開放的な対話、教員間の専門的

な課題の共有と解決方針の相互理解などによ

り、大学の社会貢献という抽象的課題を具体

的な教育研究課題へと凝縮し、学生自らの学

習の中に浸透させてゆくとともに、有効な大

学社会連携を確立する。 
本学の目的に基づき、協調するべき社会の対

象は次のように言えるであろう。工科という

点では、現代社会のあらゆるセクターでその

知識が求められているのであって、本学はそ

れらに“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”である卒業生を送り出すこ

と、さらには卒業後の本学との連携により、

社会に本学のデザインを核とする思想、行動

を広め、社会の質の向上と、産業活動などの

強化に貢献する。さらに実務経験を持つ教員

の主導による分野横断的なプロジェクトを立

てて研究を実施し、社会の期待、あるいは課

題解決に有効な知識を創出する。これらは製

造業、サービス業などの産業はもちろん、政

治における立法、行政における政策立案、健

康産業と言われる医療、農業などの様々な開

発におけるデザインに広く貢献の対象がある

と考え、それらを教育、研究の上で考慮して

行く。 
 
（削除） 
 

1.2.3 産業界等の社会との共有 
本学の基本理念の 1 つとして、「社会ととも

にある大学（University in Society）」を置

く。これは“Designer in Society（社会ととも

にあるデザイナー）”の育成を目的とする本学

にとって必要条件である。 
歴史的に学問を研究し、教育する大学は自治

を持つと言われ、教育、研究とも社会の他の

セクターからの指示や強制によってはならな

いとされる。これは全ての人に有用な中立的

知識である学問を生み出し、かつ公平に社会

に貢献する者を教育するという点で歴史的に

成功してきた理念であり、特定の社会的集団

のみに利する知識を算出するような危険を回

避してきたのである。その結果、大学は社会

から隔離されているのが正しいという思想が

長い間定着していた。 
しかし、学問が生み出す知識が膨大となり、

それが社会で使用され効果を発揮して大きな

恩恵をもたらす現代では、社会から大きな期

待が大学にかけられるようになり、隔離の思

想は成立しなくなり、また隔離状態は現実的

に終焉する。しかしながら、この現代におい

ても自治が中立的知識を生み出したという長

い歴史の影響は残り、社会の中の大学という

教員たちの意識が強くなってはいるが、それ

を歴史から離れてどのように実現するかを各

大学で模索し、学長の権限集中などの様々な

試みがされているがまだ途上であると言わざ

るを得ない。 
 
本学はこの課題の全体的な解決を目的とし、

社会とともにある大学を基本理念の 1 つとし

て設定し、それに基づき組織、管理、教育、

研究の全てにわたり新しくデザインされた大

学である。そして大学経営と教育研究の協力

的な相互独立関係、3 つのポリシーの全教員

の協力による合議的決定など、大学内は経営

的にも学問的にも分断のないフラットな意思

決定により、基本理念を貫くものである。そ

の中で、様々な、そして変動する社会の期待

や課題を、経営側、教職員の対話を通じて共
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これらを考慮しながら、本学では特徴的な産

業界等との協力に努める。そのために、産業

人、自治体職員などと学内委員からなる教育

課程連携協議会を置き、そこに各界の専門家

を招聘して現在の社会、産業の状況、産業か

らの期待、大学からの期待などについて討

議、議論を行い問題を共有する。また本学で

の研究プロジェクトの計画については、産

業、研究法人、既設の大学などとの連絡を行

いつつ、既存の研究と補完的で我が国の将来

にとって有用なものとするべく討議する。ま

た臨地実務実習については、学生にとって最

も効果の高い方法の探索のために、企業と緊

密な討議を行って実行し、その結果の評価を

全学で把握する。 
 

有し、それを経営、教育、研究に反映する。

その方法は、経営側と教職員側の代表で構成

される大学評議会で開放的な対話、教員間の

専門的な課題の共有と解決方針の相互理解な

どにより、大学の社会貢献という抽象的課題

を具体的な教育研究課題へと凝縮し、学生自

らの学修の中に浸透させてゆくとともに、有

効な大学社会連携を確立する。 
本学の目的に基づき、協調するべき社会の対

象は次のように言えるであろう。工科という

点では、現代社会のあらゆるセクターでその

知識が求められているのであって、本学はそ

れらに“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”である卒業生を送り出すこ

と、さらには卒業後の本学との連携により、

社会に本学のデザインを核とする思想、行動

を広め、社会の質の向上と、産業活動などの

強化に貢献する。さらに実務経験を持つ教員

の主導による分野横断的なプロジェクトを立

てて研究を実施し、社会の期待、あるいは課

題解決に有効な知識を創出する。これらは製

造業、サービス業などの産業はもちろん、政

治における立法、行政における政策立案、健

康産業と言われる医療、農業などの様々な開

発におけるデザインに広く貢献の対象がある

と考え、それらを教育、研究の上で考慮して

いく。 
特に、情報関連の教育の重要性が国際的に強

く言われているが、この教育は歴史も浅く新

しい形の教育が生まれつつある。各国とも自

国の社会的特徴や文化に応じた教育体制を取

る傾向があり、本学の“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”教育におい

ても人間を考えた独自の教育を行う。我が国

の学問に関する基本的感覚は、「神が与えた

学問領域」という思想を根拠とする西欧型の

学問論と違い、領域間の融合に寛大な文化が

ある。1980 年代に日本提案で行われた製造業

における企業ネットワークの国際プログラム

が現在世界的常識となった IoT の源流である

と言われ、またそれは我が国ではあらゆる存

在物が対話するという「八百万（やおよろ

ず）の神」の思想の産業化だと国際的に言わ

れるように、デザインされるものは文化と関

連する。これらを考慮し、情報教育はすでに

述べたように、情報の物理的様態よりも情報

の持つ機能、すなわち、例えば人にやさしい

情報技術などの人間にとっての意味という視

点での学修に重点を置き、それが社会の期待

実現などに直結するデザインの能力を持つ者
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として社会に貢献することとする。 
これらを考慮しながら、本学では特徴的な産

業界等との協力に努める。そのために、産業

人、自治体職員などと学内委員からなる教育

課程連携協議会を置き、そこに各界の専門家

を招聘して現在の社会、産業の状況、産業か

らの期待、大学からの期待などについて討

議、議論を行い問題を共有する。また本学で

の研究プロジェクトの計画については、産

業、研究法人、既設の大学などとの連絡を行

いつつ、既存の研究と補完的で我が国の将来

にとって有用なものとするべく討議する。大

学の教学面については全面的に学長マターで

決定し、ファカルテイーデベロップメント(以
下、FD)委員会が主催するが、委員による FD
関連の討議のほかに、基本的に教員全員参加

型の会議を常時開催し、陳腐化しない教育内

容、特に社会への貢献について討議する。ま

た臨地実務実習については、学生にとって最

も効果の高い方法の探索のために、企業と緊

密な討議を行って実行し、その結果の評価を

全学で把握する。 
 
 

1.2.4 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシ

ー） 
以下に記すディプロマ・ポリシーの内、学

部以下のディプロマ・ポリシーは、資料 2 で

まとめたが総論が包括されているとともに、

より詳細化、且つ、具現化されているべきで

ある。それを示すために、資料 3 は資料 2 を

ベースに、それぞれの要素を三大学力（「知

識・理解」、「能力」、「志向・態度」）に

ブレイクダウンさせ、以下のディプロマ・ポ

リシーの各項目（以下、DP No.）に通し番号

を振っている。 
 
1.2.4.1 東京国際工科専門職大学のディプロ

マ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 
 本学は、卓越した機能による技術的価値と

優れた芸術的表現による文化的価値を備え、

ビジネス上の成功を目指しつつ社会や環境へ

の配慮を欠かさない人工物の創造をする

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”となるために、定められた在籍期

間、及び、所定の単位を取得し、必修等の条

件を満たすこと等を卒業要件とし、卒業を認

定し学位を授与する。 
 
1. 豊かな創造力 

1.2.4 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシ

ー） 
 
（追加） 
 
1.2.4.1 東京国際工科専門職大学のディプロ

マ・ポリシー 
本学は、「仕事の結果に対する倫理的責任を

強く持ちながら、潜在的な需要をも感受し探

索し、それを顕在化する概念を創出し、必要

な知識を選出・創出してそれを実現する、現

代に求められる真のイノベーションの実現者

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”を養成することを目的とする」を基

本理念とし、本学の各学位プログラムの課程

を修め、必要な知識が不明の需要に取り組

み、その実現過程で自ら新しい知識を創出し

つつ需要を満たす解を作り出す技術者、か

つ、地球持続性時代の国際的理解、国際社会

の要請にこたえるグローバル人材として、定

められた在籍期間、及び、所定の単位を取得

し、必修等の条件を満たすこと等を卒業要件

とする。 
この基本理念を実現化するため、本学では以

下に記す項目の能力・資質を高め、それらを

総合的に活用できる者に対し、卒業を認定し
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 対象領域を俯瞰し、問題・課題を発見し科

学的根拠をもって分析するとともに、分析し

た結果問題の本質を精査できる総合力と、解

決を複数考案できる創造力、感性、倫理観を

有している。 
 
2. 確かな実践力 
 問題・課題解決に対し、実際にプロトタイ

プを開発し複数インプリメントすることで実

際に解決案を創造するとともに、最適解を選

択できる社会的倫理観を持ちながら判断でき

る知識・能力を有している 
 
3. 鋭敏なビジネスセンス 
 現代社会のビジネスの仕組みを知り、専門

職人材として、顧客や品質を第一に考えられ

るとともに、現実的判断をもって遂行するこ

とのできるビジネススキルと共に、自身が持

つ好奇心の実現に向け協調性をもって、主体

的に行動することができる。 
 
4. 高い倫理観 
 倫理観をもって社会の責務を認識した行動

指針を有しているとともに、顕在する問題解

決のみならず、社会の持続性・発展性まで考

慮することのできる専門職人材である。 
 
 
1.2.4.2 工科学部のディプロマ・ポリシー（卒

業認定・学位授与の方針） 
工科学部は情報技術を応用する領域における

専門職を養成する。そのため、本学の「ディ

プロマ・ポリシー」を踏まえた上で、定めら

れた課程において以下の知識・能力を修得

し、教育の理念である「Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）」に従い、

ものを創ることができる学生に対し、卒業を

認定し学位を授与する。 
【知識・理解】 
1. 発見した問題・課題を正しく分析する基本

理論を理解し、本質（ゴール）を精査するた

めにモデルを構築できる。 
2. 問題・課題解決のために知識を総合し、価

値創造の方法論について理解している。 
3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解し

ている。 
4. 情報技術を応用する領域を主導する専門職

人材として、対象領域を俯瞰する能力を有す

る。 
【能力】 

学位を授与する。 
 
【態度・志向性】 
「Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）」 
仕事の結果に対する倫理的責任を強く持ちな

がら、社会的課題（顕在的・潜在的社会的期

待）に対して敏感に、しかも主体的に応える

ことができる“Designer in Society（社会とと

もにあるデザイナー）”である。 
【能力】 
「デザイン思考」 
“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”固有の「思索の骨格」である知識の

理論『デザイン学』によって自律的に思索し

実践する能力を持っている。 
「グローバルコミュニケーションスキル」 
グローバルに活躍できるコミュニケーション

力などの適応力を有し、新技術や国際情勢の

変化を察知できる視野を兼ね備えている。 
【知識・理解】 
「工科系産業分野における価値創造力」 
工科系産業分野において、大きな実践力とい

った感覚を持って活躍できる職業専門知識・

技能を修得し、価値創造を実現するためにプ

ロトタイプを作り出すことができる。 
 
1.2.4.2 工科学部のディプロマ・ポリシー 
本学部は、広い工学知識を駆使して企業目的

を達成する工科領域における専門職の育成す

る。そのため、本学部では、本学の「ディプ

ロマ・ポリシー」を踏まえた上で、定められ

た課程において以下の能力・資質等を修得

し、建学の精神である「Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）」に従い、

自律的に思索し実践する者に対し、卒業を認

定し学位を授与する。 
 
【態度・志向性】 
「Technology Designer in Society（社会とと

もにある工科デザイナー）」 
工科領域において、仕事の結果に対する倫理

的責任を強く持ちながら、社会的課題（顕在

的・潜在的社会的期待）に対して敏感に、し

か も 主 体 的 に 応 え る こ と が で き る

“Technology Designer in Society（社会とと

もにある工科デザイナー）”である。 
【能力】 
「デザイン思考」 
“Designer in Society（社会とともにあるデザ
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5. 情報技術を応用する領域を主導する専門職

人材として、問題を発見・設定する力を有し

ている。 
6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力

を有している。 
7. プロトタイプを実際に開発する能力を有し

ている。 
8. 科学的判断力を持って最適解を決定するこ

とができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能

力を有している。 
10. 協調性をもって、主体的に行動すること

ができる。加えて、リーダーシップを発揮す

ることができる。 
【志向・態度】 
11. 倫理観をもって社会に解決案を提供する

ことができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択す

る能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エ

ラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三

現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
 
1.2.4.3 情報工学科のディプロマ・ポリシー

（卒業認定・学位授与の方針） 
情報工学科では、人工知能システム、IoT シ

ステム、ロボットを中心とした情報工学にお

ける教育・研究・実践活動を通して、情報工

学分野における基礎及び専門技術に関する知

識と創造力を身につける。さらに、それらを

俯瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニ

ケーション能力を有し、グローバルに活躍で

きる技術者を養成する。 
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身に

つけた学生に学位を授与する。 
 【知識・理解】 
1. 問題を正しく分析する数学、物理学などの

基礎知識と共に、コンピュータシステムの構

成に関する知識を有している。 
2. AI, IoT, ロボットの各分野において、価値

創造のためのソフトウェアアルゴリズムやシ

ステム構成方法論について理解している。 
・AI 戦略コースに所属する学生は、人工知能

システムに関する論理的・数学的知識を有し

ている。 
・IoT システムコースに所属する学生は、ソ

フトウェア、ハードウェア、ネットワークと

データ解析の知識を有している。 
・ロボット開発コースに所属する学生は、ハ

イナー）”固有の「思索の骨格」である知識の

理論『デザイン学』によって自律的に思索し

実践する能力を持っている。 
「グローバルコミュニケーションスキル」 
英語でのコミュニケーション能力を身につ

け、自分の考えを英語で伝えることができ

る。 
【知識・理解】 
「工科系産業分野における価値創造力」 
工科系産業分野において、大きな実践力とい

った感覚を持って活躍できる職業専門知識・

技能を修得し、価値創造を実現するためにプ

ロトタイプを作り出すことができる。 
 
1.2.4.3 情報工学科のディプロマ・ポリシー 
本学科は、次の卒業基準を満たし、所定の単

位を修得した学生に学位を授与する。 
【態度・志向性】 
・ “Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の考えを持ち、世界と社会の多様

性を認識し、高い倫理観と職業遂行力を持っ

た理工学人材として活躍できる。 
・工学の諸技術を理解し、課題を解決する能

力を身につけ、課題に対する関係する人々と

のコミュニケーションを図りながらチームで

仕事をすることができる。 
【能力】 
・制作に必要な技術情報を英文で収集・理

解・活用できるとともに、英語でのコミュニ

ケーション能力を身につけ、自分の考えを英

語で伝えることができる。 
 
 
【知識・理解】 
・ソフトウェア、ハードウェア、ネットワー

クに関する実装力を有し、専門職として必要

とされる教養、専門知識や理論、専門技術を

身につけ、問題解決に導く開発能力を有す

る。 
・未来像を自ら設定し、完成に導き、社会に

新たな価値を提供できるだけの専門的な技

術・知識を有している。 
1.2.4.4 デジタルエンタテインメント学科のデ

ィプロマ・ポリシー 
本学科は、次の卒業基準を満たし、所定の単

位を修得した学生に学位を授与する。 
【態度・志向性】 
・“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の考えを持ち、世界と社会の多様

性を認識し、高い倫理観と職業遂行力を持っ
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ードウェアとソフトウェアのバランスした知

識を有している。 
3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解し

ている。 
【能力】 
4. 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロボ

ット）と社会との接点を理解し、情報システ

ム技術をコアとして、システムインテグレー

ションに関する知識を総合的に俯瞰すること

ができる。 
5. 情報工学を主導する専門職人材として問題

を発見する力を有している。 
6. 創造力と表現力 "感性と教養にもとづ

く創造力および表現力を有している。 
7. 情報技術を応用して対象領域の課題を解決

するソリューションのプロトタイプを開発す

る能力を有している。 
・AI 戦略コースに所属する学生は、人工知能

システムの応用に着目する。 
・IoT システムコースに所属する学生は、IoT
システムのプロトタイプ開発を行い、サービ

スデザインにも着目する。 
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロ

ボットの応用に関する実践的プロトタイプ開

発に着目する。 
8. 論理的思考能力と科学的知識によって最適

解を判断することができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能

力を有している。 
10. 協調性をもって、主体的に行動すること

ができる。加えて、リーダーシップを発揮す

ることができる。 
  【志向・態度】 
11. 倫理観をもって社会に解決案を提供する

ことができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択す

る能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エ

ラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三

現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
 
 
1.2.4.4 デジタルエンタテインメント学科のデ

ィプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の

方針） 
デジタルエンタテインメント学科では、デジ

タルコンテンツ分野における歴史的・社会的

背景、および、デジタルコンテンツの役割や

職能を理解し、プロトタイプ開発を行うこと

た理工学人材として活躍できる。 
・デジタルエンタテインメントの未来像を創

出する上で必要となる普遍的知識を習得して

おり、それらを糧に専門的な技術・知識を学

び続ける学修姿勢を有している。 
【能力】 
・制作に必要な技術情報を英文で収集・理

解・活用できるとともに、英語でのコミュニ

ケーション能力を身につけ、自分の考えを英

語で伝えることができる。 
【知識・理解】 
・デジタルエンタテインメントの制作に必要

とされる基礎知識・技術を網羅的に学修し、

問題解決に導く開発能力を有する。 
・未来像を自ら設定し、完成に導き、社会に

新たな価値を提供できるだけの専門的な技

術・知識を有している。 
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で、グローバルに発信可能なデジタルコンテ

ンツのクリエイターを養成する。 
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身に

つけた学生に学位を授与する。 
【知識・理解】 
1. 問題解決のためにその対象を正しく分析す

る数学、専門英語といった基礎知識を有して

いる。 
2. デジタルゲーム、およびコンピュータグラ

フィックス技術を用いた価値創造のためのア

ルゴリズムや表現方法論について理解してい

る。 
・ゲームプロデュースコースに所属する学生

は、コンピュータゲームに関するデジタルコ

ンテンツ制作に特化した知識を有している。 
・CG アニメーションコースに所属する学生

は、映像制作、キャラクターデザイン等、コ

ンピュータグラフィックスに特化した知識を

有している。 
3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解し

ている。 
 【能力】 
4. 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、CG）

と社会との接点を理解し、デジタルコンテン

ツ、情報システム技術、ビジネスに関する知

識などを総合的に俯瞰することができる。 
5. デジタルコンテンツを主導する専門職人材

として問題を発見し設定する能力を有してい

る。 
6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力

を有している。 
・ゲームプロデュースコースに所属する学生

は、コンピュータゲームデザインおよびプロ

グラミングなどゲーム開発に関する総合力を

有している。 
・CG アニメーションコースに所属する学生

は、CG 映像に関する一連のプロセスと制作

のための総合力を有している。 
7. デジタルコンテンツのプロトタイプを開発

する能力を有している。 
・ゲームプロデュースコースに所属する学生

は、プロトタイプを制作する目的を理解し、

デジタルゲームに関して企画・開発する能力

を有している。 
・CG アニメーションコースに所属する学生

は、プロトタイプを制作する目的を理解し、

CG 映像に関して企画・制作する能力を有し

ている。 
8. 論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最

適解を判断することができる。 
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9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能

力を有している。 
10. 協調性をもって、主体的に行動すること

ができる。加えて、リーダーシップを発揮す

ることができる。 
【志向・態度】 
11. 倫理観をもって社会に解決案を提供する

ことができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択す

る能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エ

ラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三

現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
 
 
1.3 研究対象とする中心的な学問分野 
本法人は情報処理、情報通信、デジタルコン

テンツ分野における実践教育において成果を

上げてきたのであり、有能な実務的デザイナ

ーを多数輩出してきた歴史を持っている。本

学、東京国際工科専門職大学においては、こ

の歴史における経験を存分に活かし、従来重

視されなかった学問分野の開拓を図り、また

現在の学問分野の強化に加えて分野間のつな

がりを開発し、現代社会、現在の産業に貢献

する学問分野へと進化させることを目標とし

ている。 
よって、中心的な学問分野を特定の 1 つとし

て言及することや、従来の大学同様に明確に

説明することは難しいが、現在の我が国の研

究分類として科研費の審査区分表をもちい

て、本学における研究対象とする学問分野を

述べるのであれば、小区分 90010 のデザイン

学（情報デザイン、環境デザイン、工業デザ

イン、空間デザイン、デザイン史、デザイン

論、デザイン規格、デザイン支援、デザイン

評価、デザイン教育、など）として分類さ

れ、それに対応する大・中区分である A1（思

想、芸術及びその関連分野）、 C23（建築学

およびその関連分野）、J61（人間情報学お

よびその関連分野）に関連している。また類

似小区分としては設計工学関連(18030, C18
「材料力学、生産工学、設計工学およびその

関連分野」)がある。さらに情報工学科および

デジタルエンタテインメント学科の固有技術

領域に関して次の通りである。 
AI については「ソフトコンピューティング関

連 」 （ 61040 ） 、 「 知 能 情 報 学 関 連 」

（ 61030 ） 、 「 知 覚 情 報 処 理 関 連 」

1.3 研究対象とする中心的な学問分野 
本法人は情報通信、デジタルコンテンツ分野

におけるものづくりの実践教育において成果

を上げてきたのであり、有能な実務的デザイ

ナーを多数輩出してきた歴史を持っている。

本学、東京国際工科専門職大学においては、

この歴史における経験を存分に活かし、従来

重視されなかった学問分野の開拓を図り、ま

た現在の学問分野の強化に加えて分野間のつ

ながりを開発し、現代社会、現在の産業に貢

献する学問分野へと進化させることを目標と

している。 
重要視されなかった分野とは、人の行動を支

援する体系的知識に関する学問である。多く

の文系、理系の学問は対象に関する真理を発

見する分析的な学問である。ここで得られた

知識は社会で使用され、人々に恩恵をもたら

すが、この学問的知識の使用という行為が、

人工化を中心とする現代社会の進展を特徴づ

けるものである。この行為に関する学問分野

は、工学をはじめとして、臨床医学、農学が

あり、また社会技術、経営学などもある。こ

れらの学問は対応する基礎学問の上に建てら

れ厳密性を持つが、現実の医療、製品開発、

企業経営、農業経営などの具体的方法を教え

るものではない。これは現在の科学の方法論

的制約からくる限界であり、実際の医療、製

品設計、企業経営、農業経営などは、それぞ

れの病院や企業、農業などに従事する人の工

夫に依拠しているが、工夫は論理で言えば仮

説形成（アブダクション）であり、科学の演

繹、帰納とは異なる可謬的な論理である。こ

の状況は科学の誕生とそれに依拠する技術が

始まって以来続いているが、現代の人の行為
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（61010）、「統計科学関連」（60030）な

どが関係が深い。IoT に関連しては「情報ネ

ットワーク関連」（60060）、「計測工学関

連 」 （ 21030 ） 、 「 統 計 科 学 関 連 」

（60030）を挙げることができる。ロボット

は、「ロボティクスおよび知能機械システム

関連」（20020）、「知能ロボティクス関

連」（61050）、「制御およびシステム工学

関連」（21040）などである。コンピュータ

ゲームに関連しては「エンタテインメントお

よびゲーム情報学関連」（62040）並びに

「ヒューマンインターフェースおよびインタ

ラクション関連」（61020）が、最後にCGに

ついては「エンタテインメントおよびゲーム

情報学関連」（62040）ならびに「高性能計

算関連」（60090）が関連する。 
アブダクション（仮設形成）は、デザイン思

考において重要な役割を果たす。既存の領域

として長い歴史がある設計学（「設計工学関

連」（18030）で包含）でも、設計解を求め

るプロセスが演繹を中心とする科学的な思考

過程とは異なり、それはアブダクションとし

て定式化できることがよく知られてい

る ,  ,  ,  。 
分析を目的とした通常の科学では単一の知識

体系のみを用いれば充分であるのに対し、人

工物の創造の際にはいくつかの異なる知識体

系群を用いる必要がある。このことは例えば

ロボットを設計するには、機械工学だけでは

なくセンサーや制御回路に関する電子工学の

知識、フィードバック制御システムを構築す

るための制御工学の知識、画像からアームの

パスを決定するための画像認識、応用領域で

ある作業プラニングの知識といった具合に、

目的に応じて多くの知識体系群を有機的に統

合して、最後に制御ソフトウェア・システム

としてインプリメントすることが必要である

ことが分かる。すなわち、創造の過程では

「細分化された知識を統合して創造する」こ

とが求められ、そこで統合される知識は高度

に専門化された数学や物理学に基づく科学的

知識のみならず芸術的感性や感受性、ビジネ

スに関する知識、さらには倫理観、社会や環

境に与える影響などにも亘る。アブダクショ

ンはこのような知識を統合して創造するとい

う過程を説明するのである。 

の広範化により、例えば、環境劣化という地

球的負担が急増し世界的問題が現実に起こる

ようになった。ここで緊急の指針が求められ

るが、そのためには広く人の行為支援する体

系的知識を作るという課題が必要であること

が国際的に認識されている。 
本学の教育課程の中心に置くデザイン学はこ

のことに関わる学問であり、社会、地球への

負担を最小化しつつ恩恵をものづくりするた

めの一般的方法にかかわる科目として

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の思索の骨格に必要なものである。

デザイン学は現在、国際的に重視されている

デザイン思考の教育の基礎として研究が行わ

れているが、決定版と言われるものはない。

我が国はこの分野で先行しており、すでに

1970 年代に国際的に発表されたが、デザイン

学は科学の一部門でなく、科学とは異なる新

しい課題であり、現在も発展途上である。現

在の我が国の研究分類として科研費の審査区

分表によれば、デザイン学を中心とする教育

分野は大区分 C（工学）、中区分 20 の「機械

力学、ロボティクス及びその関連分野」、中

区分 21 の「電気電子工学及びその関連分

野」、中区分 23「建築学及びその関連分

野」、大区分 J（情報）、中区分 62 の「応用

情報学及びその関連分野」等と関係がある。

また既に科目の項で述べたように、領域別研

究に加えて、人間に関わる知識がデザイン学

には不可欠で、倫理、文化、心理、概念論、

記号論、言語、構文論、意味論、コミュニケ

ーションなどの工学には表れない科目に関す

る研究も、プロトタイプ制作研究などでは必

要で、これらの研究も「理念的ものづくり」

という視点で新しい研究分野を開くことも考

えている。 
したがって、これらの区分領域に含まれるよ

うなデザイン行為を対象として、それを支援

する体系的知識を作る研究は、本学の全学的

視点で共有される研究分野である。そして科

研費の項目にあるような領域別行為を支援す

る体系的知識を求める研究がデザイン学研究

の基礎として行われることになる。 
 
 

1.4 教育研究上の到達目標 
本学は教育上の目的を達成することに加え、

専門職大学の第一人者として、従来の研究領

域や体系ではない、より複合化した新領域や

1.4 教育研究上の到達目標 
本学は教育上の目的を達成することに加え、

専門職大学の第一人者として、従来の研究領

域や体系ではない、より複合化した新領域や
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実践を伴う教育効果の研究を行う。そして、

成果を広く社会に提供し発展に寄与するため

に、教員の研究・制作活動指針について、下

記に到達目標を定める。 
 
（削除） 
 
(1) 本学教員は第一に本学の定めた教育理

念の実現に資する知識創出のための研究を行

う。本学の教育は社会の期待に高い感受性を

持ち、現代社会を特徴づける “Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”と

呼ぶ専門職を教育するのが目的であり、その

教育の方法論の研究を行う。それは歴史的に

確立された科学の領域の外の研究であり、研

究方法も定められたものはない。したがって

研究対象の設定、研究方法の考案、研究実施

の方法などの考案に始まり、未開の教育論を

展開する研究を行う。それが実際の教育に有

効である水準まで到達することが求められ

る。 
(2) 本学教員としてのものづくりを実施す

る研究においては、その研究で行われた思考

過程を客観的に記録し表現する論文も本学に

ふさわしい研究である。しかし、このような

ものづくりの背後に隠れている論理を抽出で

きる対象として貴重な研究は、伝統的学問の

領域に対応する一般の学会では論文として認

められないことが多い。しかし、ものづくり

の背後から抽出してデザイン思考の要素の重

大性による評価を基準にして査読をする雑誌

もあらわれていて、本学教員は、それらの雑

誌に採択されることによって本学の新しい研

究の社会的価値を高めるところまで到達する

ことが期待される。 
(3) 本学の FD の一環として、教員の間で

研究課題についての討論を常時行う。研究は

基本的に孤独な世界であるが本学の教員は教

育についての認識を共有している仲間であ

り、教員同士の対話の中からふさわしい研究

課題が発掘されることが期待される。また相

互の研究における情報交換のため、研究紀要

（論文・作品論文を含む）や持ち回りの研究

会を実施し、日常的に研究情報を交換しお互

いに研鑽をつむことにより、教育機関として

の独自の教育方式を確立する。 
(4) 本学教員は学内のみならず、科学者コ

ミュニテイの 1 人として自己の研究に責任を

負う。これは研究者として現在の研究状況の

中で自分の研究の意義を認識し、コミュニテ

実践を伴う教育効果の研究を行う。そして、

成果を広く社会に提供し発展に寄与するため

に、教員の研究・制作活動指針について、下

記に到達目標を定める。経験的に言って、国

際的にも、特に国内的に、新しい視点の研究

は学会に受け入れられないことが多い。例え

ば、国際的には存在する『デザイン学』と名

付けられた論文を受理する国内の学会は非常

に少ないであろう。しかし、本学の教員が、

受理されやすい研究課題を選んで研究し投稿

するようなことは厳に慎むことを要求する。

研究は1.2.3項に述べたように、人類のために

するのであって、論文の数を増やすためにす

るのではない。 
 
(1) 本学教員は第一に本学の定めた教育理

念の実現に資する知識創出のための研究を行

う。本学の教育は社会の期待に高い感受性を

持ち、現代社会を特徴づける「理念的ものづ

くり」の現実的表象であるものづくりを担う

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”と呼ぶ専門職を教育するのが目的で

あり、その教育の方法論の研究を行う。それ

は歴史的に確立された科学の領域の外の研究

であり、研究方法も定められたものはない。

したがって研究対象の設定、研究方法の考

案、研究実施の方法などの考案に始まり、未

開の教育論を展開する研究を行う。それが実

際の教育に有効である水準まで到達すること

が求められる。 
(2) 本学教員としてのものづくりを実施す

る研究においては、その研究で行われた思考

過程を客観的に記録し表現する論文も本学に

ふさわしい研究である。しかし、このような

「理念的ものづくり」の背後に隠れている論

理を抽出できる対象として貴重な研究は、伝

統的学問の領域に対応する一般の学会では論

文として認められない。そこには分析につい

ての評価しかなく、ものづくりは研究とは認

められない。しかしデザイン学の構築に取り

かかった国際的状況から言うと、これは奇異

なことと考えなければならない。実際には少

数であるが、ものづくりの背後から抽出して

デザイン学の要素の重大性による評価を基準

にして査読をする雑誌もあらわれていて、本

学教員は、それらの雑誌に採択されることに

よって本学の新しい研究の社会的価値を高め

るところまで到達することが期待される。 
(3) 本学の FD の一環として、教員の間で

研究課題についての討論を常時行う。研究は
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イにおいて発言することであり、特に学会に

おいては、1 人の研究者として行動すること

が求められる。実際の学会活動においては積

極的な活動を行うとともに、内外の関係学会

において原著論文の採択を目指すとともに、

研究発表を積極的に行う立場に立つ。 
(5) 教育の質の向上のために、競争的環境

の中に身を置き、科学研究費助成事業への応

募や他の公的資金の獲得、産学連携研究の推

進等、自立した研究環境の構築を実現する。 
(6) 本学教員においては、審査機構のある

関連学会の原著論文の採択を目指す。ここに

は審査機構のある内外の著名なコンペティシ

ョンへの応募・採用・入選や、オリンピッ

ク・万博等の公的な展示会への出品等、作品

等の応募・採用・入選を含める。 
(7) 社会活動や研究活動、教授法の研究、

教育効果評価等を通して到達目標を定め年度

ごとに個人業績や活動実績を記録し目標達成

度とともに評価する。 
 
 

基本的に孤独な世界であるが本学の教員は教

育についての認識を共有している仲間であ

り、教員同士の対話の中からふさわしい研究

課題が発掘されることが期待される。また相

互の研究における情報交換のため、研究紀要

（論文・作品論文を含む）や持ち回りの研究

会を実施し、日常的に研究情報を交換しお互

いに研鑽をつむことにより、教育機関として

の独自の教育方式を確立する。 
(4) 本学教員は学内のみならず、科学者コ

ミュニテイの 1 人として自己の研究に責任を

負う。これは研究者として現在の研究状況の

中で自分の研究の意義を認識し、コミュニテ

イにおいて発言することであり、特に学会に

おいては、1 人の研究者として行動すること

が求められる。実際の学会活動においては積

極的な活動を行うとともに、内外の関係学会

において原著論文の採択を目指すとともに、

研究発表を積極的に行う立場に立つ。 
(5) 教育の質の向上のために、競争的環境

の中に身を置き、科学研究費助成事業への応

募や他の公的資金の獲得、産学連携研究の推

進等、自立した研究環境の構築を実現する。 
(6) 本学教員においては、審査機構のある

関連学会の原著論文の採択を目指す。ここに

は審査機構のある内外の著名なコンペティシ

ョンへの応募・採用・入選や、オリンピッ

ク・万博等の公的な展示会への出品等、作品

等の応募・採用・入選を含める。 
(7) 社会活動や研究活動、教授法の研究、

教育効果評価等を通して到達目標を定め年度

ごとに個人業績や活動実績を記録し目標達成

度とともに評価する。 
 
 

1.5 既設学校との違い 
1.5.1 専門職大学と専門学校・大学との違い 
本学は、職と密接に関連し即戦力を養成する

専門学校や、教養教育によって幅広い知識・

教養を培い専門教育によって理論に重きを置

いて学術的な研究を行う大学のいずれでもな

い。専門職大学とは、学生の興味・関心ある

いは動機などの意欲に着目し、かつ実践・実

務に重きを置いて学ぶべき内容を体系的に整

理した上で、実現者としての自立した信念を

持って行動可能な人材を輩出する教育機関で

ある。本学が提案する専門職大学は、ソフト

ウェア・インテンシブな製品、サービス、エ

ンタテインメント、コンテンツの製作を実

践、実現する論理的思考能力とものづくりに

1.5 既設学校との違い 
1.5.1 専門職大学と専門学校・大学との違い 
本学は、職と密接に関連し即戦力を養成する

専門学校や、教養教育によって幅広い知識・

教養を培い専門教育によって理論に重きを置

いて学術的な研究を行う大学のいずれでもな

い。専門職大学とは、学生の興味・関心ある

いは動機などの意欲に着目し、かつ実践・実

務に重きを置いて学ぶべき内容を体系的に整

理した上で、実現者としての自立した信念を

持って行動可能な人材を輩出する教育機関で

ある。本学が提案する専門職大学は、ソフト

ウェア・インテンシブな製品、サービス、エ

ンタテインメント、コンテンツの製作を実

践、実現する論理的思考能力とものづくりに
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必要な（削除）感性を備えた Designer in 
Society、感性豊かなクリエイターを養成しよ

うとする試みである。 
既に我が国においてもこのような専門職が求

められ始めているが、それはまだ緒に就いた

ばかりである。既存の伝統的職業構造の中で

その職種が正当にかつ順調に育つためには、

教育を受けた若者の先進的努力も必要であ

る。新しい職を我が国社会に創出するため

に、教育機関とそこで学ぶ若者の共同作業が

必要であり、その共同作業を可能とする機関

であることも我々の目標である。 
 

必 要 な 美 的 感 性 を 備 え た Designer in 
Society、感性豊かなクリエイターを養成しよ

うとする試みである。 
既に我が国においてもこのような専門職が求

められ始めているが、それはまだ緒に就いた

ばかりである。既存の伝統的職業構造の中で

その職種が正当にかつ順調に育つためには、

教育を受けた若者の先進的努力も必要であ

る。新しい職を我が国社会に創出するため

に、教育機関とそこで学ぶ若者の共同作業が

必要であり、その共同作業を可能とする機関

であることも我々の目標である。 
 

1.5.4 専門学校と専門職大学の教育課程の比較 
既に述べてきたフレキシブルな人材になるた

めには、例えば機械工学を確固たる信念で学

び誰にも負けないというような、高い専門性

や現代社会のニーズに特化することではな

く、未来を見据えて学びを使い実践する、例

えば、電気工学に越境し現実問題に入ってい

き、さらに流動性の高い社会に対応できる志

向性を持たなければならない。そういった人

材を養成するためには、研究とともに職能教

育が重要な教育要素になり、これらを効果的

に複合することによって、興味を持って、自

ら問題を発見し、論理的に問題を解決するま

での過程を実践することで、アカデミックと

プラクティスとを融合させた、これまでにな

い新たな教育機関が必要であり、それこそが

専門学校と専門職大学の教育課程の違いであ

る。 
 
(1) 医療の進歩によって高寿命化は確実に

起こり、それに伴って近未来で現実化となる

であろうキャリアのパラレル化や、全く違う

職業への転身といった現代を生き抜く力とし

て、フレキシブルに対応できる能力は重要で

あり、そこには必ず人生の途中での学び直し

が発生する。よって、働く専門職の分野に関

わらず共通して必要とされる能力を修得する

必要がある。本学では具体的に、教養科目と

して「コミュニケーション力（外国語）」、

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の根幹となる「倫理」、デザイン思

考を支える創造力の源の一つとしての「感

性」、の 3 つの能力について強調する。これ

は、専門学校に求められてこなかった、つま

り学士力の 1 つとして従来の大学に求められ

る一般教養である。 
 

1.5.4 専門学校と専門職大学の教育課程の比較 
既に述べてきたフレキシブルな人材になるた

めには、例えば機械工学を確固たる信念で学

び誰にも負けないというような、高い専門性

や現代社会のニーズに特化することではな

く、未来を見据えて学びを使い実践する、例

えば、電気工学に越境し現実問題に入ってい

き、さらに流動性の高い社会に対応できる志

向性を持たなければならない。そういった人

材を養成するためには、研究とともに職能教

育が重要な教育要素になり、これらを効果的

に複合することによって、興味を持って、自

ら問題を発見し、論理的に問題を解決するま

での過程を実践することで、アカデミックと

プラクティスとを融合させた、これまでにな

い新たな教育機関が必要であり、それこそが

専門学校と専門職大学の教育課程の違いであ

る。 
 
(1) 医療の進歩によって高寿命化は確実に

起こり、それに伴って近未来で現実化となる

であろうキャリアのパラレル化や、全く違う

職業への転身といった現代を生き抜く力とし

て、フレキシブルに対応できる能力は重要で

あり、そこには必ず人生の途中での学び直し

が発生する。よって、働く専門職の分野に関

わらず共通して必要とされる能力を修得する

必要がある。本学では具体的に、教養科目と

して「コミュニケーション力（外国語）」、

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の根幹となる「倫理」、デザイン思

考を支える創造力の源の一つとしての「感

性」、の 3 つの能力について強調する。これ

は、専門学校に求められてこなかった、つま

り学士力の 1 つとして従来の大学に求められ

る一般教養である。 
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(2) 社会的要求である情報教育には、専門

学校が担ってきた実践力養成の教育が有効で

ある。特に、多くの制作を通しプロトタイプ

を生み出す授業スタイルは非常に効果的であ

る。ただし、本学は潜在的社会問題にも対応

できるデザイン思考を中心とした教育課程が

編成される必要があって、そこには包括的な

技術力の強化と、より良い価値創造を生み出

すためにその時々で必要な理論を修得する要

素を加えるとともに、習得した知識を総合し

てものを創出するデザイン能力の養成に必要

な、論理的思考力が涵養される教育体系であ

ることが重要である。具体的には、動機づけ

が明確化した後の各種演習科目は Problem 
Based Learning（以下、PBL）で数多くのプ

ロトタイプの制作を行う他、工科領域で絶対

的に必要な理論を学ぶ科目として「（削除）

統計論」「線形代数」等の科目を体系的に配

する。 
 
(3) 今この時点の社会理解はビジネスの現

状を知る分析力が最も重要であるが、専門職

大学が担うのは不確実性が更に増加する未来

社会に重心があって、そこには調査だけでは

なく未来を見据えた戦略を立てられる能力が

求められる。特に、イノベータとして社会の

リーダー的存在になる者には、組織を後世に

持続できる長期的な時間幅で戦略を立てられ

るビジネス展開能力が必要である。これは、

従来の大学に求められてこなかった職能教育

のうちの 1 つであり、かつ、専門学校がその

役割を担ってきた現代社会の顕在的問題への

対応力の応用である。 
 
(4) 研究によって科学は進化し、それは社

会発展に大きく寄与している。その一連の流

れは教育機関においては従来の大学がその殆

どを担ってきた。新たな大学機関となる専門

職大学もその役割を担うことは重要で、大学

では補完することが難しかったビジネスとの

接点に重きを置いた研究を行うことが、専門

職大学の使命である。 
 
（中略） 

(2) 社会的要求である情報教育には、専門

学校が担ってきた実践力養成の教育が有効で

ある。特に、多くの制作を通しプロトタイプ

を生み出す授業スタイルは非常に効果的であ

る。ただし、本学は潜在的社会問題にも対応

できるデザイン思考を中心とした教育課程が

編成される必要があって、そこには包括的な

技術力の強化と、より良い価値創造を生み出

すためにその時々で必要な理論を修得する要

素を加えるとともに、習得した知識を総合し

てものを創出するデザイン能力の養成に必要

な、論理的思考力が涵養される教育体系であ

ることが重要である。具体的には、動機づけ

が明確化した後の各種演習科目は Problem 
Based Learning（以下、PBL）で数多くのプ

ロトタイプの制作を行う他、工科領域で絶対

的に必要な理論を学ぶ科目として「確率統計

論」「線形代数」等の科目を体系的に配す

る。 
 
(3) 今この時点の社会理解はビジネスの現

状を知る分析力が最も重要であるが、専門職

大学が担うのは不確実性が更に増加する未来

社会に重心があって、そこには調査だけでは

なく未来を見据えた戦略を立てられる能力が

求められる。特に、イノベータとして社会の

リーダー的存在になる者には、組織を後世に

持続できる長期的な時間幅で戦略を立てられ

るビジネス展開能力が必要である。これは、

従来の大学に求められてこなかった職能教育

のうちの 1 つであり、かつ、専門学校がその

役割を担ってきた現代社会の顕在的問題への

対応力の応用である。 
 
(4) 研究によって科学は進化し、それは社

会発展に大きく寄与している。その一連の流

れは教育機関においては従来の大学がその殆

どを担ってきた。新たな大学機関となる専門

職大学もその役割を担うことは重要で、大学

では補完することが難しかったビジネスとの

接点に重きを置いた研究を行うことが、専門

職大学の使命である。 
 
（中略） 

2. 学部・学科等の特色 
2.1 工科学部における教育の特色 
東京国際工科専門職大学は工科学部という 1
学部を構える。この学部は、校名にもあるよ

うに工科領域を取り扱う。（削除）ここでは

学生側から見た特色という視点で述べる。 

2. 学部・学科等の特色 
2.1 工科学部における教育の特色 
東京国際工科専門職大学は工科学部という 1
学部を構える。この学部は、校名にもあるよ

うに工科領域を取り扱う。よって、教育の特

色は、大学の各種ポリシーとほぼ同一であ
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若者が高等教育を受けるとき、最初の関門は

入学試験である。この競争に勝ち抜くために

は一定の受験準備が必要で、若者は受験勉強

の時は自分の趣味や関心は棚に上げるとい

う。めでたく入学すると、そこには整然とし

た学問が準備されていて、それを手順通りに

学ぶ日々が待っており、それをマスターして

社会で教養もあり特定分野の専門家として認

められて妥当な職業ににつく、という。これ

は教育の基本形で、就職までの正規の過程と

認識されていて、多くの学生が疑わない。 
しかし大学で学ぼうとしている若者にはこの

過程になじまない者がいる。彼らはなんでも

学べる能力を持っているわけではないが、お

そらく多様であろう出来事との出会いを契機

として将来自分が歩む道を想定していて、そ

の道を生き生きと歩むことの実現のための学

修を望み、それが大学に入学する動機になっ

ている者がいる。これは実感的動機である

が、学問を学んでそれを人々に理解してもら

える論理的動機にしたい。 
他の項で述べた教育内容、想定される人材

像、社会との連携の経験などの教育は、この

ような若者を歓迎するものである。そのため

にアドミッション・ポリシーとして面接によ

る動機の評価を行う。アドミッション・ポリ

シーについての詳細は後の 9 章で述べる。こ

のような若者の入学を受けて本学では、実感

的動機を尊重し、それが他人に説明可能な、

しかも具体的なものづくりの実施が可能な説

明を獲得する動機へと進化することを目標と

して、学修の最初に一人一人の学修動機を私

秘的なものから顕在化されたものへと変換す

る教育を行う。それは各学科が対象とするも

の、技術が、社会にどのような意味を持つか

を中心に、学科の特徴とそこでそのような動

機が実現されるかを学んでゆく。顕在化した

動機は、学生本人に何を学ばなければならな

いかを考えさせ、科目学修の動機を持つよう

になる。これが本学そして各学科において学

生が動機をもって各科目を履修することを可

能にする。これは本人にとっては動機の実現

であるが、教育する側から見れば、最も効率

的な学修環境が得られることとなる。 
 
 
2.2 学科の特色と重点的機能 
2.1節を本学の柱とし、学部学科の特色と重点

的な機能を下記に記す。 
本学は産業界及び地域社会との連携を生かす

る。その内容、範囲については 1.2 節 教育

の内容、特に 1.2.2 項 習得させるべき能力、

また 1.3 節 研究対象とする中心的な学問分野

などの項目で詳細に記したため、ここでは学

生側から見た特色という視点で述べる。 
若者が高等教育を受けるとき、最初の関門は

入学試験である。この競争に勝ち抜くために

は一定の受験準備が必要で、若者は受験勉強

の時は自分の趣味や関心は棚に上げるとい

う。めでたく入学すると、そこには整然とし

た学問が準備されていて、それを手順通りに

学ぶ日々が待っており、それをマスターして

社会で教養もあり特定分野の専門家として認

められて妥当な職業ににつく、という。これ

は教育の基本形で、就職までの正規の過程と

認識されていて、多くの学生が疑わない。 
しかし大学で学ぼうとしている若者にはこの

過程になじまない者がいる。彼らはなんでも

学べる能力を持っているわけではないが、お

そらく多様であろう出来事との出会いを契機

として将来自分が歩む道を想定していて、そ

の道を生き生きと歩むことの実現のための学

修を望み、それが大学に入学する動機になっ

ている者がいる。これは実感的動機である

が、学問を学んでそれを人々に理解してもら

える論理的動機にしたい。 
他の項で述べた教育内容、想定される人材

像、社会との連携の経験などの教育は、この

ような若者を歓迎するものである。そのため

にアドミッション・ポリシーとして面接によ

る動機の評価を行う。アドミッション・ポリ

シーについての詳細は後の 9 章で述べる。こ

のような若者の入学を受けて本学では、実感

的動機を尊重し、それが他人に説明可能な、

しかも具体的なものづくりの実施が可能な説

明を獲得する動機へと進化することを目標と

して、学修の最初に一人一人の学習動機を私

秘的なものから顕在化されたものへと変換す

る教育を行う。それは各学科が対象とするも

の、技術が、社会にどのような意味を持つか

を中心に、学科の特徴とそこでそのような動

機が実現されるかを学んでゆく。顕在化した

動機は、学生本人に何を学ばなければならな

いかを考えさせ、科目学修の動機を持つよう

になる。これが本学そして各学科において学

生が動機をもって各科目を履修することを可

能にする。これは本人にとっては動機の実現

であるが、教育する側から見れば、最も効率

的な学習環境が得られることとなる。 
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ために「工科学部」を設置し「情報工学

科」、「デジタルエンタテインメント学科」

を設置する。以下、学部・学科ごとに教育の

特色を明記する。 
 
2.2.1 工科学部 情報工学科の特色 
情 報 通 信 技 術 （ ICT : Information 
Communication Technology ）の発展によ

り、インターネットとモバイルシステムが爆

発的に普及し、産業界や一般の生活に深く浸

透してきた。そのために、ICT 技術と物理的

なシステムの融合であるサイバーフィジカル

システム（CPS：Cyber-Physical System）

が、あらゆるシステムにおいて急速に指導的

な構築原理となった。CPS とは、実世界（フ

ィジカル空間）にある多様なデータをセンサ

ーネットワーク等で収集し、サイバー空間で

大規模データ処理技術等を駆使して分析／知

識化を行い、そこで得られた新たな情報を実

世界に作用させる循環によって、産業の活性

化や社会問題の解決を図っていく情報処理シ

ステムである。これまで経験と勘で行ってい

た作業や判断を効率化し、生産性の向上、新

産業・サービスの創出、社会システムの課題

解決などを図ることを目指している。少子高

齢化やエネルギー制約などの課題先進国であ

る我が国でこれらの社会的課題を解決するこ

とが出来れば、社会の持続的発展に資するだ

けでなく、先進技術として国際競争力を維持

した経済発展が期待できる。 
情報工学科では、様々な社会問題の解決と持

続可能な経済発展を目指し、そのために必要

となるサイバーフィジカルシステムの実現に

必要な、AI、IoT、ロボットなどの先端 ICT
技術を高度に活用できる人材の育成を行う。

その際、ICT 技術の基礎理論を探求したり基

盤的な技術を創出したりするよりも、実世界

の課題解決のために何が必要になるかアイデ

ィアを考え、基盤的な情報技術を組み合わせ

てプロトタイプを開発し、解決策を可視化す

る「基盤技術を応用する情報技術」を探求す

ることに重きを置く。これを第１の特徴とす

る。 
また CPS 実現に際しては、実世界での経済効

果や環境・人間に及ぼす影響が大きいことを

深く考慮した「デザイン思考」の実践が必須

である。そこで第２の特徴として、広い技術

分野を俯瞰し、課題解決のための新しい産業

システムや社会サービスを自ら考案できる能

力と、ICT 技術によりそれらを実現する論理

 
 
2.2 学科の特色と重点的機能 
2.1節を本学の柱とし、学部学科の特色と重点

的な機能を下記に記す。 
本学は産業界及び地域社会との連携を生かす

ために「工科学部」を設置し「情報工学

科」、「デジタルエンタテインメント学科」

を設置する。以下、学部・学科ごとに教育の

特色を明記する。 
 
 
2.2.1 工科学部 情報工学科の特色 
文部科学省と経済産業省、厚生労働省が発行

する「モノづくり白書 2017」（平成 29 年、

（資料 7））にも書かれているとおり、「人

工知能（AI）」「モノのインターネット

（IoT）」「ロボット」を組み合わせること

で、潜在需要を喚起する商品やサービスの提

供、新しいコンセプトの商品・サービス、業

務慣行・組織編成、さらには社会的課題への

対応といった様々なイノベーションが実現可

能となり、社会経済の持続的成長へ寄与して

いくことが期待されている。実社会の様々な

情報がネットワーク化されて自由にやり取り

され（IoT）、大量データがリアルタイムに

分析・利用可能となり（ビッグデータ）、機

械が自ら学習・判断を行い（AI）、多様・複

雑な作業が自動化（ロボット）される。 
情報工学科は、AI、IoT、ロボットの技術を

利用して、人と IT の共創・共生をめざすサイ

バーリアルな空間を実現するために求められ

る人材を育成する機能を重点的に担い、自然

科学と心理学や社会科学の融合領域を重視す

ることを特色とする。新規の社会サービスを

自ら考案し発信できる能力、それを情報技術

を使って実現しそのメリットを社会が享受し

大きくして行くという仕組みを見える形で構

築する能力を育成する。さらに、中央教育審

議会答申「個人の能力と可能性を開花させ、

全員参加による課題解決社会を実現するため

の教育の多様化と質保証の在り方について」

が提言する「理論と実践の架橋による職業教

育」、「産業界、地域等のニーズの反映及び

連携」を踏まえて人材の育成を図る。 
 
以上を実現させるために、情報工学科は「AI
戦略」、「IoT システム」、「ロボット開

発」の 3 つの専門コースで構成する。 
「AI 戦略コース」は、自動車の画像認識技術
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的思考能力を備えた人材“ Designer in 
Society（社会と共にあるデザイナー）”の育

成に重点を置く。 
以上の考え方に基づき、情報工学科には「AI
戦略」、「IoT システム」、「ロボット開

発」の 3 つのコースを設置する。様々な産業

や社会課題が実在するフィジカル空間と、サ

イバー空間が密接につながる CPS を実現する

ことで諸問題を解決する方法を探るために

は、1)実空間の情報を高度に分析し解を求め

るする AI 技術、2)実空間をセンシングしたデ

ジタル情報をサイバー空間につなぐ IoT 技

術、3)サイバー空間の情報を再びフィジカル

空間に戻して産業に応用、社会に作用させる

ロボット技術、この 3 つの技術要素が不可欠

なためである。 
「AI 戦略コース」は、自動車の画像認識技術

による自律走行や膨大な医学的根拠を元に正

確な診断を行う医療システムの応用事例に見

るように、ビッグデータから目的の情報を学

習し推論する理論を理解し応用する技術を身

につける。 
「IoT システムコース」は、スマートメータ

等の IoT 機器を通じて電力供給を効率化する

スマートグリッド、日常の生活に関する情報

を加えて拡張したスマートシティ、ドローン

を用いて建機を自動で動かすスマートコント

ラクション等の応用に見るように、クラウ

ド・サーバとセンサデバイス間のネットワー

キング、デバイス制御、データベース構築の

理論を理解し応用、ビッグデータを生成する

技術を身につける。 
「ロボット開発コース」は、ファクトリオー

トメーションの中核となる産業ロボット、家

事をサポートするホームロボット、対話がで

きるコミュニケーションロボット、介護ロボ

ット、災害対応の救助ロボット、農業や建設

現場で利用される作業ロボットの応用事例に

見るように、ロボットの技術要素であるセン

サー系、知能・制御系、駆動系の 3 つを有す

る知能化した機械システムの理論を理解し応

用する技術を身につける。 
加えて、コース共通として、プロトタイプに

よって実証されたシステムやサービスが市中

で持続するために考慮すべきビジネスの仕組

みや、人々に受け入れられるための社会倫理

について学ぶ。 
情報工学科の第 3 の特徴は、各コースに設け

るプロトタイプ開発の実習である。学生の自

発的な取り組みで自らの興味や好奇心を具現

による自律走行や膨大な医学的根拠を元に正

確な診断を行う医療システムの応用事例に見

るように、ビッグデータから目的情報を学習

し推論する理論を理解し応用する技術を身に

つける。 
「IoT システムコース」は、スマートメータ

ー等の IoT 機器を通じて電力の供給を効率よ

く行うスマートグリッドやドローンによる測

量に基づく三次元設計図面と建機に搭載され

た GPS センサーをネットワーク接続し建機を

自動で動かすスマートコントラクションの応

用事例に見るように、ネットワークサーバと

センサーデバイス間の通信プロトコル、デバ

イス制御、データ構築の理論を理解し応用す

る技術を身につける。 
「ロボット開発コース」は、ファクトリオー

トメーションの中核となる産業ロボット、家

事をサポートするホームロボット、対話がで

きるコミュニケーションロボット、介護ロボ

ット、災害対応の救助ロボット、農業や建設

現場で利用される作業ロボットの応用事例に

見るように、ロボットの技術要素であるセン

サー系、知能・制御系、駆動系の 3 つを有す

る知能化した機械システムの理論を理解し応

用する技術を身につける。 
各コースに設けるプロトタイプシステムの制

作等の実習では、学生の自発的な取り組みで

自らの興味や好奇心を具現化する。これを繰

り返すことで、一般大学では困難な「理論と

実践の架橋による職業教育」を実現し、倫理

観を持って新規の社会サービスを自ら考案し

発信できる能力を醸成する。また、この分野

の技術革新は早く、日々、研究・開発が進め

られている。国内及び海外の先進的な研究・

応用事例や標準化動向を視野に入れカリキュ

ラムへ反映することで、基礎から応用までを

集中して実施するだけではなく、プラクティ

カルに重きをおきつつもアカデミックな学び

もできる新たな教育機関として差別化を図

る。加えて、中央教育審議会答申「我が国の

高等教育の将来像」が提言する「高等教育の

多様な機能と個性・特色の明確化」を踏まえ

海外にも通じる確実な人材育成を図る。 
 
 
2.2.2 工科学部 デジタルエンタテインメント

学科の特色 
我が国は、発明・創造を尊重するという国の

方針のもと、従来のものづくりに加えて、デ

ザイン、音楽・映像等のメディア芸術におけ
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化し、機能を可視化するために、ソフトウェ

アとハードウェア、ネットワークを統合した

システムのプロトタイプ開発を反復する。こ

の実習により、グループメンバと連携して開

発できるコミュニケーション能力と、トライ

アル・アンド・エラーをいとわず途中で諦め

ない“やりきる力“も身につける。 
これらの特徴により、「理論と実践の架橋に

よる職業教育」を実現し、環境や社会に配慮

した最適解を選択する倫理観を持って新規の

社会サービスを自ら考案し発信できる能力を

醸成する。また、この分野の技術革新は早

く、日々、研究・開発が進められている。国

内及び海外の先進的な研究・応用事例や標準

化動向を視野に入れカリキュラムへ反映する

ことで、基礎から応用までを集中して実施す

るだけではなく、「実践」に重きをおきつつ

もアカデミックな学びもできる新たな教育機

関である専門職大学として差別化を図る。 
 
 
2.2.2 工科学部 デジタルエンタテインメント

学科の特色 
エンタテインメントは演劇や音楽・映像等、

人々を楽しませる娯楽である。デジタルテン

タテインメントは従来のエンタテインメント

に IT 技術を応用することで、今までに見たこ

とのなかった表現や新しい体験を提供する。

だが、単に IT 技術を付け足すだけではデジタ

ルエンタテインメントは成立せず、人々を楽

しませるというエンタテインメントの本質を

理解し、適切に IT 技術を用いる必要がある。 
本学科では、そのための知識や技術を講義、

演習、実習を通して学び、デジタルエンタテ

インメントコンテンツを創造するための人材

の育成を目指す。そこで、インタラクティブ

コンテンツを生成するための知識・技術を学

ぶ「ゲームプロデュースコース」とデジタル

映像を生成するための知識・技術を学ぶ「CG
アニメーションコース」の 2 コースを設置す

る。 
 
 「ゲームプロデュースコース」では、ビデ

オゲームを企画・開発するために必要な知識

や技術を学ぶ。インタラクティブネスが特徴

であるビデオゲームは、コンピュータソフト

ウェアとして動作するためプログラミングな

どの技術スキルが必要になるが、エンタテイ

ンメントでもあるため技術以外の知識も必要

となる。プログラミングの授業に加え、ビデ

る価値ある情報づくりを産業の基盤に据える

ことにより、経済・社会の再活性化を図るこ

とを目指してきた。平成 16 年には「コンテン

ツの創造、保護及び活用の促進に関する法

律」を施行し、コンテンツは人間の創造的活

動により生み出されるもので、教養や娯楽と

して、高い文化的、芸術的、市場的価値を有

するものとして産業振興や人材育成が進めら

れてきた。しかし我が国においては、体系的

なエンタテインメントやメディア芸術にかか

わる教育や、これらの産業における教育連携

はいまだに確立したものとはなっていない。 
 
今般、設置するデジタルエンタテインメント

学科では、従来の感性教育を中心としたデザ

インやコンテンツ教育ではなく、さらに論理

的な思考能力と美的感性の涵養を通じて、メ

ディアテクノロジーの理解と実践をもとに芸

術文化の創造に関わる国際的視野を持った高

度のクリエイター人材の育成を目指してい

く。デジタルエンタテインメント学科には

「ゲームプロデュースコース」と「CG アニ

メーションコース」の 2 つのコースを設け

る。 
「ゲームプロデュースコース」では人間の教

育や娯楽に資するゲームコンテンツを通じ

て、メディアテクノロジーの実践的応用とし

てのゲーム設計・研究・制作とともに芸術文

化の創造に関わる国際的視野を持った(ゲー

ム）クリエイター(や実務家）等の育成を行

う。 
ゲーム創造の過程で必要である、人間の感

覚・知的特性とマシンに対する反応や行動等

の習得をするとともに、開発テクノロジーで

あるプログラム、アセット生成手法を学び、

自律的にクリエイティブに実践できる人材を

育成する。またゲーム流通にかかわるビジネ

ス戦略やコンテンツの流通、権利に関する知

的財産等の外的要因について演習を通じてプ

ロジェクトや組織マネジメント等を学び、総

合的に未来をプロデュースする人材の輩出を

目指す。 
「CG アニメーションコース」では、論理的

な思考能力と美的感性の涵養を通じて、メデ

ィアテクノロジーの実践的応用及び芸術文化

の創造に関わる国際的視野を持ったコンテン

ツクリエイターや実務家等の育成を目指す。

教育の考え方として創作イメージを具体化す

るために、対象の観察や法則性の理解等を基

盤として制作までの過程を論理化する。論理
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オゲームのソフトウェアやハードウェアの歴

史、ゲームデザイン（ジャンル、ゲームメカ

ニクス等）、高い没入感を提供するコンテン

ツであるためクリエイターとしての倫理感

等、幅広い知識を修得できる授業を構成して

いる。また、近年注目されている AI について

は、一般的な AI について学ぶと共に、ゲーム

内での AI や開発時に使用する AI 等、これか

らのコンテンツ開発に影響を与えるため特別

に授業を配してある。3年次以降ではCGアニ

メーションコースの学生と共同で実習を行う

事で、表現力の高いアセットを用いた高品質

なインタラクティブコンテンツ制作の実習を

実施する。 「CG アニメーションコース」

では、映像コンテンツを制作するための基本

である、表現や技術の歴史、映像理論や関連

する技術（収録、表示等）を学ぶと共に、コ

ンピュータグラフィックスのアルゴリズムや

関連する数学や物理を理解しアセット等を生

成する技術を修得する。モデリング・アニメ

ーション・レンダリング等の CG 制作の一連

のプロセスを学ぶことに加え、プログラミン

グの基本を学ぶ事で、リアルタイム CG やツ

ール拡張のスキルも習得する。3 年次以降で

は、ゲームプロデュースコースの学生と共同

でインタラクティブな映像やゲームコンテン

ツ制作の実習を学ぶ。これは HMD (Head 
Mounted Display) や HUD (Head-Up 
Display)を使用した映像やプロジェクション

マッピングを状況に合わせて変化させる映像

など、最新エンタテインメントに関する、も

しくは将来に一般的となるエンタテインメン

トを創造する機会となる。 

化された創作イメージ（アルゴリズム）を手

続化し、映像等に表出によって具体化する。

さらに出来上がったコンテンツを評価しアイ

デアやプログラムを修正しながら作品を得る

過程を学修する。 
この 2 つのコースを通して、十分なデジタル

コンテンツの理解と技能の習得とともに、未

来に向かって、豊かで創造的な社会を、柔軟

に思考できる「デジタルエンタテインメント

の未来像をプロデュースできる人材」を育成

する。加えて、中央教育審議会答申「我が国

の高等教育の将来像」が提言する「高等教育

の多様な機能と個性・特色の明確化」を踏ま

え海外にも通じる確実な人材育成を図る。 
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資料2

No. 上位概念 基本概念 なぜ必要か keywords

1 俯瞰

2 問題発見

3 発見した問題・課題を正しく分析できないといけない

4
分析した結果、問題・課題の本質（ゴール）を精査でき
ないといけない

5

6

7 感性に基づく表現

8
解決策に対して、実際にプロトタイプなどをインプリメ
ント出来ないといけない

プロトタイプ開発
力

9
インプリメントした複数のプロトタイプに対して最終解
を選択（収束過程）できないといけない

正確な科学的判断
力

10
提案解の評価を正しく理解して問題・課題の発見に戻れ
ないといけない

コミュニケーショ
ン力

11

12

13

14 協調性を持って行動できないといけない チームワーク力

15 リーダーになる資質を持っていないといけない リーダーシップ力

16 チャレンジ精神

17 三現主義

18 専門職として社会的責務を理解していないといけない

19
社会の問題解決だけではなく、持続可能な発展まで考慮
できないといけない

 東京国際工科専門職大学における人材像の要点

精査した本質に対し、解決策を数多く考案（発散過程）
できないといけない

創造

豊かな創
造力

デザイン思
考

問題・課題を発見できないといけない

分析

高い倫理
感

倫理観 倫理観

ビジネスのしくみ

確かな実
践力

デザイン思
考

鋭敏なビ
ジネスセ

ンス

専門職とし
ての行動指

針

ビジネスの仕組みを知らないといけない

新しいものでも躊躇しない、新しい動きや変化に好んで
対応できないといけない。加えて、机上のデータだけで
はなく、自分の目で見て耳で聞いて判断できないといけ
ない
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資料3-1

No. 上位概念 基本概念 なぜ必要か keywords 能力 志向・態度
DP 
No.

1 俯瞰 俯瞰力 - 4

2 問題発見 問題発見力 - - 5

3 発見した問題・課題を正しく分析でき
ないといけない

- 理論 -

4 分析した結果、問題・課題の本質
（ゴール）を精査できないといけない

- モデル構築 -

5 - 総合方法 - 2

6 創造力 - -

7 感性に基づく表現 表現力 - -

8
解決策に対して、実際にプロトタイプ
などをインプリメント出来ないといけ
ない

プロトタイプ開発
力

プロトタイプ
開発力

- - 7

9
インプリメントした複数のプロトタイ
プに対して最終解を選択（収束過程）
できないといけない

正確な科学的判断
力

判断力 - - 8

10 提案解の評価を正しく理解して問題・
課題の発見に戻れないといけない

コミュニケーショ
ン力

コミュニケー
ション力

- - 9

11 - ヒトへの知
識・理解

-

12 - モノへの知
識・理解

-

13 - カネへの知
識・理解

-

14 協調性を持って行動できないといけな
い

チームワーク力
チームワーク

力
- -

15 リーダーになる資質を持っていないと
いけない

リーターシップ力
リーターシッ

プ力
- -

16 チャレンジ精神 - - チャレンジ精
神

13

17 三現主義 - - 三現主義 14

18 専門職として社会的責務を理解してい
ないといけない

- - 基礎倫理 11

19 社会の問題解決だけではなく、持続可
能な発展まで考慮できないといけない

- - 社会倫理 12

10

経
営
資
源

ビジネスのしくみ

倫理観

豊かな創
造力

問題・課題を発見できないといけない

精査した本質に対し、解決策を数多く
考案（発散過程）できないといけない

デザイン思考

デザイン思考

高い倫理
感

確かな実
践力

専門職として
の行動指針

鋭敏なビ
ジネスセ
ンス

倫理観

新しいものでも躊躇しない、新しい動
きや変化に好んで対応できないといけ
ない。加えて、机上のデータだけでは
なく、自分の目で見て耳で聞いて判断
できないといけない

養成する人材像とディプロマ・ポリシーの関係

1分析

創造

ビジネスの仕組みを知らないといけな
い

知識・理解

6

3
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東京国際工科専門職大学　ディプロマ・ポリシー比較表 資料3-2
東京国際工科専門職大学 工科学部 情報工学科 デジタルエンタテインメント学科
ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）＜三大学力別＞ ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）＜三大学力別＞ ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）＜三大学力別＞

冒
頭

　本学は、卓越した機能による技術的価値と優れた芸術
的表現による文化的価値を備え、ビジネス上の成功を目
指しつつ社会や環境への配慮を欠かさない人工物の創造
をする“Designer in Society（社会とともにあるデザイ

ナー）”となるために、定められた在籍期間、及び、所定
の単位を取得し、必修等の条件を満たすこと等を卒業要
件とし、卒業を認定し学位を授与する。
 


冒
頭

本学部は情報技術を応用する領域における専門職を養成する。その
ため、本学の「ディプロマ・ポリシー」を踏まえた上で、定められ
た課程において以下の知識・能力を修得し、教育の理念である
「Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）」に従い、
ものを創ることができる学生に対し、卒業を認定し学位を授与す
る。

情報工学科では、人工知能システム、IoTシステム、ロボット中心とし
た情報工学における教育・研究・実践活動を通して、情報工学分野にお
ける基礎及び専門技術に関する知識と創造力を身につける。さらに、そ
れらを俯瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニケーション能力を有
し、グローバルに活躍できる技術者を養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生に学位を授与す
る。

デジタルエンタテインメント学科では、デジタルコンテンツ分野におけ
る歴史的・社会的背景、および、デジタルコンテンツの役割や職能を理
解し、プロトタイプ開発を行うことで、グローバルに発信可能なデジタ
ルコンテンツのクリエイターを養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生に学位を授与す
る。

DP No. keywords

1 分析
発見した問題・課題を正しく分析する基本理論を理解し、本質
（ゴール）を精査するためにモデルを構築できる。

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とともに、コン

ピュータシステムの構成に関する知識を有している

問題解決のためにその対象を正しく分析する数学、専門英語といった基
礎知識を有している

2 創造

問題・課題解決のために知識を総合し、価値創造の方法論について
理解している

AI, IoT, ロボットの各分野において、価値創造のためのソフトウェアア
ルゴリズムやシステム構成方法論について理解している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムに関する論理的・
数学的知識を有している。
・IoTシステムコースに所属する学生は、ソフトウェア、ハードウェ
ア、ネットワークとデータ解析の知識を有している。
・ロボット開発コースに所属する学生は、ハードウェアとソフトウェア
のバランスした知識を有している。

デジタルゲーム、およびコンピュータグラフィックス技術を用いた価値
創造のためのアルゴリズムや表現方法論について理解している
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コンピュータゲームに
関するデジタルコンテンツ制作に特化した知識を有している。
・CGアニメーションコースに所属する学生は、映像制作、キャラク
ターデザイン等、コンピュータグラフィックスに特化した知識を有して
いる。

3 ビジネスの仕組
み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している

4 俯瞰力

情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、対象領域を
俯瞰する能力を有する

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロボット）と社会との接点を理解
し、情報システム技術をコアとして、システムインテグレーションに関
する知識を総合的に俯瞰することができる

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と社会との接点を理解し、デ
ジタルコンテンツ、情報システム技術、ビジネスに関する知識などを総
合的に俯瞰することができる

5 問題発見力

情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、問題を発
見・設定する力を有している

情報工学を主導する専門職人材として問題を発見する力を有している デジタルコンテンツを主導する専門職人材として問題を発見し設定する能力を
有している

6 創造力と表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コンピュータゲームデ
ザインおよびプログラミングなどゲーム開発に関する総合力を有してい
る。
・CGアニメーションコースに所属する学生は、CG映像に関する一連の
プロセスと制作のための総合力を有している。

7 プロトタイプ開発
力

プロトタイプを実際に開発する能力を有している 情報技術を応用して対象領域の課題を解決するソリューションのプロト
タイプを開発する能力を有している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムの応用に着目す
る。
・IoTシステムコースに所属する学生は、IoTシステムのプロトタイプ開
発を行い、サービスデザインにも着目する
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロボットの応用に関する実践
的プロトタイプ開発に着目する。

デジタルコンテンツのプロトタイプを開発する能力を有している
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、プロトタイプを制作す
る目的を理解し、デジタルゲームに関して企画・開発する能力を有して
いる。
・CGアニメーションコースに所属する学生は、プロトタイプを制作す

る目的を理解し、CG映像に関して企画・制作する能力を有している。

8 判断力 科学的判断力を持って最適解を決定することができる 論理的思考能力と科学的知識によって最適解を判断することができる 論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最適解を判断することができる

9 コミュニケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している

11 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる

12 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している

13 チャレンジ精
神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり
遂げる

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げ
る

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げ
る

14 三現主義
原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現
物）で行動できる

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で
行動できる

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で
行動できる

1. 豊かな創造力
　対象領域を俯瞰し、問題・課題を発見し科学的根拠をもって
分析するとともに、分析した結果問題の本質を精査できる総合
力と、解決を複数考案できる創造力、感性、倫理観を有してい
る。

2. 確かな実践力
　問題・課題解決に対し、実際にプロトタイプを開発し複数イン
プリメントすることで実際に解決案を創造するとともに、最適解
を選択できる社会的倫理観を持ちながら判断できる知識・能力
を有している

3. 鋭敏なビジネスセンス
　現代社会のビジネスの仕組みを知り、専門職人材として、顧
客や品質を第一に考えられるとともに、現実的判断をもって遂
行することのできるビジネススキルとともに、自身が持つ好奇心
の実現に向け協調性をもって、主体的に行動することができ
る。

4. 高い倫理観
　倫理観をもって社会の責務を認識した行動指針を有している
とともに、顕在する問題解決のみならず、社会の持続性・発展
性まで考慮することのできる専門職人材である。

知
識
・
理
解
・
能
力
・
態
度
・
志
向

協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダー
シップを発揮することができる

協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダー
シップを発揮することができる10

チームワーク力
とリーダーシップ
力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リー
ダーシップを発揮することができる

知
識
・
理
解

能
力

態
度
・
志
向

倫理観
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（是正事項） 工科学部   情報工学科 
  

 
（対応） 
 審査意見 1 等によって、ディプロマ・ポリシーの修正を行い、「技術情報を英文で収集・理

解・活用できる」という記載はなくなった。しかし、ディプロマ・ポリシーに現れないもの

の、「技術情報を英文で収集・理解・活用できる」ことは本学が養成する人材像として必要

な項目である。それを担保する科目として、職業専門科目に配している「技術英語」につい

て、以下に説明する 
 
 
■ディプロマ・ポリシーの修正 

審査意見 1 を踏まえ、ディプロマ・ポリシーを以下のように修正する。 
 

 
 □東京国際工科専門職大学のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 

東京国際工科専門職大学は、卓越した機能による技術的価値と優れた芸術的表現による文化的

価値を備え、ビジネス上の成功を目指しつつ社会や環境への配慮を欠かさない人工物の創造をす

る“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”となるために、定められた在籍期間、

及び、所定の単位を取得し、必修等の条件を満たすこと等を卒業要件とし、卒業を認定し学位を

授与する。 
 
1. 豊かな創造力 
 対象領域を俯瞰し、問題・課題を発見し科学的根拠をもって分析するとともに、分析した結果

問題の本質を精査できる総合力と、解決を複数考案できる創造力、感性、倫理観を有している。 
 
2. 確かな実践力 
 問題・課題解決に対し、実際にプロトタイプを開発し複数インプリメントすることで実際に解

決案を創造するとともに、最適解を選択できる社会的倫理観を持ちながら判断できる知識・能力

を有している 
 
3. 鋭敏なビジネスセンス 
 現代社会のビジネスの仕組みを知り、専門職人材として、顧客や品質を第一に考えられるとと

もに、現実的判断をもって遂行することのできるビジネススキルとともに、自身が持つ好奇心の

実現に向け協調性をもって、主体的に行動することができる。 
 
4. 高い倫理観 
 倫理観をもって社会の責務を認識した行動指針を有しているとともに、顕在する問題解決のみ

ならず、社会の持続性・発展性まで考慮することのできる専門職人材である。 
 
 
 
 

２．＜ディプロマ・ポリシーと教育課程等との対応が不適切＞ 
各学科のディプロマ・ポリシーにおいて、「技術情報を英文で収集・理解・活用

できる」を掲げているが、英語でのコミュニケーションに関する授業科目のみし

か配置されておらず、当該力を育成する教育課程が編制されているか不明である

ため、ディプロマ・ポリシーと教育課程が整合しているか改めて説明するか適切

に改めること。【２学科共通】 
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 □工科学部のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 
工科学部は情報技術を応用する領域における専門職を養成する。そのため、本学の「ディプロ

マ・ポリシー」を踏まえた上で、定められた課程において以下の知識・能力を修得し、教育の理

念である「Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）」に従い、ものを創ることがで

きる学生に対し、卒業を認定し学位を授与する。 
【知識・理解】 
1. 発見した問題・課題を正しく分析する基本理論を理解し、本質（ゴール）を精査するため

にモデルを構築できる。 
2. 問題・課題解決のために知識を総合し、価値創造の方法論について理解している。 
3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している。 
4. 情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、対象領域を俯瞰する能力を有する。 
【能力】 
5. 情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、問題を発見・設定する力を有して

いる。 
6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。 
7. プロトタイプを実際に開発する能力を有している。 
8. 科学的判断力を持って最適解を決定することができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している。 

10. 協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダーシップを発揮するこ

とができる。 
【志向・態度】 
11. 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
 
 
 

 □情報工学科のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 
情報工学科では、人工知能システム、IoT システム、ロボットを中心とした情報工学における

教育・研究・実践活動を通して、情報工学分野における基礎及び専門技術に関する知識と創造力

を身につける。さらに、それらを俯瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニケーション能力を

有し、グローバルに活躍できる技術者を養成する。 
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生に学位を授与する。 

 【知識・理解】 
1. 問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とともに、コンピュータシステムの

構成に関する知識を有している。 
2. AI、IoT、ロボットの各分野において、価値創造のためのソフトウェアアルゴリズムやシ

ステム構成方法論について理解している。 
・AI 戦略コースに所属する学生は、人工知能システムに関する論理的・数学的知識

を有している。 
・IoT システムコースに所属する学生は、ソフトウェア、ハードウェア、ネットワー

クとデータ解析の知識を有している。 
・ロボット開発コースに所属する学生は、ハードウェアとソフトウェアのバランス

した知識を有している。 
3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している。 

【能力】 
4. 本学科が扱う 3 履修モデル（AI、IoT、ロボット）と社会との接点を理解し、情報システ

ム技術をコアとして、システムインテグレーションに関する知識を総合的に俯瞰することが

できる。 
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5. 情報工学を主導する専門職人材として問題を発見する力を有している。 
6.感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。 
7. 情報技術を応用して対象領域の課題を解決するソリューションのプロトタイプを開発す

る能力を有している。 
・AI 戦略コースに所属する学生は、人工知能システムの応用に着目する。 
・IoT システムコースに所属する学生は、IoT システムのプロトタイプ開発を行い、

サービスデザインにも着目する。 
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロボットの応用に関する実践的プロトタ

イプ開発に着目する。 
8. 論理的思考能力と科学的知識によって最適解を判断することができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している。 

10. 協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダーシップを発揮する

ことができる。 
  【志向・態度】 
11. 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
 
 
 
 

■「技術情報を英文で収集・理解・活用できる」に関する知識を育成する教育課程 
上記、養成する人材像とディプロマ・ポリシーの変更によって、「技術情報を英文で収

集・理解・活用できる」といった内容はディプロマ・ポリシーに直接的に現れないものの

「技術情報を英文で収集・理解・活用できる」ことは本学が養成する人材像として必要な項

目である。それを担保する科目として、職業専門科目に配している「技術英語」について、

以下に説明する。 
本学は「技術情報を英文で収集・理解・活用できる」を担保するために、情報工学科、デ

ジタルエンタテインメント学科ともに「技術英語」を 3 年次前期に配している。 
本授業は 

・情報技術の専門職として英語技術文書の理解と作成を目的に応じて円滑に実行できるよう

な基礎力を身につけている。 
・仕様書・マニュアルなどの技術説明や業務報告書などの基本的な構成と表現上の留意点

を、実際の事例文書を通じて理解している。 
といった内容を到達目標としており（シラバスに明記すべき到達目標について、学生を主語

としていない表記かつ評価可能な行動レベルで記述されていなかったため、修正を行った）、

英語技術文章を教材とし、英語のマニュアルや仕様書、論文などの技術文章に関する理解と

いった点に重きを置いた授業である。両学科とも、到達目標、授業計画は同様であるが、そ

れぞれの学科に精通した教員を配置するとともに、授業で実際に扱う仕様書やマニュアル、

論文等についてはそれぞれの学科の専門領域に特化した題材を扱う。 
 
 
 
 

■ディプロマ・ポリシーと教育課程の整合性について 
外国語（英語）の学修については、先に述べた「技術英語」を職業専門科目に配するとと

もに、「英語コミュニケーションⅠ～Ⅳ」を基礎科目に配している。これに関しては、両学

科ともにディプロマ・ポリシーに掲げる「9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を

有している。」に対応している。このディプロマ・ポリシーについては、「英語コミュニケー
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ションⅠ～Ⅳ」とともに、基礎科目に配した「比較文化論」、「コミュニケーションと記号論」

や、各種実習科目、展開科目の「プロジェクトマネジメント」等でも担保している。 
 
これまで、外国語（英語）にフォーカスを当てて説明をしたが、それ以外のディプロマ・ポリ

シーの各項目と教育課程がどのように対応しており、それらが整合性を持っていることを説明す

るために資料 10 と資料 11-1 を添付する。 
資料 10 は、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーの関係を明確にするために、先

ず、ディプロマ・ポリシーを科目区分と授業形態ごとに並び替え、その横にカリキュラム・ポリ

シーを並べたことによって、どの科目区分・授業形態でどのような「知識・理解」、「能力」、

「志向・態度」が対応しているかを表した表である。 
資料 11-1 は、各項目のディプロマ・ポリシーを主要で担保する科目区分と授業形態を示した

資料 10の情報を補助するために、1つ 1つの科目とディプロマ・ポリシーとの関係を表している

表である。 
これらの資料から、全てのディプロマ・ポリシーの項目について、主要科目のみならず、それ

を補助する科目も配置されており、ディプロマ・ポリシーと教育課程が整合しているといえ

る。 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
 
4. 教育課程の編成における考え方及び特色 
教育課程の編成及び実施の方針 

 カリキュラム・ポリシー（大学教育課

程の編成・実施方針） 
本学では以下のようにカリキュラム・ポリシ

ーを定め、教育課程を編成、実施する。参考

資料として教育課程の進行が把握しやすいカ

リキュラム配置（資料 9）や、教育課程の科

目群が把握しやすいカリキュラムツリー（資

料 10）を添付する。また、各ディプロマ・ポ

リシーに対して以下のカリキュラム・ポリシ

ーがどのように対応しているのかが明確にな

るように（資料 11）を添付する。 
 
東京国際工科専門職大学のカリキュラム・ポ

リシー（大学教育課程の編成・実施方針） 
東京国際工科専門職大学では、ディプロマ・

ポリシーに掲げた学修成果を得るために、デ

ザイン思考の教育課程を編成する。 
学修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方

は以下のように定める。 
＜教育課程の区分＞ 
 教育課程は①対象領域を俯瞰し、②問

題・課題を発見し、③解決策を考え、④

プロトタイプを開発し、⑤評価から①に

戻る一連の過程に必要な知識、能力を得

られる教育課程とする。 
 専門職人材としてプロトタイプ開発を行

う実践力とビジネスセンスを磨き倫理観

 
4. 教育課程の編成における考え方及び特色 
教育課程の編成及び実施の方針 

 カリキュラム・ポリシー（大学教育課

程の編成・実施方針） 
本学では以下のようにカリキュラム・ポリシ

ーを定め、教育課程を編成、実施する。参考

資料として教育課程の進行が把握しやすいカ

リキュラム配置（資料 9）や、教育課程の科

目群が把握しやすいカリキュラムマップ（資

料 10）を添付する。 
 
東京国際工科専門職大学のカリキュラム・ポ

リシー 
東京国際工科専門職大学では、ディプロマ・

ポリシーに掲げた学修成果を得るために、教

育課程を「基礎科目」、「職業専門科目」、

「展開科目」及び「総合科目」に区分する。

加えて、思考の出発は分析する対象としての

ものではなく、社会に存在する多様な期待で

ある。よって、従来の思考過程を逆転するデ

ザイン志向の教育課程を編成する。 
このように体系立てられ編成される教育課程

に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評価

の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
伝統的な領域科学志向の考え方と異なるデザ

イン志向の論理を身につける感性的思考を支
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をもって対象領域にアプローチするため

に必要な科目を配する。 
 
 実習科目を中心として志向・態度を学

び、チャレンジ精神、向上心、探究心を

涵養する 
 
＜教育内容・方法＞ 
本学では「担任制度」を設け、学生 10名程度

に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・履

修登録のみならず、より良い教育及び学修を

円滑に運営するための人間環境を整え「個に

対する教育」を行う。 
（学修方法） 
科目が初歩的なものから専門的なものへと進

行する配置の中で、初歩的過程で学んだ科目

内容が、どのようにして専門的な科目の基礎

をなすか、また専門的科目の内容がどのよう

にして社会にどのように役立つかを実習科目

や総合科目を通じて学ぶ。この実感が、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の基礎となる。したがって、科

目配列は特に１年次では最初に動機付け及び

トピックへのエクスポージャを目的とした科

目によって原理や理論を深く学ぶのではな

く、何に使われているかを中心に理解する。

その後に原理や理論を学ぶ科目を配置してい

る。これは自分が持っている社会に役立ちた

いという動機が、学問によって裏付けられる

ことを経験し、実感的動機を科目学修動機に

変換させることでもある。それに基づいて、

専門的な科目は動機を満たすものとして自発

的に学習することが可能となる。これを実現

するために、実務経験のある教員から何を学

ぶかを知り、また実習、演習、インターンシ

ップなども、漫然と課題に向かうのでなく、

自発的に学習するものとして位置づけること

ができるものとなる。 
 
 
工科学部のカリキュラム・ポリシー 
工科学部では、ディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。このように

体系立てられ編成される教育課程に対し、学

修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は

以下のように定める。 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支

援する知識群を置く。 
【職業専門科目】 
各専門職を特徴づける教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業を

実施する。数多くの制作経験を通して学生の

入学時に持つ実感的なモノづくりに対し、論

理に裏付けられた表現能力としてさらに展開

される科目群である。 
【展開科目】 
卒業後専門職として歩む道には、専門職の能

力を高めつつ、さらに別な視点や学問領域か

らの取り組みが必要となる。例えば社会のリ

ーダーとして活躍するために必要な知識や、

世界的視野からの問題解決のためのアプロー

チも必要となる。職業専門科目に直接隣接す

る分野ではなく、学修成果を広範な視点から

取り組み、入学時の動機を成熟させて卒業時

の動機となる科目である。 
【総合科目】 
個別対象を離れた総合的視点から俯瞰し、新

たなデザイン思考や共創行為が可能となる。

これらの学修は卒業研究制作の学修を通して

社会の課題解決を実際に経験することにより

強化される。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の出席を前提と

し、その上で、各授業に応じて評価すること

とする。詳細の評価については、各種シラバ

スで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先

の企業との連携の重要性から、必ずルーブリ

ック評価表を用い、公平で客観的かつ厳格な

成績評価を行うこととする。 
 
 
工科学部のカリキュラム・ポリシー 
工科学部では、工科領域におけるディプロ

マ・ポリシーに掲げる目標を達成するため

に、教育課程を「基礎科目」、「職業専門科

目」、「展開科目」及び「総合科目」に区分

し、講義、演習、実験、実習を適切に組み合
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援する知識・理解の科目を置く  広義のデ

ザインにおける感性的思考を支援する知

識・理解の科目を基盤科目として添え

る。これらを基盤科目群とする。 
 “Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の根幹に当たる倫理観

を確立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミ

ュニケーションの汎用的技能を育成する

科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を解決するための理論科

目と、正確な判断力を養成する科目を置

く。これらの科目は職業専門科目の講義

科目として配する 
 問題・課題解決のために知識を総合し、

価値創造の方法論を学ぶ科目を配する。 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 プロトタイプ開発を主軸とする実習科目

を配置する 
 俯瞰力と問題発見力を涵養する実習科目

を配置する 
 多くの実習科目を通し、新しいモノ・コ

トでも躊躇せず、変化を好んで対応し、

対話を通じて他者と協力し、机上のデー

タだけではなく、自分の目で見て耳で聞

く行動指針を養成する 
【展開科目】 
 ビジネスの仕組みと関連する知識を養成

する科目を配置する 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解を

生み出すための知識を学ぶ 
 実習による実践だけではなく、協調性を

もって、チームメンバーとして主体的に

行動する、または、リーダーとして、指

導力を発揮する原理を学ぶ科目を配する 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制

作を実施します。この科目は、英語での

発表を義務付けている 
 
＜教育内容・方法＞ 
（教育方法） 
 本学では「担任制度」を設け、学生１０名

程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計

画・履修登録のみならず、より良い教育及び

学修を円滑に運営するための人間環境を整え

「個に対する教育」を行う。 
（学修方法） 

わせた授業科目を開講し、従来の思考過程を

逆転するデザイン志向の教育課程を編成す

る。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
伝統的な領域科学志向の考え方と異なるデザ

イン志向の論理を身につける感性的思考を支

援する知識群を置く。 
①コミュニケーション・スキル： 
 グローバルに活躍するための汎用的技能を

育成する科目を配する。具体的には英語を指

す。これらをグローバルコミュニケーション

科目群とする。 
②倫理： 
 “Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する

科目を据える。これらを倫理科目群とする。 
③社会の中のデザイナー思考： 
  広義のデザインにおける感性的思考を支援

する知識・理解の科目を基盤科目として添え

る。これらを基盤科目群とする。 
 
 
【職業専門科目】 
各専門職を特徴づける教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業を

実施する。数多くの制作経験を通して学生の

入学時に持つ実感的なモノづくりに対し、論

理に裏付けられた表現能力としてさらに展開

される科目群である。 
①デザイン学的思考： 
伝統的な領域科学志向の考え方と異なるデザ

イン志向の論理を身につける科目として学科

包括科目を配する 
②論理的思考・デザイン的思考能力： 
推論過程である帰納法・演繹法はもちろん、

社会の中のデザイナーに必要な仮説検証に必

要な感性を養成する 
③理論と実践力： 
動機の実現を軸としてプロトタイプ制作を行

い、それに必要な基礎知識を身につけられる

教育課程とする 
【展開科目】 
卒業後専門職として歩む道として、専門職の

能力を高めつつ、さらに別な視点や学問領域

からの取り組みが必要となる。例えば社会の
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科目が初歩的なものから専門的なものへと進

行する配置の中で、初歩的過程で学んだ科目

内容が、どのようにして専門的な科目の基礎

をなすか、また専門的科目の内容がどのよう

にして社会にどのように役立つかを実習科目

や総合科目を通じて学ぶ。この実感が、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の基礎となる。したがって、科

目配列は特に１年次では最初に動機付け及び

トピックへのエクスポージャを目的とした科

目によって原理や理論を深く学ぶのではな

く、何に使われているかを中心に理解する。

その後に原理や理論を学ぶ科目を配置してい

る。これは自分が持っている社会に役立ちた

いという動機が、学問によって裏付けられる

ことを経験し、実感的動機を科目学修動機に

変換させることでもある。それに基づいて、

専門的な科目は動機を満たすものとして自発

的に学習することが可能となる。これを実現

するために、実務経験のある教員から何を学

ぶかを知り、また実習、演習、インターンシ

ップなども、漫然と課題に向かうのでなく、

自発的に学習するものとして位置づけること

ができるものとなる。 
 
＜学修成果の評価＞ 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の 8 割以上の出

席・課題提出を前提とし、その上で、各授業

に応じて評価することとする。詳細の評価に

ついては、各種シラバスで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先

の企業との連携の重要性から、必ずルーブリ

ック評価表を用い、公平で客観的かつ厳格な

成績評価を行うこととする。詳細の評価につ

いては、各種シラバスで明示する。 
 
情報工学科のカリキュラム・ポリシー 
情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支

援する知識・理解の科目を置く 

リーダーとして活躍するために必要な知識

や、世界的視野からの問題解決のためのアプ

ローチも必要となる。職業専門科目に直接隣

接する分野ではなく、学修成果を広範な視点

から取り組み、入学時の動機を成熟させて卒

業時の動機となる科目である。 
【総合科目】 
個別対象を離れた総合的視点から俯瞰し、新

たなデザイン思考や共創行為が可能となる。

これらの学修は卒業研究制作の学修を通して

社会の課題解決を実際に経験することにより

強化される。 
 
＜教育内容・方法＞ 
（教育方法） 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う。 
（学習方法） 
各科目群は、学年の進行に従って学習が容易

なように配置される。よって、その時々に強

調されるのが、入学から卒業までに、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”という基本を身に着けることで

ある。科目が初歩的なものから専門的なもの

へと進行する配置の中で、初歩的過程で学ん

だ科目が、専門的な科目においてはその科学

や技術が社会にどのように役立つかを学ぶこ

と。この実感が、“Designer in Society（社

会とともにあるデザイナー）”の基礎とな

る。したがって、学習はまず初年度一学期に

自分が持っている社会に役立ちたいという動

機が、学問によって裏付けられることを経験

し、実感的動機を科目学習動機に変換させ

る。それに基づいて、専門的な科目は動機を

満たすものとして自発的に学習することが可

能となる。これを実現するために、実務経験

のある教員から何を学ぶかを知り、また実

習、演習、インターンシップなども、漫然と

課題に向かうのでなく、自発的に学習するも

のとして位置づけることができるものとな

る。 
 
＜学修成果の評価＞ 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の 8 割以上の出

席・課題提出を前提とし、その上で、各授業
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 “Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の根幹に当たる倫理観

を確立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミ

ュニケーションの汎用的技能を育成する

科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を分析するためのモデル

構築及び解法の理論科目として数学や、

物理学と共に、情報技術の基礎的な知識

に関する理論科目を配置する。「電子回

路基礎」「コンピュータシステム基礎」

「情報数学」「線形代数」「解析学」

「確率統計論」「データベース基礎と応

用」「技術英語」「情報セキュリティ応

用」「力学」「人工知能数学」「自然言

語処理」「人工知能数学」「制御工学基

礎」「センサ・アクチュエータ」「材料

力学・材料工学」「データ解析」「技術

英語」 
 問題解決のために情報技術を統合し、価

値創造の方法論を学ぶ科目を配する。

「C 言語基礎」「組込み C,C++言語」

「回路・プリント基板設計」「プログラ

ミング概論」「ソフトウェアシステム開

発」「Python プログラミング」「機械学

習」「デバイス・ネットワーク」「IoT
デバイスプログラミングⅠ」「機械設

計」「深層学習」「画像・音声認識」

「サーバ・ネットワーク」「IoT デバイ

スプログラミングⅡ」「ロボット機構」

「ロボット制御」 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 デザイン思考の実践を含む実習の反復を

通し、学生が持つ知的好奇心を向上させ

ながら探究心を身につけるとともに、チ

ャレンジ精神を養成する。 
 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロ

ボット）と対象領域が抱える問題を見つ

けるための俯瞰力と問題発見力、その問

題を解決するための知識の総合力を養成

する科目を配する。 
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開

発Ⅰ、Ⅱ」「地域共創デザイン実習」「人工

知能システムⅠ、Ⅱ」「メディア情報処理」

「人工知能応用」「IoT システム開発Ⅰ、

Ⅱ」「IoT サービスデザイン」「組込みシス

テム制御実習」「産業用ロボット実習」 
【展開科目】 

に応じて評価することとする。詳細の評価に

ついては、各種シラバスで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先

の企業との連携の重要性から、必ずルーブリ

ック評価表を用い、公平で客観的かつ厳格な

成績評価を行うこととする。詳細の評価につ

いては、各種シラバスで明示する。 
 
 
情報工学科のカリキュラム・ポリシー 
情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
基礎科目群に外国語科目を入学年から卒業年

まで配し、グローバルコミュニケーション力

を養成する。さらに社会倫理、コミュニケー

ション、人の感性など生涯継続して学修する

素養を身につける。 
【職業専門科目】 
職業専門科目群には、専門技術領域を体系的

に修得する科目群とそれを修得するための基

礎的な科目群を配し基礎力とスキルを修得す

る。主に実習科目で行われるプロトタイプ制

作を通して、問題発見力、解決過程でのデザ

イン的思考能力を育成し、新たな価値創造に

重きを置いた教育を行う。 
【展開科目】 
 グローバルな市場化戦略、知的財産、企業

経営論などの将来の専門的活動分野に発展さ

せるのに有効な科目群を配し、本学がめざす

ビジネスリーダの素養を身につける。また、

地域貢献を目的として地域共創デザイン実習

科目を配し、社会や異分野に対し専門性を活

かした強いアンテナを持つ人材育成を行う。 
【総合科目】 
卒業研究制作科目を配する。グローバル展開

の拠点である東京の強みを活かしたビジネス

につながる応用研究をテーマとする。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修
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 専門職人材として、主体的にかつ協調性

を持って行動する手法を講義と演習を組

み合わせて学ぶ 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解を

生み出すための知識を養成する 
 社会人として相応しい志向と態度を身に

つけるために、経営資産についての知識

を習得する科目を配する。 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制

作を実施する。この科目は、英語での発

表を義務付けている。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え「個

に対する教育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに予め記された評価の方法

によって科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用した教育方法

論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
デジタルエンタテインメント学科のカリキュ

ラム・ポリシー 
デジタルエンタテインメント学科ではディプ

ロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるこ

とができるように、以下のように教育課程を

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに記された評価の方法によ

って科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用し、先端技術

を背景とした教育方法論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
デジタルエンタテインメント学科のカリキュ

ラム・ポリシー 
デジタルエンタテインメント学科ではディプ

ロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるこ

とができるように、以下のように教育課程を

編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
 
 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
基礎科目群に外国語科目を入学年から卒業年

まで配し、グローバルコミュニケーション力

を養成する。さらに社会倫理、コミュニケー

ション、人の感性など生涯継続して学修する

素養を身につける。 
【職業専門科目】 
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編成する。このように体系立てられ編成され

る教育課程に対し、学修方法･学修過程、学修

成果の評価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支

援する知識・理解の科目を置く 
 “Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の根幹に当たる倫理観

を確立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミ

ュニケーションの汎用的技能を育成する

科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を分析するためのモデル

構築及び解法の理論科目として数学とと

もに、技術の基礎的な知識に関する理論

科目を配置する。「コンピュータグラフ

ィックスⅠ」「電子情報工学概論」「ゲ

ーム構成論Ⅰ」「線形代数」「解析学」

「コンピュータグラフィックスⅡ」「統

計論」「ゲームアルゴリズム」「コンテ

ンツ制作マネジメント」「映像論」「ゲ

ーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」

「技術英語」 
 問題解決のためにデジタルゲーム、およ

びコンピュータグラフィックス技術を統

合し、価値創造の方法論を学び芸術的感

性を涵養する科目を配する。「ゲームプ

ログラム構成基礎Ⅰ」「デジタル造形

Ⅰ」「CG デザイン基礎」「プログラミ

ング言語基礎」「デジタル造形Ⅱ」「ゲ

ーム AIⅠ」「エンタテインメント設計」

「ゲームプログラム構成基礎Ⅱ」「デジ

タル映像表現技法基礎」「ゲームプログ

ラム構成基礎Ⅲ」「デジタル映像表現技

法応用」「ゲームプログラミングⅠ」

「ゲームデザイン実践演習」「デジタル

キャラクタ実践演習」「ゲームプログラ

ミングⅡ」「インターフェースデザイ

ン」「ゲームプログラミングⅢ」「ゲー

ム AI Ⅱ」「CG アニメーション総合演

習」 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 デザイン思考の実践を含む実習の反復

を通し、学生が持つ知的好奇心を向上

させながら探究心を身につけるととも

に、チャレンジ精神を養成する。 

（学科内共通） 
論理的思考の基盤となる、計算機幾何学やコ

ンピュータ言語の学修と共に芸術的感性及び

論理的思考との関連を重視した科目、例えば

数理造形論や生態の観察と表現を体系的に学

修する。当該学科において必要な論理的思考

のための学修として数理造形論や計算機幾何

学、プログラム言語等を設置している。  
（ゲームプロデュースコース） 
ゲームプロデュースコースでは、デジタルコ

ンテンツの主要産業であるゲームを具体化す

るために、人間の感覚・知覚的特性とマシン

に対する反応や行動などを考慮しながら、ゲ

ームの手順を考えプログラム化する過程を学

ぶ。またゲーム流通にかかわるビジネス戦略

やコンテンツの流通や権利に関する知的財産

等の外的要因についても学ぶ。講義・演習と

ともに PBL を通してトータルなゲームクリエ

ータ・設計家を目指すためのカリキュラムを

構成する。 また、本コースは、プランナーと

プログラマーにさらに細分化される。 
（CG アニメーションコース） 
CG アニメーションコースでは創作イメージ

を具体化するために、対象の観察や法則性の

理解などを基盤として制作までの過程を論理

化する。さらに論理化された創作イメージを

アルゴリズムとして手続化し、その結果を映

像やサウンドなどに表出することで具体化す

る。また出来上がったコンテンツを評価しア

イデアやプログラムを修正しながら作品を得

る過程を学修する。これらの学修の成果は、

広範な分野における CG の応用に展開するこ

とができる。芸術的感性の育成においても、

文理、芸術系の融合を図ったプログラムの工

夫を行っている、CG デザイン・デジタル造

形系科目群の生体の観察と表現では、従来の

美術系教育にみられる観察能力を主としたデ

ッサンとともにデジタルデータやドローイン

グによる平面立体表現も含めて行う。さらに

仮想身体制作では本格的な産業応用に対応す

る時系列モーションデータや身体アニメーシ

ョンデータを制作し、プログラミング能力と

芸術的感性の育成を融合した新しい指向の特

徴的授業を行う。 
【展開科目】 
展開科目では、創業し自立していくための基

礎となる企画・発想法やリーダーシップ論、

経営論などについて学ぶ。 
【総合科目】 
４年間の学修の総合的な結果としての卒業研
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 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、

CG）と対象領域が抱える問題を見つけ

るための俯瞰力と問題発見力、その問

題を解決するための知識の総合力を養

成する科目を配する。 
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテン

ツ創造実習」「デジタルコンテンツ総合実

習」「地域共創デザイン実習」「ゲーム制作

技術創造実習Ⅰ、Ⅱ」「CG アニメーション

総合実習Ⅰ、Ⅱ」 
【展開科目】 
 専門職人材として、主体的にかつ協調

性を持って行動する手法を講義と演習

を組み合わせて学ぶ 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解

を生み出すための知識を養成する 
 社会人として相応しい志向と態度を身

につけるために、経営資産についての

知識を習得する科目を配する 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制

作を実施する。この科目は、英語での発

表を義務付けている。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え「個

に対する教育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに予め記された評価の方法

によって科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用した教育方法

論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 

究制作を行う。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに記された評価の方法によ

って科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用し、先端技術

を背景とした教育方法論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
 
教育課程の体系 
本学は学生が持つ知的好奇心を起点とした

「理念的ものづくり」力を育成する教育課程

の体系をとる。それがデザイン学的な教育体

系であって、具体的には 1 年次前期に動機を

定着させる科目を配し、一年次後期に理論の

科目を配する。 
 
近年、技術系教育では自ら起業して新しい市

場を開拓するなど、現在の産業活動の発展に

寄与する人材が想定されるようになった。こ

れは重要な進歩である。しかし本学の設置の

目的は、より大きな課題の達成に置く。それ

は未来の社会的期待に応える産業の創出を目
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(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
教育課程の体系 
本学は学生が持つ知的好奇心を起点とした教

育課程の体系をとる。具体的には 1 年次前期

に動機を定着させる科目を配し、一年次後期

に理論の科目を配する。 
 
本学の教育課程の編成における考え方と特色

は以下である。 
まず１年次については、1 年次前期に学修の

動機づけ及び専門技術の紹介（エクスポージ

ャ）に当たる科目（学科包括科目）を基本的

に配置し、理論的な内容等を学ぶ科目につい

ては 1 年次後期から基本的に学修が始まるよ

うにしている。このような教育課程にした理

由は、従来の大学では 1 年次前期から、卒業

に向けて段階的に理論を積み上げていくが、

数学などの基礎的科目の関連性の欠如から学

習興味が喪失することが往々にしてある。そ

こでこれらの科目の前に動機付け科目を配す

ることで、学生が入学時に持つ学修の動機、

好奇心、興味関心をより鮮明にさせるととも

に、理論が未定着であるがゆえに可能になる

創造的な制作・開発の体験をする。その体験

を一度経た上で、学生は工科学部に相応しい

線形代数や解析学などの理論を学ぶ。 
2 年次以降は、極力 PBL を意識し、ディプロ

マ・ポリシーにある「分析」と「判断」を涵

養する理論系科目と、ディプロマ・ポリシー

にある「創造（力）」と「プロトタイプ開

発」を涵養する演習科目と同時に学べるよう

に留意するとともに、講義・演習が実習と交

互に配置されるように配慮した。このよう

に、教育課程が体系立てられることによっ

て、分析、判断、創造、プロトタイプ開発と

いう 4 つの項目が効果的に学べる。よって、

本学の科目には、講義や演習といった区分が

明確化された授業のみならず、講義・演習科

目が混在している。  
加えて、実習系の教育課程にも留意した。情

報工学科では 1 年次前期の動機づけと 1 年次

後期の理論の定着を踏んだ後に始まる 2 年次

以降の教育課程は、コースごとの履修モデル

も始まるため、それに特化した実習が配され

ている。一方で、展開科目に配した学部横断

標としつつ働く専門職に必要な、新しい思考

形式を持つ人材の育成である。この人材の思

考形式とは、課題を発見してその解決策を創

出する思考である。 
従来の大学では、専門が理系、文系の二つの

柱のもとに、それぞれ学問の構造に従って学

部、学科などの組織が作られ、各組織で自立

した教育が行われる。それは基礎科学である

法（基礎）、経（基礎）などの社会科学、文

学などの文系科学、物理などの理系科学と、

専門職に対応する法、経、医、工、農、薬な

どの臨床科学の教育である。その結果、教育

を受けたものは、特定の学問分野における独

自の視点を持つ専門家となる。例えば工学で

いえば、熱力学、電磁気学などの専門家とな

り、企業に入れば様々な製品の創出にその専

門的視点で広く寄与するのが専門的な仕事と

される。このような専門職で構成される我が

国の企業は、高性能、長寿命、低価格の製品

で世界を制覇したのであった。この専門家の

思考形式は、与えられた対象を専門的に分析

し、性能の高度化に必要な事項を指摘するこ

とであり、教育はそれを可能にするように行

われてきたのである。 
本学の目標とする思考形式はこれと逆であ

る。思考の出発は分析する対象としてのもの

ではなく、社会に存在する多様な期待であ

る。ここで顕在する期待だけでなく潜在する

期待も含めて「社会的期待」と呼ぶ。まず期

待を探索し、それを実現するための知識を収

集あるいは創出し、それを統合して製品・サ

ービスや技術システム・社会システムなどの

“もの”をデザインする。従来の大学ではもの

から知識を抽出する分析科学的な能力を身に

つけるのに対し、本学では知識から“もの”を
創出するデザイン能力を身につける。 
この生み出す“もの”は「人工物」である。す

ると伝統的な科学が「自然物を思索して知識

を生み出す（Create knowledge through the 
think of existence〈nature〉」のに対し、

「知識を思索して人工物を生み出す（Create 
existence〈artifacts〉through the think of 
knowledge）」と表現することができて、科

学とデザインが逆の構造を持つことが端的に

示される。 
社会的期待はいつの時代にも存在したが、そ

れが学問の世界で明示的に議論されることは

ほとんどなく、したがってその探索と解決に

ついての能力を獲得するための学修を可能に

する大学は存在しなかった。社会的期待は伝



13 
 

の実習科目である「地域共創デザイン実習」

によって、特定の学問領域に囚われることな

く、課題を俯瞰し問題解決を体感的に同時に

学ぶことも可能となっている。さらに、2 年

間の学びの集大成として、2 年次の最終科目

を「臨地実務実習Ⅰ」とすることによって、

最低限のコースごとの知識と教養とともに、

社会を俯瞰し問題解決する前に重要な問題発

見のための社会のプロセスを、実社会での学

びを通して学ぶという段階的な教育となっ

た。 
 3 年次からは、これまでに学修した知識や

能力のさらなる深化とともに、実社会に対し

ての理解を深めることのできるような教育課

程に変更することで、専門職人材の養成によ

り近づく体系になった。例えば、情報工学科

で言えば、実社会でソフトウェア・インテン

シブな製品を開発する場合、システムエンジ

ニア、プログラマー、データ分析者、企画

者、ソフトウェア開発部門とハードウェア開

発部門、といった具合に、それぞれの専門職

が集まりプロジェクトを進める。そこで、情

報工学科の実習科目においては、AI 分野、

IoT 分野、ロボット分野のコースごとの実習

科目を 3 年次で高度化するが、引続いて実施

する 3 年次後期の「ソリューション開発

Ⅰ」、4 年次前期の「ソリューション開発

Ⅱ」では、これらの専門職グループの共同作

業として 1 つのプロジェクトに取り組むこと

を体験するために、学科横断でのチーム編成

を行う。これはデジタルエンタテインメント

学科でも同様で、例えば、実社会でデジタル

ゲームを開発する場合、ゲームプランナー、

プログラマー、アーティスト、ビジュアルエ

フェクトエンジニア、ソフトウェア開発部門

とハードウェア開発部門、といった具合に、

それぞれの専門職が集まりプロジェクトを進

める。そこで、デジタルエンタテインメント

学科の実習科目においては、ゲーム分野と

CG分野のコースごとの実習科目を 3年次で高

度化するが、引続いて実施する 3 年次後期の

「デジタルコンテンツ制作応用」、4 年次前

期の「デジタルコンテンツ総合実習」では、

これらの専門職グループの共同作業として１

つのプロジェクトに取り組むことを体験する

ために、学科横断でのチーム編成を行う。 
さらに 2 学科共通の展開科目には、実社会を

理解する科目を置いている。先に述べた、コ

ース横断の実習科目は、社内の能力を結集し

創造する能力や隣接他部署とのコミュニケー

統的な大学教育においては学問の外にあるも

のとされ、それは普通の個人または企業など

の、大学で身につけた学問分野を持つ専門家

を含む組織が探索し決定するものであり、基

本的には各組織に定められた目的の範囲とい

う条件のもとに決定するものとされていた。 
学問が真実の発見を目的とする以上、それは

純粋な知的好奇心のみに駆動されて行われる

思索によって進められるべきであり、社会的

期待のように個人の主観に依存しまた時代に

よって変動するような“世俗的な”ものに関心

を持てば、それが生きるために重要であるこ

とは十分認めるけれども、得られた知識は個

人や時代に影響を受けた偶発的なものとな

り、無意味あるいは貧弱な真実しか得られな

いとする考え方が学問の中心に置かれてきた

し （ Charles Sanders Peirce, Collected 
Papers of Charles Peirce, Vol.1, p.349, C. 
Hartshorne, Paul Weiss (eds.), Thoemmes 
Press, 1931）、それは現代でも根強い考え方

である。  
この思想が人類に、主義主張や立場にかかわ

らずすべての人に常に有用である科学知識を

生み出したことは紛れもない事実である。し

かし現代においてこの事情は一変した。それ

はこの定義に基づく科学の否定ではなく、科

学が無視してきた空間にもう一つ別の知識体

系が存在することの発見である。それは科学

的知識が持つ現実世界への不可避的な影響で

あり、それを探索しない限り伝統的な科学の

正当性の中に安住していることができなくな

ったという事実の出現である。科学が存在の

真実を求めてきたとすれば、もう一つの知識

体系は「影響の真実」と呼ぶべきものであ

る。 
伝統的科学においては、工学や農学などの、

有用性を目標とする分野も作られたが、それ

は物理学や生物学の応用と考えられ、独立の

科学分野とは考えられず、大学の分野として

は認知されてこなかった。我が国でいち早く

それを大学組織に取り込む政策をとったのは

特筆するべき政策であったが、それはあくま

で応用分野という定義のもとに存在していた

のである。 
いま科学技術の社会への影響が大きくなり、

多様化・複雑化するにつれ、その恩恵と脅威

に対する理解が不可欠となり、顕在するか潜

在的かを問わず満たすべき社会的期待を探索

することが重要な仕事となる。これは目的を

定められた組織や制度によっては探索するこ
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ション力を高めることはできるが、実社会で

の課題を俯瞰し創造するための知識・理解、

能力や、クライアント、顧客、仕入れ先、業

務委託先など、社外と効果的なコミュニケー

ションを取るための実社会の深い理解が不足

しているであろう。そこで、3 年次以降の展

開科目には、知的財産権、ファイナンス、企

業組織、法務、人材、CSR などを学ぶ科目を

配している。 
 3 年次からの教育課程は 1 年次や 2 年次に

見られる、学問の追及、分析ではなく、創造

（統合）にシフトされており、養成する人材

像と整合性が高いと考える。さらに、これら

を強化するために、これらの創造も講義・演

習、学内実習と臨地実務実習とを往復するこ

とでより、専門職として確かな実践力を養成

することができるような教育課程となってい

る。 
 「臨地実務実習Ⅱ」は 3 年次の後期に配さ

れ、コース別の学修が終盤に差しかかり、専

門職として必要な知識をある程度修得してい

るタイミングで取り組むことができる。加え

て、展開科目の一部によって、対象社会のビ

ジネスルールやプロセスの理解も最低限備え

ている。よって、3 年次後期に配された「臨

地実務実習Ⅱ」の到達目標は「製品、業務内

容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や

課題の理解」が相応しい。 
 先に述べた「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」

や「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジ

タルコンテンツ総合実習」は、2 年次に配さ

れた「地域共創デザイン実習」での課題を発

展させ、最終的にプロトタイプを生み出すた

めの学内実習の総まとめとして位置づけてお

り、専門技術の習得のまとめであると同時

に、最終課題と言ってもよい「臨地実務実習

Ⅲ」と「卒業研究制作」を繋ぐ科目として、

重要な位置づけとなっている。 
 先に述べた「臨地実務実習Ⅲ」は 4 年次前

期に配され、総合科目に配された、卒業研究

制作を除く全ての教育課程が履修されたタイ

ミングで行われる。「臨地実務実習Ⅲ」の到

達目標は、学部・学科以下のディプロマ・ポ

リシーの 7 項に直結している。 
 そして、今までの学びの総まとめとして位

置する科目が「卒業研究制作」である。1 年

次の学修の動機づけと身につけた理論、2 年

次の「地域共創デザイン実習」による自治体

や地域企業などの課題を解決するプロトタイ

プのデザインを通して制作や研究を実践し、

とができず、自由な個人の社会に対する感受

性を中心とする独創性によってはじめて可能

となる時代が到来した。これは現代の「知的

好奇心」である。発見された期待は、分野を

超えた知識及び新しい知識を使いこなしつつ

解を求めるデザイン型の思考によってその解

が求められる。 
社会的期待実現のために知識を使用する方法

の創出の仕事が新知識を創出する科学的仕事

と並んで重要な時代が到来したことは、既に

平成 11 年の国際科学会議 ICSU と UNESCO
が主催した世界科学会議（World Conference 
on Science, WCS, Budapest）のブダペスト宣

言で明確に述べられている（資料 11）。また

平成 27年の国連で決議された「持続可能な開

発のためのアジェンダ 2030（Sustainable 
Development Goals, SDGs）（資料 3）」に

おいては、世界においてすべての国が努力し

て実現するべきものとして 17 個の社会的期待

が合意されたものとして明示され詳述され

た。このように、もはや社会的期待は大学や

専門家の外にあるものではなく、大学をはじ

め、諸機関の専門職が重点的に取り組むべき

大きな公的課題になりつつあるのが世界的な

流れである。本学ではこの流れを受け止め、

国内のみならず世界の社会的期待を感知し、

その解決のための方法を身につけ、世界で活

躍する専門職となるべく教育を行う。 
このような従来の思考過程を逆転するデザイ

ン志向の教育は、従来の大学が持つ学部学科

組織の下で個別学問分野を専門とする教員が

行う教育とは異なるものであるが、伝統的人

事構造の中に安住する人材に対する批判が産

業を中心に広範囲に広がり、これを克服する

人材が強く求められ始めた状況に応えるもの

である。したがって、本大学の使命は、前述

の基本的に新しい教育を若者に対して実施す

るだけでなく、企業人の再教育にも大きな責

任を負っていると認識し、社会人学生の入学

も予想している。 
 
上記で明記した教育を具現化するために、例

えば、「確率統計論」「線形代数」「解析

学」等の数学における理論科目は、1 年前期

の「情報工学演習」を前段の科目として後期

に実施する。学問の追及は従来の大学が担う

べき役割であるが、専門職大学である本学は

“分析して原理を用いる”が中心ではなく、入

学時、ひいては入学してくる若者や社会人が

今までの人生の中で大事にしてきた事柄、つ
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3、4 年次の「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」、

「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジタ

ルコンテンツ総合実習」によって「地域共創

デザイン実習」での課題を専門職として発展

させ、「卒業研究制作」で学生一人一人がま

とめる。そのような重要な位置づけとなって

いるのが、「卒業研究制作」である。 
 
  
上記で明記した教育を具現化するために、例

えば、「線形代数」「解析学」「確率統計

論」等の数学における理論科目は、1 年前期

の「情報工学概論」を前段の科目として後期

に実施する。先ずは手を動かしモノに触れる

ような授業として情報工学科では「情報工学

概論」を、デジタルエンタテインメント学科

では「コンテンツデザイン概論」等を配し、

従来の工学系大学において 1 年次前期によく

見られる理論系の科目を後期に配する。これ

によって学生が入学前に持っていた創造への

期待を学修への動機へと転換する。 
さらに「情報工学演習」、と「コンテンツデ

ザイン概論」は学科包括科目として、1 年次

後期から始まる、コース体系をアナウンスす

る科目でもある。各学科内でもさらにコース

別に細分化される本学特有の教育課程をガイ

ダンスする科目である。加えて、学科の特性

上情報工学科について更に「情報工学演習」

を補佐する「デザインエンジニアリング概

論」も学科包括科目として据える。この科目

は、コース体系をアナウンスしつつ、演習要

素を含んだ科目である「情報工学概論」の講

義部分を補佐する役目を果たす。 
このような、体験かつ学科を包括する科目を

置くことで、何ができるようになるのかを体

感し、体験を通して当該技術が何に役立てら

れるのかを技術の応用側面から理解すること

ができる。これらにより、学修の動機付けと

自らが新たな利用価値を見いだす第一歩を作

り出す。 
加えて、均質な教育が入学する学生に施され

るためには、入学時の学力差について補うこ

とが重要と考えている。そこで、本学では本

申請書にある教育課程として配する科目以外

にも、入学時の学力差補助のために「基礎数

学」、「基礎物理」、「基礎英語」といった

補講科目を配する。 
 
 
 

まり“知的好奇心”から生まれる突発的な発想

に基づく自由なアイデアを中心と据える。も

ちろん、多くの理論・原理を身につけている

ことで、良いモノができることは確かであ

る。しかし、必ずしも理論を修得してからで

ないと、価値創造が生み出せないとは限らな

い。先ずは手を動かしモノに触れるような授

業として情報工学科では「情報工学演習」

を、デジタルエンタテインメント学科では

「コンテンツデザイン概論」等を配し、従来

の工学系大学において 1 年次前期によく見ら

れる理論系の科目を後期に配する。 
さらに「情報工学演習」、と「コンテンツデ

ザイン概論」は学科包括科目として、1 年次

後期から始まる、コース体系をアナウンスす

る科目でもある。各学科内でもさらにコース

別に細分化される本学特有の教育課程ををガ

イダンスする科目である。加えて、学科の特

性上情報工学科について更に「情報工学演

習」を補佐する「デザインエンジニアリング

概論」も学科包括科目として据える。この科

目は、コース体系をアナウンスしつつ、演習

要素を含んだ科目である「情報工学演習」の

講義部分を補佐する役目を果たす。 
このような、体験かつ学科を包括する科目を

置くことで、何ができるようになるのかを体

感し、体験を通して当該技術が何に役立てら

れるのかを技術の利用側面から捉えることが

できる。これらにより、学修の動機付けと自

らが新たな利用価値を見いだす第一歩を作り

出す。 
加えて、均質な教育が入学する学生に施され

るためには、入学時の学力差について補うこ

とが重要と考えている。そこで、本学では本

申請書にある教育課程として配する科目以外

にも、入学時の学力差補助のために「基礎数

学」、「基礎物理」、「基礎英語」といった

補講科目を配する。 
 
 
実践的能力と応用的能力の育成・展開 
本学では既に述べたカリキュラム・ポリシー

やディプロマ・ポリシーに定める専門知識と

専門技能、国際コミュニケーション力、価値

創造力、職業的倫理観等を修得させるため

に、職業に密接に関連した学際的な教育内容

を、順次性を考慮し基礎科目、職業専門科

目、展開科目、総合科目の区分で編成する。 
それぞれの科目ではその教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業体
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実践的能力と応用的能力の育成・展開 
本学では既に述べたカリキュラム・ポリシー

やディプロマ・ポリシーに定める専門知識と

専門技能、国際コミュニケーション力、価値

創造力、職業的倫理観等を修得させるため

に、職業に密接に関連した学際的な教育内容

を、順次性を考慮し基礎科目、職業専門科

目、展開科目、総合科目の区分で編成する。 
それぞれの科目ではその教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業体

系とし、特に、実践力の育成と学修内容の定

着度向上を図るため、座学（講義）だけの科

目は極力減らし演習と講義を組み合わせた科

目とする。また、実制作実習科目は教育課程

連携協議会の協力や支援を必ず求めること

で、実社会の課題解決経験も得られる実践的

な教育体系にする。 
各授業科目の単位数は、専門職大学設置基準

第 14 条に則り、本学では講義 30 時間で 2 単

位、演習と実習は 30 時間で 1 単位を基本とす

る。講義 15 時間と演習を 15 時間合わせた授

業の場合には 1.5 単位としている。 
総合科目ではそれまでに学び得た知識、実践

力、職業倫理観等の集大成となる応用的な科

目を配し、さらに、2 学科それぞれが横断す

ることで部門を越えた応用力等も涵養される

ように配慮した。 
この教育編成によって、専門領域や特定のマ

ーケット等に縛られることのない問題発見・

解決思考回路や他業種との交流が図れるよう

な人材を育み、実社会を価値創造へ導くこと

のできる応用力を育成する教育編成とする。 
 
 
教育課程を開発・不断の見直しと反映を行う

仕組み 
本学の教育課程において、臨地実務実習を除

く全ての授業は、基本的に本学が契約した教

員によって行われている。また、臨地実務実

習先（受け入れ先）は、全て臨地実務実習施

設使用承諾書を交わすとともに、臨地実務実

習施設の概要に明記がある通り、実習指導

者・事業の概要・該当施設の選定理由等を、

本学に所属する教職員によって確認し適切と

判断できる企業や団体等に限定している。加

えて、海外臨地実務実習を除く全ての臨地実

務実習では、複数人の教職員による巡回によ

って、適切に教育が行われているかが確認さ

れる等、実習水準の確保の方策も取ってい

る。これら臨地実務実習に関する詳細につい

系とし、特に、実践力の育成と学修内容の定

着度向上を図るため、座学（講義）だけの科

目は極力減らし演習と講義を組み合わせた科

目とする。また、実制作実習科目は教育課程

連携協議会の協力や支援を必ず求めること

で、実社会の課題解決経験も得られる実践的

な教育体系にする。 
各授業科目の単位数は、専門職大学設置基準

第 14 条に則り、本学では講義 30 時間で 2 単

位、演習と実習は 30 時間で 1 単位を基本とす

る。講義 15 時間と演習を 15 時間合わせた授

業の場合には 1.5 単位としている。 
総合科目ではそれまでに学び得た知識、実践

力、職業倫理観等の集大成となる応用的な科

目を配し、さらに、2 学科それぞれが横断す

ることで部門を越えた応用力等も涵養される

ように配慮した。 
この教育編成によって、専門領域や特定のマ

ーケット等に縛られることのない問題発見・

解決思考回路や他業種との交流が図れるよう

な人材を育み、実社会を価値創造へ導くこと

のできる応用力を育成する教育編成とする。 
 
 
豊かな人間性と職業倫理観の涵養 
1 章で述べた通り、本法人の理念は知性と感

性の総合に支えられた「創造力」と「豊かな

人間性」を教育の根幹とした「人間教育」で

あり、本学はこの理念のもと教育を行う。 
「豊かな人間性」とは、各コースに設ける演

習・実習系の科目等で自らの興味や好奇心を

具現化することで得られる達成感や充実感と

ともに、グループワークや実社会における業

務等で出会う葛藤等を通し、集団において現

象する喜怒哀楽を感受することを通じてはぐ

くまれる人間性の育成である。さらに、変化

スピードが速い現代社会の要求に対し、人間

の感性という普遍的な要素を理解すること

は、プロフェッショナル人材の輩出のために

重要であることは明らかである。そこで、本

学では人間が持つ感性を体系的に理解するだ

けでなく、それを設計に応用できるようにす

るために、各学科に心理関係の科目も配置す

る。 
「職業倫理」の教育に関しても本学は重要視

している。従来の教育機関では座学として一

般教養を学ぶ側面と、プラクティカルに特化

した職業倫理を学ぶ側面のどちらか一方であ

ったが、本学では生涯を通して学ぶ必要のあ

る「グローバルコミュニケーション科目」、



17 
 

ては後の 11 章で言及する。以上のことから、

本学で必要な授業科目を自ら開講していると

いえる。 
教育課程連携協議会についての詳細は後の 7
章で述べるが、今回、編成・設置される教育

課程は、現代社会特有の複雑化した問題に対

峙できるように教育課程連携協議会の意見等

を反映させ、その時世に合った体系に常に変

化させることで教育課程を開発する。 
例えば、教育課程連携協議会の構成員には、

学校教育法第 11 条 2 項（エ）で定義されてい

るように、臨地実務実習先として本学と連携

を取る事業者が含まれる。この構成員によっ

て臨地実務実習の実態として教育課程に反映

すべき意見が出された場合は、必要に応じて

再検討され、所定の手続きをもって「臨地実

務実習Ⅰ～Ⅲ」に反映されるようにする。こ

のように本学では教育課程の開発を行う。 
加えて、臨地実務実習を含む全ての実習科目

は必ず教育課程連携協議会の協力や支援を求

める。教育課程連携協議会では、産業界及び

地域社会との連携による授業科目の開設や、

その他の教育課程の編成に関する基本的な事

項などについて議論される。議論に基づき設

置される臨地実務実習や各学科の職業専門科

目に配した実習科目、並びに、産学官の連携

を目的とする「地域共創デザイン実習」によ

って、学生は技術の社会性を現実的に学ぶ。

具体的な関係性は、科目ごとに以下に記す。 
 
「地域共創デザイン実習」 
報工学科とデジタルエンタテインメント学科

の双方に配置したこの科目については、教育

課程連携協議会の主に「地域」・「協力」区

分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマに取り組む際の

企画提案の場の提供等である。 
 
「ソリューション開発Ⅰ」「ソリューション

開発Ⅱ」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマを取り組む際の

共同製品・共同制作物の開発、あるいは企画

提案・報告の場の提供等である。 
 
 

「倫理科目」、デザイン学教育のための「基

盤科目」といった学士力に当たる一般教養と

ともに、ビジネス展開のための実践力の養成

に必要な教養科目として、例えば「知的財産

権論」等によって実践力を通して創造された

コンテンツの流通・保護を理解する。 
 
本学の育成するデザイナー像は、仕事の結果

に対する倫理的責任を強く持ちながら、変化

する社会の要請に対して敏感に反応し対応す

る、“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”の育成を目指している。ここで

は、我々が個人としての活動に責任を持つと

ともに、日常的なデザイン行為や使用してい

る技術、社会的な規範に反しないよう高い倫

理性を持って監視する姿勢を持つことが必要

で、これは、健全な社会を維持していくため

に重要な行為である。技術が社会に打撃を与

える事例が少なからず存在するが、特に現代

において広範な分野で急速に進展する科学的

知識に依拠するデザインは、その効果が未知

の要因を含むことを認識し、新しいデザイン

が人にとって、また社会・自然環境にとっ

て、常によきものであることを希求する倫理

観を身につけることを学修の中心に置く必要

がある。そして近い将来、専門的な職業人と

して属する企業や起業する個人としても、単

に利益を追求するばかりでなく、企業の組織

的活動が社会に与える影響にも責任を持ち、

社会の発展に貢献するための倫理的な責任に

ついて注視する必要がある。この授業では具

体的な個人や組織の社会における倫理性につ

いて事例を挙げて説明するとともに、我々が

将来に向かって、困難な問題を克服し、持続

可能な社会を維持していくための責任につい

ても専門職が社会に対して持たなければなら

ない倫理について学修する。 
さらに、各臨地実務実習等の実践的な教育を

通して、社会人が持ち合わせなければならな

い職業倫観のみならず、1 章で述べた通り、

結果に対する倫理的責任を強く持ちつつ社会

の要求に敏感に応えられる高いレベルの職業

倫理観を涵養することによって、本学が目指

す、“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”を育成する。 
 
 
教育課程を開発・不断の見直しと反映を行う

仕組み 
本学の教育課程において、臨地実務実習を除
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「デジタルコンテンツ制作応用」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力と支援を得る。ここで指す協力と

支援とは、実習テーマ等の共同策定や、その

テーマを取り組む際の共同製品・共同制作物

の開発、あるいは企画提案・報告の場の提供

等である。 
 
「人工知能応用」「IoT サービスデザイン」

「産業用ロボット実習」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力を得る。こ

こで指す協力とは、実習テーマ等の共同策定

等である。 
 
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa、Ⅰb」
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力を得る。ここで指す協力とは、実

習テーマ等の共同策定等である。 
 
以上のように、上記の科目については必ず教

育課程連携協議会との関係を持つとともに、

開発・不断の見直しを行う。不断の見直しを

行う体制についての詳細は、7 章にて説明す

る。 
 
ここまで述べてきた実習系授業と、教育課程

連携協議会が効果的に連携を取るための機能

として、本学では分科会を設置している。例

えば、「地域共創デザイン実習」の授業実施

おいては地域区分構成員だけでなく、その関

連企業・団体が複数関わることになるため、

「地域共創デザイン実習」の協力企業・団体

からなる分科会を組織し、授業運営に向けた

取り組みを行うこととしている。その分科会

の位置づけは、教育課程連携協議会規定で以

下のように示している。なお、その分科会

は、授業担当の専任教員も構成員となる。 
 
教育課程連携協議会規定に追加する規定【抜

粋】 
（分科会） 
第７条 本協議会は、教育課程の見直しなど特

定の分野・目的毎に審議するため、必要に応

く全ての授業は、基本的に本学が契約した教

員によって行われている。また、臨地実務実

習先（受け入れ先）は、全て臨地実務実習施

設使用承諾書を交わすとともに、臨地実務実

習施設の概要に明記がある通り、実習指導

者・事業の概要・該当施設の選定理由等を、

本学に所属する教職員によって確認し適切と

判断できる企業や団体等に限定している。加

えて、海外臨地実務実習を除く全ての臨地実

務実習では、複数人の教職員による巡回によ

って、適切に教育が行われているかが確認さ

れる等、実習水準の確保の方策も取ってい

る。これら臨地実務実習に関する詳細につい

ては後の 11章で言及する。以上のことから、

本学で必要な授業科目を自ら開講していると

いえる。 
教育課程連携協議会についての詳細は後の 7
章で述べるが、今回、編成・設置される教育

課程は、現代社会特有の複雑化した問題に対

峙できるように教育課程連携協議会の意見等

を反映させ、その時世に合った体系に常に変

化させることで教育課程を開発する。 
例えば、教育課程連携協議会の構成員には、

学校教育法第 11 条 2項（エ）で定義されてい

るように、臨地実務実習先として本学と連携

を取る事業者が含まれる。この構成員によっ

て臨地実務実習の実態として教育課程に反映

すべき意見が出された場合は、必要に応じて

再検討され、所定の手続きをもって「インタ

ーンシップⅠ～Ⅳ」に反映されるようにす

る。このように本学では教育課程の開発を行

う。 
加えて、臨地実務実習を含む全ての実習科目

は必ず教育課程連携協議会の協力や支援を求

める。教育課程連携協議会では、産業界及び

地域社会との連携による授業科目の開設や、

その他の教育課程の編成に関する基本的な事

項などについて議論される。議論に基づき設

置される臨地実務実習や各学科の職業専門科

目に配した実習科目、並びに、産学官の連携

を目的とする「地域共創デザイン実習」によ

って、学生は技術の社会性を現実的に学ぶ。

具体的な関係性は、科目ごとに以下に記す。 
 
「地域共創デザイン実習」 
情報工学科とデジタルエンタテインメント学

科の双方に配置したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「地域」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ
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じ分科会を置くことができる。 
  ２ 分科会長は、本協議会の構成員から

学長が指名する。 
  ３ 分科会に所属する者は、本協議会の

構成員、専任教員及び教育課程の実施におい

て本学と協力する事業者から学長が指名す

る。 
  ４ 分科会長は当分科会での審議の内容

について協議会に報告し、協議会の了承を得

るものとする。 
 
 
 
 
 
4 つの科目区分の目的と科目配置 
専門職大学設置基準第 13 条に規定された 4 科

目区分ごとに各種科目の配置を行い、それら

該当科目の目的が果たされるように配置され

ている（資料 9, 10）。以下、科目区分別に詳

細を記す。 
 

 基礎科目 
 本学を卒業したものが、専門職として社会

に身を置き成長する過程において常に基礎と

するべく、学科にかかわりなく共通して学ぶ

基礎的な必修科目である。 
本学が養成する“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”を養成するために

は、学問領域の専門家になることを目標とす

るのではなく社会的期待の充足に専門職とし

て応えたいという強い意志と目標を持った人

に対し、その目標の実現に必要な論理的思考

能力とデザイン思考の涵養が必要で、モノづ

くりの経験や分析を通し社会との共創を行う

ことによって、未来志向の発想力や創造性を

期待している。 
加えて、経済産業省による「大学生の「社会

人観」の把握と 「社会人基礎力」の認知度向

上実証に関する調査」（平成 22 年（資料

12 ））によると、企業が学生に不足している

と挙げる能力と学生自身が不足していると挙

げる能力に明らかなギャップが生じている。

企業側は学生に対し、「主体性」「粘り強

さ」「コミュニケーション力」といった内面

的な基本能力の不足を感じているが、学生

は、技術・スキル系の能力要素が企業から見

たときに不足していると考えている。このギ

ャップを埋めるために、コミュニケーション

力といった能力の養成には注力する必要があ

等の共同策定や、そのテーマに取り組む際の

企画提案の場の提供等である。 
 
「ソリューション開発Ⅰ」「ソリューション

開発Ⅱ」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマを取り組む際の

共同製品・共同制作物の開発、あるいは企画

提案・報告の場の提供等である。 
 
「デジタルコンテンツ制作応用」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力と支援を得る。ここで指す協力と

支援とは、実習テーマ等の共同策定や、その

テーマを取り組む際の共同製品・共同制作物

の開発、あるいは企画提案・報告の場の提供

等である。 
 
「人工知能応用」「IoT サービスデザイン」

「産業用ロボット実習」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力を得る。こ

こで指す協力とは、実習テーマ等の共同策定

等である。 
 
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa、Ⅰb」
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力を得る。ここで指す協力とは、実

習テーマ等の共同策定等である。 
 
以上のように、上記の科目については必ず教

育課程連携協議会との関係を持つとともに、

開発・不断の見直しを行う。不断の見直しを

行う体制についての詳細は、7 章にて説明す

る。 
 
 
 
4 つの科目区分の目的と科目配置 
専門職大学設置基準第 13条に規定された 4 科

目区分ごとに各種科目の配置を行い、それら
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る。 
そこで本学の基礎科目には、カリキュラム・

ポリシーにもある通り“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”となる為に

最低限必要な能力、例えば、ファッションや

医療といった専門職の分野に関わらず、新し

い思考形式を持ち続けられる人材に必要な能

力、つまり「生涯にわたり自らの資質を向上

させ、社会的及び職業的自立を図るために必

要な能力を育成する」科目を配置する。ま

た、基礎科目に配当する科目には、新しい教

育機関の大学として学士力の養成に必要な科

目とも捕えることができる。よって、主に従

来の大学における教養科目で一部垣間見るこ

とができる授業でもある。 
 
(1) 「専門職のための倫理学」。専門職は、

社会的期待に対する回答を社会に提供す

ることを使命とするのであるから社会に

対して責任を持つ。したがって組織内で

協調的仕事を行う場合も、個人として仕

事をする場合もともに倫理的であること

が必要条件であり、専門職が社会に対し

て持たなければならない倫理について学

修する。 
(2) 「専門職であるために必要な人格の形

成」。専門職は組織の一員として行動す

るだけでなく個人としての責任において

社会的に行動することを基本とする者で

ある。そのためには専門職に課せられる

固有の人格を持つことが求められ、社会

と人間についての洞察力、行動がもたら

す社会への影響の予測力、未来社会を描

き出す構想力などを基礎として持つ必要

がある。これは分野でいえば、文化人類

学、比較文化論、認知心理学、記号学、

科学哲学、社会哲学、など、職能人とし

て基礎的・汎用的な知識・教養を持つこ

とで達成される。 
(3) 「専門職のためのコミュニケーション

論」。社会的期待の探索のために必要な

理解力、及びデザイン結果とその背景の

思想についての社会への正確な発信力

は、専門職にとって不可欠の条件であ

り、生涯にわたり深化させるべき能力で

あって、その基礎を学修する。具体的に

は、コミュニケーションツールの修得と

ともに、国際的活動のためには英語力が

必要で、この学修も必修である。 
 

該当科目の目的が果たされるように配置され

ている（資料 9, 10）。以下、科目区分別に詳

細を記す。 
 

 基礎科目 
 本学を卒業したものが、専門職として社会

に身を置き成長する過程において常に基礎と

するべく、学科にかかわりなく共通して学ぶ

基礎的な必修科目である。 
本学が養成する“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”を養成するために

は、学問領域の専門家になることを目標とす

るのではなく社会的期待の充足に専門職とし

て応えたいという強い意志と目標を持った人

に対し、その目標の実現に必要な論理的思考

能力とデザイン思考の涵養が必要で、モノづ

くりの経験や分析を通し社会との共創を行う

ことによって、未来志向の発想力や創造性を

期待している。 
加えて、経済産業省による「大学生の「社会

人観」の把握と 「社会人基礎力」の認知度向

上実証に関する調査」（平成 22 年（資料

12 ））によると、企業が学生に不足している

と挙げる能力と学生自身が不足していると挙

げる能力に明らかなギャップが生じている。

企業側は学生に対し、「主体性」「粘り強

さ」「コミュニケーション力」といった内面

的な基本能力の不足を感じているが、学生

は、技術・スキル系の能力要素が企業から見

たときに不足していると考えている。このギ

ャップを埋めるために、コミュニケーション

力といった能力の養成には注力する必要があ

る。 
そこで本学の基礎科目には、カリキュラム・

ポリシーにもある通り“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”となる為に

最低限必要な能力、例えば、ファッションや

医療といった専門職の分野に関わらず、新し

い思考形式を持ち続けられる人材に必要な能

力、つまり「生涯にわたり自らの資質を向上

させ、社会的及び職業的自立を図るために必

要な能力を育成する」科目を配置する。ま

た、基礎科目に配当する科目には、新しい教

育機関の大学として学士力の養成に必要な科

目とも捕えることができる。よって、主に従

来の大学における教養科目で一部垣間見るこ

とができる授業でもある。 
 
(4) 「専門職のための倫理学」。専門職は、

社会的期待に対する回答を社会に提供す
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職業専門科目 
職業専門科目は、理論的かつ専門性の高い即

戦力人材を育成するために、演習・実習を重

視した実践的教育を行うための各種科目を配

置する。各学科内でもさらにコース別に細分

化され、より専門的で実践力に富んだ科目を

配置した。また、学科包括科目を職業専門科

目に配し、各学科の分野全般に精通するため

の科目を設置した(資料 9, 10)。学科包括科目

は、それら分野へのイントロダクションと同

時にデザイン思考を支える科目であって、各

学科の分野全般に精通する要素を含んだ科目

でもある。 
これらの配置によって、学生が専攻する分野

において理論的かつ実践的な能力や、専攻す

る学科の全般を俯瞰できるように配慮してい

る。 
 職業専門科目は基本的には学生本人が関心

を持つ課題、すなわち本人の学修動機を実現

するためのプロトタイプ制作を最終目標とす

る 4 年間の学修において、その実現に必要な

関連教科を、専門家になるためでなく実現に

必要なものとして学ぶ。そしてその学修が将

来にわたりより広い分野で活躍できる専門職

として有用な基礎知識を学修するように配置

される。 
 情報工学科を例にとれば、この関係は以下

のようになる。現在急速に進行中の情報通信

技術についての概説科目の履修を通じて、情

報通信技術を理解するとともにそれによって

社会の進展の可能性を知り、 “Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
倫理観のもとに自分の使命を認識する。この

使命の実現を目標として科目を学ぶ。各科目

の講義・実習を、自分の関心分野、実現した

いと考えるプロトタイプが含まれる技術分野

の背景知識と位置付けて理解し、特に制作課

題に関連する専門的理論、制作理論などの知

識を実際に使用してプロトタイプの高度化を

図ることによって個別知識の有効性を実感

し、さらに使用法について第三者に説明可能

なように理解を深める。また特に情報工学科

の学生が共通に持つ関心分野、例えば現在急

速に進歩しているビッグデータ、IoT、AI、
ロボットなどの先端分野の進展が社会に及ぼ

す影響について理解する。これらは行政、公

共サービス、企業における設計、製造、製品

サービス、物流などに及ぼす強力な効率化と

ることを使命とするのであるから社会に

対して責任を持つ。したがって組織内で

協調的仕事を行う場合も、個人として仕

事をする場合もともに倫理的であること

が必要条件であり、専門職が社会に対し

て持たなければならない倫理について学

修する。 
(5) 「専門職であるために必要な人格の形

成」。専門職は組織の一員として行動す

るだけでなく個人としての責任において

社会的に行動することを基本とする者で

ある。そのためには専門職に課せられる

固有の人格を持つことが求められ、社会

と人間についての洞察力、行動がもたら

す社会への影響の予測力、未来社会を描

き出す構想力などを基礎として持つ必要

がある。これは分野でいえば、文化人類

学、比較文化論、認知心理学、記号学、

科学哲学、社会哲学、など、職能人とし

て基礎的・汎用的な知識・教養を持つこ

とで達成される。 
(6) 「専門職のためのコミュニケーション

論」。社会的期待の探索のために必要な

理解力、及びデザイン結果とその背景の

思想についての社会への正確な発信力

は、専門職にとって不可欠の条件であ

り、生涯にわたり深化させるべき能力で

あって、その基礎を学修する。国際的活

動のためには英語力が必要で、この学修

も必修である。 
(7) 「デザイン原論（一般設計学）」。従来

の大学では分析型論理に導かれて分科さ

れた領域ごとの教科を学んで領域を専門

とする分析型知性をもつ専門家を育成す

るが、領域を超える総合型の論理の下で

デザインを学ぶ本学では伝統的な領域ご

との学修とは別にデザインに固有の論理

と知識を学ぶことが必要で、これは伝統

的な教科にはないものであり、本学独自

の「デザイン原論」を主体とした学科包

括科目を設置して、本学で共有する。こ

の科目は性格上基礎科目であるが、カリ

キュラム編成上は各学科においてその骨

子を学科の領域に即して、職業専門科目

として教育する方法をとる。 
 
 
職業専門科目 
職業専門科目は、理論的かつ専門性の高い即

戦力人材を育成するために、演習・実習を重
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質的変化、それが人々の生活に及ぼす効果な

どが予想されるが、それについての分析、評

価、予測などを演習・実習を通じて学ぶ。こ

れらを通じて将来に起こる変化に対して的確

な判断をすることができる専門職になるため

に必要な知識を獲得すると同時に、直観力・

感受性を身につける。 
 デジタルエンタテインメント学科において

も、制作プロトタイプの高度化に必要な科目

を中心に、関心領域の背景知識に関する科

目、学科に関係する先端分野の科目を各学生

の学修計画に対応する配置を定めて学修す

る。これらの学修の実現のためには、各専門

教科において学術的な実績を持つ教員が協力

しつつ専門知識を教育することと並行して、

プロトタイプ制作という学生の動機にかかわ

る教育を担当する実務経験のある教員が協力

して、職業専門科目の配置や教育内容などに

ついて常時検討しつつ各学生にとってそれぞ

れ最適な教育をすることが必要である。 
  
 
展開科目 
本学は工科分野において日本の首都東京で国

際性を理解し、社会の発展と調和を目指した

教育・研究・実践活動を行い、真のイノベー

ションの実現者となるような人材を養成する

ことを目的としている。そのような、人材を

養成するために展開科目区分で修得すべき能

力は、『鋭敏なビジネスセンス』である。真

のイノベーションの実現者となるような人

材、つまり、“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”は社会の期待、あ

るいは自己の夢の実現を目指しているが、そ

れはビジネス原則を無視しては叶わないこと

も理解する必要があり、この能力を涵養する

べきである。 
加えて、専門職大学では、いわゆる社会人基

礎力の涵養も重要である。ここでいう社会人

基礎力とは、「前に踏み出す力（アクショ

ン）」（主体性、働きかけ力、実行力）、

「考え抜く力（シンキング）」（課題発見

力、計画力、創造力）、「チームで働く力

（チームワーク）」（発信力、傾聴力、柔軟

性、状況把握力、規律性、ストレスコントロ

ール力）の 3 つからなり、企業は学生に対し

「前に踏み出す力」をまず期待し、能力では

実行力に期待している。一方、学生は専門的

な知識やスキルに不安を感じているが、企業

側は「主体性」、「粘り強さ」、「コミュニ

視した実践力的教育を行うための各種科目を

配置する。実践力の修得といった目的が達成

されるように、各学科の専門分野に特化した

授業のみならず、各学科内でもさらにコース

別に細分化され、より専門的で実践力に富ん

だ科目を配置した。また、学科包括科目を職

業専門科目に配し、各学科の分野全般に精通

するための科目を設置した(資料 9, 10)。学科

包括科目は、デザイン学を支える科目であっ

て、実践的な能力と各学科の創造力を支える

科目として配置されており、各学科の分野全

般に精通する要素を含んだ科目でもある。 
これらの配置によって、学生が専攻する分野

において理論的かつ実践的な能力や、専攻す

る学科の全般を俯瞰できるように配慮してい

る。 
 職業専門科目は基本的には学生本人が関心

を持つ課題、すなわち本人の学修動機として

の社会的期待の実現を実体験するためのプロ

トタイプ制作を軸とする 4 年間の制作学修に

おいて、その動機である実現に必要な関連教

科を、専門家になるためでなく制作に必要な

ものとして学ぶ。そしてその学修が将来にわ

たりより広い分野で活躍できる専門職として

有用な基礎知識を学修するように配置され

る。すなわち職業専門科目の学修は、「専門

職になるために知らなければならない科目

群」でなく、「制作中のプロトタイプをより

高度にするための科目群」であって、学修動

機が従来の大学とは異なるように設定され

る。 
 情報工学科を例にとれば、この関係は以下

のようになる。現在急速に進行中の情報通信

技術についての概説科目の履修を通じて、情

報通信技術を理解するとともにそれによって

社会の進展の可能性を知り、“Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
倫理観のもとに自分の使命を認識する。この

使命の実現を目標として科目を学ぶ。各論の

講義・実習を、自分の関心分野、実現したい

と考えるプロトタイプが含まれる技術分野の

背景知識と位置付けて理解し、特に制作とし

て選んだ課題に関連する専門的理論、制作理

論などの知識を実際に使用してプロトタイプ

の高度化を図ることによって個別知識の有効

性を実感し、さらに使用法について第三者に

説明可能なように理解を深める。また情報技

術の進展が社会に及ぼす影響について、特に

情報工学科の学生が共通に持つ関心分野に対

して現在急速に進歩しているビッグデータ、
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ケーション能力」が不足と感じている 1。具体

的には、主体的に行動を起こし最後まで粘り

強くやり抜く力、またそのプロセスでのコミ

ュニケーション能力の涵養が求められる。 
大学生（特に学部新卒者）が卒業時に持つべ

き知識・能力についての調査結果がある 2。こ

の調査によると特に大学、企業の両方が重要

と考える能力は、「チャレンジ精神」、「チ

ームワーク能力」、「コミュニケーション能

力」などの一般的な社会人基礎力に加えて、

「問題解決・物を作り出していく能力」、

「課題を見出す能力」、「倫理観」などの専

門的能力である。企業側からは、学部新卒者

に不足する知識・能力として、「問題解決・

物を作り出していく能力」、「チャレンジ精

神」、「コミュニケーション能力」、「専門

分野に関する基礎的知識」、「文系分野も含

む幅広い教養」という指摘があった。 
さらに、日本経済再生本部第 4 次産業革命人

材育成推進会議は、IT を中心とした必要人材

のスキル・コンピテンシーを次のように設定

している 3。 
(1) 課題設定力、目的設定力 
(2) データ活用や IT にかかる能力・スキル 
(3) コンピュータ等の IT リテラシー 
(4) コミュニケーション能力 
(5) 分野を超えて専門知や技能を組み合わせ

る実践力 
(6) リーダーになる資質 
 
 よって、社会人基礎力にはビジネスの原則

を知るだけではなく、「前に踏み出す力（主

体的に行動を起こし最後まで粘り強くやり抜

く力）」、「チャレンジ精神」、「コミュニ

ケーション能力」、「チームワーク能力」、

「リーダーシップ」も重視する必要もある。 
 
以上をまとめると、展開科目を中心として

『鋭敏なビジネスセンス』を養成するその必

要性とは、 
1. ビジネスの仕組みを知らないといけな

い 
2. 協調性を持って行動できないといけな

IoT、AI などの先端分野を学ぶ。これらは行

政、公共サービス、企業における設計、製

造、製品サービス、配送などに及ぼす強力な

効率化と質的変化、それが人々の生活に及ぼ

す効果などが予想されるが、それについての

分析、評価、予測などを演習・実習を通じて

学ぶ。これらを通じて将来に起こる変化に対

して的確な判断をすることができる専門職に

なるために必要な知識を獲得すると同時に、

直観力・感受性を身につける。 
 デジタルエンタテインメント学科において

も、制作プロトタイプの高度化に必要な科目

を中心に、関心領域の背景知識に関する科

目、学科に関係する先端分野の科目を各学生

の学修計画に対応する配置を定めて学修す

る。これらの学修の実現のためには、各専門

教科において学術的な実績を持つ教員が協力

しつつ専門知識を教育することと並行して、

プロトタイプ制作という学生の動機にかかわ

る教育を担当する実務経験のある教員が協力

して、職業専門科目の配置や教育内容などに

ついて常時検討しつつ各学生にとってそれぞ

れ最適な教育をすることが必要である。 
  
 
展開科目 
本学が養成する“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”を養成するために

は、学問領域の専門家になることを目標とす

るのではなく社会的期待の充足に専門職とし

て応えたいという強い意志と目標を持った人

に対し、その目標の実現に必要な論理的思考

能力とデザイン思考の涵養が必要で、モノづ

くりの経験や分析を通し社会との共創を行う

ことによって、未来志向の発想力や創造性を

期待している。 
そこで本学の展開科目には、カリキュラム・

ポリシーにもある通り“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”となる為

に、日本の産業界を固定化してしまった学問

分野でいう工学、産業界では ICT と呼ばれる

ような領域において、その職種が、次々と出

現する技術の可能性を、社会と矛盾すること

                                                   
1大学生の「社会人観」の把握と「社会人基礎力」の認知度向上実証に関する調査、経済産業

省、平成 22 年 6 月 
2平成 28 年度文部科学省「理工系プロフェッショナル教育推進委託事業」工学分野における理工

系人材育成の在り方に関する調査研究、千葉大学(2016) 
3第 4 次産業革命 人材育成推進会議（第 2 回）配布資料、日本経済再生本部、平成 29 年 2 月 
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い 
3. リーダーになる資質を持っていないと

いけない 
4. 新しいものでも躊躇せず、新しい働き

や変化に好んで対応できないといけな

い 
5. 机上のデータのみならず、働きかけら

れないといけない 
6. 社会の問題解決だけではなく、真のイ

ノベータとして持続可能かつ発展性ま

で考慮できないといけない 
が列挙でき、そのために具体的には 

1. 経営資源の知識・理解 
2. チームワーク力 
3. リーダーシップ力 
4. チャレンジ精神 
5. 三現主義 
6. 社会倫理 

といった、「知識・理解」、「能力」、「志

向・態度」を養成するべきである。 
 
これらの能力の養成の内、本学では展開科目

に最も重要な科目として「地域共創デザイン

実習」を配する。この科目は実体験に則する

ことが重要で、実際には産学官連携の授業と

して本学が配する。本学が立地する地域が抱

える問題に対して産学官連携で取り組み、授

業評価については指導教員のみならず、連携

した企業や地域団体にも評価を求める。この

実体験によって、我が国の将来において、制

度、社会、産業、国際協力、そして人々の生

活などあらゆる側面への寄与を肌で感じるこ

とが可能となる。加えて、この「地域共創デ

ザイン実習」は 2 学科が協力して学ぶ展開的

な科目で、学部横断で取り組むことによっ

て、それぞれの学科における創造的な役割を

担うための能力を展開させるための授業であ

る。 
 
 
総合科目 
総合科目は、それまでに学んだことを、変化

する社会の要請に対し主体的に、また結果に

対する倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応え

る“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”となるべく、実践的かつ応用的な

能力を総合的に高めるための集大成となる科

目を配置する。 
 
 

なく利用する主役として、これからの社会の

繁栄に大きく貢献するために必要な能力を涵

養する科目を配置する。つまり「専攻する特

定の職業分野に関連する他分野の応用的な能

力であって、当該職業の分野において創造的

な役割を果たすために必要なものを育成す

る」科目を配置する。また、展開科目に配当

する科目には、新しい専門職養成機関として

ビジネス展開のための実践力の養成に必要な

科目とも捕えることができる。よって、既設

の専門学校HAL東京で取り扱う科目で一部垣

間見ることできる授業でもある。 
この展開科目はビジネス教養として、専攻分

野における価値創造といった能力が、実社会

において遺憾なく発揮できるよう、工学分野

ではない科学研究費助成事業 「審査区分表」

（平成 30 年度助成に係る審査より適用）で大

区分 A に該当するような、マーケティングを

学ぶ授業を配置するだけではなく、職業専門

科目で培った実践的かつ専門的な能力で価値

創造を生み出す職能人としてスムーズに社会

で実力が評価されるように、プレゼンテーシ

ョン技術や制作したものを評価し、それをも

って再度制作に取り組むことのできる職業倫

理観等を涵養する科目を配置した。加えて、

2 年次において、実習科目として今まで培っ

てきた実践力のみで価値創造を行う科目を各

学科別に配することで、企画発想、制作、評

価といった一貫した制作過程を実践すること

を通して、価値創造を生み出す過程を体感で

きるように配する。 
この科目は実体験に則することが重要で、実

際には産学官連携の授業として本学が配する

「地域共創デザイン実習」が該当する。本学

が立地する地域が抱える問題に対して産学官

連携で取り組み、授業評価については指導教

員のみならず、連携した企業や地域団体にも

評価を求める。この実体験によって、我が国

の将来において、制度、社会、産業、国際協

力、そして人々の生活などあらゆる側面への

寄与を肌で感じることが可能となる。加え

て、この「地域共創デザイン実習」は 2 学科

が協力して学ぶ展開的な科目で、学科横断で

取り組むことによって、それぞれの学科にお

ける創造的な役割を担うための能力を展開さ

せるための授業である。 
 
 
総合科目 
総合科目は、それまでに学んだことを、変化
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 4 つの科目区分の観点と体系的教育課程の

編成 
体系的教育課程の編成については資料 8、9に

概念図を記すとともに、以下に説明する。 
 

 4 つの科目区分における体系的教育課

程の編成 
4.1.1.1 基礎科目における体系的教育課程の編

成 
本学の基礎科目は、４本柱として以下を配置

する。教養にあたる基礎的科目のため、英語

を除く科目は主として 1, 2 年次に配置され

る。国際的コミュニケーション力の養成に重

きを置く本学における英語に関連する科目に

ついては 4 年間の学びの場を配置している。 
 
① グローバルコミュニケーション科目 
グローバルに活躍するための汎用的技能を育

成する科目で構成される。専門職にとって国

際的活動のためには英語力が必要で、この学

修は必修である。以下の配置による、臨地実

務実習の期間と卒業間近の 4 年次後期を除く

期間において、2 単元/週以上英語を学ぶこと

が可能となる。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「英語コミュニケーションⅠ

a」後期：「英語コミュニケーションⅠb」 
2 年次 前期：「英語コミュニケーションⅡ

a」後期：「英語コミュニケーションⅡb」 
3 年次 前期：「英語コミュニケーションⅢ

a」後期：「英語コミュニケーションⅢb」 
4 年次 前期：「英語コミュニケーション

Ⅳ」 
 
 
② コミュニケーションツール科目 
①の能力を最大限に生かすためには、社会へ

の正確な発信力が重要である。そこで、発信

力を養成する科目を配する。この科目は、プ

レゼンテーションスキルなどを養成し、単な

る発信力のみではなく、効果的な発信力の養

成を目指す。 
＜配置科目＞ 
1 年次 後期：「コミュニケーションツー

ル」 
 
 
③ 倫理科目 
“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科

する社会の要請に対し主体的に、また結果に

対する倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応え

る“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”となるべく、実践的かつ応用的な

能力を総合的に高めるための集大成となる科

目を配置する。 
 
 
 4 つの科目区分の観点と体系的教育課程の

編成 
体系的教育課程の編成については資料 9, 10に

概念図を記すとともに、以下に説明する。 
 
 
 
 
 

 4 つの科目区分における体系的教育課

程の編成 
基礎科目における体系的教育課程の編成 
上記で述べた能力を養成するために、本学の

基礎科目は、伝統的な領域科学志向の考え方

と異なるデザイン志向の論理を身につける感

性的思考を支援する知識群を置くこととし、

3 本柱として以下を網羅することとする。教

養にあたる基礎的科目のため、英語を除く科

目は全て 1, 2 年次に配置される。加えて、国

際的コミュニケーション力の養成に重きを置

く本学における英語に関連する科目について

は 4 年間学びを通しての全学年に該当する科

目を配置している。 
 
⑤ グローバルコミュニケーション科目 
グローバルに活躍するための汎用的技能を育

成する科目で構成される。 
社会的期待の探索のために必要な理解力、及

びデザイン結果とその背景の思想についての

社会への正確な発信力は、専門職にとって不

可欠の条件であり、生涯にわたり深化させる

べき能力であって、その基礎を学修する。国

際的活動のためには英語力が必要で、この学

修は必修である。以下の配置による、臨地実

務実習の期間と卒業間近の 4 年次後期を除く

期間において、2 単元/週以上英語を学ぶこと

が可能となる。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「英語コミュニケーションⅠ

a」後期：「英語コミュニケーションⅠb」 
2 年次 前期：「英語コミュニケーションⅡ

a」後期：「英語コミュニケーションⅡb」 
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目を据える。 
専門職は、社会的期待に対する回答を社会に

提供することを使命とするのであるから社会

に対して責任を持つ。したがって組織内で協

調的仕事を行う場合も、個人として仕事をす

る場合もともに倫理的であることが必要条件

であり、専門職が社会に対して持たなければ

ならない倫理について学修する。 
＜配置科目＞ 
3 年次 前期：「社会と倫理」 
 
 
④ 基礎科目 
広義のデザインにおける感性的思考を支援す

る知識・理解の科目を基礎科目の中に加え

る。本学で要請する専門職は情報技術分野で

あるがゆえに特有の感性に基づく判断を求め

られる。これを涵養するために、感性そのも

のの取り扱いに加え、比較文化論、記号学、

などに関する、職能人として基礎的・汎用的

な知識・教養を持つことで達成される。また

比較文化論は文化に対する感性、記号論はコ

ミュニケーションにおける基礎的な理論の役

割を果たす。これは情報工学科（例えばユー

ザーインターフェース設計などで有益）、デ

ジタルエンタテインメント学科（例えば CG
やデジタルゲーム制作では直接必要となる）

の両学科の学生に有益である。 
 
＜配置科目＞ 
1 年次  前期：「比較文化論」、「感性をは

かる」 
後期：「コミュニケーションと記号論」 
 
 
4.1.1.2 職業専門科目における体系的教育課程

の編成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ

て、職業専門科目は学科内で共通する科目を

集めた学科共通科目と、各学科に据えたコー

スに呼応したコース別科目の 2 種類に分類さ

れる。その中でも共通科目についてはデザイ

ン的思考に対し中核的な科目となる「学科包

括科目」となる「情報工学演習」、「デザイ

ンエンジニア概論」、「コンテンツデザイン

概論」を体系的に用意し編成する。プロトタ

イプを作成する能力が身につく職業専門科目

は、年次が上がるにつれ内容が高度化する。 
また、臨地実務実習科目も職業専門科目内に

体系的に用意し編成する。臨地実務実習科目

3 年次 前期：「英語コミュニケーションⅢ

a」後期：「英語コミュニケーションⅢb」 
4 年次 前期：「英語コミュニケーション

Ⅳ」 
 
（追加） 
 
⑥ 倫理科目 
“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科

目を据える。 
専門職は、社会的期待に対する回答を社会に

提供することを使命とするのであるから社会

に対して責任を持つ。したがって組織内で協

調的仕事を行う場合も、個人として仕事をす

る場合もともに倫理的であることが必要条件

であり、専門職が社会に対して持たなければ

ならない倫理について学修する。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「社会と倫理」 
 
 
 
 
⑦ 基盤科目 
広義のデザインにおける感性的思考を支援す

る知識・理解の科目を基盤科目として添え

る。 
専門職は組織の一員として行動するだけでな

く個人としての責任において社会的に行動す

ることを基本とする者である。そのためには

専門職に課せられる固有の人格を持つことが

求められ、社会と人間についての洞察力、行

動がもたらす社会への影響の予測力、未来社

会を描き出す構想力などを基礎として持つ必

要がある。これは分野でいえば、職能人とし

て基礎的・汎用的な知識・教養を持つことで

達成される。 
＜配置科目＞ 
1 年次  前期：「比較文化論」、「感性をは

かる」 
後期：「コミュニケーションと記号論」 
 
 
職業専門科目における体系的教育課程の編成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ

て、職業専門科目は学科内で共通する科目を

集めた学科共通科目と、各学科に据えたコー

スに呼応したコース別科目の 2 種類に分類さ

れる。その中でも共通科目についてはデザイ
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に当たる「臨地実務実習位置～Ⅲ」について

は、後の 11 章「実習の具体的計画」で明記す

る。 
 
職業専門科目は、各学科に特徴が出る科目で

ある。以下に、学科別に記す。 
 情報工学科は、最も大きな分類として AI、
IoT、ロボットといった、本学科が用意した 3
コースと呼応し、大きく 2 つの科目群に分か

れる。全コースに共通して修得すべき能力を

養成する科目を「共通（必修）」科目群、コ

ース別でより一層技術力を深化させる科目を

「コース別（選択）」科目群とし、「共通

（必修）」科目群はさらに、該当分野全般に

精通する「学科包括」科目群、工学に絡んだ

数学や英語の理論を修得する「数理英」科目

群の他に、「電子回路」「プログラム言語」

「情報通信」といった科目群が揃う。選択科

目は AI, IoT, ロボットといった 3 コースに呼

応する履修モデルである。AI 戦略コース（資

料 9-1-1）の特徴は、学科共通で学ぶ解析学や

確率統計論などの理論科目に続き、「人工知

能数学」という AI 戦略コースに特化した数学

が配されていることや、「人工知能基礎」と

った、学科包括科目の AI コースを俯瞰する歴

史的背景など導入部分の科目があること、加

えて、他コースとは違った実習の動きをし、

自然言語処理に特化した実習「メディア情報

処理実習」が、講義科目を踏まえた後に実施

されるように教育課程が体系だっている。

IoT システムコース（資料 9-1-2）の特徴は、

資料 9-1 を見ると分かるように、AI 戦略コー

スと、ロボット開発コースの双方に共通の科

目が配されていることが特徴である。段階的

に、ハードウェア側とソフトウェア側両方を

学びながら、最終的に IoT サービスデザイン

といった、他コースには感性も必要とする科

目が配されている。ロボット開発コース（資

料 9-1-3）の特徴は、物理の理論科目「力学」

に加え、「材料工学・材料力学」といった、

理論科目が順序だてて配されていることが他

コースには無い特徴であるといえよう。 
デジタルエンタテインメント学科も、最も大

きな分類としてゲームと CG といった、本学

科が用意した 2 コースと呼応する形で、共通

して修得すべき科目と、各コースに特化した

科目の大きく 2 つの科目群に基本的に分かれ

る。情報工学科と同様に、本学の工科学部と

して「学科包括」、「数英」、「情報通信」

が配され、その他はコースごとにさらに細分

ン的思考に対し中核的な科目となる「学科包

括科目」となる「情報工学演習」、「デザイ

ンエンジニア概論」、「コンテンツデザイン

概論」を体系的に用意し編成する。プロトタ

イプを作成する能力が身につく職業専門科目

は、年次が上がるにつれ内容が高度化する。 
また、臨地実務実習科目も職業専門科目内に

体系的に用意し編成する。臨地実務実習科目

に当たる「インターンシップⅠ～Ⅳ」につい

ては、後の 11 章「実習の具体的計画」で明記

する。 
 
職業専門科目は、各学科に特徴が出る科目で

ある。以下に、学科別に記す。 
 情報工学科は、最も大きな分類として AI、
IoT、ロボットといった、本学科が用意した 3
コースと呼応し、大きく 2 つの科目群に分か

れる。全コースに共通して修得すべき能力を

養成する科目を「共通（必修）」科目群、コ

ース別でより一層技術力を深化させる科目を

「コース別（選択）」科目群とし、「共通

（必修）」科目群はさらに、該当分野全般に

精通する「学科包括」科目群、工学に絡んだ

数学や英語の理論を修得する「数理英」科目

群の他に、「電子回路」「プログラム言語」

「情報通信」といった科目群が揃う。 
 
（追加） 
 
デジタルエンタテインメント学科も、最も大

きな分類としてゲームと CG といった、本学

科が用意した 2 コースと呼応する形で、共通

して修得すべき科目と、各コースに特化した

科目の大きく 2 つの科目群に基本的に分かれ

る。情報工学科と同様に、本学の工科学部と

して「学科包括」、「数理英」、「情報通

信」が配され、その他はコースごとにさらに

細分化され学年の進行とともに深化してい

く。 
 
（追加） 
 
デジタルエンタテインメント学科で特徴的な

のは、ゲームと CG は関係性が強いこと、企

業側が採用時からプランナーとプログラマー

といった職種別で入り口を分けていること

等、エンタテインメント業界における明確な

産業界の動向を鑑みて、必修科目群と選択科

目群がコースの内外に混在していることであ

る。例えばゲームプロデュースコースを希望
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化され学年の進行とともに深化していく。選

択科目は、情報工学科同様、ゲームとCGの2
コースに呼応する履修モデルが配されてい

る。ゲームプロデュースコースの特徴は、こ

のコースの中でも 2 つの履修モデルが想定で

きるところが特徴である。これは、産業界が

プログラマーとプランナーそれぞれに特化し

た人事配置などを行っていることを鑑み他結

果でもある。CG アニメーションコースの特

徴は、段階的に積み上げられた最後に総合演

習が組まれていることである。CG 映像の基

礎から、表現について段階的に学び、キャラ

クタデザインのみならず、UI/UXやゲームAI
についても学び、最終的にそれらを統合する

力がより求められているといえよう。 
 
展開科目における体系的教育課程の編成 
本学の展開科目は、社会的期待を探索しつ

つ、その実現について学ぶために、課題を達

成するための知識に加え、社会に発信し説明

するために必要な知識を学修する。国内のみ

ならず世界の社会的期待を感知し、その解決

をビジネスとして実現するためには鋭敏なビ

ジネスセンスが必要であることは言うまでも

ない。 
基礎科目、職業専門科目の学修によって得た

思考能力及び知識を身につけて卒業し、それ

を源泉として自ら専門職の仕事をする場を設

定したとき、その能力・知識を有効に発揮・

使用し、さらに能力を深化させていくために

は、その場で遭遇する多様な社会、組織、協

力者などの環境と矛盾することなく行動する

ことが必要である。これは専門職としての仕

事をする場において関与する環境とそれに対

応する方法に関する知識であるといってよ

い。 
それは卒業後専門職として歩む道として、専

門職の能力を高めつつ成長を続け、最終的に

はリーダーとして社会に寄与するという一つ

の典型を考えた時、その計画を現実化する道

で身につけてゆくべきものであり、入学時の

動機を成熟させて卒業時の動機とするために

必要な科目である。 
 

(ア)  ビジネス教養科目群 
アイデアはアイデアであって、アウトプット

によってビジネスに変換することで実社会に

初めて価値がもたらされるものである。そこ

で、行動に関する知識や指針となる、企画

力、発信力、マネジメント力、市場戦略力、

すると、低学年の CG コースの授業も必修科

目として受講する。このような教育課程の体

系を取ることで、専門職として社会に飛び出

し他後、どの職種であろうとエンタテインメ

ントという比較的広範囲でない業界で連携を

取るに必要な多職種の理解につながる。 
 
 
展開科目における体系的教育課程の編成 
本学の展開科目は本学が位置する東京都を中

心とした地域の持つ独自の産業、文化、生活

などの具体的な環境の中で、社会的期待を探

索しつつ、その実現について学ぶために、課

題を達成するための知識に加え、社会に発信

し説明するために必要な知識を学修する。国

内のみならず世界の社会的期待を感知し、そ

の解決のための方法を身につける知識群を置

くこととし、それらは以下を網羅することと

する。 
基礎科目、職業専門科目の学修によって得た

思考能力及び知識を身につけて卒業し、それ

を源泉として自ら専門職の仕事をする場を設

定したとき、その能力・知識を有効に発揮・

使用し、さらに能力を深化させて専門職とし

ての能力を向上し自らが目標とする専門職に

なるためには、その場で遭遇する多様な社

会、組織、協力者などの環境と矛盾すること

なく行動することが必要である。これは専門

職としての仕事をする場において関与する環

境とそれに対応する方法に関する知識である

といってよい。 
これらは、卒業後専門職として歩む道とし

て、専門職の能力を高めつつ成長を続け、最

終的には社長（リーダーシップ力）として社

会に寄与するという一つの典型を考えた時、

その計画を現実化する道で身につけてゆくべ

きものであり、入学時の動機を成熟させて卒

業時の動機とするために必要な科目である。 
 
① ビジネス教養科目群 
アイデアはアイデアであって、アウトプット

によって実社会に初めて価値がもたらされる

ものである。 
行動に関する知識や指針となる、企画力、発

信力、マネジメント力、市場戦略力、知的財

産の保護、現在の諸問題から鑑みる潜在的社

会問題を察知するビジネス展開力などを配す

る。 
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知的財産の保護、現在の諸問題から鑑みる潜

在的社会問題を察知するビジネス展開力など

を配する。 
 
 
 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「企画・発想法」 
後期：「プロジェクトマネジメント」 
 2 年次 後期：「チームワークとリーダー

シップ」 
３年次 前期：「知的財産権論」 
3 年次 後期：「企業経営論」、「グローバ

ル市場化戦略」 
4 年次 前期：「ベンチャー起業経営」 
 
「企画・発想法」はプロジェクトの企画方

法、アイデアの発想法のツールやテクニック

に関する科目である。 
これに対して、プロジェクトやチームといっ

た比較的小さな組織単位におけるマネジメン

ト手法やツールについて議論する科目が２つ

あり、「プロジェクトマネジメント」は科目

の名の通り、プロジェクトマネジメントの手

法やツールに関する一般的、実践的な科目で

ある。一方、「チームワークとリーダーシッ

プ」はチーム内でのチームワーク力やリーダ

ーシップ力といった個人の能力の養成を意図

している。 
これらに対し、「知的財産権論」では特許、

著作権、意匠権などの知的財産権を取得、保

護する法令、メカニズムについて、これらに

直接かかわることの多い専門職として学修す

る。最近は個人情報の保護なども関連してき

ておりこの科目の重要性は増している。 
残りの３科目はビジネスを企業という単位で

見たときの重要なトピックをカバーする。ま

ず「企業経営論」では特に企業のビジネスプ

ラン、ビジネスモデル、経営戦略と言った経

営の根幹にかかわる事項を学修する。「グロ

ーバル市場化戦略」は商品マーケティング、

市場開拓、海外進出、海外市場戦略などにつ

いて論じる。最後に「ベンチャー起業経営」

はおそらく本学の卒業生の長い人生の中で経

験するかもしれぬベンチャー企業の起業につ

いて、特に「ヒト」「モノ」「カネ」に関す

る基本的知識を学ぶ。 
 

(イ)  地域ビジネス実践科目 
産学官連携による実習科目で、テーマ選定、

＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「企画・発想法Ⅰ」 
後期：「企画・発想法Ⅱ」『マネジメント

論』 
 3 年次 前期：「知的財産権論」、『ビジ

ネス課程論』 
3 年次 後期：「グローバル市場化戦略」、

「リソースマネジメント」 
4 年次 前期：「企業経営論」 
 
上記に記した科目のうち、該当職業分野を鑑

み『マネジメント論』と『ビジネス課程論』

は学科ごとに違う科目を配する。 
『マネジメント論』については「プロジェク

トマネジメント」と「組織化とリーダーシッ

プ」科目を用意し、「プロジェクトマネジメ

ント」は情報工学科に、「組織化とリーダー

シップ」はデジタルエンタテインメント学科

に配する。ここでは科目の名の通り、プロジ

ェクトマネジメント力やリーダーシップ力と

いった能力の養成を意図しているが、デジタ

ルエンタテインメント学科においては、職業

専門科目に配した「プロジェクトマネジメン

ト（ゲーム）」を配しているため、その関係

性も考慮し、学科ごとに違う科目を配する。 
『ビジネス課程論』については、実際のビジ

ネス展開が社会でどのように行われるのか、

企業内・企業間の取引やその役割を学ぶ科目

である。該当職業分野を鑑みた時、行動に関

する知識や指針に対してより適切な科目を配

するために、情報工学科では「サプライチェ

ーンマネジメント」を、デジタルエンタテイ

ンメント学科では「ビジネスマネジメント」

を配する。 
 
 
② 地域ビジネス実践科目 
産学官連携による実習科目で、評価を実際に

外の機関にも委ねる。加えて、この授業は教

育課程連携協議会の地域（若しくは協力）に

該当するメンバーから協力と支援を得る。 
企画発想・制作・評価の一貫した制作過程を

実践することを通して、地域産業、さらに広

く社会一般において価値が創造される過程を

実感的に学び、社会の中で働く専門職として

東京から発信する真の地方創生力や国際力と

いった価値創造を牽引する能力を身につけ

る。 
 
＜配置科目＞ 
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プロジェクト指導、成果評価などを教育課程

連携協議会のメンバー機関に協力と支援を依

頼する。 
企画発想・制作・評価の一貫した制作過程を

実践することを通して、地域産業、さらに広

く社会一般において価値が創造される過程を

実感的に学び、社会の中で働く専門職として

地域創生力や国際力といった価値創造を牽引

する能力を身につける。 
 
＜配置科目＞ 
2 年次 通期：「地域共創デザイン実習」 
総合科目における体系的教育課程の編成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ

て、「卒業研究制作」を 4 年次に配すること

で、本学の学びの集大成となるように体系的

な教育課程を編成する。 
＜配置科目＞ 
4 年次 通期：「卒業研究制作」 
 
 
臨地実務実習を含む実習について 
本学では専門職大学設置基準に則り、実習に

よる授業科目を 40単位以上配している。加え

て、実習科目は全て 30 時間から 45 時間まで

の範囲時間の授業をもって 1 単位としてお

り、実習が適切に教育課程に含まれている。 
また、後の 11章で詳細を述べるが、全学部全

学科に共通で配置されている臨地実務実習に

あたる「インターンシップⅠ～Ⅳ」の臨地実

務実習先の確保状況は、平成 30 年 10 月時点

で既に定員数を上回っており、十分数確保し

ているといえる。さらに、学生の希望に応じ

て実習先を選択できるよう、開学に向けてさ

らに実習先を確保する。加えて、「インター

ンシップⅢ～Ⅳ」の実習先については、海外

における臨地実務実習も一定数確保してお

り、一定の条件を満たすことで海外での実習

も参加可能である。 
 
 
 
教育課程編成上の工夫 

 臨地実務実習実施における教育上の工

夫 
臨地実務実習に当たる「インターンシップⅠ

～Ⅳ」において、受け入れ先企業の新規開拓

は特別な期間を定めることなく実施するとと

もに、学生が望む企業にて実習ができるよう

に受け入れ先企業の希望調査を事前に行い、

2 年次 通期：「地域共創デザイン実習」 
総合科目における体系的教育課程の編成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ

て、「卒業研究制作」を 4 年次に配すること

で、本学の学びの集大成となるように体系的

な教育課程を編成する。 
＜配置科目＞ 
4 年次 通期：「卒業研究制作」 
 
 
臨地実務実習を含む実習について 
本学では専門職大学設置基準に則り、実習に

よる授業科目を 40 単位以上配している。加え

て、実習科目は全て 30 時間から 45 時間まで

の範囲時間の授業をもって 1 単位としてお

り、実習が適切に教育課程に含まれている。 
また、後の 11 章で詳細を述べるが、全学部全

学科に共通で配置されている臨地実務実習に

あたる「インターンシップⅠ～Ⅳ」の臨地実

務実習先の確保状況は、平成 29 年 10 月時点

で既に定員数を上回っており、十分数確保し

ているといえる。さらに、学生の希望に応じ

て実習先を選択できるよう、開学に向けてさ

らに実習先を確保する。加えて、「インター

ンシップⅢ～Ⅳ」の実習先については、海外

における臨地実務実習も一定数確保してお

り、一定の条件を満たすことで海外での実習

も参加可能である。 
 
 
 
教育課程編成上の工夫 

 臨地実務実習実施における教育上の工

夫 
臨地実務実習に当たる「インターンシップⅠ

～Ⅳ」において、受け入れ先企業の新規開拓

は特別な期間を定めることなく実施するとと

もに、学生が望む企業にて実習ができるよう

に受け入れ先企業の希望調査を事前に行い、

必要に応じて新規開拓に努める。加えて、海

外臨地実務実習に参加する学生について、各

インターン実施期間に対し時間的余裕をもた

せて確定させることで、ビザの取得といった

諸手続きの不足等で参加できないといった事

態にならないように配慮する。 
また、初めての臨地実務実習が行われる「イ

ンターンシップⅠ」の事前指導として、名刺

交換、電話の受け答え、メールのやり取りと

いった社会人のマナー基礎や、臨地実務実習

で知り得た機密事項の取り扱い等について学
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必要に応じて新規開拓に努める。加えて、海

外臨地実務実習に参加する学生について、各

インターン実施期間に対し時間的余裕をもた

せて確定させることで、ビザの取得といった

諸手続きの不足等で参加できないといった事

態にならないように配慮する。 
また、初めての臨地実務実習が行われる「イ

ンターンシップⅠ」の事前指導として、名刺

交換、電話の受け答え、メールのやり取りと

いった社会人のマナー基礎や、臨地実務実習

で知り得た機密事項の取り扱い等について学

内でオリエンテーションを行い、学生が実習

をスムーズに始められるように配慮する。 
 
 

 入学時の学力差異の補助 
入学生の基礎学力格差等を解消できるよう

に、高校の数学・物理・英語を補う「基礎数

学」、「基礎物理」と「基礎英語」を開講す

る。これらは卒業要件に含まれない科目であ

るが、入学直後に基礎学力の確認を行い、各

学科の 1 年次における授業の習熟に影響が出

ると判断される学生に対しては受講を促す。

上記で説明した通り、「基礎数学」、「基礎

物理」及び「基礎英語」については、入学時

の学力差を担保するための科目であり、補講

にあたる科目である。よって、大学教育とし

て適切な水準となっていない科目に当たるた

め、卒業要件に係る単位を与えていない補講

科目として設定している。 
 
 
 
4.2 研究活動に関する考え方 
本学が掲げる“Designer in Society（社会とと

もにあるデザイナー）”を養成するために、数

学、物理学、制御工学、機械設計など工科に

おける基礎知識に加え、情報科学として、情

報数学、人工知能、情報システム、機械学

習、コンピュータグラフィックス、ソフトウ

ェア工学など、またより高度な階層をもつ

IoT、ロボテイックス、などを学ぶ。これら

は社会の中のデザイナーとなるために必修の

科目である。またデザイナーは、専門分野を

熟知するだけの専門家でなく、実際に社会の

中で行為する人であるから、これらの学んだ

知識を使ってデザインという行為をすると

き、それが外界に与える効果について十分な

理解を持つために、３年次に配当された「社

会と倫理」、４年次の「持続可能な社会」な

内でオリエンテーションを行い、学生が実習

をスムーズに始められるように配慮する。 
 
 

 入学時の学力差異の補助 
入学生の基礎学力格差等を解消できるよう

に、高校の数学・物理・英語を補う「基礎数

学」、「基礎物理」と「基礎英語」を開講す

る。これらは卒業要件に含まれない科目であ

るが、入学直後に基礎学力の確認を行い、各

学科の 1 年次における授業の習熟に影響が出

ると判断される学生に対しては受講を促す。

上記で説明した通り、「基礎数学」、「基礎

物理」及び「基礎英語」については、入学時

の学力差を担保するための科目であり、補講

にあたる科目である。よって、大学教育とし

て適切な水準となっていない科目に当たるた

め、卒業要件に係る単位を与えていない補講

科目として設定している。 
 
 
 
研究活動に関する考え方 
本学が掲げる“Designer in Society（社会とと

もにあるデザイナー）”を養成するために、機

械設計、回路設計、制御システム設計など工

科における基礎知識に加え、情報科学とし

て、情報数学、人工知能、情報システム、機

械学習、OSなど、またより高度な階層をもつ

IoT、ロボテイックス、などを学ぶ。これら

は社会の中のデザイナーとなるために必修の

科目である。またデザイナーは、専門分野を

熟知するだけの専門家でなく、実際に社会の

中で行為する人であるから、これらの学んだ

知識を使ってデザインという行為をすると

き、それが外界に与える効果について十分な

理解を持つことが求められる。そのために、

自らの制作が社会にとってどの様な意義を持

つのかを深く認識するために 1 年次に配当さ

れた「社会と倫理」、「比較文化論」などの

科目を通して、技術によってもたらされる環

境破壊などの社会問題を考察する道徳心や、

そのための広いコミュニケーションを可能に

する外国語（英語）を学ぶ。また 2 年次に配

当され産学官連携を目的とした「地域共創デ

ザイン実習」、3 年次にはグローバルな視野

を養成する「グローバル市場化戦略」といっ

た科目を学ぶ。 
このように、デザイン行為のための必要な能

力、デザイナーとして社会で行動するときに
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どの科目を学ぶ。さらに、自分のデザインの

ための広いコミュニケーションを可能にする

外国語（英語）を学ぶ。また 2 年次に配当さ

れ産学官連携を目的とした「地域共創デザイ

ン実習」、3 年次にはグローバルな視野を養

成する「グローバル市場化戦略」は、幅広い

連携相手、手段を知る機会である。 
このように、デザイン行為のための必要な能

力、デザイナーとして社会で行動するときに

必要なグローバルな思考や地域文化と国際性

の理解に必要な能力が習得される。それらを

前提とし、4 年間の学びの集大成の科目とし

て 4 年次に「卒業研究制作」を全学部全学科

に必修科目として配置し、研究・制作を行う

教育課程を編成している。 
 このような教育を支えるために必要な研究

をすべての教員が行う。研究は科学的知識生

産のための領域別に固有の方法による研究で

なく、「領域×IT」という応用領域において

社会的期待に対しデザイナーとして応える創

造行為のための研究である。科学的知識生産

のための研究は分析的、説明的であるが、

「領域×IT」という応用領域におけるデザイ

ンは、異なる複数の領域に関わる知識を運用

し説明ではなく新たな人工物を創造する。例

えば、電気モータの性能を電磁気学の知識を

応用して分析的に説明するのが科学的知識で

あるが、モータの設計はそのような性能を満

たすモータの諸元を電磁気学、モータの回路

理論、モータの冷却の知識、モータの制御工

学といったありとあらゆる知識を動員して導

出する。モータの設計ですらこうなのである

から、ロボットの設計ではこれをはるかに超

える量と幅の知識が必要となり、ロボットを

一つのエージェントとする IoT システムの設

計はさらに複雑になることは言うまでもな

い。そのことはロボット・デザイナーになる

ための知識量が極めて膨大となることを意味

するが、一方で幸いなことにコンピュータの

力やチームワークのおかげですべてを必ずも

知る必要もなく、チームワークやリーダーシ

ップを実習の過程で学ぶことの重要性が正当

化される。 
このようないわば複合領域、多領域融合にお

ける知識の統合、それはデザイン思考に基づ

くシステムインテグレーションの結果、ソフ

トウェアとしてインプリメントする過程であ

ると言えるが、このような研究が両学科での

研究の主要な形態の一つであると予想され、

4 年次総合科目「卒業研究制作」において行

必要なグローバルな思考や地域文化と国際性

の理解に必要な能力が習得される。それらを

前提とし、4 年間の学びの集大成の科目とし

て 4 年次に「卒業研究制作」を全学部全学科

に必修科目として配置し、研究・制作を行う

教育課程を編成している。 
 
 このような教育を支えるために必要な研究

をすべての教員が行う。研究は伝統的な科学

分野で行われる、科学的知識生産のための領

域別に固有の方法による研究でなく、社会的

期待にデザイナーとして応えるデザイン行為

にとって有用なデザイン支援知識体系の創出

のための研究である。従来は、あらゆる工学

領域に存在するデザイン、あるいは設計は、

各工学領域固有の知識の適用によって行われ

てきた。例えば建築設計では、建築物の強度

や居住性などの機能とは何かが説明される。

機械設計では、機械システムの動力、安定性

などの機能が説明される。この説明は分析的

であり、独自の方法、多くは数学であるが、

それを使って体系的な説明が行われる。この

ように、従来の領域における研究・教育のい

ずれも、ものが与えられてそれを分析し、分

析結果である科学的知識を生産し学ぶことに

主眼が置かれる。この場合、それらの知識を

使用して“もの”を作るのは、発明と呼び、正

規のカリキュラムには取り上げられない。各

領域で生み出された知識は科学的知識と呼ば

れ論文として登録される。このようにして科

学的知識は常に増大して行くが、それは豊富

でありこれがその後の科学研究を知性によっ

て行うことを可能にしている。 
 一方、本学のザインを主体とする教育・研

究では、一般には言葉で述べられる期待を出

発点とし、“もの”を創出することが目的であ

る。このとき、このデザインを支援する体系

的知識がない。したがってデザインは感性に

よって行われるといわれることが多い。デザ

インも、もちろん科学的知識を使って知性に

よって行われるが、科学的知識の及ばない部

分を多く含み、特に独創的デザインには感性

が重要な働きをする。この感性を支援する体

系知識の欠落は、人工物が自然及び社会と矛

盾する状況を生むが、これは現代の深刻な問

題である。本学教育の中心に据えるデザイン

学は、この体系化を目標とするものである

が、これは各教員研究のみならず、学生の制

作においても重要な課題と位置づけ、制作に

おいては“もの”を作るとともに、その過程で
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う学生の研究でも、スケールは小さくなるも

ののそのことは変わらないであろう。つま

り、その時点までに修得した基礎科目、職業

専門科目、展開科目に関する技術・知識を集

結し、テーマ選定におけるニーズ調査、分析

においては学術論文・特許調査、学会等での

研究発表の聴講、専門技術展での情報収集、

アンケート等によるユーザー調査を基に行

う。これまでに学んできたグローバル性や地

域性を考慮しビジネスとの接点に重きを置い

た応用研究がテーマとなるのである。 
学生の研究成果は卒業制作や卒業論文として

まとめ、制作物つまりプロトタイプは学内に

展示し継承するが、研究成果を対外コンペテ

ィションや企業向けプレゼンテーション、学

会などで公開し評価を受け、参加者との交流

により情報交換及び人脈作りを行うことも本

人の成長のために重要である。 
 一方、特にデジタルエンタテインメント学

科での作品制作は人工物の設計とは、やや色

合いが異なる。これは科学的知識、工学的知

識だけを統合してプログラムの動作原理とし

てインプリメントするのが情報工学科におけ

る研究であるのに対比して、デジタルエンタ

テインメント学科での作品制作は、科学的知

識、工学的知識に加えて感性に基づく判断が

大きな役割を果たす。もちろん、感性に基づ

く判断は情報工学科の人工物設計でも必要で

ある。例えばユーザーインターフェースの設

計やユーザビリティの考慮といった時、客観

的に計測できる物理量以外のファクタを考慮

せねばならない。それは情報工学科でも同様

の事情であり、したがって両学科ともに感性

を涵養する科目群を学び、また演習や実習、

卒業研究制作でも感性に基づく判断を求めら

れ、最終的には研究にも反映していく。 
 
 

得られたデザイン学の要素を表現することを

求める。 
 本学における研究領域の具体的な説明につ

いては、後の 8 章でも述べるが、『Getting 
started with the SDGs in Universities（資料

13）』を参考に、SDGs の指針に合った研究

を推奨する。加えて、研究家と実務家が連携

することは、後の 5 章でふれる教員組織のう

ち、特に研究実務家や研究家を目指す実務家

教員の育成にもつながる。 
 
学生の研究は、4 年次総合科目「卒業研究制

作」において行う。これまでに修得した基礎

科目、職業専門科目、展開科目に関する技

術・知識を集結して取り組む。テーマ選定に

おけるニーズ調査、分析においては学術論

文・特許調査、学会等での研究発表の聴講、

専門技術展での情報収集、アンケート等によ

るユーザー調査を基に行う。これまでに学ん

できたグローバル性や地域性を考慮しビジネ

スとの接点に重きを置いた応用研究をテーマ

とする。デザイン思考に基づき得られた成果

を対外コンペティションや企業向けプレゼン

テーション、学会などで公開し評価を受け

る。参加者との交流により情報交換及び人脈

作りを行う。成果は卒業制作や卒業論文とし

てまとめ制作物は学内に展示し継承する。 
 
 
 

 
 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 
新 旧 

（資料10） 
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリ

シーの関係 

（追加） 

（資料11-1） 
ディプロマ・ポリシーと授業科目の関係 

（追加） 
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シラバス （工科学部 情報工学科） 

 

新 旧 
【通番】31 

 
 

【通番】46 
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資料10-1

ディプロマ・ポリシー
（学位授与の方針）

カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成・実施の

方針）

冒
頭

　本学は、卓越した機能によ
る技術的価値と優れた芸術的
表現による文化的価値を備
え、ビジネス上の成功を目指
しつつ社会や環境への配慮を
欠かさない人工物の創造をす
る“Designer in Society（社
会とともにあるデザイ
ナー）”となるために、定め
られた在籍期間、及び、所定
の単位を取得し、必修等の条
件を満たすこと等を卒業要件
とし、卒業を認定し学位を授
与する。

東京国際工科専門職大学
では、ディプロマ・ポリ
シーに掲げた学修成果を
得るために、デザイン思
考の教育課程を編成す
る。
学修方法･学修過程、学修
成果の評価の在り方は以
下のように定める。

冒
頭

本学部は情報技術を応用する領域におけ
る専門職を養成する。そのため、本学の
「ディプロマ・ポリシー」を踏まえた上
で、定められた課程において以下の知
識・能力を修得し、教育の理念である
「Designer in Society（社会とともに
あるデザイナー）」に従い、ものを創る
ことができる学生に対し、卒業を認定し
学位を授与する。

工科学部では、ディプロマ・ポリシー
に掲げた能力を身につけることができ
るように、以下のように教育課程を編
成する。
このように体系立てられ編成される教
育課程に対し、学修方法･学修過程、学
修成果の評価の在り方は以下のように
定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

主な
授業形
態

DP
No.

keywords ＜教育課程の区分＞

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学など
の基礎知識とともに、コンピュータシス
テムの構成に関する知識を有している

3
創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を
支援する知識・理解の科目を置く

2 創造

AI, IoT, ロボットの各分野において、
価値創造のためのソフトウェアアルゴリ
ズムやシステム構成方法論について理解
している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工
知能システムに関する論理的・数学的知
識を有している
・IoTシステムコースに所属する学生
は、ソフトウェア、ハードウェア、ネッ
トワークとデータ解析の知識を有してい
る
・ロボット開発コースに所属する学生
は、ハードウェアとソフトウェアのバラ
ンスした知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともに
あるデザイナー）”の根幹に当たる倫
理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解
している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコ
ミュニケーションの汎用的技能を育成
する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロ
ボット）と社会との接点を理解し、情報
システム技術をコアとして、システムイ
ンテグレーションに関する知識を総合的
に俯瞰することができる 1 分析

5
問題発見
力

情報工学を主導する専門職人材として問
題を発見する力を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現
力を有している

演習 2 創造

問題・課題解決のために知識を総合
し、価値創造の方法論を学ぶ科目を配
する。

7
プロトタ
イプ開発
力

情報技術を応用して対象領域の課題を解
決するソリューションのプロトタイプを
開発する能力を有している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工
知能システムの応用に着目する
・IoTシステムコースに所属する学生
は、IoTシステムのプロトタイプ開発を
行い、サービスデザインにも着目する
・ロボット開発コースに所属する学生
は、ロボットの応用に関する実践的プロ
トタイプ開発に着目する

7
プロトタ
イプ開発
力

プロトタイプ開発を主軸とする実習科
目を配置する

8 判断力

論理的思考能力と科学的知識によって最
適解を判断することができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション
能力を有している 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供する
ことができる 3

ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を養
成する科目を配置する

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択す
る能力を有している 12 倫理観

環境や社会への配慮し、持続可能な解
を生み出すための知識を学ぶ

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エ
ラーを厭わず最後までやり遂げる

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三
現主義（現場、現実、現物）で行動でき
る

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究
制作を実施します。この科目は、英語
での発表を義務付けている

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

工科学部東京国際工科専門職大学

東京国際工科専門職大学　工科学部
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

10

態
度
・
志
向

倫理観

1. 豊かな創造力
　対象領域を俯瞰し、問題・
課題を発見し科学的根拠を
もって分析するとともに、分
析した結果問題の本質を精査
できる総合力と、解決を複数
考案できる創造力、感性、倫
理観を有している。

2. 確かな実践力
　問題・課題解決に対し、実
際にプロトタイプを開発し複
数インプリメントすることで
実際に解決案を創造するとと
もに、最適解を選択できる社
会的倫理観を持ちながら判断
できる知識・能力を有してい
る

3. 鋭いビジネスセンス
　専門職人材として、顧客や
品質を第一に考えられるとと
もに、現実的判断をもって遂
行することのできるビジネス
スキルと共に、自身が持つ好
奇心の実現に向け協調性を
もって、主体的に行動するこ
とができる。

4. 高い倫理観
　倫理観をもって社会の責務
を認識した行動指針を有して
いるとともに、顕在する問題
解決のみならず、社会の持続
性・発展性まで考慮すること
のできる専門職人材である。

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

講義

講義

展開
科目

＜教育課程の区分＞
1. 教育課程は①対象領域
を俯瞰し、②問題・課題
を発見し、③解決策を考
え、④プロトタイプを開
発し、⑤評価から①に戻
る一連の過程に必要な知
識、能力を得られる教育
課程とする。

2. 専門職人材としてプロ
トタイプ開発を行う実践
力とビジネスセンスを磨
き倫理観をもって対象領
域にアプローチするため
に必要な科目を配する。

3．実習科目を中心として
志向・態度を学び、チャ
レンジ精神、向上心、探
究心を涵養する

＜教育内容・方法＞
本学では「担任制度」を
設け、学生10名程度に1名
以上の担当教員を配し、
学修計画・履修登録のみ
ならず、より良い教育及
び学修を円滑に運営する
ための人間環境を整え
「個に対する教育」を行
う。
（学修方法）
科目が初歩的なものから
専門的なものへと進行す
る配置の中で、初歩的過
程で学んだ科目内容が、
どのようにして専門的な
科目の基礎をなすか、ま
た専門的科目の内容がど
のようにして社会にどの
ように役立つかを実習科
目や総合科目を通じて学
ぶ。この実感が、
“Designer in Society
（社会とともにあるデザ
イナー）”の基礎とな
る。したがって、科目配
列は特に１年次では最初
に動機付け及びトピック
へのエクスポージャを目
的とした科目によって原
理や理論を深く学ぶので
はなく、何に使われてい
るかを中心に理解する。
その後に原理や理論を学
ぶ科目を配置している。
これは自分が持っている
社会に役立ちたいという
動機が、学問によって裏
付けられることを経験
し、実感的動機を科目学
修動機に変換させること
でもある。それに基づい
て、専門的な科目は動機
を満たすものとして自発
的に学習することが可能
となる。これを実現する
ために、実務経験のある
教員から何を学ぶかを知
り、また実習、演習、イ
ンターンシップなども、
漫然と課題に向かうので
なく、自発的に学習する
ものとして位置づけるこ
とができるものとなる。

実習

講義・
演習

多くの実習科目を通し、新しいモノ・
コトでも躊躇せず、変化を好んで対応
し、対話を通じて他者と協力し、机上
のデータだけではなく、自分の目で見
て耳で聞く行動指針を養成する

基礎
科目

職業
専門
科目

協調性をもって、主体的に行動すること
ができる。加えて、リーダーシップを発
揮することができる

設定された問題を解決するための理論
科目と、正確な判断力を養成する科目
を置く。これらの科目は職業専門科目
の講義科目として配する

職業
専門
科目

展開
科目

俯瞰力と問題発見力を涵養する実習科
目を配置する

実習による実践だけではなく、協調性
をもって、チームメンバーとして主体
的に行動する、または、リーダーとし
て、指導力を発揮する原理を学ぶ科目
を配する

知
識
・
理
解

能
力

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力
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資料10-2

冒
頭

情報工学科では、人工知能システム、IoTシステム、ロ
ボット中心とした情報工学における教育・研究・実践活
動を通して、情報工学分野における基礎及び専門技術に
関する知識と創造力を身につける。さらに、それらを俯
瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニケーション能
力を有し、グローバルに活躍できる技術者を養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生
に学位を授与する。

情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身に
つけることができるように、以下のように教育課程を編成
する。
　このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学
修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のよう
に定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

授業
形態

DP
No.

keywords

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とと
もに、コンピュータシステムの構成に関する知識を有し
ている 3

創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理
解の科目を置く

2 創造

AI, IoT, ロボットの各分野において、価値創造のため
のソフトウェアアルゴリズムやシステム構成方法論につ
いて理解している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムに
関する論理的・数学的知識を有している
・IoTシステムコースに所属する学生は、ソフトウェ
ア、ハードウェア、ネットワークとデータ解析の知識を
有している
・ロボット開発コースに所属する学生は、ハードウェア
とソフトウェアのバランスした知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともにあるデザイ
ナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの
汎用的技能を育成する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロボット）と社会
との接点を理解し、情報システム技術をコアとして、シ
ステムインテグレーションに関する知識を総合的に俯瞰
することができる

1 分析

5
問題発見
力

情報工学を主導する専門職人材として問題を発見する力
を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している

演習 2 創造

問題解決のために情報技術を統合し、価値創造の方法論を
学ぶ科目を配する。「C言語基礎」「組込みC,C++言語」
「回路・プリント基板設計」「プログラミング概論」「ソ
フトウェアシステム開発」「Pythonプログラミング」「機
械学習」「デバイス・ネットワーク」「IoTデバイスプロ
グラミングⅠ」「機械設計」「深層学習」「画像・音声認
識」「サーバ・ネットワーク」「IoTデバイスプログラミ
ングⅡ」「ロボット機構」「ロボット制御」

7
プロトタ
イプ開発
力

情報技術を応用して対象領域の課題を解決するソリュー
ションのプロトタイプを開発する能力を有している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムの
応用に着目する
・IoTシステムコースに所属する学生は、IoTシステムの
プロトタイプ開発を行い、サービスデザインにも着目す
る
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロボットの応
用に関する実践的プロトタイプ開発に着目する

7
プロトタ
イプ開発
力

8 判断力
論理的思考能力と科学的知識によって最適解を判断する
ことができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有してい
る 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供することができる

3
ビジネス
の仕組み

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有して
いる

12 倫理観

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最
後までやり遂げる

環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知
識を養成する

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、
現実、現物）で行動できる

社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経
営資産についての知識を習得する科目を配する。

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究制作を実施する。こ
の科目は、英語での発表を義務付けている。

東京国際工科専門職大学　工科学部　情報工学科
　ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

情報工学科

知
識
・
理
解

基礎
科目

能
力

職業
専門
科目

講義

講義

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

態
度
・
志
向

倫理観

展開
科目

職業
専門
科目
展開
科目

実習

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加え
て、リーダーシップを発揮することができる

講
義・
演習

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する
手法を講義と演習を組み合わせて学ぶ

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理
論科目として数学や、物理学と共に、情報技術の基礎的な
知識に関する理論科目を配置する。「電子回路基礎」「コ
ンピュータシステム基礎」「情報数学」「線形代数」「解
析学」「確率統計論」「データベース基礎と応用」「技術
英語」「情報セキュリティ応用」「力学」「人工知能基
礎」「自然言語処理」「人工知能数学」「制御工学基礎」
「センサ・アクチュエータ」「材料力学・材料工学」
「データ解析」「技術英語」

デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ
知的好奇心を向上させながら探究心を身につけるととも
に、チャレンジ精神を養成する。

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロボット）と対象領
域が抱える問題を見つけるための俯瞰力と問題発見力、そ
の問題を解決するための知識の総合力を養成する科目を配
する。
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」
「地域共創デザイン実習」「人工知能システムⅠ、Ⅱ」
「メディア情報処理」「人工知能応用」「IoTシステム開
発Ⅰ、Ⅱ」「IoTサービスデザイン」「組込みシステム制
御実習」「自動制御機械開発実習」「産業用ロボット実
習」
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資料10-3

冒
頭

デジタルエンタテインメント学科では、デジタルコンテ
ンツ分野における歴史的・社会的背景、および、デジタ
ルコンテンツの役割や職能を理解し、プロトタイプ開発
を行うことで、グローバルに発信可能なデジタルコンテ
ンツのクリエイターを養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生
に学位を授与する。

デジタルエンタテインメント学科ではディプロマ・ポリ
シーに掲げた能力を身につけることができるように、以下
のように教育課程を編成する。
　このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学
修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のように
定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

授業
形態

DP
No.

keywords

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とと
もに、コンピュータシステムの基本構成やデジタルコン
テンツに関する知識を有している 6

創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理解
の科目を置く

2 創造

デジタルゲーム、およびコンピュータグラフィックス技
術を用いた価値創造のためのアルゴリズムや表現方法論
について理解している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コン
ピュータゲームに関するデジタルコンテンツ制作に特化
した知識を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、映像制
作、キャラクターデザイン等、コンピュータグラフィッ
クスに特化した知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”
の根幹に当たる倫理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの
汎用的技能を育成する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と社会との接
点を理解し、デジタルコンテンツ、情報システム技術、
ビジネスに関する知識などを総合的に俯瞰することがで
きる

1 分析

5
問題発見
力

デジタルコンテンツを主導する専門職人材として問題を
発見し設定する能力を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有してい
る。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コン
ピュータゲームデザインおよびプログラミングなどゲー
ム開発に関する総合力を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、CG映像に
関する一連のプロセスと制作のための総合力を有してい
る 演習 2 創造

問題解決のためにデジタルゲーム、およびコンピュータグ
ラフィックス技術を統合し、価値創造の方法論を学び芸術
的感性を涵養する科目を配する。「ゲームプログラム構成
基礎Ⅰ」「デジタル造形Ⅰ」「CGデザイン基礎」「プログ
ラミング言語基礎」「デジタル造形Ⅱ」「ゲームAIⅠ」
「エンタテインメント設計」「ゲームプログラム構成基礎
Ⅱ」「デジタル映像表現技法基礎」「ゲームプログラム構
成基礎Ⅲ」「デジタル映像表現技法応用」「ゲームプログ
ラミングⅠ」「ゲームデザイン実践演習」「デジタルキャ
ラクタ実践演習」「ゲームプログラミングⅡ」「インター
フェースデザイン」「ゲームプログラミングⅢ」「ゲーム
AI Ⅱ」「CGアニメーション総合演習」

7
プロトタ
イプ開発
力

デジタルコンテンツのプロトタイプを開発する能力を有
している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、プロト
タイプを制作する目的を理解し、デジタルゲームに関し
て企画・開発する能力を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、プロトタ
イプを制作する目的を理解し、CG映像に関して企画・制
作する能力を有している

7
プロトタ
イプ開発
力

8 判断力
論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最適解を判断す
ることができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有してい
る 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供することができる

3
ビジネス
の仕組み

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有して
いる

12 倫理観

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最
後までやり遂げる

環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知
識を養成する

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、
現実、現物）で行動できる

社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経
営資産についての知識を習得する科目を配する

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究制作を実施する。こ
の科目は、英語での発表を義務付けている。

東京国際工科専門職大学　工科学部　デジタルエンタテインメント学科
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

デジタルエンタテインメント学科

知
識
・
理
解

基礎
科目

講義

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

能
力

職業
専門
科目

講義

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理
論科目として数学とともに、技術の基礎的な知識に関する
理論科目を配置する。「コンピュータグラフィックスⅠ」
「電子情報工学概論」「ゲーム構成論Ⅰ」「線形代数」
「解析学」「コンピュータグラフィックスⅡ」「統計論」
「ゲームアルゴリズム」「コンテンツ制作マネジメント」
「映像論」「ゲーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」「技
術英語」

職業
専門
科目
展開
科目

実習

デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ
知的好奇心を向上させながら探究心を身につけるととも
に、チャレンジ精神を養成する。

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と対象領域が抱え
る問題を見つけるための俯瞰力と問題発見力、その問題を
解決するための知識の総合力を養成する科目を配する。
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテンツ総合実習」
「デジタルコンテンツ総合実習」「地域共創デザイン実
習」「ゲーム制作技術総合実習Ⅰ、Ⅱ」「CGアニメーショ
ン総合実習Ⅰ、Ⅱ」

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加え
て、リーダーシップを発揮することができる

態
度
・
志
向

倫理観

展開
科目

専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する
手法を講義と演習を組み合わせて学ぶ

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

講
義・
演習
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ディプロマ・ポリシーと教育課程の比較（情報工学科）

4 5 1 2 6 7 8 9 10 13 14 11 12

経

営

資

源

（

ヒ

ト
）

経

営

資

源

（

モ

ノ
）

経

営

資

源

（

カ

ネ
）

○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎

コミュニケーションツール ○ ◎
○ ◎ ◎
○ ◎ ○ ○ ◎
○ ◎ ○ ◎
○ ◎ ○ ◎

臨 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○
臨 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○
臨 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎

IoTサービスデザイン ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

○ ◎ ◎ ○ ◎
○ ◎ ◎ ◎ ○
○ ○ ◎
○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
○ ◎ ◎
○ ◎ ◎
○ ◎ ◎

○ ◎
○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
○ ◎

データベース基礎と応用 ○ ◎ ◎
○ ◎ ◎

ソフトウェアシステム開発 ○ ◎
情報セキュリティ応用 ○ ◎ ◎

○ ◎
○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
○ ◎ ◎
○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
センサ・アクチュエータ ○ ◎ ◎

○ ◎
デバイス・ネットワーク ○ ◎ ◎

○ ◎
○ ◎ ◎

○ ◎
○ ◎
○ ◎

○ ◎ ◎
サーバ・ネットワーク ○ ◎ ◎
IoTデバイスプログラミングⅡ ○ ◎

○ ◎
○ ◎

○ ◎ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ◎ ○ ○

○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○
チームワークとリーダーシップ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎

○ ○ ○ ◎ ○
○ ○ ○ ◎ ◎
○ ○ ○ ◎ ◎
○ ○ ◎ ○ ○ ◎

○ ○ ◎ ◎ ◎
総合
科目 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎

科目
区分

授業科目の名称

授業形態

講

　

義

講

義

・

演

習

演

　

習

実

験

・

実

習

組込システム制御実習

自動制御機械開発実習

産業用ロボット実習

プログラミング概論

基
礎
科
目

英語コミュニケーションⅠa

英語コミュニケーションⅠb

英語コミュニケーションⅡa

英語コミュニケーションⅡb

英語コミュニケーションⅢa

コミュニケーションと記号論

英語コミュニケーションⅢb

英語コミュニケーションⅣ

社会と倫理

比較文化論

感性をはかる

力学

人工知能基礎

情報工学概論

人工知能数学

職
業
専
門
科
目

臨地実務実習Ⅰ

臨地実務実習Ⅱ

臨地実務実習Ⅲ

ソリューション開発Ⅰ

ソリューション開発Ⅱ

人工知能システム開発Ⅰ

メディア情報処理実習

人工知能システム開発Ⅱ

人工知能応用

IoTシステム開発Ⅰ

IoTシステム開発Ⅱ

IoTデバイスプログラミングⅠ

材料力学・材料工学

正

確

な

科

学

的

判

断

力

制御工学基礎

技術英語

デザインエンジニアリング概論

Ｃ言語基礎

電子回路基礎

コンピュータシステム基礎

情報数学

線形代数

解析学

組込みC,  C++言語

回路・プリント基板設計

確率統計論

Pythonプログラミング

展
開
科
目

企画・発想法

プロジェクトマネジメント

地域共創デザイン実習

知的財産権論

グローバル市場化戦略

企業経営論

持続可能な社会

ベンチャー起業経営

資料11-1

チ
ー

ム

ワ
ー

ク

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ

力

3
チ
ャ

レ

ン

ジ

精

神

豊かな想像力 確かな実践力 倫理観

基

本

的

倫

理

社

会

的

倫

理

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

力

三

現

主

義

鋭敏なビジネスセンス

卒業研究制作

経営資源

俯

瞰

問

題

発

見

分

析

創

造
（

知

識
）

創

造

力

・

表

現

力

プ

ロ

ト

タ

イ

プ

開

発

力

データ解析

ロボット機構

ロボット制御

機械学習

機械設計

深層学習

画像・音声認識

自然言語処理
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ディプロマ・ポリシーと教育課程の比較（デジタルエンタテインメント学科）

4 5 1 2 6 7 8 9 10 13 14 11 12

経
営
資
源

（

ヒ
ト
）

経
営
資
源

（

モ
ノ
）

経
営
資
源

（

カ
ネ
）

○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎

コミュニケーションツール ○ ◎
○ ◎ ◎
○ ◎ ○ ○ ◎
○ ◎ ○ ◎
○ ◎ ○ ◎

臨 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○
臨 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○
臨 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○

デジタルコンテンツ制作応用 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
デジタルコンテンツ総合実習 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
ゲーム制作技術総合実習Ⅰ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
ＣＧアニメーション総合実習Ⅰ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
ゲーム制作技術総合実習Ⅱ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
ＣＧアニメーション総合実習Ⅱ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
コンテンツデザイン概論 ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎
コンピュータグラフィックスⅠ ○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
○ ◎ ◎

ゲームプログラム構成基礎Ⅰ ○ ◎ ◎
○ ○ ◎ ○
○ ○ ◎ ○

○ ◎ ◎
○ ◎ ◎

コンピュータグラフィックスⅡ ○ ◎ ◎
プログラミング言語基礎 ○ ○ ◎ ○

○ ○ ◎ ○
○ ◎ ◎

ゲームアルゴリズム ○ ◎ ◎
コンテンツ制作マネジメント ○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
○ ◎ ◎

○ ○ ◎ ○
エンタテインメント設計 ○ ○ ◎ ○
ゲームプログラム構成基礎Ⅱ ○ ○ ◎ ○

○ ○ ◎ ◎ ○ ◎
デジタル映像表現技法基礎 ○ ○ ◎ ○
ゲームプログラム構成基礎Ⅲ ○ ○ ◎ ○
デジタル映像表現技法応用 ○ ○ ◎ ○
ゲームプログラミングⅠ ○ ○ ◎ ○
ゲームデザイン実践演習 ○ ◎ ◎
デジタルキャラクタ実践演習 ○ ○ ◎ ○
ゲームプログラミングⅡ ○ ○ ◎ ○
インターフェースデザイン ○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
ゲームプログラミングⅢ ○ ◎ ◎

○ ○ ◎ ○
○ ◎ ◎

○ ◎ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ◎ ○ ○

○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○
チームワークとリーダーシップ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎

○ ○ ○ ◎ ○
○ ○ ○ ◎ ◎
○ ○ ○ ◎ ◎
○ ○ ◎ ○ ○ ◎

○ ○ ◎ ◎ ◎
総合
科目 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎

科目
区分

授業科目の名称

授業形態 豊かな想像力

創
造
（

知
識
）

創
造
力
・
表
現
力

実
験
・
実
習

演
　
習

講
義
・
演
習

講
　
義

基
礎
科
目

英語コミュニケーションⅠa

英語コミュニケーションⅠb

英語コミュニケーションⅡa

英語コミュニケーションⅡb

英語コミュニケーションⅢa

コミュニケーションと記号論

英語コミュニケーションⅢb

英語コミュニケーションⅣ

社会と倫理

比較文化論

感性をはかる

職
業
専
門
科
目

臨地実務実習Ⅰ

臨地実務実習Ⅱ

臨地実務実習Ⅲ

電子情報工学概論

ゲーム構成論Ⅰ

デジタル造形Ⅰ

ＣＧデザイン基礎

線形代数

解析学

展
開
科
目

企画・発想法

プロジェクトマネジメント

地域共創デザイン実習

知的財産権論

グローバル市場化戦略

企業経営論

持続可能な社会

ベンチャー起業経営

卒業研究制作

確かな実践力 鋭敏なビジネスセンス

3

俯
瞰

問
題
発
見

分
析

ゲームハード概論

ゲームAI Ⅱ

ＣＧアニメーション総合演習

デジタル造形Ⅱ

統計論

映像論

技術英語

ゲームAI Ⅰ

ゲーム構成論Ⅱ

資料11-2
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社
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的
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（是正事項） 工科学部   情報工学科 
  

３．＜ディプロマ・ポリシーが不適切＞ 
各学科のディプロマ・ポリシーについて、「態度・志向性」、「能力」、「知

識・理解」の項目ごとに掲げているが、「能力」の項目で英語に関する能力のみ

を求めていることは不適切である。各学科の養成する人材像に照らして、職業分

野に適した能力を求めるよう、適切に修正すること。【２学科共通】 

 
（対応） 
 審査意見 1 を考慮し、養成する人材像に照らして職業分野に適した能力を求めるようなディ

プロマ・ポリシーに変更を行った。 
  
◆ディプロマ・ポリシーの変更の要点について 
 審査意見 1 などから、大学、学部、学科のディプロマ・ポリシーの修正を行ったため、

「能力」のみならず、「知識・理解」、「能力」、「志向・態度」の全ての項目について改

めた。 
 「能力」については、大学のディプロマ・ポリシーと学部のディプロマ・ポリシーとの関

係性に留意し、『俯瞰力』と『プロトタイプ開発力』をより詳細に記した。それを明確にす

るために、資料 3-2 を添付する。問題・課題解決に対する「プロトタイプ開発力」、問題・

課題を発見するための「俯瞰力」と「問題発見力」、精査した問題・課題の本質に対し、解

決策を数多く考案（発散過程）する「総合力」と「表現力」、インプリメントした複数のプ

ロトタイプに対して最終解を選択（収束過程）する「判断力」、提案解の評価を正しく理解

して問題・課題の発見に戻る「コミュニケーション能力」、専門職としての行動指針として

重要な「チームワーク力、リーダーシップ力」の 7 つの能力を掲げる。加えて、情報工学科、

デジタルエンタテインメント学科ともに、コースを配置しているため、そのコースを象徴す

る能力の明記にも留意した。 
  
 
◆情報工学科の養成する人材像とディプロマ・ポリシー 
＜養成する人材像＞ 

情報工学科では、人工知能システム、IoT システム、ロボット中心とした情報工学における教

育・研究・実践活動を通して、情報工学分野における基礎及び専門技術に関する知識と創造力を

身につける。さらに、それらを俯瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニケーション能力を有

し、グローバルに活躍できる技術者を養成する。 
 

＜ディプロマ・ポリシー＞ 
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生に学位を授与する。 

【知識・理解】 
1. 問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とともに、コンピュータシステムの

構成に関する知識を有している。 
2. AI、IoT、ロボットの各分野において、価値創造のためのソフトウェアアルゴリズムやシ 

ステム構成方法論について理解している。 
・AI 戦略コースに所属する学生は、人工知能システムに関する論理的・数学的知識

を有している。 
・IoT システムコースに所属する学生は、ソフトウェア、ハードウェア、ネットワー

クとデータ解析の知識を有している。 
・ロボット開発コースに所属する学生は、ハードウェアとソフトウェアのバランス

した知識を有している。 
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3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している。 
【能力】 

4. 本学科が扱う 3 履修モデル（AI、IoT、ロボット）と社会との接点を理解し、情報システ

ム技術をコアとして、システムインテグレーションに関する知識を総合的に俯瞰するこ

とができる。 
5. 情報工学を主導する専門職人材として問題を発見する力を有している。 
6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。 
7. 情報技術を応用して対象領域の課題を解決するソリューションのプロトタイプを開発す

る能力を有している。 
・AI 戦略コースに所属する学生は、人工知能システムの応用に着目する。 
・IoT システムコースに所属する学生は、IoT システムのプロトタイプ開発を行い、

サービスデザインにも着目する。 
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロボットの応用に関する実践的プロトタ

イプ開発に着目する。 
8. 論理的思考能力と科学的知識によって最適解を判断することができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している。 

10.協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダーシップを発揮する 
ことができる。 

  【志向・態度】 
11. 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
 

 
 

（新旧対照表）基本計画書 
新 旧 

・工科学部  

創造力と実践力を兼ね備えた情報処理技術な

どのテクノロジー分野でグローバルに活躍で

きる人材の教育・養成を目的とする。産業界

や地域社会との連携・共創を通じて、ビジネ

ス感覚、倫理観など、技術者として備えるべ

き特質および能力の涵養をはかる。 

 

 

・情報工学科 

情報工学科では、人工知能システム、IoTシ

ステム、ロボットを中心とした情報工学にお

ける教育・研究・実践活動を通して、情報工

学分野における基礎及び専門技術に関する知

識と創造力を身につける。さらに、それらを

俯瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニ

ケーション能力を有し、グローバルに活躍で

きる技術者を養成する。 

 

・デジタルエンタテインメント学科 

デジタルエンタテインメント学科では、デジ

タルコンテンツ分野における歴史的・社会的

国際競争が激しいテクノロジー分野で活躍で

きる人材を輩出するため、国際的なコミュニ

ケーション能力の養成を重視し、さらにモノ

づくりの経験や分析を通して社会との共創を

行うことによって、未来志向の発想力や創造

性の涵養を目指す。 

  

 そこで、本学では工科学部を配し、テクノ

ロジー分野の中でも情報工学分野に特化した

「情報工学科」と、デジタルコンテンツ分野

に特化した「デジタルエンタテインメント学

科」を配することで、それぞれの分野に応じ

た人材を養成する。 

 

・情報工学科 

先端 ICT技術分野における基礎教育・職業専

門教育と、その産業界や首都・国際都市であ

る東京を中心とする地域社会との連携による

実践教育を通じて、デザイン的思考を主とし

て持ちつつ論理的思考も備えたグローバルに

活躍できる「情報化デザイナー」を養成する

ことを目的とする。 
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背景、および、デジタルコンテンツの役割や

職能を理解し、プロトタイプ開発を行うこと

で、グローバルに発信可能なデジタルコンテ

ンツのクリエイターを養成する。 

 

・デジタルエンタテインメント学科 

デジタルコンテンツ分野における基礎教育・

職業専門教育と、その産業界や首都・国際都

市である東京を中心とする地域社会との連携

による実践教育を通じて、デザイン的思考を

主として持ちつつ論理的思考も備えたグロー

バルに活躍できる「デジタルコンテンツデザ

イナー」を養成することを目的とする。 

 
 

 
 
（新旧対照表）学則 

新 旧 
第２章  学部学科及び修業年限 

（学部学科） 
第４条 本学に次の学部学科および別科を

置く。 
（１） 工科学部 情報工学科 
（２） 工科学部 デジタルエンタテ

インメント学科 
（３） 工科学部 国家資格別科（１

年制）   
２．学部学科の目的は、次に定めるも

のとする。 
（１） 工科学部  
創造力と実践力を兼ね備えた情報処

理技術などのテクノロジー分野でグ

ローバルに活躍できる人材の教育・

養成を目的とする。産業界や地域社

会との連携・共創を通じて、ビジネ

ス感覚、倫理観など、技術者として

備えるべき特質および能力の涵養を

はかる。 
（２） 情報工学科 
先端 ICT 技術分野における基礎教

育・職業専門教育を、産業界や地域

社会との共創を通じて行い、デザイ

ン思考を実践し高度なソフトウェ

ア・インテンシブなシステムを創出

できる情報技術者を養成する。 
（３） デジタルエンタテインメン

ト学科 
デジタルコンテンツ分野における基

礎教育・職業専門教育を、産業界や

地域社会との連携・共創を通じて、

デザイン思考を実践し競争力のある

コンテンツを創造できる情報技術者

を養成する。 

第２章  学部学科及び修業年限 
（学部学科） 
第４条 本学に次の学部学科および別科を

置く。 
（１） 工科学部 情報工学科 
（２） 工科学部 デジタルエンタテ

インメント学科 
（３） 工科学部 国家資格別科（１

年制）   
３．学部学科の目的は、次に定めるも

のとする。 
（１） 工科学部  

国際競争が激しいテクノロジー

分野で活躍できる人材を輩出す

るため、国際的なコミュニケー

ション能力の養成を重視し、さ

らにモノづくりの経験や分析を

通して社会との共創を行うこと

によって、未来志向の発想力や

創造性の涵養を目指す。 
（２） 情報工学科 

先端 ICT 技術分野における基礎

教育・職業専門教育と、その産

業界や首都・国際都市である東

京を中心とする地域社会との連

携による実践教育を通じて、デ

ザイン的思考を主として持ちつ

つ論理的思考も備えたグローバ

ルに活躍できる「情報化デザイ

ナー」を養成することを目的と

する。 
（３） デジタルエンタテインメン

ト学科 
デジタルコンテンツ分野におけ

る基礎教育・職業専門教育と、
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（４） 国家資格別科（１年制） 
「情報処理の促進に関する法律」に

基づき経済産業省が認定する国家資

格（以下、情報処理技術者試験）に

対応した情報処理に関する基礎知

識・専門知識を体系的に教育するこ

とにより、情報処理技術者試験の合

格者を輩出する。 
 

その産業界や首都・国際都市で

ある東京を中心とする地域社会

との連携による実践教育を通じ

て、デザイン的思考を主として

持ちつつ論理的思考も備えたグ

ローバルに活躍できる「デジタ

ルコンテンツデザイナー」を養

成することを目的とする。 
（４） 国家資格別科（１年制） 

「情報処理の促進に関する法

律」に基づき経済産業省が認定

する国家資格（以下、情報処理

技術者試験）に対応した情報処

理に関する基礎知識・専門知識

を体系的に教育することによ

り、情報処理技術者試験の合格

者を輩出する。 
 

 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
1. 設置の趣旨及び必要性 
1.1 専門職大学設置の理由 
1.1.1 専門職大学の設立の趣旨 
東京国際工科専門職大学（以下、本学）は工

科分野において、日本の首都東京で国際性を

理解し、社会の発展と調和を目指した教育・

研究・実践活動を行い、真のイノベーション

の実現者となるような人材を養成する。これ

らのイノベーションは、卓越した機能による

技術的価値と、優れた芸術的表現による文化

的価値とを兼ね備えた革新的な人工物の創造

を通じて行われる。ここで人工物とはハード

ウェア製品、ソフトウェア・システム、サー

ビス、コンテンツなどを含み、創造はマーケ

ティング、デザイン、設計、インテグレーシ

ョン、開発、生産などを含む人工物創造に必

要な一切の過程を包含するものとする。 
このようなイノベーションを担う人材をここ

では“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”と呼ぶが、“Designer”とは上述

の創造過程すべてに関わる人材であって、近

年注目されている「デザイン思考  (design 
thinking)」 ,  を実践できる人である。また“in 
Society”とは、例えば製品、ソフトウェアや

コンテンツが社会で使われた結果、経済効果

を生み出す一方で自然環境や人間に様々な影

響を及ぼすなど、社会の中であるいは社会と

1. 設置の趣旨及び必要性 
1.1 専門職大学設置の理由 
1.1.1 専門職大学の設立の趣旨 
我々は専門職大学の特徴を生かし、職能教

育と研究を重要な教育要素とし、これらを効

果的に複合することによって、主体的に問題

を発見し論理的に問題を分析し、実践的に問

題を解決する、未解決の問題に貪欲な興味を

持つ行動者である人材を育成する。この過程

の実践を通し、学問（アカデミック）と実践

（プラクティカル）の能力を融合させる新た

な大学教育を目指す東京国際工科専門職大学

（以下、本学）を設置し、そこに 1 つの学部

（工科学部）と 2 つの学科（情報工学科、デ

ジタルエンタテインメント学科）を配す。こ

こでは、学校法人日本教育財団（以下、本法

人）が培ってきた専修学校教育とプロトタイ

プ制作等の実践教育を素材とし、それを理論

的に裏付ける新しい学問であるデザイン学に

よって自律的に思索し実践する専門職として

必要な「思索の骨格」を持つ人材を育成す

る。教育の場においては、実践の過程を客観

的に理解し、発表し、また他人の思考を評

価・批評することを通じて共同作業の能力を

身につけ、また制作結果の社会的意義を倫理

的確信をもって説明可能になることを目的と

し、プロトタイプ制作過程の全体を論理的に
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の関わりを必然的に持つが、そのことを明示

的に理解している人を意味している。 
この養成には、専門職大学の特徴を生かし、

職能教育と科学的な教育とを重要な教育要素

とし、これらを効果的に複合することが肝要

である。なぜなら、“Designer in Society（社

会とともにあるデザイナー）”は主体的に問題

を発見し論理的に問題を分析し、実践的に問

題を解決する、そして未解決の問題に貪欲な

興味を持つ行動者だからである。そこで、こ

の教育過程の実践を通し、学問（アカデミッ

ク）と実践（プラクティカル）の能力を融合

させる新たな大学教育を目指す東京国際工科

専門職大学（以下、本学）を設置し、そこに

1 つの学部（工科学部）と 2 つの学科（情報

工学科、デジタルエンタテインメント学科）

を配す。（情報工学科には AI 戦略コース、

IoT システムコース、ロボット開発コースの 3
履修モデルを、デジタルエンタテインメント

学科にはゲームプロデュースコース、CG ア

ニメーションコースの 2 履修モデルを設置す

る）。ここでは、学校法人日本教育財団（以

下、本法人）が培ってきた専修学校教育とプ

ロトタイプ制作等の実践教育を出発点にし、

職業専門領域ならびにデザイン・創造に関す

る科学的知見を教授する教育を行う。これに

よって、自律的に思索し「デザイン思考」を

実践する専門職人材を養成する。 
 本学の職業専門領域はソフトウェア領域で

あるが、その応用領域は当然のことながら

Society 5.0 に見られるように社会の全ての領

域であり、「領域×IT」の融合によってデー

タ駆動型の新たな価値創造イノベーションを

目指すものである 。ここで「データ駆動型の

価値創造」（data driven value generation）
とは、製品やサービスを販売することで利益

を得るだけでなく、その販売事象が消費者の

属性や行動に関するデータと関連付けられ、

そのデータが新たな価値を生むようなメカニ

ズムのことであり、例えば Googleなどのイン

ターネット企業に見られるビジネスモデルで

ある 。 
これは、サイバーフィジカルシステム

（CPS）や Industry 4.0 などの IoT 技法を用

いて膨大なセンサー群から大量の情報を収集

し、データアナリティックスや人工知能など

の手法によって様々な制御を与えるソフトウ

ェア・インテンシブな人工物の在り方とも軌

を一にしている。またロボットや自律運転自

動車などに限定されず、従来、このようなア

把握する専門的体系的知識を身につける教育

を行う。その教育は、伝統的な大学の目的で

ある「知性による思考を支援する『科学』」

の体系知識の教育に加えて、「感性による思

考を支援する『デザイン学』（例えば、資料

1, 2 や Yoshikawa.H (1981) "General Design 
Theory and a CAD System", Proc. IFIP 
WG5.2 Working Conference on Man-
Machine Communication in CAD/CAM, 
pp.35-58.）」の知識体系の教育を軸とする。

教育の方法は、分析能力を科学的方法によっ

て身につけることを主体とする従来の大学の

方法と異なり、総合・統合能力をデザイン学

的方法によって身につけることを主体とする

ものである。そのために、学生はデザイン学

を中心に、専門領域の諸科目に加えて基礎科

目と展開科目を学修する。学生はこれらのカ

リキュラムで学修を続けながら、自らプロト

タイプを制作する実践の日々を送ることにな

るが、それは教授が遂行している研究の思想

に共鳴した学生がその教授の下で、すなわ

ち、その教授を助言者（メンター）として自

らプロトタイプを制作することである。卒業

の要件は、変化する社会の要請に対し、主体

的にまた結果に対する倫理的責任を強く持ち

つつ敏感に応える、“Designer in Society（社

会とともにあるデザイナー）”となることであ

り、同時にその職種が、基礎研究などで次々

と出現する新知識の可能性を、社会と矛盾す

ることなく利用する主役として、これからの

社会の繁栄に大きく貢献することに意欲を持

つことである。 
社会には分析ではなくデザインによって応

えなければならない多様な期待がある。それ

は豊かで安全に生活する場として必要な、制

度、社会基盤、装置、サービスなど、またそ

れらをつなぐシステムに関するもので、社会

のあらゆるセクターが関係する。人々は、こ

れらの期待の実現を望むのであるが、この立

ち止まることなく新しい着想によって新しい

ものが作られることが望ましい進歩であると

する信念は現代の人類を強く特徴づけてい

る。このことの成否は別の議論が必要であろ

うが、基本的には人口増、資源枯渇、気候変

動などの外的条件に対抗する人類の姿を現し

ているという意味で正しい。このような現代

の人類は、あらゆる行動において新しいもの

を作ることを期待している。これをここで

「理念的ものづくり」の信念と呼ぶが、社会

における多様なものづくりの例は、この「理
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プローチからは程遠いと思われていた構造物

や都市などでも、例えばインテリジェントビ

ル、スマートシティとして応用範囲は急速に

拡大している。一方で娯楽分野においても、

その制作は映像コンテンツやコンピュータゲ

ームなどソフトウェアが中心になって久し

く、ソフトウェア・インテンシブ・エンタテ

インメントと呼ぶに相応しい。すなわち、本

学の教育研究領域は IT 技術固有の研究なので

はなく、あらゆる「（応用）領域×IT」で行

われ、例えば情報工学科では AI 技術を応用し

た画像認識による物流ハンドリングを研究

し、デジタルエンタテインメント学科では 5G
技術を応用した新たなロールプレイゲームを

開発するであろう。 
つまり、人工物の価値はハードウェアや物質

ではなく、このようにソフトウェアそのも

の、ソフトウェア・インテンシブな人工物や

エンタテインメント、サービスに重心が移動

している。従って現代におけるイノベーショ

ンにおいては、情報技術を駆使したソフトウ

ェアそのものの機能的なイノベーション、ソ

フトウェアの斬新な応用におけるイノベーシ

ョン、あるいはソフトウェア出力の画期的な

情報によるイノベーションが占める割合が非

常に大きくなっている。すなわち、本学が目

指す “Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”は、「デザイン思考を実践でき

る情報技術者」なのであり、情報技術、特に

ソフトウェア技術の応用に着目するのであ

る。 
「デザイン思考」とは、通常の科学的な思考

方法と工学的な設計あるいはアートとしての

デザインにおける思考方法が異なることに着

目し、領域を問わず適用可能な一般的な思考

方法論として定式化されたものであり、その

適用範囲は必ずしも人工物設計やインダスト

リアル・デザインに限定されない。先駆的な

教育研究機関としてはスタンフォード大学の

D.School が有名であるが、近年我が国の大学

においても、多くの分野に適用可能な考え方

であることから、デザイン思考を謳った学

科、専攻が見受けられるようになってきた

（例えば慶應義塾大学システムデザイン・マ

ネジメント研究科、慶應義塾大学メディアデ

ザイン研究科、千葉大学創造工学部デザイン

科学科、京都大学デザインスクールなど）。 
デザイン思考のエッセンスは、課題の本質

（ゴール）を精査し真に求められているもの

を明らかにし、それに対する解決策を数多く

念的ものづくり」の現実化である。このこと

から、“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の身につけるべき思索の骨格

とは、この「理念的ものづくり」の原則の上

に建てられるべきものであることが理解され

る。これは科学者が持つべき思索の骨格が対

象の分析行為であることと対応しているが、

この分析は長い人類の歴史の中で理念として

成立し、それが多様な領域において発現して

科学の多様な発見を導いたのであるが、現代

は第 2 の理念としてものづくりが浮上したの

である。 
このように考えると、我が国が歴史的に優

位に立ってきた「ものづくり」は、工場での

製品生産を超えて、人々の期待に応える生産

の仕組みを作る、快適な作業環境を作る、医

療サービスを作る、娯楽のサービスを作る、

服飾のサービスを作る、へと発展していく

が、これらは全て人間に関する深い洞察に基

づくデザインを必要とする。そのための専門

職の創出、すなわちこれを担う“Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
教育が、今、緊急の課題であることが理解さ

れる。 
このように考えると、我が国が歴史的に優

位に立ってきた「ものづくり」は、工場での

製品生産を超えて、人々の期待に応える生産

の仕組みを作る、快適な作業環境を作る、医

療サービスを作る、娯楽のサービスを作る、

服飾のサービスを作る、へと発展していく

が、これらは全て人間に関する深い洞察に基

づくデザインを必要とする。そのための専門

職の創出、すなわちこれを担う“Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
教育が、今、緊急の課題であることが理解さ

れる。 
 さらにグローバルな思考、例えば平成 27 年

の国連で決議された「持続可能な開発のため

の ア ジ ェ ン ダ 2030 （ Sustainable 
Development Goals, SDGs）（資料 3）」等

に視準を合わせ、日本の首都東京で国際性を

理解し、環境の保全、経済の開発、社会の発

展と調和を踏まえ未来を視野においた教育・

研究・実践活動を行い、国際人としての能力

を身につける。 
 
このような観点における卒業の要件には 2

つの側面がある。1 つは社会的期待に対して

敏感な感受性を持ち、それに誠実に答えつつ

デザインを行うことであるが、もう 1 つは科
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考案（発散過程）し、そしてそれらをプロト

タイプなどをインプリメントすることを通じ

て評価し、最終解を選択（収束過程）すると

いうプロセスを繰り返していくところにあ

る。科学的な思考プロセスと異なるのは、解

そのものを求めるプロセスよりも、より良い

全体的なゴールに到達する解決策を求めるこ

とにあり、時には相互に相反するような条件

を全て満たすことも求められる。例えば、あ

る機械の設計問題として考えていたのに、機

械的な方法でなくソフトウェアでより良い結

果が出せる方法があるのであれば、それは従

来の思考様式からは大きく異なる設計解であ

るが、機械技術者だけの世界では恐らくなか

なか出てこない解であろう。またプロトタイ

プの構築を積極的に実践することが求められ

ているが、これは本学が目的の一つとする実

践力教育との親和性は高い。 
したがって、本法人はソフトウェア技術の応

用領域におけるイノベーションを目指し、デ

ザイン思考が実践できる情報技術者、

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の養成を目的として東京国際工科専

門職大学を提案するものである。 

学の分野で常に生み出される豊富な知識を使

用しつつデザインを行うことである。社会的

期待に対しては現在社会に出現しているもの

と、未来に出現する可能性のあるものとがあ

るが、現代における社会的期待としては、国

連による SDGs のような、1 人も残すことな

く全ての人が恩恵を受けることができる技術

開発という視点、人の活動により劣化する自

然環境の修復、変動する地球状態により生じ

る大災害への備え、さらに、これらと関係す

る社会的変化、すなわち、国際関係が変化す

る状況を察知し理解する能力などが求められ

る。しかも、これらの課題の動的な様態の洞

察により、その変化を予測した結果がデザイ

ンに反映していなければならない。これらの

デザインの実現は、企業の組織を変えれば実

現できるというものではなく、また大きな資

本を投下して可能になるものではない。それ

はデザインに携わる者が、自らの能力を作動

して行動することでしか実現できない。した

がってここにも専門職大学の使命がある。 
本学では、個々のデザイン対象の実現科目

群である学科ごとの職業専門科目に加え、個

別製品を離れて広くデザインの社会的課題に

ついて産業経験を持つ教員をも交えて、思考

し、議論する総合科目によって将来を見通

し、さらに展開科目による学びによって、自

らのデザインの結果が社会にどのような効果

をもたらすかを察知し、さらに卒業後、また

生涯を通じて歩む動機の達成過程であるキャ

リアにおいて、その学びを熟成し完成させな

がら専門職として発展し、自らの能力と経験

が自在に発揮できる企業経営者などの指導的

地位にいたることが期待される。 
人々の期待、すなわち社会的期待の中心に

はともすれば向かわない社会の進化が、この

ような人材の存在により是正されることが期

待される。人々の異なる期待、国家間の期待

のズレなどが不可避的に不満や紛争を起こす

現在の状況を、できるだけ早く解消すること

はグローバルな期待である。この実現は、歴

史的に科学のみによってはできないことが理

解され始めていて、デザインによって達成さ

れなければならないことが国際的に指摘され

始めているが、その意味でデザインを正しく

支援する知識体系の確立が強く求められてい

るのが現代であり、この確立に本学の卒業生

が力を発揮することが期待されており、その

結果として社会の発展に寄与するという側面

がある。 
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1.1.2 専門職大学の設立の必要性 
技術革新の進展は新たな財やサービスを創出

し生活圏に豊かさや手軽さを送り届けてくれ

る。しかし、それは単に利便性改善の枠にお

さまらず、超高齢社会と向き合う我が国にお

いて喫緊の課題である生産性向上をはじめと

する様々なイノベーションを誘発する起爆剤

としても期待されている。社会では、「イノ

ベーション」の必要性が至る所で喚起される

が、製品化や社会実装という現実創出のため

に知識を利用する構成的思考、すなわち「デ

ザイン思考」を実践可能な人材の教育はまだ

まだ不十分であるのが現実である。これから

ますます複雑化する社会に対し確かな「イノ

ベーション」を産み出していくためには、こ

の核たる「デザイン思考」を身につけた人材

の教育・訓練がまずもって必要であるが、既

存の高等教育機関では科学的な知識の応用で

ある分析やモデル化、あるいは科学的な知識

の発見そのものを中心に据え、そこに主眼を

置いた教育はなされていない。 
このことは例えば情報技術の教育においても

見受けられる。IT 人材不足が喧伝されて久し

いが、2015年には約 17万人の不足が 2030 年

には中位シナリオで約 59万人不足すると予測

されている 。しかし人材の質的な面に向ける

と、IT 企業の受注する案件の多くは定型シス

テム開発、メンテナンスを受注するような課

題解決型 IT 案件と、新たな製品開発、応用開

発を行う価値創造型案件とに分けられ、両者

を比較すると後者の伸びが著しく、また後者

で必要な人材には業務を確実にこなすより

は、自発的に高い技術力で問題を探索しなが

ら解をデザインしていく能力が求められてい

る。このような人材の教育こそが、我々が目

的とする“Designer in Society（社会とともに

あるデザイナー）”に求められている教育でも

ある 。また、ビッグデータ、AI、IoT あるい

はロボットなどの今後の飛躍的な発展が期待

される領域における先端 IT 人材に限れば、今

後、質、量ともに大幅に増加すると見られ、

2016 年に約 15,000 人の不足が 2020年ですで

に約 48,000 人の不足となると予測されている

5。例えば、2015年から 2025年の間にロボッ

ト（産業用、清掃、介護、業務支援、コミュ

ニケーションの 5 種）は、世界全体で見ると

1.1.2 専門職大学の設立の必要性 
技術革新の進展は新たな財やサービスを創出

し生活圏に豊かさや手軽さを送り届けてくれ

る。しかし、それは単に利便性改善の枠にお

さまらず、超高齢社会と向き合う我が国にお

いて喫緊の課題である生産性向上をはじめと

する様々なイノベーションを誘発する起爆剤

としても期待されている。新しい技術や方法

が、実際に役立つものとして生み出される過

程については、図 1 に示す「夢－悪夢－現

実」と呼ばれるイノベーションの典型を辿る

とされる。基礎研究による科学的新発見や問

題解決のための新しい着想などの夢の先導性

があり、続いて従来の技術概念の否定や社会

の変化を要請しながら新しい技術やシステム

の開発へと進み（この期間、担当者は夢を持

ち続けるのだが、それは社会的無視と非難の

中で苦しむ暗黒期）、そして製品の市場化や

社会実装とつながっていく。社会では、「イ

ノベーション」の必要性が至る所で喚起され

るが、イノベーションの典型を踏まえ製品化

や社会実装という現実創出のために知識を利

用する構成的思考、すなわち「デザイン思

考」自体は暗黙知であることが多く体系化さ

れていない。これからますます複雑化する社

会に対し確かな「イノベーション」を産み出

していくためには、この核たる「デザイン思

考」を身につけることがまずもって必要であ

り、そのためにデザイン学の教育が不可欠で

あるが既存の高等教育機関ではそこを主眼に

置いた教育はなされていない。 
 
 

 
図 1 「夢－悪夢－現実」 イノベーション

の典型 
 
 
伝統的大学の学生に目を向けると、学問の専
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年率 36.6％の市場規模の拡大が見込まれ、人

工知能では年率 41％の成長が見込まれている

が 、このような市場の急激な成長は反面、人

材の顕著な不足を意味する。しかし、先端 IT
人材とは 
• ビッグデータの分析・活用を担う人材 
• IoT を活用した新たなビジネス創出を

主導するプロデューサーとしての役割を果た

す人材 
• 組込みソフトウェアからネットワー

ク、アプリケーションに携わる人材 
• 機器やデバイスからネットワークを経

由し、データ処理までを考慮した広範なアー

キテクチャを設計できるシステムアーキテク

ト 
• 広範な知識やスキルを持ち、スピーデ

ィにシステムを構築できる“フルスタック人

材” 
と説明されている 5。したがって先端 IT 人材

の不足とは単に数合わせの問題ではなく、と

りわけ「技術・サービスに関する十分な知識

を持った人材」、「その技術・サービスを用

いた製品やサービスを具体化できる人材」の

不足であると予想されている 5。すなわち、

例えばロボット技術そのものあるいはロボッ

トの応用技術の開発に致命的な影響が出るこ

とが予想されている。 
また、本学が対象とするもう一つのコンピュ

ータ・ゲームや CG といった分野でも、IT 業

界の部分集合として全体的基調は人手不足で

ある。これに加えて、調査 によれば 2010 年

から 2017年の 7年間で売上高はほぼ倍増した

にも関わらず、オンラインプラットフォーム

ゲームの約 5 倍の成長が大部分で家庭用ソフ

ト及びハードウェアの売上はむしろ減少し

た。そのような状況でゲームタイトル 1 本当

たりの販売数は横並びもしくは減少してお

り、これは開発に必要な人手は増加、すなわ

ち人手不足を意味している。 
これらの事実は本法人の経験を裏打ちする。

本法人の経営する HAL 東京の例で 2018 年度

卒業生（HAL にはグラフィックスデザイン学

科、アニメ・イラスト学科、カーデザイン学

科、ミュージック学科などが設置されている

ので、分野的には必ずしも卒業学科は本学と

対応はしない）の就職状況は次のようになっ

ている。全卒業生 776 名中、98 名がアーティ

スト系（CG アーティスト、アニメーターな

ど）に、116 名がデザイン系（ゲームデザイ

ナー、Web デザイナー、サウンドデザイナー

門に依拠する教育組織の中で教育を受けて卒

業する。卒業後は、企業等において学んだ専

門領域に対応する部署に配属され、実業に必

要な知識を企業内の作業を通じて身につけて

ゆく。これが「大学で基礎をしっかり身につ

ければ、実践の能力は企業で育てる」と言わ

れてきた我が国の専門家育成の基本的様式で

ある。これは 1960 年代の高度経済成長、

1973 年以降も 2 度のオイルショックを克服し

て1991年まで安定成長を続けることを可能に

した強い日本の製造業、特に高い教育を受け

た技術専門家を抱えた大企業の力の源泉であ

った。しかし、その結果専門家は大学で学ん

だ専門を守りながら特定企業内で定年まで働

くことが前提となり、専門の変更はほとんど

しないものとされ、しかも他企業への転職は

ほとんど起こらない人事構造が社会的に定着

した。1990 年代に始まる世界の技術的、国際

的状況の流動変化の中で、このような専門家

の人事構造は産業の一部の機能にしか応えら

れず、新しい専門職の必要性が指摘された

が、大学も企業も全く社会的人事構造を変え

ることができずに推移する。この時期、日本

の製造業の国際競争力が急速に低下したこと

の大きな理由の一つは、この硬直的な人事構

造であることはよく知られている。この危険

な状況の解決は伝統的な専門教育の強化だけ

では不十分であり、低迷した我が国の国際競

争力を強化することによって社会を良い方向

に発展させる専門職教育を主眼とする新しい

型の大学の設置が不可欠である。 
本法人は今回制定された専門職大学の制度の

もとに、新しい大学を設置する。そのため

に、大学の最大課題として、今後数十年にわ

たる社会の専門職の在り方を議論し新しい専

門職像を確立する。それは我が国の将来にお

いて、制度、社会、産業、国際協力、そして

人々の生活などあらゆる側面への寄与を目指

して働く専門職であり、教職員は学生とその

思想の共有を図りながら教育に従事する。現

実的には次のような原則があげられる。 
(1) 学科の構成は学問領域に対応するので

はなく、社会の需要領域に対応するものとす

る。学生は社会から大学への期待を実感する

ことによって、需要領域を理解する。 
(2) 伝統的専門分野にとらわれず、社会に

有益なものを創出することを動機としても持

ち、それを実現する専門職になるために学修

することを動機として持つ者を入学させる。 
(3) 学修は動機の実現を軸とする。実現は
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など）、351 名がエンジニア系（技術職、シ

ステムエンジニア、必ずしも情報系に限定し

ないエンジニア一般など）、143 名がプログ

ラマー系、その他職種 68 名である。すなわ

ち、全体の 9 割の職種がいずれもデザイン、

設計といった価値創造を担う職種であり、広

義の“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”に対応すると言って良い。また

そのうちの相当部分がエンジニア、プログラ

マーなどの情報技術関連職ないしは CG アー

ティストなどのデジタル・コンテンツ系の職

業であるが、そのような求人が本法人とコン

タクトのある企業からの期待なのであり、現

状でも人手不足が報告されている。 
しかし、このような人材不足が伝統的大学の

卒業生によって充足できるかと考えると、い

くつかの点で疑問を呈さざるを得ない。彼ら

は学問の専門に依拠する教育組織の中で教育

を受けて卒業する。卒業後は、企業等におい

て学んだ専門領域に対応する部署に配属さ

れ、実業に必要な知識を企業内の作業を通じ

て身につけてゆく。これが「大学で基礎をし

っかり身につければ、実践の能力は企業で育

てる」と言われてきた我が国の専門家養成の

基本的様式である。しかし、近年、このよう

な日本型人事システムの崩壊によって、卒業

生には高い即戦力的実践力が求められるよう

になった。また、技術の急激な進化と変化は

大学で学んだ専門を守りながら特定企業内で

定年まで働くことを許さなくなっている。す

なわち、卒業生は生涯、専門分野において学

修を継続し、常に自己の向上を求めるマイン

ドが求めらる。場合によっては単に専門分野

の新しい技術を学ぶだけでなく、新たな分野

にチャレンジすることも求められよう。これ

らの自己啓発・向上心の涵養は本学における

教育の大きな目標の一つとなる。 
すなわち、人事構造の硬直化を回避し、その

結果生起した日本の製造業の国際競争力低下

を回復するためには、伝統的な専門教育の強

化だけでは不十分であり、実践力や生涯学習

への希求を重視する専門職教育を主眼とする

新しい型の大学の設置が不可欠なのである。 
しかし、このことは直ちに旧来の専門学校型

教育のそのままの形での強化を意味しない。

専門学校の多くは、特に技術・スキル分野で

は実戦力、即戦力を重視した教育を行ってい

る。それゆえ、企業からは実戦力として歓迎

され、卒業生も実社会で極めて早いうちから

高い評価を受けている。しかし、一方で実戦

数多くのプロトタイプ制作を行うこととし、

それに必要な基礎知識を身につけつけた結果

が専門職としての資格を得るよう教育課程を

配置する。 
(4) 卒業は、特定企業への就職を目的とす

るのでなく、身につけた専門職能力を社会の

ために発揮することができる場の選択の機会

であるとする。 
(5) 企業等の採用側には卒業の意味を理解

してもらい、学生が大学から企業へと連続的

移動が可能な環境を設定するべく、大学との

日常的な交流を求める。 
 
1.1.2.1 本学の立ち位置 
(1)項は、教育は研究者の知的好奇心によって

生まれ、それが論理的思考によって歴史的に

体系的成立を見た学問領域を中心とする教育

領域で行われる、という歴史的、伝統的な考

え方のみでは現代に必要な人材は育たないと

いう考えに基づいている。現代は、人間行動

が社会的に問題を起こしている時代であり、

それは既存の学問領域のみに依拠する専門家

が行動に基礎を与えていることが原因である

ことが国際的にも強く指摘されている

（UNESCO で 2005 年から行われた DESD。

国際科学会議（ICSU）と国際社会科学会議

（ISSC）とが本年合体したなど）。これに応

え、起こりつつある社会的課題を直視するこ

とのできる専門職を育成するために、急進す

る科学分野に対応し、情報の人間にとっての

意味と新しい利用方法の発見、生命科学の人

の存在にとっての意味と研究方法の在り方な

どを大きな枠組みとする課題別領域を本学で

は採用する。それは本学の情報工学科を例に

とれば、伝統的な課程の情報学のように 1 年

次に情報理論、計算機論、アルゴリズム、ミ

ドルウェアなどの情報の存在論的側面から入

るという考え方を否定し、情報が持つ社会的

課題として、機能的側面である社会と倫理、

比較文化論、感性論、コミュニケーション、

データ論など、そして更に進んで人工知能、

IoT、ロボットなどは、物理的基礎を学びな

がらより強く社会における機能の面に重点を

置いて技術的実体を理解するという構成にな

っている。 
 
1.1.2.2 求める人材像 
(2)項は、伝統的科学の発展の上にある物理的

存在に知的好奇心を持つ人々である。現代で

はそのような人に加えて、社会的期待や社会
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力を重視するあまり、最新技術の学修、スキ

ルの獲得に重点が置かれ、基礎理論の比重は

小さく、応用展開可能性に欠けると評される

こともある。 
そこで、本法人は今回制定された専門職大学

の制度のもとに、新しい大学を設置する。こ

の大学の最大課題は、今後数十年にわたる社

会の専門職の在り方を議論し新しい専門職像

を確立することである。それは我が国の将来

において、制度、社会、産業、国際協力、そ

して人々の生活などあらゆる側面への寄与を

目指して働く専門職であり、教職員は学生と

その思想の共有を図りながら教育に従事す

る。現実的には次のような原則があげられ

る。 
(1) 学科の構成は学問領域に対応するので

はなく、社会の需要領域に対応するものとす

る。学生は社会から大学への期待を実感する

ことによって、需要領域を理解する。 
(2) 伝統的専門分野にとらわれず、社会に

有益なものを創出することを動機として持

ち、それを実現する専門職になるために学修

することを動機として持つ者を入学させる。 
(3) 学修は動機の実現を軸とする。実現は

数多くのプロトタイプ制作を行うこととし、

それに必要な基礎知識を身につけた結果が専

門職としての資格を得るよう教科課程を配置

する。 
(4) 卒業は、特定企業への就職を目的とす

るのでなく、身につけた専門職能力を社会の

ために発揮することができる場の選択の機会

であるとする。また、その専門職能力は不断

の努力によって向上させることを期待する。 
(5) 企業等の採用側には卒業の意味を理解

してもらい、学生が大学から企業へと連続的

移動が可能な環境を設定するべく、大学との

日常的な交流を求める。 
 
以上の原則を実現するために、入学時の動機

として社会貢献の希望を持つものも歓迎する

アドミッション・ポリシー、プロトタイプ制

作・実現を多くの演習・実習科目においてゴ

ールとする、と言った施策を実施する。ま

た、本学と企業が一体となって新しい人材を

我が国で育てるために企業と大学の綿密な連

絡、協力を可能にする教育課程連携協議会を

強力に推進する体制を作る。 

に出現する不可解な現象に知的好奇心を持つ

人も多い。しかしそれは個人の認識にとどま

り、公的な研究として扱うまでの認知には到

達していない。本学は、そのような人々が結

集し、教職員、学生が意志的集団となり、協

力して社会に貢献することを目標としている

のであって、本学への入学者はそのような動

機を持つものを歓迎する。 
 
1.1.2.3 本学の教育課程 
(3)項は、上述のことをするためには、人は学

習において自ら築いた動機の明確化に努め、

結果として何を学びたいかを自覚することが

真の学習であるとし、各学科はそれが可能な

課程を提供するということである。例えば情

報工学科では、学生が入学して最初に学ぶの

は、情報理論、計算機論、アルゴリズムとい

った情報の存在論的視点ではなく、入門的な

情報言語、情報技術、ネットワーク、デザイ

ンなどの機能的視点を重視する情報の基礎技

術である。これは自らの動機を情報工学にお

ける専門職デザイナーとして生かす専門職に

なる道程を把握し、自らの直感的動機を専門

的動機へと成長させる。 
 
1.1.2.4 輩出する人材の出口 
(4)項では、動機の強化とともに専門職として

の知識を身につけた時、最も自分に向いた専

門職を社会において探すことになる。それは

企業名でなく、仕事内容が明白な仕事場の探

索である。もしそれがなければ自ら場を作る

しかない。これは社会における職の構造が、

専門職の教育を受けた人々によって新しい方

向へと変化する原動力となることを意味す

る。 
 
1.1.2.5 本学の発展と継続性 
(5)項は、これらのことを考えると、本学と企

業が一体となって新しい人材を我が国で育て

ることの必要性がおのずと生じることを述

べ、そのために企業と大学の綿密な連絡、協

力を可能にする教育課程連携協議会を強力に

推進する体制を作っている。 
 
 
 このような原則により、新しい教育理念と

方法による専門職大学を設置し、伝統的大学

と相補的な関係を作ることに努め、我が国の

教育界がより高い自由度をもって活性化する

ことが期待される。 
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1.1.3 社会に必要とされる専門職人材の領域に

ついて 
本学の職業専門科目は工科（technology）と

呼ばれる分野であり、さらにその中でも情報

技術と呼ばれる分野である。情報技術はほぼ

全産業に応用され、日本標準産業分類の大分

類で言えば、鉱業、建設業、製造業、情報通

信産業、運輸業、サービス業など、科学技術

によって高度化、高能率化を図る産業は全て

含まれると言ってよい。Society 5.0 ではこれ

を「領域×IT」と表現したのである。 
だが、従来、産業に貢献する科学技術知識は

工学（engineering）と呼ばれ相互不可侵と言

われる伝統的な体系的分類が定められてお

り、教育がその分類ごとに行われて機械工学

を学べば領域知識に精通した機械技術者とい

う専門家になり、機械工学が必要な企業の人

材となりしたがって就職の対象となる企業が

限定される。しかし、専門職大学での教育は

このように分類された工学の専門家の養成で

はなく、広義の現場において、あるテクノロ

ジー分野の知識を駆使して企業目的を達成す

る専門職の養成を目的とする。したがって、

時代に応じて変遷する企業のニーズに自由に

応える人材である。この人材は、伝統的な工

学を身につけた人材と全く異なるが、それは

両者の知識を比較すれば直ちに理解すること

ができる。このことは次のように示される。 
伝統的教育において、例えば機械工学を学

ぶのであれば、在学中に基本的な知識を身に

つける学修を終えることが可能なように学修

課程が組まれている。しかし、専門職が社会

の期待に応えるデザイナーだとすると、期待

は一般に多くの分野の知識を背景として持っ

ているから、例えば技術分野においても機

械、電気、材料、制御、計算機など、あらゆ

る領域を学修しなければならない。これは従

来の教育課程を考えれば想像を絶する長い時

間を必要とするから不可能である。しかし、

デザイナーの知識とは伝統的領域の単なる足

し算ではない。領域は、それぞれ他とは違う

固有の機能に関する知識を含む。例えば機械

の知識は構造に、電気は信号に、材料は素子

機能に関する記述である。デザイナーはこれ

らの機能を総合して社会的期待に応えるソリ

ューションを作り上げる能力が求められる。

したがってデザイナーは各領域での機能に関

する知識を用いてソリューションを創造する

のであるが、それはしかし同時に各領域知識

を統合する操作を必要としている。これこそ

1.1.3 工科領域社会に必要とされる専門職人材

の領域について 
本学の職業専門科目は工科（technology）と

呼ばれる分野であり、対応する職業は広義の

製造業で広範囲にわたる。日本標準産業分類

の大分類で言えば、鉱業、建設業、製造業、

情報通信産業、運輸業、サービス業など、科

学技術によって高度化、高能率化を図る産業

は全て含まれると言ってよい。従来、産業に

貢献する科学技術知識は工学（engineering）
と呼ばれ相互不可侵と言われる伝統的な体系

的分類が定められており、教育がその分類ご

とに行われて機械工学を学べば領域知識に精

通した機械技術者という専門家になり、機械

工学が必要な企業の人材となりしたがって就

職の対象となる企業が限定される。専門職大

学での教育はこのように分類された工学の専

門家の育成ではなく、広義の製造企業の現場

において、広い工学知識を駆使して企業目的

を達成する専門職の育成を目的とする。その

専門職とは、時代に応じて変遷する企業のニ

ーズに自由に応える人材である。この人材

は、伝統的な工学を身につけた人材と全く異

なるが、それは両者の知識を比較すれば直ち

に理解することができる。このことは次のよ

うに示される。 
本学で専門職として身につける知識が伝統的

な領域の専門家の知識とどのように違うのか

を以下に示す。伝統的教育において、例えば

ロボット工学を学ぶのであれば、在学中に基

本的な知識を身につける学習を終えることが

可能なように学習課程が組まれている。しか

し、専門職が社会の期待に応えるデザイナー

だとすると、期待は一般に多くの分野の知識

を背景として持っているから、例えば技術分

野においても機械、電気、材料、制御、計算

機など、あらゆる領域を学習しなければなら

ない。これは従来の教育課程を考えれば想像

を絶する長い時間を必要とするから不可能で

ある。しかし、デザイナーの知識とは伝統的

領域の単なる足し算ではない。領域は、それ

ぞれ他とは違う固有の働きを持つ知識であ

る。例えば機械の知識は構造に、電気は信号

に、材料は素子機能における「働き」を持

つ。デザイナーはこれらの「働き」を総合し

て社会的期待に応えるものを作り上げる能力

が求められる。したがって各伝統的領域にお

ける知識とは異なる「働き」に関する知識を

持つことが求められるのである。この「働

き」に関する知識の理論がデザイン学で、こ
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がデザイン思考において「問題を解決する解

候補をできるだけ多く考案する」ための前提

である。しかし、デザイナーは全ての領域知

識に精通できない以上、デザインが領域内の

細部に及ぶ時点では領域専門家の協力を得る

ことが必要となる。幸い、現在は伝統的領域

知識が大幅に計算機による自動システムとし

て領域専門家によって提供されており、多く

の場合、デザイナーはそれらを利用する能力

を持っていればよい。 
このことは教育に関する示唆に富む。例え

ば、工学の専門家は比較的狭い固有専門領域

における知識の習得と応用、その領域の設計

ツール、また同じ領域の専門家間のコミュニ

ケーションができれば良い。しかし“Designer 
in Society（社会とともにあるデザイナー）”
を目指す本学では、固有専門領域（この場

合、情報技術）だけではなく、例えば物流シ

ステムのロボット自動化なのであれば対象領

域技術として物流システムやそれが扱う物体

の知識を必要とするであろうし、ロボットの

導入と作業の安全規則、さらには雇用との関

連など、法務やビジネス労務などの関連も熟

知している必要に迫られる。このような領域

横断的な知識の統合が可能な人材の養成を目

指さねばならない。すなわち、同じロボット

工学の専門家であっても、大学での教育の場

合には、ロボット工学の専門家として探求し

技術を極める能力の涵養が重要になり、そし

て例えば凡そ考えつく限りの形状の物体をハ

ンドリングできるようなロボットハンドの開

発が研究対象となるであろう。これに対し

て、専門職大学では一定の深さの専門知識に

加え、どのような応用分野（対象領域）であ

っても情報技術と対象領域技術の知識の統合

によるソリューションの開発に対応可能な人

材の養成を目的とするのであり、ロボットの

ハンドの改良では扱えない物体が存在するの

であればパレット化などの手法でロボットで

も扱えるようにするまさに「デザイン思考」

による発想が求められるのである。 
 

れは文系、理系、いずれの課題でも必要な知

識である。したがってデザインという行為に

おいては、伝統的学問における領域知識は働

きの要素群を提供するものであり、デザイン

が領域内の細部に及ぶ時点では領域専門家の

協力を得ることが必要となる。このように、

両知識は補完的であるが、現在は伝統的領域

知識が大幅に計算機による自動システムとし

て領域専門家によって提供されており、多く

の場合、デザイナーはそれらを利用する能力

を持っていればよい。 
 特に現在、上述の産業においては、領域知

識の利用が情報通信技術の適用によって広範

化しつつある。各企業が多数の領域を含みな

がら高度化を進めるだけでなく、企業間の関

係においても急速につながる構造を持つよう

になり、産業構造が一変する可能性をはらん

でいる状況にある。このつながりは基本的に

機能の水準で構想されるものであり、本学で

の学修を通して獲得したデザイン思索の骨格

を持つ専門職が活躍する格好の場である。こ

のように情報通信関連の新しい知識を含む領

域が持つ働きに精通した専門職が、現代の社

会の期待に応える“Designer in Society（社会

とともにあるデザイナー）”である。 
 
 
 

1.2 教育上の目的 
1.2.1 養成する人材像 
本学の教育上の目的は、伝統的な意味での学

問領域の専門家になることを目標とするので

はなく、デザイン思考を駆使しながら専門固

有領域の技術を対象領域に応用することが可

能な Designer in Society、「デザイン思考を

実践できる情報技術者」を育てることであ

1.2 教育上の目的 
1.2.1 育成する人材像 
本学の教育上の目的は、学問領域の専門家に

なることを目標とするのではなく我が国を中

心とした国際的な社会的期待の充足に専門職

として応えたいという強い意志と目標を持つ

人を対象として、その目標の実現に必要な、

人間の知的基盤である論理的思考能力と美的
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る。ここで専門固有領域は、情報工学（AI、 
IoT、ロボット）とデジタルエンタテイメン

ト（コンピュータゲーム、コンピュータグラ

フィックス）であり、したがって人間の知的

基盤である論理的思考能力と芸術的感性の涵

養を図る必要性がある。また対象領域とは例

えば IoT であれば生産現場における生産シス

テムであり、CG であればデジタルで作成さ

れたテレビコマーシャルである。 
前節のロボットの例で比較したように、科学

的な興味に導かれて分析を深化させ現象のよ

りよい理解を求めることで課題を解決するア

プローチと、デザインを実践し課題に対する

ソリューションを提供するアプローチでは、

単にアプローチが異なる以上の差異が存在す

る。それはこの両者では解いている問題がそ

もそも異なるのであって、前者では極めて限

定された範囲での深い厳密な解が期待できる

問題であり、後者ではそもそも解の存在すら

保障されていない。しかし、仮に解が得られ

るのであれば、豊かで安全に生活する場とし

て必要な、制度、社会基盤、装置、サービス

や、またそれらをつなぐシステムに調和する

ものであることが大前提となる。例えば、現

代の我々は新しい製品を開発するといったと

き、その製品が単に新しいものであるだけで

なく、企業にとってのビジネスケースが成立

していること、使用者や第３者に対するあら

ゆる危険性がなく、環境・エネルギー・資源

などの持続可能性を脅かさないなど、極めて

多数の条件をリーズナブルな範囲で満足して

いることはほぼ自動的に期待する。またその

期待のハードルは年を追うごとに高くなって

いる。 
したがって“Designer in Society（社会ととも

にあるデザイナー）”は、ビジネスとしての要

求を充足しようとし、生産の仕組みを作る、

快適な作業環境を作る、医療サービスを作

る、娯楽のサービスを作る、服飾のサービス

を作るなど、全て人間に関する深い洞察に基

づくデザインを行う。その時、例えば平成 27
年の国連で決議された「持続可能な開発のた

め の ア ジ ェ ン ダ 2030 （ Sustainable 
Development Goals, SDGs）（資料 3）」等

に視準を合わせ、環境の保全、経済の開発、

社会の発展と調和を踏まえ未来を視野におい

た実践活動となることが重要である。これ

は、究極的には人口増、資源枯渇、気候変動

などグローバルな観点を反映するものである

から、日本の首都東京で行う “Designer in 

感性の涵養により社会の期待に応える人材を

育成することである。そこでは、ものづくり

の経験や分析を通し、また急速に進展する情

報化社会におけるものづくりの社会的構造の

変化、及びその中での人の役割の変化につい

ての認識を深化するために現実社会との共創

を行うことによって、自律的な思索の骨格を

持つ未来志向の発想力や創造性を持つ人材の

育成を目的としている。 
そこで本学では、新しい概念を創出するため

のデザイン学の教育を中心とし、思考に体系

性と厳密性を与える数学、思考の適格性を保

障し社会的に受容される表象のための論理的

思考、記号論・概念論や心理学基礎等の学修

を通し人間を知り、現実問題としてはマーケ

ティングや知的財産権、またコンテンツの流

通・保護を学ぶ。これらの学修によって「理

念的ものづくり」と呼べるあらゆる産業の基

底に存在する枠組みを理解し、その枠組みか

ら導かれる社会像を思考の空間とすることに

よって、社会に受け入れられ有効に作動する

デザインを考案する能力を持つ専門職を育成

する。 
教育課程において、2 年次と 4 年次のそれぞ

れで学科の枠を超えた課題制作を行う。理論

の学修にとどまらず、プロトタイプの制作を

通じて、制作や研究を実施し社会的な評価を

求めるものである。そのために制作結果の水

準の高さと同時に自己の制作の論理的、美

的、あるいは社会的な意義を明確に表現する

能力を磨くことが求められる。加えて、臨地

実務実習や語学力の強化にも重点を置き、国

際的なコミュニケーションや社会、文化・芸

術への理解を通してグローバルに自己の研究

や制作を位置づけることのできる人材を育成

する。 
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Society（社会とともにあるデザイナー）”の
養成には、単にサプライ・チェーン、バリュ

ー・チェーンの国際化以上の国際人としての

優れた感覚を身につける必要がある。 
このように本学は、我が国を中心とした国際

的な社会的期待の充足に専門職として応えた

いという強い意志と目標を持つ人を対象とし

て、“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”としての期待に応える人材を養

成する。 
1.2.2 修得させるべき能力 
Designer in Society たる「デザイン思考を実

践できる情報技術者」は次のような能力を備

えている。はじめ 2項は Designerとして重要

な部分であり、次の 2項はSocietyの部分であ

る。 
• 豊かな創造力：「豊かな創造力は」は

「デザイン思考を実践できる情報技術者」と

して、真のイノベーションを目指し固有領域

技術である情報技術をそれとは異なる対象領

域に応用した結果発揮するものである。それ

は論理的思考能力、科学的分析力とともに芸

術的感性によって裏打ちされている。 
• 確かな実践力：「確かな実践力」は専

門職大学として目指すもう一つの能力であ

る。これは、一つにはデザイン思考がプロト

タイプ制作によるアイデアの実現の検証を包

括しているからである。また、本学の原則

（§1.1.2 参照）の一つとして、学修が動機の

実現を軸としており、そのために数多くのプ

ロトタイプ制作による実現を行う。 
• 鋭敏なビジネスセンス：“Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”は
社会の期待、あるいは自己の夢の実現を目指

している。しかし、それはビジネス原則を無

視しては叶わないことも理解する必要があ

り、この能力を涵養するために展開科目で経

営関連の講義を配置する。 
• 高い倫理観：最後に “Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”は
社会が真に必要とするもの、それによって社

会がより良くなる方向に向かうものを作るこ

とが使命である。その理解、判断には倫理観

が必要であることは言うまでもない。そこに

は、例えば持続可能性など、グローバルな規

模での社会的な使命を達成する努力の実践も

含まれる。 
 
また、これらとは別にいわゆる社会人基礎力

の涵養も重要である。社会人基礎力は、「前

1.2.2 修得させるべき能力 
本学における専攻に直接かかる職業専門科目

の目的は、専門職を伝統的工学領域固有に限

定された問題に対応する者と位置づけるので

なく、多くの種類の産業分野で活躍できる能

力を身につけているものとする。それは多く

の産業でデザイナーとしての高い能力を身に

つけているということであり、企業経営的視

点と関連する様々な開発に必要な基本的戦略

をデザインするもので、製品に限らず、製

造、流通、サービスなどを含む経営全般に現

れる諸課題の開発のための戦略をデザインす

る能力であると言える。それは多くの工学領

域に精通するのでなく 1.1.3 項で述べたよう

に、デザイン学によって広く領域の働きにつ

いての体系的知識を持つことが基礎となる。

例えば、職業専門科目の「IoT システム開

発」では、IoT は多数の工学領域が集積され

た技術である。デザイナーは各技術の詳細で

なく、IoT というシステムが持つ機能につい

ての知識を持ち、それが機械、複合装置、工

場、企業全体、さらには企業間などのシステ

ムで IoT を用いるデザインにおいて、それら

の機能・性能の最適化を実現する能力を持

つ。この科目では IoT という技術が持つ働き

の本質を学ぶということであり、そこで学ん

だ知識は、個々の IoT 製品を作る知識（例え

ば半導体製品としての IoT チップを作る知識

は典型的な電気・電子工学の技術である）で

はないが、IoT を使うどのような産業におい

ても有効であり、IoT によって最適化される

システムのデザインに必要なものである。も

ちろんこの知識は、現実のものづくりにおい

て必要となる個々の IoT 製品を開発する時の

デザイン条件であり、それは機械、電気など

の領域知識の詳細を知ることによって、個々

の IoT 要素のデザインが行われる。これは演

習・実習などによって現実のものづくりを経

験する時に体験することであるが、デザイン

の現実世界において具備すべき論理と、動機
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に踏み出す力（アクション）」（主体性、働

きかけ力、実行力）、「考え抜く力（シンキ

ング）」（課題発見力、計画力、創造力）、

「チームで働く力（チームワーク）」（発信

力、傾聴力、柔軟性、状況把握力、規律性、

ストレスコントロール力）の 3 つからなり、

企業は学生に対し「前に踏み出す力」をまず

期待し、能力では実行力に期待している。一

方、学生は専門的な知識やスキルに不安を感

じているが、企業側は「主体性」、「粘り強

さ」、「コミュニケーション能力」が不足と

感じている 。具体的には、主体的に行動を起

こし最後まで粘り強くやり抜く力、またその

プロセスでのコミュニケーション能力の涵養

が求められる。 
大学生（特に学部新卒者）が卒業時に持つべ

き知識・能力についての調査結果がある 。こ

の調査によると特に大学、企業の両方が重要

と考える能力は、「チャレンジ精神」、「チ

ームワーク能力」、「コミュニケーション能

力」などの一般的な社会人基礎力に加えて、

「問題解決・物を作り出していく能力」、

「課題を見出す能力」、「倫理観」などの専

門的能力である。企業側からは、学部新卒者

に不足する知識・能力として、「問題解決・

物を作り出していく能力」、「チャレンジ精

神」、「コミュニケーション能力」「専門分

野に関する基礎的知識」、「文系分野も含む

幅広い教養」という指摘があった。 
さらに、日本経済再生本部第 4 次産業革命人

材育成推進会議は、IT を中心とした必要人材

のスキル・コンピテンシーを次のように設定

している 。 
(1) 課題設定力、目的設定力 
(2) データ活用や IT にかかる能力・スキ

ル 
(3) コンピュータ等の IT リテラシー 
(4) コミュニケーション能力 
(5) 分野を超えて専門知や技能を組み合わ

せる実践力 
(6) リーダーになる資質 
 
 以上をまとめると、創造力や実践力、ビジ

ネスセンス、倫理観と言った専門的な能力で

は、特に創造力に関して「課題設定力・目的

設定力」、「問題解決・物を作り出していく

能力」（これは実践力にも関連する）が重要

となり、実践力では社会人基礎力である「前

に踏み出す力（主体的に行動を起こし最後ま

で粘り強くやり抜く力）」、「チャレンジ精

としての機能との関係を理解する。 
以上のことは、人工知能システム、ロボット

の科目も同様であるが、情報工学科として選

ばれたこれらの科目は現代の産業で広く用い

られている情報技術の代表的なものであり、

これらを用いたシステムを学ぶことによっ

て、情報化時代のデザインを現実的に学ぶこ

とになる。本学の学生の特徴としての「理念

的ものづくり」に対する実感的動機は、これ

らの学習により理念の現実化というデザイン

の本質を理解することになる。 
一方展開科目は、職業専門科目で学んだ情報

技術を基礎とするデザイン能力を、社会にお

いて活用するために必要な科目である。した

がってこの科目は、大学で学修した基礎的知

識を卒業後専門職として自ら展開し、専門職

としての役割を充実して行うものであり、

「企画・発想法」、「プロジェクトマネジメ

ント」、「グローバル市場戦略論」「企業経

営論」などが準備される。現実に企業で仕事

をする場合、「社会の中のデザイナー」は、

特定の技術分野での仕事に従事する場合でも

企業の経営理念、社会に対する貢献を常に意

識するのであって、これらの科目を基礎とし

て、経営能力や貢献能力を向上して行くとと

もに、社会における価値創造の方法について

の見識を持つようになる。これは社会におけ

る自律的行動の確立を意味し、ある段階では

でデザイン学を骨格として持つ、企業経営者

になるという姿が想定される。 
 
 基礎科目は、職業専門科目における技術的

実現行為の全てにわたって学生が求められる

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”固有の「思索の骨格」を体系的に身

につけるための基礎として必要な科目群であ

る。本学の教育課程は中心にデザイン学を置

くが、これは倫理、文化、心理、記号論、言

語、構文論、意味論、コミュニケーションな

どの、科学や工学における基礎科目には現れ

ない人間にかかわる知識を含む科目、「比較

文化論」、「社会と倫理」、「感性をはか

る」、「コミュニケーションと記号論」であ

る。これらの学修により、伝統的科目につい

てその詳細内容ではない機能による認識力を

身につけ、そのデザインにおける機能の視点

に基づく論理構造を把握する。例えば、生産

技術という広く工学に現れる知識は、従来の

ような生産に関わる材料学、表面科学、機械

力学、熱力学、統計学、組み合わせ数学など
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神」、「コミュニケーション能力」、「チー

ムワーク能力」、「リーダーシップ」を重視

する必要がある。また「幅広い教養」や「分

野を超えて専門知や技能を組み合わせる実践

力」は創造力でもあるが、この点については

後に詳しく述べる。 
 次に本学の各学科の固有領域専門分野にお

ける知識・能力に関しては、職業専門科目の

目的が、専門職を伝統的工学領域固有に限定

された問題に対応する者と位置づけるのでな

く、多くの種類の産業分野で活躍できる能力

を身につけている者であるとすることから、

情報技術の基礎的知識に加えて、実習科目を

通じて多くの応用領域に触れアプリケーショ

ンの開発を目指したものとなる。上述の「課

題設定力・目的設定力」、「問題解決・物を

作り出していく能力」、「前に踏み出す力

（主体的に行動を起こし最後まで粘り強くや

り抜く力）」、「チャレンジ精神」、「コミ

ュニケーション能力」、「チームワーク能

力」、「リーダーシップ」などは、これらの

実習科目での経験から習得することになる

が、もちろん講義・演習科目として学ぶ部分

もある。ビジネスセンスも実習と展開科目と

しての講義科目で習得する。 
また職業専門科目は、基礎的な学科共通科目

と各コース（履修モデル）ごとにユニークな

専門科目に分かれる。前者は数学や物理学、

情報数学と言った基礎を築く科目であり、後

者は各コース内の専門性を高めるが、単に理

論の教授によるモデル構築とその分析という

分析力の教育を行うだけでなく、プログラミ

ング演習で創造力と実践力の向上を図る。さ

らに演習・実習科目の多くでは個別の要素技

術、素子のデザインではなくシステムの視点

が欠かせない。例えば「IoT システム開発」

は、IoT は多数の工学領域が集積された技術

であるが、デザイナーは各技術の詳細でな

く、IoT というシステムが持つ機能について

の知識を持ち、それが機械、複合装置、工

場、企業全体さらには企業間などのシステム

で IoT を用いるデザインにおいて、それらの

機能・性能の最適化を実現する能力を持つ。

この科目では IoT という技術が持つ機能の本

質を学ぶが、そこで学んだ知識は、個々の

IoT 向けの要素製品（例えばセンサー）を作

る知識ではないが、IoT を使うどのような産

業においても有効であり、IoT によって最適

化されるシステムのデザインに必要なもので

ある。また、このシステム中心の考え方は、

に重点を置くものとは異なり、人のデザイン

思考の中で重要となる生産行為の意味性、生

産過程の構文性、複雑な生産を記号論的な視

点から俯瞰する等、個別対象を離れた総合

的、プロダクトやグラフィックスと異なった

視点から俯瞰し新たなデザイン思考や共創行

為が可能となる。これらの思索の骨格が現実

に作動する各学科において職業専門科目との

関連を理解するために、本学では「学科包括

科目」と呼ぶ科目を設けるが、それが「情報

工学演習」「デザインエンジニアリング概

論」及び「コンテンツデザイン概論」であ

る。 
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物ごとを俯瞰的に捉える訓練となり、問題の

新たな解法の模索や全体の俯瞰でのみ可能な

システムレベルの問題点の発見などに有効で

あり、“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の養成には不可欠でもある。

このことは、人工知能システム、組込みシス

テムの科目も同様であるが、情報工学科とし

て選ばれたこれらの科目は現代の産業で広く

用いられている情報技術の代表的なものであ

り、これらを用いたシステムを学ぶことによ

って、情報化時代のデザインを現実的に学ぶ

ことになる。 
2 年次では学科の枠を超えた課題制作（地域

共創デザイン実習）を行う。理論の学修にと

どまらず、教育課程連携協議会の協力と支援

を得て、自治体や企業の課題を解決するプロ

トタイプのデザインを通じて、制作や研究を

実施し社会的な評価を求めるものである。そ

のために制作結果の水準の高さと同時に自己

の制作の論理的、感覚的、あるいは社会的な

意義を明確に表現する能力を磨くことが求め

られる。情報工学科 3 年次で行う「ソリュー

ション開発 I、II」及びデジタルエンタテイン

メント学科 4 年次の「デジタルコンテンツ総

合実習」は、「地域共創デザイン実習」での

課題を発展させ最終的にはプロトタイプを学

科内の学生のコースを問わないチーム編成で

制作する。また、臨地実務実習は2年生、3年
生、4 年生の各学習段階に応じて原則として

は異なる企業で行う。 
 基礎科目は、職業専門科目における技術的

実現行為の全てにわたって学生が求められる

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”のデザイン思索を体系的に身につけ

るための基礎として必要な科目群である。こ

れは倫理、文化、心理、記号論、言語、構文

論、意味論、コミュニケーションなどの、科

学や工学における基礎には現れない人間にか

かわる知識を含む科目を含む。「比較文化

論」、「感性をはかる」、「コミュニケーシ

ョンと記号論」の 3 科目はデザイナーとして

の感性の養成に資するものであるが、デジタ

ルエンタテインメント学科の学生は言うに及

ばず、情報工学科の学生にとっても例えばユ

ーザーインターフェース設計などに有用な知

識となる。英語科目は 1 年次から 4 年次まで

配置され、語学としての英語の学習よりは、

英語によるコミュニケーション能力の獲得に

重きを置き、国際的なコミュニケーションと

社会、文化・芸術への理解を通してグローバ
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ルに自己の研究や制作を位置づけることので

きる人材を養成する。なお、学生には卒業研

究制作の最終発表を英語で行うことを義務付

け、外部英語能力試験において卒業時までに

一定のレベルに到達することを要請する。 
一方展開科目は、職業専門科目で学んだ情報

技術を基礎とするデザイン能力を、社会にお

いて活用するために必要な科目である。した

がってこの科目は、大学で学修した基礎的知

識を卒業後専門職として自ら展開し、専門職

としての役割を充実するものであり、「企

画・発想法」、「プロジェクトマネジメン

ト」、「チームワークとリーダーシップ」、

「知的財産権論」、「グローバル市場化戦

略」、「企業経営論」、「ベンチャー起業経

営」が準備される。現実に企業で仕事をする

場合、“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”は当然のことながら企業の経

営理念、社会に対する貢献を常に意識するの

であって、これらの科目を基礎として経営能

力や貢献能力を向上していくとともに、社会

における価値創造の方法についての見識を持

つようになる。これは社会における自律的行

動の確立を意味し、ある段階ではデザイン思

考を骨格として持ちベンチャー企業を設立す

るという姿が想定される。 
学生はこれらのカリキュラムで学修を続けな

がら、創造力と分析力の両面から“Designer 
in Society（社会とともにあるデザイナー）”
に不可欠な機能的観点またシステム的視点に

基づく論理構造を把握する能力・スキルを学

ぶ。その結果、自らプロトタイプを制作する

実践の日々を送ることになるが、それは教授

が遂行している研究の思想に共鳴した学生が

その教授の下で、すなわち、その教授を助言

者（メンター）として自らプロトタイプを制

作することとする。卒業の要件は、変化する

社会の要請に対し、主体的にまた結果に対す

る倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応える、

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”となることであり、同時にその職種

が、基礎研究などで次々と出現する新知識の

応用可能性を、社会と矛盾することなく利用

する主役として、これからの社会の繁栄に大

きく貢献することに意欲を持つことである。 
その集大成として、「卒業研究制作」を 4 年

次に取り組むが、確かな実践力の獲得を証明

するためにプロトタイプを制作する。それは

AI 技術を応用した警備のための画像認識シス

テムであるかもしれないし、IoT 技術を用い
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て実装した工場内物流監視システムかも知れ

ない。あるいは、CG アニメーションによる

環境問題の啓発を目指すのかも知れない。こ

れら本学における学修の最終形と職業専門科

目との関連を理解するために、本学では「学

科包括科目」と呼ぶ科目を 1 年前期に設ける

が、それが「情報工学概論」及び「コンテン

ツデザイン概論」である。 
 ここまでの議論を総合すると、下記のよう

に本学の教育で養成する人材の能力が持つべ

き能力をまとめることができる。―＞図表が

ない！ 
1.2.3 産業界等の社会との共有 
本学は全体的な解決を目的とし、社会ととも

にある大学を基本理念の 1 つとして設定し、

それに基づき組織、管理、教育、研究の全て

にわたり新しくデザインされた大学である。

そして大学経営と教育研究の協力的な相互独

立関係、3 つのポリシーの全教員の協力によ

る合議的決定など、大学内は経営的にも学問

的にも分断のないフラットな意思決定によ

り、基本理念を貫くものである。その中で、

様々な、そして変動する社会の期待や課題

を、経営側、教職員の対話を通じて共有し、

それを経営、教育、研究に反映する。その方

法は、経営側と教職員側の代表で構成される

大学評議会で開放的な対話、教員間の専門的

な課題の共有と解決方針の相互理解などによ

り、大学の社会貢献という抽象的課題を具体

的な教育研究課題へと凝縮し、学生自らの学

習の中に浸透させてゆくとともに、有効な大

学社会連携を確立する。 
本学の目的に基づき、協調するべき社会の対

象は次のように言えるであろう。工科という

点では、現代社会のあらゆるセクターでその

知識が求められているのであって、本学はそ

れらに“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”である卒業生を送り出すこ

と、さらには卒業後の本学との連携により、

社会に本学のデザインを核とする思想、行動

を広め、社会の質の向上と、産業活動などの

強化に貢献する。さらに実務経験を持つ教員

の主導による分野横断的なプロジェクトを立

てて研究を実施し、社会の期待、あるいは課

題解決に有効な知識を創出する。これらは製

造業、サービス業などの産業はもちろん、政

治における立法、行政における政策立案、健

康産業と言われる医療、農業などの様々な開

発におけるデザインに広く貢献の対象がある

と考え、それらを教育、研究の上で考慮して

1.2.3 産業界等の社会との共有 
本学の基本理念の 1 つとして、「社会ととも

にある大学（University in Society）」を置

く。これは“Designer in Society（社会ととも

にあるデザイナー）”の育成を目的とする本学

にとって必要条件である。 
歴史的に学問を研究し、教育する大学は自治

を持つと言われ、教育、研究とも社会の他の

セクターからの指示や強制によってはならな

いとされる。これは全ての人に有用な中立的

知識である学問を生み出し、かつ公平に社会

に貢献する者を教育するという点で歴史的に

成功してきた理念であり、特定の社会的集団

のみに利する知識を算出するような危険を回

避してきたのである。その結果、大学は社会

から隔離されているのが正しいという思想が

長い間定着していた。 
しかし、学問が生み出す知識が膨大となり、

それが社会で使用され効果を発揮して大きな

恩恵をもたらす現代では、社会から大きな期

待が大学にかけられるようになり、隔離の思

想は成立しなくなり、また隔離状態は現実的

に終焉する。しかしながら、この現代におい

ても自治が中立的知識を生み出したという長

い歴史の影響は残り、社会の中の大学という

教員たちの意識が強くなってはいるが、それ

を歴史から離れてどのように実現するかを各

大学で模索し、学長の権限集中などの様々な

試みがされているがまだ途上であると言わざ

るを得ない。 
 
本学はこの課題の全体的な解決を目的とし、

社会とともにある大学を基本理念の 1 つとし

て設定し、それに基づき組織、管理、教育、

研究の全てにわたり新しくデザインされた大

学である。そして大学経営と教育研究の協力

的な相互独立関係、3 つのポリシーの全教員

の協力による合議的決定など、大学内は経営
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行く。 
 
（削除） 
 
これらを考慮しながら、本学では特徴的な産

業界等との協力に努める。そのために、産業

人、自治体職員などと学内委員からなる教育

課程連携協議会を置き、そこに各界の専門家

を招聘して現在の社会、産業の状況、産業か

らの期待、大学からの期待などについて討

議、議論を行い問題を共有する。また本学で

の研究プロジェクトの計画については、産

業、研究法人、既設の大学などとの連絡を行

いつつ、既存の研究と補完的で我が国の将来

にとって有用なものとするべく討議する。ま

た臨地実務実習については、学生にとって最

も効果の高い方法の探索のために、企業と緊

密な討議を行って実行し、その結果の評価を

全学で把握する。 
 

的にも学問的にも分断のないフラットな意思

決定により、基本理念を貫くものである。そ

の中で、様々な、そして変動する社会の期待

や課題を、経営側、教職員の対話を通じて共

有し、それを経営、教育、研究に反映する。

その方法は、経営側と教職員側の代表で構成

される大学評議会で開放的な対話、教員間の

専門的な課題の共有と解決方針の相互理解な

どにより、大学の社会貢献という抽象的課題

を具体的な教育研究課題へと凝縮し、学生自

らの学修の中に浸透させてゆくとともに、有

効な大学社会連携を確立する。 
本学の目的に基づき、協調するべき社会の対

象は次のように言えるであろう。工科という

点では、現代社会のあらゆるセクターでその

知識が求められているのであって、本学はそ

れらに“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”である卒業生を送り出すこ

と、さらには卒業後の本学との連携により、

社会に本学のデザインを核とする思想、行動

を広め、社会の質の向上と、産業活動などの

強化に貢献する。さらに実務経験を持つ教員

の主導による分野横断的なプロジェクトを立

てて研究を実施し、社会の期待、あるいは課

題解決に有効な知識を創出する。これらは製

造業、サービス業などの産業はもちろん、政

治における立法、行政における政策立案、健

康産業と言われる医療、農業などの様々な開

発におけるデザインに広く貢献の対象がある

と考え、それらを教育、研究の上で考慮して

いく。 
特に、情報関連の教育の重要性が国際的に強

く言われているが、この教育は歴史も浅く新

しい形の教育が生まれつつある。各国とも自

国の社会的特徴や文化に応じた教育体制を取

る傾向があり、本学の“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”教育におい

ても人間を考えた独自の教育を行う。我が国

の学問に関する基本的感覚は、「神が与えた

学問領域」という思想を根拠とする西欧型の

学問論と違い、領域間の融合に寛大な文化が

ある。1980 年代に日本提案で行われた製造業

における企業ネットワークの国際プログラム

が現在世界的常識となった IoT の源流である

と言われ、またそれは我が国ではあらゆる存

在物が対話するという「八百万（やおよろ

ず）の神」の思想の産業化だと国際的に言わ

れるように、デザインされるものは文化と関

連する。これらを考慮し、情報教育はすでに

述べたように、情報の物理的様態よりも情報
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の持つ機能、すなわち、例えば人にやさしい

情報技術などの人間にとっての意味という視

点での学修に重点を置き、それが社会の期待

実現などに直結するデザインの能力を持つ者

として社会に貢献することとする。 
これらを考慮しながら、本学では特徴的な産

業界等との協力に努める。そのために、産業

人、自治体職員などと学内委員からなる教育

課程連携協議会を置き、そこに各界の専門家

を招聘して現在の社会、産業の状況、産業か

らの期待、大学からの期待などについて討

議、議論を行い問題を共有する。また本学で

の研究プロジェクトの計画については、産

業、研究法人、既設の大学などとの連絡を行

いつつ、既存の研究と補完的で我が国の将来

にとって有用なものとするべく討議する。大

学の教学面については全面的に学長マターで

決定し、ファカルテイーデベロップメント(以
下、FD)委員会が主催するが、委員による FD
関連の討議のほかに、基本的に教員全員参加

型の会議を常時開催し、陳腐化しない教育内

容、特に社会への貢献について討議する。ま

た臨地実務実習については、学生にとって最

も効果の高い方法の探索のために、企業と緊

密な討議を行って実行し、その結果の評価を

全学で把握する。 
 
 

1.2.4 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシ

ー） 
以下に記すディプロマ・ポリシーの内、学

部以下のディプロマ・ポリシーは、資料 2 で

まとめたが総論が包括されていると共に、よ

り詳細化、且つ、具現化されているべきであ

る。それを示すために、資料 3 は資料 2 をベ

ースに、それぞれの要素を三大学力（「知

識・理解」「能力」「志向・態度」）にブレ

イクダウンさせるとともに、以下のディプロ

マ・ポリシーの各項目（以下、DP No.）に通

し番号を振り、対応する DP No.を記した。 
 
1.2.4.1 東京国際工科専門職大学のディプロ

マ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 
 本学は、卓越した機能による技術的価値と

優れた芸術的表現による文化的価値を備え、

ビジネス上の成功を目指しつつ社会や環境へ

の配慮を欠かさない人工物の創造をする

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”となるために、定められた在籍期

間、及び、所定の単位を取得し、必修等の条

1.2.4 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシ

ー） 
 
（追加） 
 
1.2.4.1 東京国際工科専門職大学のディプロ

マ・ポリシー 
本学は、「仕事の結果に対する倫理的責任を

強く持ちながら、潜在的な需要をも感受し探

索し、それを顕在化する概念を創出し、必要

な知識を選出・創出してそれを実現する、現

代に求められる真のイノベーションの実現者

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”を養成することを目的とする」を基

本理念とし、本学の各学位プログラムの課程

を修め、必要な知識が不明の需要に取り組

み、その実現過程で自ら新しい知識を創出し

つつ需要を満たす解を作り出す技術者、か

つ、地球持続性時代の国際的理解、国際社会

の要請にこたえるグローバル人材として、定

められた在籍期間、及び、所定の単位を取得

し、必修等の条件を満たすこと等を卒業要件
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件を満たすこと等を卒業要件とし、卒業を認

定し学位を授与する。 
 
1. 豊かな創造力 
 対象領域を俯瞰し、問題・課題を発見し科

学的根拠をもって分析するとともに、分析し

た結果問題の本質を精査できる総合力と、解

決を複数考案できる創造力、感性、倫理観を

有している。 
 
2. 確かな実践力 
 問題・課題解決に対し、実際にプロトタイ

プを開発し複数インプリメントすることで実

際に解決案を創造するとともに、最適解を選

択できる社会的倫理観を持ちながら判断でき

る知識・能力を有している 
 
3. 鋭敏なビジネスセンス 
 現代社会のビジネスの仕組みを知り、専門

職人材として、顧客や品質を第一に考えられ

るとともに、現実的判断をもって遂行するこ

とのできるビジネススキルと共に、自身が持

つ好奇心の実現に向け協調性をもって、主体

的に行動することができる。 
 
4. 高い倫理観 
 倫理観をもって社会の責務を認識した行動

指針を有しているとともに、顕在する問題解

決のみならず、社会の持続性・発展性まで考

慮することのできる専門職人材である。 
 
 
1.2.4.2 工科学部のディプロマ・ポリシー（卒

業認定・学位授与の方針） 
工科学部は情報技術を応用する領域における

専門職を養成する。そのため、本学の「ディ

プロマ・ポリシー」を踏まえた上で、定めら

れた課程において以下の知識・能力を修得

し、教育の理念である「Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）」に従い、

ものを創ることができる学生に対し、卒業を

認定し学位を授与する。 
【知識・理解】 
1. 発見した問題・課題を正しく分析する基本

理論を理解し、本質（ゴール）を精査するた

めにモデルを構築できる。 
2. 問題・課題解決のために知識を総合し、価

値創造の方法論について理解している。 
3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解し

ている。 

とする。 
この基本理念を実現化するため、本学では以

下に記す項目の能力・資質を高め、それらを

総合的に活用できる者に対し、卒業を認定し

学位を授与する。 
 
【態度・志向性】 
「Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）」 
仕事の結果に対する倫理的責任を強く持ちな

がら、社会的課題（顕在的・潜在的社会的期

待）に対して敏感に、しかも主体的に応える

ことができる“Designer in Society（社会とと

もにあるデザイナー）”である。 
【能力】 
「デザイン思考」 
“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”固有の「思索の骨格」である知識の

理論『デザイン学』によって自律的に思索し

実践する能力を持っている。 
「グローバルコミュニケーションスキル」 
グローバルに活躍できるコミュニケーション

力などの適応力を有し、新技術や国際情勢の

変化を察知できる視野を兼ね備えている。 
【知識・理解】 
「工科系産業分野における価値創造力」 
工科系産業分野において、大きな実践力とい

った感覚を持って活躍できる職業専門知識・

技能を修得し、価値創造を実現するためにプ

ロトタイプを作り出すことができる。 
 
1.2.4.2 工科学部のディプロマ・ポリシー 
本学部は、広い工学知識を駆使して企業目的

を達成する工科領域における専門職の育成す

る。そのため、本学部では、本学の「ディプ

ロマ・ポリシー」を踏まえた上で、定められ

た課程において以下の能力・資質等を修得

し、建学の精神である「Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）」に従い、

自律的に思索し実践する者に対し、卒業を認

定し学位を授与する。 
 
【態度・志向性】 
「Technology Designer in Society（社会とと

もにある工科デザイナー）」 
工科領域において、仕事の結果に対する倫理

的責任を強く持ちながら、社会的課題（顕在

的・潜在的社会的期待）に対して敏感に、し

か も 主 体 的 に 応 え る こ と が で き る

“Technology Designer in Society（社会とと
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4. 情報技術を応用する領域を主導する専門職

人材として、対象領域を俯瞰する能力を有す

る。 
【能力】 
5. 情報技術を応用する領域を主導する専門職

人材として、問題を発見・設定する力を有し

ている。 
6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力

を有している。 
7. プロトタイプを実際に開発する能力を有し

ている。 
8. 科学的判断力を持って最適解を決定するこ

とができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能

力を有している。 
10. 協調性をもって、主体的に行動すること

ができる。加えて、リーダーシップを発揮す

ることができる。 
【志向・態度】 
11. 倫理観をもって社会に解決案を提供する

ことができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択す

る能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エ

ラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三

現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
 
1.2.4.3 情報工学科のディプロマ・ポリシー

（卒業認定・学位授与の方針） 
情報工学科では、人工知能システム、IoT シ

ステム、ロボットを中心とした情報工学にお

ける教育・研究・実践活動を通して、情報工

学分野における基礎及び専門技術に関する知

識と創造力を身につける。さらに、それらを

俯瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニ

ケーション能力を有し、グローバルに活躍で

きる技術者を養成する。 
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身に

つけた学生に学位を授与する。 
 【知識・理解】 
1. 問題を正しく分析する数学、物理学などの

基礎知識と共に、コンピュータシステムの構

成に関する知識を有している。 
2. AI, IoT, ロボットの各分野において、価値

創造のためのソフトウェアアルゴリズムやシ

ステム構成方法論について理解している。 
・AI 戦略コースに所属する学生は、人工知能

システムに関する論理的・数学的知識を有し

ている。 

もにある工科デザイナー）”である。 
【能力】 
「デザイン思考」 
“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”固有の「思索の骨格」である知識の

理論『デザイン学』によって自律的に思索し

実践する能力を持っている。 
「グローバルコミュニケーションスキル」 
英語でのコミュニケーション能力を身につ

け、自分の考えを英語で伝えることができ

る。 
【知識・理解】 
「工科系産業分野における価値創造力」 
工科系産業分野において、大きな実践力とい

った感覚を持って活躍できる職業専門知識・

技能を修得し、価値創造を実現するためにプ

ロトタイプを作り出すことができる。 
 
1.2.4.3 情報工学科のディプロマ・ポリシー 
本学科は、次の卒業基準を満たし、所定の単

位を修得した学生に学位を授与する。 
【態度・志向性】 
・ “Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の考えを持ち、世界と社会の多様

性を認識し、高い倫理観と職業遂行力を持っ

た理工学人材として活躍できる。 
・工学の諸技術を理解し、課題を解決する能

力を身につけ、課題に対する関係する人々と

のコミュニケーションを図りながらチームで

仕事をすることができる。 
【能力】 
・制作に必要な技術情報を英文で収集・理

解・活用できるとともに、英語でのコミュニ

ケーション能力を身につけ、自分の考えを英

語で伝えることができる。 
 
 
【知識・理解】 
・ソフトウェア、ハードウェア、ネットワー

クに関する実装力を有し、専門職として必要

とされる教養、専門知識や理論、専門技術を

身につけ、問題解決に導く開発能力を有す

る。 
・未来像を自ら設定し、完成に導き、社会に

新たな価値を提供できるだけの専門的な技

術・知識を有している。 
1.2.4.4 デジタルエンタテインメント学科のデ

ィプロマ・ポリシー 
本学科は、次の卒業基準を満たし、所定の単

位を修得した学生に学位を授与する。 
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・IoT システムコースに所属する学生は、ソ

フトウェア、ハードウェア、ネットワークと

データ解析の知識を有している。 
・ロボット開発コースに所属する学生は、ハ

ードウェアとソフトウェアのバランスした知

識を有している。 
3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解し

ている。 
【能力】 
4. 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロボ

ット）と社会との接点を理解し、情報システ

ム技術をコアとして、システムインテグレー

ションに関する知識を総合的に俯瞰すること

ができる。 
5. 情報工学を主導する専門職人材として問題

を発見する力を有している。 
6. 創造力と表現力 "感性と教養にもとづ

く創造力および表現力を有している。 
7. 情報技術を応用して対象領域の課題を解決

するソリューションのプロトタイプを開発す

る能力を有している。 
・AI 戦略コースに所属する学生は、人工知能

システムの応用に着目する。 
・IoT システムコースに所属する学生は、IoT
システムのプロトタイプ開発を行い、サービ

スデザインにも着目する。 
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロ

ボットの応用に関する実践的プロトタイプ開

発に着目する。 
8. 論理的思考能力と科学的知識によって最適

解を判断することができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能

力を有している。 
10. 協調性をもって、主体的に行動すること

ができる。加えて、リーダーシップを発揮す

ることができる。 
  【志向・態度】 
11. 倫理観をもって社会に解決案を提供する

ことができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択す

る能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エ

ラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三

現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
 
 
1.2.4.4 デジタルエンタテインメント学科のデ

ィプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の

方針） 

【態度・志向性】 
・“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の考えを持ち、世界と社会の多様

性を認識し、高い倫理観と職業遂行力を持っ

た理工学人材として活躍できる。 
・デジタルエンタテインメントの未来像を創

出する上で必要となる普遍的知識を習得して

おり、それらを糧に専門的な技術・知識を学

び続ける学修姿勢を有している。 
【能力】 
・制作に必要な技術情報を英文で収集・理

解・活用できるとともに、英語でのコミュニ

ケーション能力を身につけ、自分の考えを英

語で伝えることができる。 
【知識・理解】 
・デジタルエンタテインメントの制作に必要

とされる基礎知識・技術を網羅的に学修し、

問題解決に導く開発能力を有する。 
・未来像を自ら設定し、完成に導き、社会に

新たな価値を提供できるだけの専門的な技

術・知識を有している。 
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デジタルエンタテインメント学科では、デジ

タルコンテンツ分野における歴史的・社会的

背景、および、デジタルコンテンツの役割や

職能を理解し、プロトタイプ開発を行うこと

で、グローバルに発信可能なデジタルコンテ

ンツのクリエイターを養成する。 
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身に

つけた学生に学位を授与する。 
【知識・理解】 
1. 問題解決のためにその対象を正しく分析す

る数学、専門英語といった基礎知識を有して

いる。 
2. デジタルゲーム、およびコンピュータグラ

フィックス技術を用いた価値創造のためのア

ルゴリズムや表現方法論について理解してい

る。 
・ゲームプロデュースコースに所属する学生

は、コンピュータゲームに関するデジタルコ

ンテンツ制作に特化した知識を有している。 
・CG アニメーションコースに所属する学生

は、映像制作、キャラクターデザイン等、コ

ンピュータグラフィックスに特化した知識を

有している。 
3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解し

ている。 
 【能力】 
4. 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、CG）

と社会との接点を理解し、デジタルコンテン

ツ、情報システム技術、ビジネスに関する知

識などを総合的に俯瞰することができる。 
5. デジタルコンテンツを主導する専門職人材

として問題を発見し設定する能力を有してい

る。 
6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力

を有している。 
・ゲームプロデュースコースに所属する学生

は、コンピュータゲームデザインおよびプロ

グラミングなどゲーム開発に関する総合力を

有している。 
・CG アニメーションコースに所属する学生

は、CG 映像に関する一連のプロセスと制作

のための総合力を有している。 
7. デジタルコンテンツのプロトタイプを開発

する能力を有している。 
・ゲームプロデュースコースに所属する学生

は、プロトタイプを制作する目的を理解し、

デジタルゲームに関して企画・開発する能力

を有している。 
・CG アニメーションコースに所属する学生

は、プロトタイプを制作する目的を理解し、
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CG 映像に関して企画・制作する能力を有し

ている。 
8. 論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最

適解を判断することができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能

力を有している。 
10. 協調性をもって、主体的に行動すること

ができる。加えて、リーダーシップを発揮す

ることができる。 
【志向・態度】 
11. 倫理観をもって社会に解決案を提供する

ことができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択す

る能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エ

ラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三

現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
 
 
1.3 研究対象とする中心的な学問分野 
本法人は情報処理、情報通信、デジタルコン

テンツ分野における実践教育において成果を

上げてきたのであり、有能な実務的デザイナ

ーを多数輩出してきた歴史を持っている。本

学、東京国際工科専門職大学においては、こ

の歴史における経験を存分に活かし、従来重

視されなかった学問分野の開拓を図り、また

現在の学問分野の強化に加えて分野間のつな

がりを開発し、現代社会、現在の産業に貢献

する学問分野へと進化させることを目標とし

ている。 
よって、中心的な学問分野を特定の 1 つとし

て言及することや、従来の大学同様に明確に

説明することは難しいが、現在の我が国の研

究分類として科研費の審査区分表をもちい

て、本学における研究対象とする学問分野を

述べるのであれば、小区分 90010 のデザイン

学（情報デザイン、環境デザイン、工業デザ

イン、空間デザイン、デザイン史、デザイン

論、デザイン規格、デザイン支援、デザイン

評価、デザイン教育、など）として分類さ

れ、それに対応する大・中区分である A1（思

想、芸術及びその関連分野）、 C23（建築学

およびその関連分野）、J61（人間情報学お

よびその関連分野）に関連している。また類

似小区分としては設計工学関連(18030, C18
「材料力学、生産工学、設計工学およびその

関連分野」)がある。さらに情報工学科および

デジタルエンタテインメント学科の固有技術

1.3 研究対象とする中心的な学問分野 
本法人は情報通信、デジタルコンテンツ分野

におけるものづくりの実践教育において成果

を上げてきたのであり、有能な実務的デザイ

ナーを多数輩出してきた歴史を持っている。

本学、東京国際工科専門職大学においては、

この歴史における経験を存分に活かし、従来

重視されなかった学問分野の開拓を図り、ま

た現在の学問分野の強化に加えて分野間のつ

ながりを開発し、現代社会、現在の産業に貢

献する学問分野へと進化させることを目標と

している。 
重要視されなかった分野とは、人の行動を支

援する体系的知識に関する学問である。多く

の文系、理系の学問は対象に関する真理を発

見する分析的な学問である。ここで得られた

知識は社会で使用され、人々に恩恵をもたら

すが、この学問的知識の使用という行為が、

人工化を中心とする現代社会の進展を特徴づ

けるものである。この行為に関する学問分野

は、工学をはじめとして、臨床医学、農学が

あり、また社会技術、経営学などもある。こ

れらの学問は対応する基礎学問の上に建てら

れ厳密性を持つが、現実の医療、製品開発、

企業経営、農業経営などの具体的方法を教え

るものではない。これは現在の科学の方法論

的制約からくる限界であり、実際の医療、製

品設計、企業経営、農業経営などは、それぞ

れの病院や企業、農業などに従事する人の工

夫に依拠しているが、工夫は論理で言えば仮
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領域に関して次の通りである。 
AI については「ソフトコンピューティング関

連 」 （ 61040 ） 、 「 知 能 情 報 学 関 連 」

（ 61030 ） 、 「 知 覚 情 報 処 理 関 連 」

（61010）、「統計科学関連」（60030）な

どが関係が深い。IoT に関連しては「情報ネ

ットワーク関連」（60060）、「計測工学関

連 」 （ 21030 ） 、 「 統 計 科 学 関 連 」

（60030）を挙げることができる。ロボット

は、「ロボティクスおよび知能機械システム

関連」（20020）、「知能ロボティクス関

連」（61050）、「制御およびシステム工学

関連」（21040）などである。コンピュータ

ゲームに関連しては「エンタテインメントお

よびゲーム情報学関連」（62040）並びに

「ヒューマンインターフェースおよびインタ

ラクション関連」（61020）が、最後にCGに

ついては「エンタテインメントおよびゲーム

情報学関連」（62040）ならびに「高性能計

算関連」（60090）が関連する。 
アブダクション（仮設形成）は、デザイン思

考において重要な役割を果たす。既存の領域

として長い歴史がある設計学（「設計工学関

連」（18030）で包含）でも、設計解を求め

るプロセスが演繹を中心とする科学的な思考

過程とは異なり、それはアブダクションとし

て定式化できることがよく知られてい

る ,  ,  ,  。 
分析を目的とした通常の科学では単一の知識

体系のみを用いれば充分であるのに対し、人

工物の創造の際にはいくつかの異なる知識体

系群を用いる必要がある。このことは例えば

ロボットを設計するには、機械工学だけでは

なくセンサーや制御回路に関する電子工学の

知識、フィードバック制御システムを構築す

るための制御工学の知識、画像からアームの

パスを決定するための画像認識、応用領域で

ある作業プラニングの知識といった具合に、

目的に応じて多くの知識体系群を有機的に統

合して、最後に制御ソフトウェアシステムと

してインプリメントすることが必要であるこ

とが分かる。すなわち、創造の過程では「細

分化された知識を統合して創造する」ことが

求められ、そこで統合される知識は高度に専

門化された数学や物理学に基づく科学的知識

のみならず芸術的感性や感受性、ビジネスに

関する知識、さらには倫理観、社会や環境に

与える影響などにも亘る。アブダクションは

このような知識を統合して創造するという過

程を説明するのである。 

説形成（アブダクション）であり、科学の演

繹、帰納とは異なる可謬的な論理である。こ

の状況は科学の誕生とそれに依拠する技術が

始まって以来続いているが、現代の人の行為

の広範化により、例えば、環境劣化という地

球的負担が急増し世界的問題が現実に起こる

ようになった。ここで緊急の指針が求められ

るが、そのためには広く人の行為支援する体

系的知識を作るという課題が必要であること

が国際的に認識されている。 
本学の教育課程の中心に置くデザイン学はこ

のことに関わる学問であり、社会、地球への

負担を最小化しつつ恩恵をものづくりするた

めの一般的方法にかかわる科目として

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の思索の骨格に必要なものである。

デザイン学は現在、国際的に重視されている

デザイン思考の教育の基礎として研究が行わ

れているが、決定版と言われるものはない。

我が国はこの分野で先行しており、すでに

1970 年代に国際的に発表されたが、デザイン

学は科学の一部門でなく、科学とは異なる新

しい課題であり、現在も発展途上である。現

在の我が国の研究分類として科研費の審査区

分表によれば、デザイン学を中心とする教育

分野は大区分 C（工学）、中区分 20 の「機械

力学、ロボティクス及びその関連分野」、中

区分 21 の「電気電子工学及びその関連分

野」、中区分 23「建築学及びその関連分

野」、大区分 J（情報）、中区分 62 の「応用

情報学及びその関連分野」等と関係がある。

また既に科目の項で述べたように、領域別研

究に加えて、人間に関わる知識がデザイン学

には不可欠で、倫理、文化、心理、概念論、

記号論、言語、構文論、意味論、コミュニケ

ーションなどの工学には表れない科目に関す

る研究も、プロトタイプ制作研究などでは必

要で、これらの研究も「理念的ものづくり」

という視点で新しい研究分野を開くことも考

えている。 
したがって、これらの区分領域に含まれるよ

うなデザイン行為を対象として、それを支援

する体系的知識を作る研究は、本学の全学的

視点で共有される研究分野である。そして科

研費の項目にあるような領域別行為を支援す

る体系的知識を求める研究がデザイン学研究

の基礎として行われることになる。 
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1.4 教育研究上の到達目標 
本学は教育上の目的を達成することに加え、

専門職大学の第一人者として、従来の研究領

域や体系ではない、より複合化した新領域や

実践を伴う教育効果の研究を行う。そして、

成果を広く社会に提供し発展に寄与するため

に、教員の研究・制作活動指針について、下

記に到達目標を定める。 
 
（削除） 
 
(1) 本学教員は第一に本学の定めた教育理

念の実現に資する知識創出のための研究を行

う。本学の教育は社会の期待に高い感受性を

持ち、現代社会を特徴づける “Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”と

呼ぶ専門職を教育するのが目的であり、その

教育の方法論の研究を行う。それは歴史的に

確立された科学の領域の外の研究であり、研

究方法も定められたものはない。したがって

研究対象の設定、研究方法の考案、研究実施

の方法などの考案に始まり、未開の教育論を

展開する研究を行う。それが実際の教育に有

効である水準まで到達することが求められ

る。 
(2) 本学教員としてのものづくりを実施す

る研究においては、その研究で行われた思考

過程を客観的に記録し表現する論文も本学に

ふさわしい研究である。しかし、このような

ものづくりの背後に隠れている論理を抽出で

きる対象として貴重な研究は、伝統的学問の

領域に対応する一般の学会では論文として認

められないことが多い。しかし、ものづくり

の背後から抽出してデザイン思考の要素の重

大性による評価を基準にして査読をする雑誌

もあらわれていて、本学教員は、それらの雑

誌に採択されることによって本学の新しい研

究の社会的価値を高めるところまで到達する

ことが期待される。 
(3) 本学の FD の一環として、教員の間で

研究課題についての討論を常時行う。研究は

基本的に孤独な世界であるが本学の教員は教

育についての認識を共有している仲間であ

り、教員同士の対話の中からふさわしい研究

課題が発掘されることが期待される。また相

互の研究における情報交換のため、研究紀要

（論文・作品論文を含む）や持ち回りの研究

会を実施し、日常的に研究情報を交換しお互

いに研鑽をつむことにより、教育機関として

の独自の教育方式を確立する。 

1.4 教育研究上の到達目標 
本学は教育上の目的を達成することに加え、

専門職大学の第一人者として、従来の研究領

域や体系ではない、より複合化した新領域や

実践を伴う教育効果の研究を行う。そして、

成果を広く社会に提供し発展に寄与するため

に、教員の研究・制作活動指針について、下

記に到達目標を定める。経験的に言って、国

際的にも、特に国内的に、新しい視点の研究

は学会に受け入れられないことが多い。例え

ば、国際的には存在する『デザイン学』と名

付けられた論文を受理する国内の学会は非常

に少ないであろう。しかし、本学の教員が、

受理されやすい研究課題を選んで研究し投稿

するようなことは厳に慎むことを要求する。

研究は1.2.3項に述べたように、人類のために

するのであって、論文の数を増やすためにす

るのではない。 
 
(1) 本学教員は第一に本学の定めた教育理

念の実現に資する知識創出のための研究を行

う。本学の教育は社会の期待に高い感受性を

持ち、現代社会を特徴づける「理念的ものづ

くり」の現実的表象であるものづくりを担う

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”と呼ぶ専門職を教育するのが目的で

あり、その教育の方法論の研究を行う。それ

は歴史的に確立された科学の領域の外の研究

であり、研究方法も定められたものはない。

したがって研究対象の設定、研究方法の考

案、研究実施の方法などの考案に始まり、未

開の教育論を展開する研究を行う。それが実

際の教育に有効である水準まで到達すること

が求められる。 
(2) 本学教員としてのものづくりを実施す

る研究においては、その研究で行われた思考

過程を客観的に記録し表現する論文も本学に

ふさわしい研究である。しかし、このような

「理念的ものづくり」の背後に隠れている論

理を抽出できる対象として貴重な研究は、伝

統的学問の領域に対応する一般の学会では論

文として認められない。そこには分析につい

ての評価しかなく、ものづくりは研究とは認

められない。しかしデザイン学の構築に取り

かかった国際的状況から言うと、これは奇異

なことと考えなければならない。実際には少

数であるが、ものづくりの背後から抽出して

デザイン学の要素の重大性による評価を基準

にして査読をする雑誌もあらわれていて、本

学教員は、それらの雑誌に採択されることに
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(4) 本学教員は学内のみならず、科学者コ

ミュニテイの 1 人として自己の研究に責任を

負う。これは研究者として現在の研究状況の

中で自分の研究の意義を認識し、コミュニテ

イにおいて発言することであり、特に学会に

おいては、1 人の研究者として行動すること

が求められる。実際の学会活動においては積

極的な活動を行うとともに、内外の関係学会

において原著論文の採択を目指すとともに、

研究発表を積極的に行う立場に立つ。 
(5) 教育の質の向上のために、競争的環境

の中に身を置き、科学研究費助成事業への応

募や他の公的資金の獲得、産学連携研究の推

進等、自立した研究環境の構築を実現する。 
(6) 本学教員においては、審査機構のある

関連学会の原著論文の採択を目指す。ここに

は審査機構のある内外の著名なコンペティシ

ョンへの応募・採用・入選や、オリンピッ

ク・万博等の公的な展示会への出品等、作品

等の応募・採用・入選を含める。 
(7) 社会活動や研究活動、教授法の研究、

教育効果評価等を通して到達目標を定め年度

ごとに個人業績や活動実績を記録し目標達成

度とともに評価する。 
 
 

よって本学の新しい研究の社会的価値を高め

るところまで到達することが期待される。 
(3) 本学の FD の一環として、教員の間で

研究課題についての討論を常時行う。研究は

基本的に孤独な世界であるが本学の教員は教

育についての認識を共有している仲間であ

り、教員同士の対話の中からふさわしい研究

課題が発掘されることが期待される。また相

互の研究における情報交換のため、研究紀要

（論文・作品論文を含む）や持ち回りの研究

会を実施し、日常的に研究情報を交換しお互

いに研鑽をつむことにより、教育機関として

の独自の教育方式を確立する。 
(4) 本学教員は学内のみならず、科学者コ

ミュニテイの 1 人として自己の研究に責任を

負う。これは研究者として現在の研究状況の

中で自分の研究の意義を認識し、コミュニテ

イにおいて発言することであり、特に学会に

おいては、1 人の研究者として行動すること

が求められる。実際の学会活動においては積

極的な活動を行うとともに、内外の関係学会

において原著論文の採択を目指すとともに、

研究発表を積極的に行う立場に立つ。 
(5) 教育の質の向上のために、競争的環境

の中に身を置き、科学研究費助成事業への応

募や他の公的資金の獲得、産学連携研究の推

進等、自立した研究環境の構築を実現する。 
(6) 本学教員においては、審査機構のある

関連学会の原著論文の採択を目指す。ここに

は審査機構のある内外の著名なコンペティシ

ョンへの応募・採用・入選や、オリンピッ

ク・万博等の公的な展示会への出品等、作品

等の応募・採用・入選を含める。 
(7) 社会活動や研究活動、教授法の研究、

教育効果評価等を通して到達目標を定め年度

ごとに個人業績や活動実績を記録し目標達成

度とともに評価する。 
 
 

1.5 既設学校との違い 
1.5.1 専門職大学と専門学校・大学との違い 
本学は、職と密接に関連し即戦力を養成する

専門学校や、教養教育によって幅広い知識・

教養を培い専門教育によって理論に重きを置

いて学術的な研究を行う大学のいずれでもな

い。専門職大学とは、学生の興味・関心ある

いは動機などの意欲に着目し、かつ実践・実

務に重きを置いて学ぶべき内容を体系的に整

理した上で、実現者としての自立した信念を

持って行動可能な人材を輩出する教育機関で

1.5 既設学校との違い 
1.5.1 専門職大学と専門学校・大学との違い 
本学は、職と密接に関連し即戦力を養成する

専門学校や、教養教育によって幅広い知識・

教養を培い専門教育によって理論に重きを置

いて学術的な研究を行う大学のいずれでもな

い。専門職大学とは、学生の興味・関心ある

いは動機などの意欲に着目し、かつ実践・実

務に重きを置いて学ぶべき内容を体系的に整

理した上で、実現者としての自立した信念を

持って行動可能な人材を輩出する教育機関で
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ある。本学が提案する専門職大学は、ソフト

ウェア・インテンシブな製品、サービス、エ

ンタテインメント、コンテンツの製作を実

践、実現する論理的思考能力とものづくりに

必要な（削除）感性を備えた Designer in 
Society、感性豊かなクリエイターを養成しよ

うとする試みである。 
既に我が国においてもこのような専門職が求

められ始めているが、それはまだ緒に就いた

ばかりである。既存の伝統的職業構造の中で

その職種が正当にかつ順調に育つためには、

教育を受けた若者の先進的努力も必要であ

る。新しい職を我が国社会に創出するため

に、教育機関とそこで学ぶ若者の共同作業が

必要であり、その共同作業を可能とする機関

であることも我々の目標である。 
 

ある。本学が提案する専門職大学は、ソフト

ウェア・インテンシブな製品、サービス、エ

ンタテインメント、コンテンツの製作を実

践、実現する論理的思考能力とものづくりに

必 要 な 美 的 感 性 を 備 え た Designer in 
Society、感性豊かなクリエイターを養成しよ

うとする試みである。 
既に我が国においてもこのような専門職が求

められ始めているが、それはまだ緒に就いた

ばかりである。既存の伝統的職業構造の中で

その職種が正当にかつ順調に育つためには、

教育を受けた若者の先進的努力も必要であ

る。新しい職を我が国社会に創出するため

に、教育機関とそこで学ぶ若者の共同作業が

必要であり、その共同作業を可能とする機関

であることも我々の目標である。 
 

1.5.4 専門学校と専門職大学の教育課程の比較 
既に述べてきたフレキシブルな人材になるた

めには、例えば機械工学を確固たる信念で学

び誰にも負けないというような、高い専門性

や現代社会のニーズに特化することではな

く、未来を見据えて学びを使い実践する、例

えば、電気工学に越境し現実問題に入ってい

き、さらに流動性の高い社会に対応できる志

向性を持たなければならない。そういった人

材を養成するためには、研究とともに職能教

育が重要な教育要素になり、これらを効果的

に複合することによって、興味を持って、自

ら問題を発見し、論理的に問題を解決するま

での過程を実践することで、アカデミックと

プラクティスとを融合させた、これまでにな

い新たな教育機関が必要であり、それこそが

専門学校と専門職大学の教育課程の違いであ

る。 
 
(1) 医療の進歩によって高寿命化は確実に

起こり、それに伴って近未来で現実化となる

であろうキャリアのパラレル化や、全く違う

職業への転身といった現代を生き抜く力とし

て、フレキシブルに対応できる能力は重要で

あり、そこには必ず人生の途中での学び直し

が発生する。よって、働く専門職の分野に関

わらず共通して必要とされる能力を修得する

必要がある。本学では具体的に、教養科目と

して「コミュニケーション力（外国語）」、

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の根幹となる「倫理」、デザイン思

考を支える創造力の源の一つとしての「感

性」、の 3 つの能力について強調する。これ

1.5.4 専門学校と専門職大学の教育課程の比較 
既に述べてきたフレキシブルな人材になるた

めには、例えば機械工学を確固たる信念で学

び誰にも負けないというような、高い専門性

や現代社会のニーズに特化することではな

く、未来を見据えて学びを使い実践する、例

えば、電気工学に越境し現実問題に入ってい

き、さらに流動性の高い社会に対応できる志

向性を持たなければならない。そういった人

材を養成するためには、研究とともに職能教

育が重要な教育要素になり、これらを効果的

に複合することによって、興味を持って、自

ら問題を発見し、論理的に問題を解決するま

での過程を実践することで、アカデミックと

プラクティスとを融合させた、これまでにな

い新たな教育機関が必要であり、それこそが

専門学校と専門職大学の教育課程の違いであ

る。 
 
(1) 医療の進歩によって高寿命化は確実に

起こり、それに伴って近未来で現実化となる

であろうキャリアのパラレル化や、全く違う

職業への転身といった現代を生き抜く力とし

て、フレキシブルに対応できる能力は重要で

あり、そこには必ず人生の途中での学び直し

が発生する。よって、働く専門職の分野に関

わらず共通して必要とされる能力を修得する

必要がある。本学では具体的に、教養科目と

して「コミュニケーション力（外国語）」、

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の根幹となる「倫理」、デザイン思

考を支える創造力の源の一つとしての「感

性」、の 3 つの能力について強調する。これ
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は、専門学校に求められてこなかった、つま

り学士力の 1 つとして従来の大学に求められ

る一般教養である。 
 
(2) 社会的要求である情報教育には、専門

学校が担ってきた実践力養成の教育が有効で

ある。特に、多くの制作を通しプロトタイプ

を生み出す授業スタイルは非常に効果的であ

る。ただし、本学は潜在的社会問題にも対応

できるデザイン思考を中心とした教育課程が

編成される必要があって、そこには包括的な

技術力の強化と、より良い価値創造を生み出

すためにその時々で必要な理論を修得する要

素を加えるとともに、習得した知識を総合し

てものを創出するデザイン能力の養成に必要

な、論理的思考力が涵養される教育体系であ

ることが重要である。具体的には、動機づけ

が明確化した後の各種演習科目は Problem 
Based Learning（以下、PBL）で数多くのプ

ロトタイプの制作を行う他、工科領域で絶対

的に必要な理論を学ぶ科目として「（削除）

統計論」「線形代数」等の科目を体系的に配

する。 
 
(3) 今この時点の社会理解はビジネスの現

状を知る分析力が最も重要であるが、専門職

大学が担うのは不確実性が更に増加する未来

社会に重心があって、そこには調査だけでは

なく未来を見据えた戦略を立てられる能力が

求められる。特に、イノベータとして社会の

リーダー的存在になる者には、組織を後世に

持続できる長期的な時間幅で戦略を立てられ

るビジネス展開能力が必要である。これは、

従来の大学に求められてこなかった職能教育

のうちの 1 つであり、かつ、専門学校がその

役割を担ってきた現代社会の顕在的問題への

対応力の応用である。 
 
(4) 研究によって科学は進化し、それは社

会発展に大きく寄与している。その一連の流

れは教育機関においては従来の大学がその殆

どを担ってきた。新たな大学機関となる専門

職大学もその役割を担うことは重要で、大学

では補完することが難しかったビジネスとの

接点に重きを置いた研究を行うことが、専門

職大学の使命である。 
 
（中略） 
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を生み出す授業スタイルは非常に効果的であ

る。ただし、本学は潜在的社会問題にも対応

できるデザイン思考を中心とした教育課程が

編成される必要があって、そこには包括的な
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てものを創出するデザイン能力の養成に必要
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のうちの 1 つであり、かつ、専門学校がその
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(4) 研究によって科学は進化し、それは社
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東京国際工科専門職大学は工科学部という 1
学部を構える。この学部は、校名にもあるよ

うに工科領域を取り扱う。（削除）ここでは

学生側から見た特色という視点で述べる。 
若者が高等教育を受けるとき、最初の関門は

入学試験である。この競争に勝ち抜くために

は一定の受験準備が必要で、若者は受験勉強

の時は自分の趣味や関心は棚に上げるとい

う。めでたく入学すると、そこには整然とし

た学問が準備されていて、それを手順通りに

学ぶ日々が待っており、それをマスターして

社会で教養もあり特定分野の専門家として認

められて妥当な職業ににつく、という。これ

は教育の基本形で、就職までの正規の過程と

認識されていて、多くの学生が疑わない。 
しかし大学で学ぼうとしている若者にはこの

過程になじまない者がいる。彼らはなんでも

学べる能力を持っているわけではないが、お

そらく多様であろう出来事との出会いを契機

として将来自分が歩む道を想定していて、そ

の道を生き生きと歩むことの実現のための学

修を望み、それが大学に入学する動機になっ

ている者がいる。これは実感的動機である

が、学問を学んでそれを人々に理解してもら

える論理的動機にしたい。 
他の項で述べた教育内容、想定される人材

像、社会との連携の経験などの教育は、この

ような若者を歓迎するものである。そのため

にアドミッション・ポリシーとして面接によ

る動機の評価を行う。アドミッション・ポリ

シーについての詳細は後の 9 章で述べる。こ

のような若者の入学を受けて本学では、実感

的動機を尊重し、それが他人に説明可能な、

しかも具体的なものづくりの実施が可能な説

明を獲得する動機へと進化することを目標と

して、学修の最初に一人一人の学修動機を私

秘的なものから顕在化されたものへと変換す

る教育を行う。それは各学科が対象とするも

の、技術が、社会にどのような意味を持つか

を中心に、学科の特徴とそこでそのような動

機が実現されるかを学んでゆく。顕在化した

動機は、学生本人に何を学ばなければならな

いかを考えさせ、科目学修の動機を持つよう

になる。これが本学そして各学科において学

生が動機をもって各科目を履修することを可

能にする。これは本人にとっては動機の実現

であるが、教育する側から見れば、最も効率

的な学修環境が得られることとなる。 
 
 

東京国際工科専門職大学は工科学部という 1
学部を構える。この学部は、校名にもあるよ

うに工科領域を取り扱う。よって、教育の特
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の道を生き生きと歩むことの実現のための学

修を望み、それが大学に入学する動機になっ

ている者がいる。これは実感的動機である

が、学問を学んでそれを人々に理解してもら

える論理的動機にしたい。 
他の項で述べた教育内容、想定される人材

像、社会との連携の経験などの教育は、この

ような若者を歓迎するものである。そのため

にアドミッション・ポリシーとして面接によ

る動機の評価を行う。アドミッション・ポリ

シーについての詳細は後の 9 章で述べる。こ

のような若者の入学を受けて本学では、実感

的動機を尊重し、それが他人に説明可能な、

しかも具体的なものづくりの実施が可能な説

明を獲得する動機へと進化することを目標と

して、学修の最初に一人一人の学習動機を私

秘的なものから顕在化されたものへと変換す

る教育を行う。それは各学科が対象とするも

の、技術が、社会にどのような意味を持つか

を中心に、学科の特徴とそこでそのような動

機が実現されるかを学んでゆく。顕在化した

動機は、学生本人に何を学ばなければならな

いかを考えさせ、科目学修の動機を持つよう

になる。これが本学そして各学科において学

生が動機をもって各科目を履修することを可
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2.2 学科の特色と重点的機能 
2.1節を本学の柱とし、学部学科の特色と重点

的な機能を下記に記す。 
本学は産業界及び地域社会との連携を生かす

ために「工科学部」を設置し「情報工学

科」、「デジタルエンタテインメント学科」

を設置する。以下、学部・学科ごとに教育の

特色を明記する。 
 
2.2.1 工科学部 情報工学科の特色 
情 報 通 信 技 術 （ ICT : Information 
Communication Technology ）の発展によ

り、インターネットとモバイルシステムが爆

発的に普及し、産業界や一般の生活に深く浸

透してきた。そのために、ICT 技術と物理的

なシステムの融合であるサイバーフィジカル

システム（CPS：Cyber-Physical System）

が、あらゆるシステムにおいて急速に指導的

な構築原理となった。CPS とは、実世界（フ

ィジカル空間）にある多様なデータをセンサ

ーネットワーク等で収集し、サイバー空間で

大規模データ処理技術等を駆使して分析／知

識化を行い、そこで得られた新たな情報を実

世界に作用させる循環によって、産業の活性

化や社会問題の解決を図っていく情報処理シ

ステムである。これまで経験と勘で行ってい

た作業や判断を効率化し、生産性の向上、新

産業・サービスの創出、社会システムの課題

解決などを図ることを目指している。少子高

齢化やエネルギー制約などの課題先進国であ

る我が国でこれらの社会的課題を解決するこ

とが出来れば、社会の持続的発展に資するだ

けでなく、先進技術として国際競争力を維持

した経済発展が期待できる。 
情報工学科では、様々な社会問題の解決と持

続可能な経済発展を目指し、そのために必要

となるサイバーフィジカルシステムの実現に

必要な、AI、IoT、ロボットなどの先端 ICT
技術を高度に活用できる人材の育成を行う。

その際、ICT 技術の基礎理論を探求したり基

盤的な技術を創出したりするよりも、実世界

の課題解決のために何が必要になるかアイデ

ィアを考え、基盤的な情報技術を組み合わせ

てプロトタイプを開発し、解決策を可視化す

る「基盤技術を応用する情報技術」を探求す

ることに重きを置く。これを第１の特徴とす

る。 
また CPS 実現に際しては、実世界での経済効

果や環境・人間に及ぼす影響が大きいことを

深く考慮した「デザイン思考」の実践が必須

能にする。これは本人にとっては動機の実現

であるが、教育する側から見れば、最も効率

的な学習環境が得られることとなる。 
 
 
 
2.2 学科の特色と重点的機能 
2.1節を本学の柱とし、学部学科の特色と重点

的な機能を下記に記す。 
本学は産業界及び地域社会との連携を生かす

ために「工科学部」を設置し「情報工学

科」、「デジタルエンタテインメント学科」

を設置する。以下、学部・学科ごとに教育の

特色を明記する。 
 
 
2.2.1 工科学部 情報工学科の特色 
文部科学省と経済産業省、厚生労働省が発行

する「モノづくり白書 2017」（平成 29 年、

（資料 7））にも書かれているとおり、「人

工知能（AI）」「モノのインターネット

（IoT）」「ロボット」を組み合わせること

で、潜在需要を喚起する商品やサービスの提

供、新しいコンセプトの商品・サービス、業

務慣行・組織編成、さらには社会的課題への

対応といった様々なイノベーションが実現可

能となり、社会経済の持続的成長へ寄与して

いくことが期待されている。実社会の様々な

情報がネットワーク化されて自由にやり取り

され（IoT）、大量データがリアルタイムに

分析・利用可能となり（ビッグデータ）、機

械が自ら学習・判断を行い（AI）、多様・複

雑な作業が自動化（ロボット）される。 
情報工学科は、AI、IoT、ロボットの技術を

利用して、人と IT の共創・共生をめざすサイ

バーリアルな空間を実現するために求められ

る人材を育成する機能を重点的に担い、自然

科学と心理学や社会科学の融合領域を重視す

ることを特色とする。新規の社会サービスを

自ら考案し発信できる能力、それを情報技術

を使って実現しそのメリットを社会が享受し

大きくして行くという仕組みを見える形で構

築する能力を育成する。さらに、中央教育審

議会答申「個人の能力と可能性を開花させ、

全員参加による課題解決社会を実現するため

の教育の多様化と質保証の在り方について」

が提言する「理論と実践の架橋による職業教

育」、「産業界、地域等のニーズの反映及び

連携」を踏まえて人材の育成を図る。 
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である。そこで第２の特徴として、広い技術

分野を俯瞰し、課題解決のための新しい産業

システムや社会サービスを自ら考案できる能

力と、ICT 技術によりそれらを実現する論理

的思考能力を備えた人材“ Designer in 
Society（社会と共にあるデザイナー）”の育

成に重点を置く。 
以上の考え方に基づき、情報工学科には「AI
戦略」、「IoT システム」、「ロボット開

発」の 3 つのコースを設置する。様々な産業

や社会課題が実在するフィジカル空間と、サ

イバー空間が密接につながる CPS を実現する

ことで諸問題を解決する方法を探るために

は、1)実空間の情報を高度に分析し解を求め

るする AI 技術、2)実空間をセンシングしたデ

ジタル情報をサイバー空間につなぐ IoT 技

術、3)サイバー空間の情報を再びフィジカル

空間に戻して産業に応用、社会に作用させる

ロボット技術、この 3 つの技術要素が不可欠

なためである。 
「AI 戦略コース」は、自動車の画像認識技術

による自律走行や膨大な医学的根拠を元に正

確な診断を行う医療システムの応用事例に見

るように、ビッグデータから目的の情報を学

習し推論する理論を理解し応用する技術を身

につける。 
「IoT システムコース」は、スマートメータ

等の IoT 機器を通じて電力供給を効率化する

スマートグリッド、日常の生活に関する情報

を加えて拡張したスマートシティ、ドローン

を用いて建機を自動で動かすスマートコント

ラクション等の応用に見るように、クラウ

ド・サーバとセンサデバイス間のネットワー

キング、デバイス制御、データベース構築の

理論を理解し応用、ビッグデータを生成する

技術を身につける。 
「ロボット開発コース」は、ファクトリオー

トメーションの中核となる産業ロボット、家

事をサポートするホームロボット、対話がで

きるコミュニケーションロボット、介護ロボ

ット、災害対応の救助ロボット、農業や建設

現場で利用される作業ロボットの応用事例に

見るように、ロボットの技術要素であるセン

サ系、知能・制御系、駆動系の 3 つを有する

知能化した機械システムの理論を理解し応用

する技術を身につける。 
加えて、コース共通として、プロトタイプに

よって実証されたシステムやサービスが市中

で持続するために考慮すべきビジネスの仕組

みや、人々に受け入れられるための社会倫理

以上を実現させるために、情報工学科は「AI
戦略」、「IoT システム」、「ロボット開

発」の 3 つの専門コースで構成する。 
「AI 戦略コース」は、自動車の画像認識技術

による自律走行や膨大な医学的根拠を元に正

確な診断を行う医療システムの応用事例に見

るように、ビッグデータから目的情報を学習

し推論する理論を理解し応用する技術を身に

つける。 
「IoT システムコース」は、スマートメータ

ー等の IoT 機器を通じて電力の供給を効率よ

く行うスマートグリッドやドローンによる測

量に基づく三次元設計図面と建機に搭載され

た GPS センサーをネットワーク接続し建機を

自動で動かすスマートコントラクションの応

用事例に見るように、ネットワークサーバと

センサーデバイス間の通信プロトコル、デバ

イス制御、データ構築の理論を理解し応用す

る技術を身につける。 
「ロボット開発コース」は、ファクトリオー

トメーションの中核となる産業ロボット、家

事をサポートするホームロボット、対話がで

きるコミュニケーションロボット、介護ロボ

ット、災害対応の救助ロボット、農業や建設

現場で利用される作業ロボットの応用事例に

見るように、ロボットの技術要素であるセン

サー系、知能・制御系、駆動系の 3 つを有す

る知能化した機械システムの理論を理解し応

用する技術を身につける。 
各コースに設けるプロトタイプシステムの制

作等の実習では、学生の自発的な取り組みで

自らの興味や好奇心を具現化する。これを繰

り返すことで、一般大学では困難な「理論と

実践の架橋による職業教育」を実現し、倫理

観を持って新規の社会サービスを自ら考案し

発信できる能力を醸成する。また、この分野

の技術革新は早く、日々、研究・開発が進め

られている。国内及び海外の先進的な研究・

応用事例や標準化動向を視野に入れカリキュ

ラムへ反映することで、基礎から応用までを

集中して実施するだけではなく、プラクティ

カルに重きをおきつつもアカデミックな学び

もできる新たな教育機関として差別化を図

る。加えて、中央教育審議会答申「我が国の

高等教育の将来像」が提言する「高等教育の

多様な機能と個性・特色の明確化」を踏まえ

海外にも通じる確実な人材育成を図る。 
 
 
2.2.2 工科学部 デジタルエンタテインメント
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について学ぶ。 
情報工学科の第 3 の特徴は、各コースに設け

るプロトタイプ開発の実習である。学生の自

発的な取り組みで自らの興味や好奇心を具現

化し、機能を可視化するために、ソフトウェ

アとハードウェア、ネットワークを統合した

システムのプロトタイプ開発を反復する。こ

の実習により、グループメンバと連携して開

発できるコミュニケーション能力と、トライ

アル・アンド・エラーをいとわず途中で諦め

ない“やりきる力“も身につける。 
これらの特徴により、「理論と実践の架橋に

よる職業教育」を実現し、環境や社会に配慮

した最適解を選択する倫理観を持って新規の

社会サービスを自ら考案し発信できる能力を

醸成する。また、この分野の技術革新は早

く、日々、研究・開発が進められている。国

内及び海外の先進的な研究・応用事例や標準

化動向を視野に入れカリキュラムへ反映する

ことで、基礎から応用までを集中して実施す

るだけではなく、「実践」に重きをおきつつ

もアカデミックな学びもできる新たな教育機

関である専門職大学として差別化を図る。 
 
 
2.2.2 工科学部 デジタルエンタテインメント

学科の特色 
エンタテインメントは演劇や音楽・映像等、

人々を楽しませる娯楽である。デジタルテン

タテインメントは従来のエンタテインメント

に IT 技術を応用することで、今までに見たこ

とのなかった表現や新しい体験を提供する。

だが、単に IT 技術を付け足すだけではデジタ

ルエンタテインメントは成立せず、人々を楽

しませるというエンタテインメントの本質を

理解し、適切に IT 技術を用いる必要がある。 
本学科では、そのための知識や技術を講義、

演習、実習を通して学び、デジタルエンタテ

インメントコンテンツを創造するための人材

の育成を目指す。そこで、インタラクティブ

コンテンツを生成するための知識・技術を学

ぶ「ゲームプロデュースコース」とデジタル

映像を生成するための知識・技術を学ぶ「CG
アニメーションコース」の 2 コースを設置す

る。 
 
 「ゲームプロデュースコース」では、ビデ

オゲームを企画・開発するために必要な知識

や技術を学ぶ。インタラクティブネスが特徴

であるビデオゲームは、コンピュータソフト

学科の特色 
我が国は、発明・創造を尊重するという国の

方針のもと、従来のものづくりに加えて、デ

ザイン、音楽・映像等のメディア芸術におけ

る価値ある情報づくりを産業の基盤に据える

ことにより、経済・社会の再活性化を図るこ

とを目指してきた。平成 16 年には「コンテン

ツの創造、保護及び活用の促進に関する法

律」を施行し、コンテンツは人間の創造的活

動により生み出されるもので、教養や娯楽と

して、高い文化的、芸術的、市場的価値を有

するものとして産業振興や人材育成が進めら

れてきた。しかし我が国においては、体系的

なエンタテインメントやメディア芸術にかか

わる教育や、これらの産業における教育連携

はいまだに確立したものとはなっていない。 
 
今般、設置するデジタルエンタテインメント

学科では、従来の感性教育を中心としたデザ

インやコンテンツ教育ではなく、さらに論理

的な思考能力と美的感性の涵養を通じて、メ

ディアテクノロジーの理解と実践をもとに芸

術文化の創造に関わる国際的視野を持った高

度のクリエイター人材の育成を目指してい

く。デジタルエンタテインメント学科には

「ゲームプロデュースコース」と「CG アニ

メーションコース」の 2 つのコースを設け

る。 
「ゲームプロデュースコース」では人間の教

育や娯楽に資するゲームコンテンツを通じ

て、メディアテクノロジーの実践的応用とし

てのゲーム設計・研究・制作とともに芸術文

化の創造に関わる国際的視野を持った(ゲー

ム）クリエイター(や実務家）等の育成を行

う。 
ゲーム創造の過程で必要である、人間の感

覚・知的特性とマシンに対する反応や行動等

の習得をするとともに、開発テクノロジーで

あるプログラム、アセット生成手法を学び、

自律的にクリエイティブに実践できる人材を

育成する。またゲーム流通にかかわるビジネ

ス戦略やコンテンツの流通、権利に関する知

的財産等の外的要因について演習を通じてプ

ロジェクトや組織マネジメント等を学び、総

合的に未来をプロデュースする人材の輩出を

目指す。 
「CG アニメーションコース」では、論理的

な思考能力と美的感性の涵養を通じて、メデ

ィアテクノロジーの実践的応用及び芸術文化

の創造に関わる国際的視野を持ったコンテン
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ウェアとして動作するためプログラミングな

どの技術スキルが必要になるが、エンタテイ

ンメントでもあるため技術以外の知識も必要

となる。プログラミングの授業に加え、ビデ

オゲームのソフトウェアやハードウェアの歴

史、ゲームデザイン（ジャンル、ゲームメカ

ニクス等）、高い没入感を提供するコンテン

ツであるためクリエイターとしての倫理感

等、幅広い知識を修得できる授業を構成して

いる。また、近年注目されている AI について

は、一般的な AI について学ぶと共に、ゲーム

内での AI や開発時に使用する AI 等、これか

らのコンテンツ開発に影響を与えるため特別

に授業を配してある。3年次以降ではCGアニ

メーションコースの学生と共同で実習を行う

事で、表現力の高いアセットを用いた高品質

なインタラクティブコンテンツ制作の実習を

実施する。 「CG アニメーションコース」

では、映像コンテンツを制作するための基本

である、表現や技術の歴史、映像理論や関連

する技術（収録、表示等）を学ぶと共に、コ

ンピュータグラフィックスのアルゴリズムや

関連する数学や物理を理解しアセット等を生

成する技術を修得する。モデリング・アニメ

ーション・レンダリング等の CG 制作の一連

のプロセスを学ぶことに加え、プログラミン

グの基本を学ぶ事で、リアルタイム CG やツ

ール拡張のスキルも習得する。3 年次以降で

は、ゲームプロデュースコースの学生と共同

でインタラクティブな映像やゲームコンテン

ツ制作の実習を学ぶ。これは HMD (Head 
Mounted Display) や HUD (Head-Up 
Display)を使用した映像やプロジェクション

マッピングを状況に合わせて変化させる映像

など、最新エンタテインメントに関する、も

しくは将来に一般的となるエンタテインメン

トを創造する機会となる。 

ツクリエイターや実務家等の育成を目指す。

教育の考え方として創作イメージを具体化す

るために、対象の観察や法則性の理解等を基

盤として制作までの過程を論理化する。論理

化された創作イメージ（アルゴリズム）を手

続化し、映像等に表出によって具体化する。

さらに出来上がったコンテンツを評価しアイ

デアやプログラムを修正しながら作品を得る

過程を学修する。 
この 2 つのコースを通して、十分なデジタル

コンテンツの理解と技能の習得とともに、未

来に向かって、豊かで創造的な社会を、柔軟

に思考できる「デジタルエンタテインメント

の未来像をプロデュースできる人材」を育成

する。加えて、中央教育審議会答申「我が国

の高等教育の将来像」が提言する「高等教育

の多様な機能と個性・特色の明確化」を踏ま

え海外にも通じる確実な人材育成を図る。 
 
 
 

 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 
  新 旧 
（資料3-1）（資料3-2） 
養成する人材像とディプロマ・ポリシーとの

関係とディプロマ・ポリシーまとめ 

（追加） 
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資料3-1

No. 上位概念 基本概念 なぜ必要か keywords 能力 志向・態度
DP 
No.

1 俯瞰 俯瞰力 - 4

2 問題発見 問題発見力 - - 5

3 発見した問題・課題を正しく分析でき
ないといけない

- 理論 -

4 分析した結果、問題・課題の本質
（ゴール）を精査できないといけない

- モデル構築 -

5 - 総合方法 - 2

6 創造力 - -

7 感性に基づく表現 表現力 - -

8
解決策に対して、実際にプロトタイプ
などをインプリメント出来ないといけ
ない

プロトタイプ開発
力

プロトタイプ
開発力

- - 7

9
インプリメントした複数のプロトタイ
プに対して最終解を選択（収束過程）
できないといけない

正確な科学的判断
力

判断力 - - 8

10 提案解の評価を正しく理解して問題・
課題の発見に戻れないといけない

コミュニケーショ
ン力

コミュニケー
ション力

- - 9

11 - ヒトへの知
識・理解

-

12 - モノへの知
識・理解

-

13 - カネへの知
識・理解

-

14 協調性を持って行動できないといけな
い

チームワーク力
チームワーク

力
- -

15 リーダーになる資質を持っていないと
いけない

リーターシップ力
リーターシッ

プ力
- -

16 チャレンジ精神 - - チャレンジ精
神

13

17 三現主義 - - 三現主義 14

18 専門職として社会的責務を理解してい
ないといけない

- - 基礎倫理 11

19 社会の問題解決だけではなく、持続可
能な発展まで考慮できないといけない

- - 社会倫理 12

10

経
営
資
源

ビジネスのしくみ

倫理観

豊かな創
造力

問題・課題を発見できないといけない

精査した本質に対し、解決策を数多く
考案（発散過程）できないといけない

デザイン思考

デザイン思考

高い倫理
感

確かな実
践力

専門職として
の行動指針

鋭敏なビ
ジネスセ
ンス

倫理観

新しいものでも躊躇しない、新しい動
きや変化に好んで対応できないといけ
ない。加えて、机上のデータだけでは
なく、自分の目で見て耳で聞いて判断
できないといけない

養成する人材像とディプロマ・ポリシーの関係

1分析

創造

ビジネスの仕組みを知らないといけな
い

知識・理解

6

3
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東京国際工科専門職大学　ディプロマ・ポリシー比較表 資料3-2
東京国際工科専門職大学 工科学部 情報工学科 デジタルエンタテインメント学科
ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）＜三大学力別＞ ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）＜三大学力別＞ ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）＜三大学力別＞

冒
頭

　本学は、卓越した機能による技術的価値と優れた芸術
的表現による文化的価値を備え、ビジネス上の成功を目
指しつつ社会や環境への配慮を欠かさない人工物の創造
をする“Designer in Society（社会とともにあるデザイ

ナー）”となるために、定められた在籍期間、及び、所定
の単位を取得し、必修等の条件を満たすこと等を卒業要
件とし、卒業を認定し学位を授与する。
 


冒
頭

本学部は情報技術を応用する領域における専門職を養成する。その
ため、本学の「ディプロマ・ポリシー」を踏まえた上で、定められ
た課程において以下の知識・能力を修得し、教育の理念である
「Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）」に従い、
ものを創ることができる学生に対し、卒業を認定し学位を授与す
る。

情報工学科では、人工知能システム、IoTシステム、ロボット中心とし
た情報工学における教育・研究・実践活動を通して、情報工学分野にお
ける基礎及び専門技術に関する知識と創造力を身につける。さらに、そ
れらを俯瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニケーション能力を有
し、グローバルに活躍できる技術者を養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生に学位を授与す
る。

デジタルエンタテインメント学科では、デジタルコンテンツ分野におけ
る歴史的・社会的背景、および、デジタルコンテンツの役割や職能を理
解し、プロトタイプ開発を行うことで、グローバルに発信可能なデジタ
ルコンテンツのクリエイターを養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生に学位を授与す
る。

DP No. keywords

1 分析
発見した問題・課題を正しく分析する基本理論を理解し、本質
（ゴール）を精査するためにモデルを構築できる。

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とともに、コン

ピュータシステムの構成に関する知識を有している

問題解決のためにその対象を正しく分析する数学、専門英語といった基
礎知識を有している

2 創造

問題・課題解決のために知識を総合し、価値創造の方法論について
理解している

AI, IoT, ロボットの各分野において、価値創造のためのソフトウェアア
ルゴリズムやシステム構成方法論について理解している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムに関する論理的・
数学的知識を有している。
・IoTシステムコースに所属する学生は、ソフトウェア、ハードウェ
ア、ネットワークとデータ解析の知識を有している。
・ロボット開発コースに所属する学生は、ハードウェアとソフトウェア
のバランスした知識を有している。

デジタルゲーム、およびコンピュータグラフィックス技術を用いた価値
創造のためのアルゴリズムや表現方法論について理解している
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コンピュータゲームに
関するデジタルコンテンツ制作に特化した知識を有している。
・CGアニメーションコースに所属する学生は、映像制作、キャラク
ターデザイン等、コンピュータグラフィックスに特化した知識を有して
いる。

3 ビジネスの仕組
み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している

4 俯瞰力

情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、対象領域を
俯瞰する能力を有する

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロボット）と社会との接点を理解
し、情報システム技術をコアとして、システムインテグレーションに関
する知識を総合的に俯瞰することができる

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と社会との接点を理解し、デ
ジタルコンテンツ、情報システム技術、ビジネスに関する知識などを総
合的に俯瞰することができる

5 問題発見力

情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、問題を発
見・設定する力を有している

情報工学を主導する専門職人材として問題を発見する力を有している デジタルコンテンツを主導する専門職人材として問題を発見し設定する能力を
有している

6 創造力と表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コンピュータゲームデ
ザインおよびプログラミングなどゲーム開発に関する総合力を有してい
る。
・CGアニメーションコースに所属する学生は、CG映像に関する一連の
プロセスと制作のための総合力を有している。

7 プロトタイプ開発
力

プロトタイプを実際に開発する能力を有している 情報技術を応用して対象領域の課題を解決するソリューションのプロト
タイプを開発する能力を有している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムの応用に着目す
る。
・IoTシステムコースに所属する学生は、IoTシステムのプロトタイプ開
発を行い、サービスデザインにも着目する
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロボットの応用に関する実践
的プロトタイプ開発に着目する。

デジタルコンテンツのプロトタイプを開発する能力を有している
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、プロトタイプを制作す
る目的を理解し、デジタルゲームに関して企画・開発する能力を有して
いる。
・CGアニメーションコースに所属する学生は、プロトタイプを制作す

る目的を理解し、CG映像に関して企画・制作する能力を有している。

8 判断力 科学的判断力を持って最適解を決定することができる 論理的思考能力と科学的知識によって最適解を判断することができる 論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最適解を判断することができる

9 コミュニケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している

11 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる

12 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している

13 チャレンジ精
神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり
遂げる

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げ
る

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げ
る

14 三現主義
原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現
物）で行動できる

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で
行動できる

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で
行動できる

1. 豊かな創造力
　対象領域を俯瞰し、問題・課題を発見し科学的根拠をもって
分析するとともに、分析した結果問題の本質を精査できる総合
力と、解決を複数考案できる創造力、感性、倫理観を有してい
る。

2. 確かな実践力
　問題・課題解決に対し、実際にプロトタイプを開発し複数イン
プリメントすることで実際に解決案を創造するとともに、最適解
を選択できる社会的倫理観を持ちながら判断できる知識・能力
を有している

3. 鋭敏なビジネスセンス
　現代社会のビジネスの仕組みを知り、専門職人材として、顧
客や品質を第一に考えられるとともに、現実的判断をもって遂
行することのできるビジネススキルとともに、自身が持つ好奇心
の実現に向け協調性をもって、主体的に行動することができ
る。

4. 高い倫理観
　倫理観をもって社会の責務を認識した行動指針を有している
とともに、顕在する問題解決のみならず、社会の持続性・発展
性まで考慮することのできる専門職人材である。

知
識
・
理
解
・
能
力
・
態
度
・
志
向

協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダー
シップを発揮することができる

協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダー
シップを発揮することができる10

チームワーク力
とリーダーシップ
力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リー
ダーシップを発揮することができる

知
識
・
理
解

能
力

態
度
・
志
向

倫理観
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（是正事項） 工科学部   情報工学科 
  

４．＜コースの運用が不明＞ 
学科の中にコースを設ける計画であるが、コースごとの教育課程が示されておら

ず、体系的な教育課程が整備されているのか不明であるため、コースごとの教育

課程を示すこと。また、コースに定員を設けるのか、どの時期からコースごとに

学生を配置するのか、学生の選抜方法、専任教員のコースごとの配置等、コース

の運用方法が不明であるため、明確に説明すること。【２学科共通】 

 
（対応） 
 コースごとに体系的な教育課程を整備するとともに、コースごとの定員、コースごとに学生を

配置する時期、学生の選抜方法、専任教員の配置等、コースの運用について以下の通り説明する。 
 
 
■コースごとの教育課程について 
 教育課程の詳細を資料 8, 9, 16 にて示す。本学が配置するコースとは履修モデルであって、何

かの資格取得などには一切紐付いていない。つまり、コースの違いは職業専門科目の選択科目

（卒業要件で 17 単位分）にあり、本学におけるコースはその選択科目の履修方法を指定する

「履修上の区分」に過ぎない。 
 
 
■コースの定員について 

コースごとの定員は設けないが、運用上の目安として次の上限を設けている。 
 
＜情報工学科：入学定員 120 名＞ 

AI 戦略コース： 上限 80 名 
IoT システムコース： 上限 80 名 
ロボット開発コース： 上限 40 名 

 
 ロボット開発コースの上限が少ない理由は、本法人同種専門学校の類似する学科への近年の入

学希望者数（下表 1 参照）を勘案した結果である。 
なお、「AI 戦略コース」及び「IoT システムコース」の希望学生人数にどちらか偏りがあって

も希望通りに対応できるよう、各コースの目安についてそれぞれ 80 名を上限としている。仮に、

希望者数が上限枠を超えるような事態が生じた場合には選抜を行う。選抜方法ついては、後述

「コース運用について」において説明する。 
 

表 1  コースに対応する同種専門学校既設学科の入学定員と平均定員超過率 
コース名 対応する既設学科 入学定員 定員超過率 

AI 戦略コース 
高度情報処理学科（４年制） 160 名 0.85 

IoT システムコース 

ロボット開発コース 先端ロボット開発学科 160 名 0.39 

   定員超過率：平成 28～31 年の平均の入学定員超過率 
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■コースの運用について 
 

□学生の配置時期 
 2 年次より行う。なお、各コースに対応する授業科目の履修は 1 年次後期に始まるものの、

学生の習熟度や進路選択にかかる時間に配慮し、1 年次後期のコース別選択科目の定員は設け

ない。したがって、1 年次後期の選択科目は最大 120 名となり、年間開講数 3 回を想定する。 
 

 
図１ コース運用の概略 

 
 
 

□学生の選抜方法 
仮にコース上限を超える学生の希望があった場合、まずは希望する学生と教職員との面談に

よって調整を図る。調整がつかない場合は、必要に応じて選抜を行う。選抜では、基本的に 1
年次の成績を重視する。選抜が行われる可能性があることを予め告知しておくため、入学後す

ぐに行うオリエンテーションにてコース選択についての時期や運用方法を伝達する。 
 

□専任教員の配置 
本学科の専任教員はコース別の科目だけではなく学科共通科目を必ず担当するため、学生が

所属するコースの隔てなく指導を実施するが、専任教員についてあえて主となるコースを割り

振った場合の職位別人数一覧を表 2 に示す。これから見てわかるように、学生の上限のバラン

スを加味した教員の配置になっている。加えて、教育課程と同様に、当該専任教員の研究区分

や実績も複数コースに跨ることも多い（例えば、人工知能搭載の IoT サービスの開発等）。よ

って、万が一、学生の希望コースの偏りが顕著に表れた場合は、専任教員採用・配置計画と共

に、実績と配置された科目との適合性を改めて精査する予定である。 
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表 2 主担当コースの職位別人数一覧 

 AI 戦略コース IoT システムコース ロボット開発コース 
教授 5 

□2 □4 □10 □11 □13  
5 

□12 □14 □15 □16 □17  
4(2) 

□1 □3 （□19 □20 ） 
准教授 0 1 

□18  
1 
□5  

講師 0 0 1 
□6 □9  

助教授 1 
□8  

0 0 

コース合計 6 6 7(2) 
学科別合計 20（2)<1> 

※( )はみなし教員の内数、< >は外国語の専任教員の内数 
 

 
□教室運用について 
 教室運用でも問題がないことを確認するため、時間割（案）では、表 3 の人数想定で試算を

行っている。その結果の各教室の稼働率を表 4 に示す。もっともクラスが多い想定での試算で

あり、この結果から問題ないことが明らかである。 
 
 表 3  時間割（案）の前提条件 

学科 情報工学科 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科 
コース AI 戦略 IoT ｼｽﾃﾑ ﾛﾎﾞｯﾄ開発 ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ CG ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 
１年 120 名(3 ｸﾗｽ) 80 名(2 ｸﾗｽ) 
２年 50 名(2 ｸﾗｽ) 50 名(2 ｸﾗｽ) 20 名 50 名(2 ｸﾗｽ) 30 名 
３年 50 名(2 ｸﾗｽ) 50 名(2 ｸﾗｽ) 20 名 50 名(2 ｸﾗｽ) 30 名 
４年 50 名(2 ｸﾗｽ) 50 名(2 ｸﾗｽ) 20 名 50 名(2 ｸﾗｽ) 30 名 

 
 表 4  教室稼働率 

教室分類 専用教室 平均稼働率 備考 
講義室 5 室 23％ 別科用講義室を除く。空き時間を

自習室として運用。 
演習室 9 室 60％ 授業のみで運用。 

情報処理施設 3 室 28％ 空き時間を研究活動及び自習用に

開放。 
実験・実習工場 3 室 16％ 空き時間を研究活動で利用。 

上記合計 20 室 35％ 他校と共有する教室は除外 
 ※完成年度における臨地実務実習が行われていない前期前半（4～6 月）の時間割案から算出。 
 

 
□その他、コースの運用における注意事項について 
【２年次以降のコース変更について】 
 2 年次以降、コース変更は基本的に認めない。仮に、コース変更を希望する場合は、未履修

の科目について在席期間中に履修可能であること、かつ、変更先コースの定員枠に余裕がある

ことが条件となる。 
 
 
【受講生が 40 名を超える場合の運用方法について】 
本学では、各授業について 40 名を超えて履修登録がある場合、当該科目については複

数名の教員を配置するもしくは同じ授業を 2 回以上に分けて行う。したがって、すべての
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授業科目において、教員 1 人が同時に授業を行う学生数は 40 名以下とする。 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
6.3 履修モデル 
1.3 節等でも言及したが、情報工学科は「AI
戦略コース」と「IoT システムコース」と

「ロボット開発コース」に、デジタルエンタ

テインメント学科は「ゲームプロデュースコ

ース」と「CG アニメーションコース」に分

かれている。さらに、「ゲームプロデュース

コース」は“プランナー系”と“プログラマ

ー系”に細分化される。そこで本学では、受

験生が入学を検討している段階から、本学ホ

ームページで履修モデル等を示し、卒業まで

の道筋を入学検討者が想定・理解しやすいよ

うに入学前指導として活用する。 
卒業後の進路について、情報工学科における

「AI 戦略コース」ではディープラーニングや

ニューラルネットワーク等に代表される人工

知能技術を用いて、事業化している企業やそ

れらに関連した機関を、「IoT システムコー

ス」ではクラウドサービス等における IoT 技

術活用したシステムやサービスを展開してい

る企業やそれに関連した機関を、「ロボット

開発コース」では自動運転や介護ロボットの

みならず、将来を見据えたロボットを利用し

たサービス分野等の企業やそれに関連した機

関を想定している。また、この 3 コースは密

接に関連しており、例えば、ロボットの学習

データをクラウドに蓄積するといった一連の

先端技術を横断できる人となるようにカリキ

ュラムが組まれている。 
「ゲームプロデュースコース」の進路先は、

ゲーム産業はもちろんのこと、VR や AR と

いった 3D 市場、「CG アニメーションコー

ス」の進路先は映画業界や漫画・アニメとい

ったメディア市場を主に想定しており、どち

らもその市場におけるプランナー・デザイナ

ー・エンジニアといった人材を養成するよう

なカリキュラムとなっている。 
上記に記した各種コースの履修モデルは資料

16 に添付する。加えて、コース運用における

詳細については、後に記す。 

6.3 履修モデル 
1.3 節等でも言及したが、情報工学科は「AI
戦略コース」と「IoT システムコース」と

「ロボット開発コース」に、デジタルエンタ

テインメント学科は「ゲームプロデュースコ

ース」と「CG アニメーションコース」に分

かれている。さらに、「ゲームプロデュース

コース」は“プランナー系”と“プログラマ

ー系”に細分化される。そこで本学では、受

験生が入学を検討している段階から、本学ホ

ームページで履修モデル等を示し、卒業まで

の道筋を入学検討者が想定・理解しやすいよ

うに入学前指導として活用する。 
卒業後の進路について、情報工学科における

「AI 戦略コース」ではディープラーニングや

ニューラルネットワーク等に代表される人工

知能技術を用いて、事業化している企業やそ

れらに関連した機関を、「IoT システムコー

ス」ではクラウドサービス等における IoT 技

術活用したシステムやサービスを展開してい

る企業やそれに関連した機関を、「ロボット

開発コース」では自動運転や介護ロボットの

みならず、将来を見据えたロボットを利用し

たサービス分野等の企業やそれに関連した機

関を想定している。また、この 3 コースは密

接に関連しており、例えば、ロボットの学習

データをクラウドに蓄積するといった一連の

先端技術を横断できる人となるようにカリキ

ュラムが組まれている。 
「ゲームプロデュースコース」の進路先は、

ゲーム産業はもちろんのこと、VR や AR と

いった 3D 市場、「CG アニメーションコー

ス」の進路先は映画業界や漫画・アニメとい

ったメディア市場を主に想定しており、どち

らもその市場におけるプランナー・デザイナ

ー・エンジニアといった人材を養成するよう

なカリキュラムとなっている。 
上記に記した各種コースの履修モデルは資料

16 に添付する。（追加） 

6.7 コースについて 
6.7.1 コースごとの教育課程について 
 教育課程の詳細を資料 8, 9, 16にて示す。本

学が配置するコースとは履修モデルであっ

て、何かの資格取得などには一切紐付いてい

ない。つまり、コースの違いは職業専門科目

（追加） 
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の選択科目（卒業要件で 17 単位分）にあり、

本学におけるコースはその選択科目の履修方

法を指定する「履修上の区分」に過ぎない。 
 
6.7.2 コースの定員について 
コースごとの定員は設けないが、運用上の目

安として次の上限を設けている。 
＜情報工学科：入学定員 120 名＞ 
AI 戦略コース   ： 上限 80 名 
IoT システムコース： 上限 80 名 
ロボット開発コース： 上限 40 名 
＜デジタルエンタテインメント学科：入学定

員 80 名＞ 
ゲームプロデュースコース： 上限 60 名 
CG アニメーションコース： 上限 60 名 
 
なお、これらの上限の違いは、各学科の入学

定員、および、本法人内の同種専門学校の類

似する学科への近年の入学者数を勘案したた

めである。仮に、希望者数が上限枠を超える

ような事態が生じた場合には選抜を行う。選

抜方法ついては、後述「コース運用につい

て」において説明する。 
 
6.7.3 コースの運用について 
＜学生の配置時期＞ 
2 年次より行う。なお、各コースに対応する

授業科目の履修は 1 年次後期に始まるもの

の、学生の習熟度や進路選択にかかる時間に

配慮し、1 年次後期のコース別選択科目の定

員は設けない。したがって、1 年次後期の選

択科目は情報工学科で最大 120 名、デジタル

エンタテインメント学科で最大 80名となる。

よって、情報工学科で年間開講数 3 回、デジ

タルエンタテインメント学科で年回開講数 2
回を想定する。（資料 17） 
 
＜学生の選抜方法＞ 
仮にコース上限を超える学生の希望があった

場合、まずは希望する学生と教職員との面談

によって調整を図る。調整がつかない場合

は、必要に応じて選抜を行う。選抜では、基

本的に 1 年次の成績を重視する。選抜が行わ

れる可能性があることを予め告知しておくた

め、入学後すぐに行うオリエンテーションに

てコース選択についての時期や運用方法を伝

達する。 
 
6.7.4 その他、コース運用における注意事項に

ついて 
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＜2 年次以降のコース変更について＞ 
2 年次以降、コース変更は基本的に認めな

い。仮に、コース変更を希望する場合は、未

履修の科目について在席期間中に履修可能で

あること、かつ、変更先コースの定員枠に余

裕があることが条件となる。 
 
＜受講生が 40名を超える場合の運用方法につ

いて＞ 
本学では、各授業について 40名を超えて履修

登録がある場合、当該科目については複数名

の教員を配置するもしくは同じ授業を 2 回以

上に分けて行う。したがって、すべての授業

科目において、教員 1 人が同時に授業を行う

学生数は 40 名以下とする。 
 

 
 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 
新 旧 

（資料17） （追加） 

 
 

 
 



1

履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ
ミュニケーション

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1

英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1

英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 比較文化論

2

コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

6
単位

選択

（ｺｰｽ別）

8
単位以上

ﾛﾎﾞｯﾄ

組込みシステ
ム制御実習 3

自動制御機
械開発実習 3

産業用ロ
ボット実習 2

情報工学概
論 2

デザインエ
ンジニアリ
ング概論

3

職業専門
科目

情報数学
2

確率統計論
2

技術英語
2

79.5

線形代数
2

単位
以上

必修

解析学
2

36.5

プログラミ
ング

C言語基礎

3

組込みC,
C++言語 3

プログラミング
概論 1.5

ソフトウェ
アシステム
開発

2

単位
情報
通信

コンピュータシ
ステム基礎 2

データベー
ス基礎と応
用

2

情報セキュ
リティ応用 2

電子
回路

電子回路基
礎 3

回路・プリ
ント基板設
計

3

人工知能基
礎 1.5

機械学習

2

深層学習

2

自然言語処
理 1.5

画像・音声
認識 2

人工知能数
学 1.5

デバイス・ネッ
トワーク 1.5

サーバ・
ネットワー
ク

1.5

9.0

IoTデバイス
プログラミ
ングⅠ

1

IoTデバイス
プログラミング
Ⅲ

2

単位以上 制御工学基
礎 2

IoTデバイス
プログラミング
Ⅱ

1

力学

2

制御工学基
礎 2

材料力学・材
料工学 2

ロボット機
構 2

機械設計

2

ロボット制
御 2

展開科目 必修

企画・発想法

1.5
プロジェク
トマネジメ
ント

2
知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会 2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ 1.5

企業経営論

2

ベンチャー起
業経営 1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目

4
単位

卒業要件 計 124 単位以上 選択科目

卒業研究制作 4

AI

IoT

必修科目

ﾛﾎﾞｯﾄ

演習
必修
4単位

研究
制作

講義
・

演習

ビジネス
教養

地域共創デザイン実習

講義
・

演習

Pythonプロ
グラミング

数学
物理
英語

選択

学科
包括

1.5

センサ・アク
チュエータ 2

カリキュラム配置  工科学部　情報工学科 資料　8

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期 前期 後期科目種別 前期 後期 前期 後期 前期

基盤

IoT
IoTシステム
開発Ⅰ 3

学科
共通

32

単位

臨地実務実習Ⅱ 7.5 臨地実務実習Ⅲ

ソリュー
ション開発
Ⅱ

4

AI

講義
・

演習

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5.0

人工知能シ
ステム開発
Ⅰ

1
メディア情報
処理実習

人工知能シ
ステム開発
Ⅱ

データ解析

IoTシステム
開発Ⅱ 3

IoTサービス
デザイン 2

2
人工知能応
用

7.5

ソリュー
ション開発
Ⅰ

2

1.5

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



2

履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ

ミュニケーショ

ン

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 単位 比較文化論

2
コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

9
単位

選択

5
単位以上

学科包括

コンテンツ
デザイン概
論

2

職業専門
科目

線形代数

2
統計論

2
技術英語

2

解析学

2

必修

コンピュータ
グラフィックス
Ⅰ 2

コンピュータ
グラフィックス
Ⅱ 2

79.5 39

情報
通信

電子情報工
学概論 2

単位
以上

単位 ゲーム構成論
Ⅰ 2

プログラミング
言語基礎 1.5

ゲームアルゴ
リズム 2

ゲームAI Ⅰ

1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅰ 3

コンテンツ制
作マネジメント 2

エンタテインメ
ント設計 1.5

デジタル造形
Ⅰ 3

デジタル造
形Ⅱ 3

映像論

2

CGデザイン
基礎 1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅱ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅠ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅡ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅢ 1

選択

6.5
単位以上 ゲーム構成論

Ⅱ 1.5
ゲームデザイ
ン実践演習 1

インターフェー
スデザイン 1

デジタル映像
表現技法基
礎 1.5

デジタル映像
表現技法応
用 3

デジタルキャ
ラクタ実践演
習 3

インターフェー
スデザイン 1

CGアニメー
ション総合
演習

1

展開科目 必修

企画・発想法

1.5

プロジェク
トマネジメ
ント

2

知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会

2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ 1.5

企業経営論

2

ベンチャー起
業経営

1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目 必修

4 4
単位 単位

卒業要件 計 124 単位以上

デジタルコンテンツ制作応用

6 3
デジタルコン
テンツ総合実
習

臨地実務実習Ⅲ

CGアニメー
ション総合実
習Ⅰ

3 2
CGアニメー
ション総合実
習Ⅱ

カリキュラム配置　工科学部 デジタルエンタテインメント学科 資料　8

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期前期後期 前期 後期科目種別 前期 後期 前期

講義
・

演習

基盤

臨地実務実習Ⅱ 7.5

ｹﾞｰﾑ

ゲーム制作技
術総合実習
Ⅰ

3

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5

ゲーム制作技
術総合実習
Ⅱ

2

CG

学科
共通

講義
・

演習

ｹﾞｰﾑ

CG

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾏｰ）

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾗﾝﾅｰ）

数学
物理
英語

3
ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅲ

3
ゲームAI Ⅱ

演習
研究
制作

CG

講義
・

演習

ビジネス
教養

1.5

地域共創デザイン実習

7.5

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

ゲームハード
概論

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



資料9-1【工科学部 情報工学科】 カリキュラムツリー

1



2

資料9-1-1
【工科学部 情報工学科 ＡＩ戦略コース】 カリキュラムツリー



資料9-1-2

3

【工科学部 情報工学科 ＩｏＴシステムコース】 カリキュラムツリー



資料9-1-3

4

【工科学部 情報工学科 ロボット開発コース】 カリキュラムツリー



資料9-1-4

5

【工科学部 情報工学科】 理論科目の学習体系について



1

履修方
法

必修/選
択

科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科
目 必修

グローバルコ
ミュニケーショ

ン

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅰa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅰb

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅱa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅱb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅲa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅲb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅳ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と 倫理

2

単位 比較文化論

2

コ ミ ュ ニ
ケーショ ン
と 記号論

2

感性をはか
る 2

必修

20
単位

必修

6
単位

選択

（ｺｰｽ別）

8
単位以

上 ﾛﾎﾞｯﾄ

組込みシス
テム制御実
習

3

自動制御機
械開発実習 3

産業用ロ
ボッ ト 実習 2

情報工学概
論 2

デザイ ン エ
ン ジニアリ
ン グ概論

3

職業専
門

科目

情報数学
2

確率統計論
2

技術英語
2

79. 5

線形代数
2

単位
以上

必修

解析学
2

36. 5

プログラミ
ング

C言語基礎

3

組込みC,
C++言語 3

プログラミン
グ概論 1. 5

ソ フ ト ウェ
アシステム
開発

2

単位
情報
通信

コンピュータ
システム基
礎

2

データ ベー
ス基礎と 応
用

2

情報セキュ
リ ティ 応用 2

電子
回路

電子回路基
礎 3

回路・ プリ
ン ト 基板設
計

3

人工知能基
礎 1. 5

機械学習

2

深層学習

2

自然言語処
理 1. 5

画像・ 音声
認識 2

人工知能数
学 1. 5

デバイス・
ネットワーク 1. 5

サーバ・
ネッ ト ワー
ク

1. 5

9. 0

I oTデバイ
スプロ グラ
ミ ン グⅠ

1

I oTデバイス
プログラミン
グⅢ

2

単位以
上

制御工学基
礎 2

I oTデバイス
プログラミン
グⅡ

1

力学

2

制御工学基
礎 2

材料力学・
材料工学 2

ロ ボッ ト 機
構 2

機械設計

2

ロ ボッ ト 制
御 2

展開科
目 必修

企画・発想
法 1. 5

プロ ジェ ク
ト マネジメ
ン ト

2

知的財産権
論 2

グロ ーバル
市場化戦略 2

持続可能な
社会 2

20. 5 20. 5

チームワー
クとリーダー
シップ

1. 5

企業経営論

2

ベンチャー
起業経営 1. 5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科
目
4

単位

卒業要件 計 124 単位以上

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

地域共創デザイ ン 実習

演習
必修
4単位

研究
制作

ﾛﾎﾞｯﾄ

講義
・

演習

ビジネス
教養

講義
・

演習

学科
包括

数学
物理
英語

AI

選択

Pyt honプロ
グラ ミ ン グ 1. 5

I oT

センサ・アク
チュエータ 2

データ解析

1. 5

I oTサービ
スデザイ ン 2

I oTシステム
開発Ⅰ 3

I oTシステム
開発ⅡI oT

人工知能シ
ステム開発
Ⅱ

3

人工知能応
用 2

人工知能シ
ステム開発
Ⅰ

2

メディア情報
処理実習 1

3

5. 0 臨地実務実習Ⅱ 7. 5 臨地実務実習Ⅲ 7. 5

学科
共通

ソ リ ュ ー
ショ ン 開発
Ⅱ

4

ソ リ ュ ー
ショ ン 開発
Ⅰ

2

講義
・

演習

単位

基盤

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ

AI

履修モデル  工科学部　情報工学科　　ＡＩ 戦略コース 資料16

　科目区分 １年 ２ 年 ３ 年 ４ 年

科目種別 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



2

履修方
法

必修/選
択

科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科
目 必修

グローバルコ
ミュニケーショ

ン

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅰa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅰb

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅱa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅱb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅲa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅲb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅳ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と 倫理

2

単位 比較文化論

2

コ ミ ュ ニ
ケーショ ン
と 記号論

2

感性をはか
る 2

必修

20
単位

必修

6
単位

選択
（ｺｰｽ別）

8
単位以

上 ﾛﾎﾞｯﾄ

組込みシス
テム制御実
習

3

自動制御機
械開発実習 3

産業用ロ
ボッ ト 実習 2

情報工学概
論 2

デザイ ン エ
ン ジニアリ
ン グ概論

3

職業専
門

科目

情報数学
2

確率統計論
2

技術英語
2

79. 5

線形代数
2

単位
以上

必修

解析学
2

36. 5

プログラミ
ング

C言語基礎

3

組込みC,
C++言語 3

プログラミン
グ概論 1. 5

ソ フ ト ウェ
アシステム
開発

2

単位
情報
通信

コンピュータ
システム基
礎

2

データ ベー
ス基礎と 応
用

2

情報セキュ
リ ティ 応用 2

電子
回路

電子回路基
礎 3

回路・ プリ
ン ト 基板設
計

3

人工知能基
礎 1. 5

機械学習

2

深層学習

2

自然言語処
理 1. 5

画像・ 音声
認識 2

人工知能数
学 1. 5

デバイス・
ネットワーク 1. 5

サーバ・
ネッ ト ワー
ク

1. 5

9. 0

I oTデバイ
スプロ グラ
ミ ン グⅠ

1

I oTデバイス
プログラミン
グⅢ

2

単位以
上

制御工学基
礎 2

I oTデバイス
プログラミン
グⅡ

1

力学

2

制御工学基
礎 2

材料力学・
材料工学 2

ロ ボッ ト 機
構 2

機械設計

2

ロ ボッ ト 制
御 2

展開科
目 必修

企画・発想
法 1. 5

プロ ジェ ク
ト マネジメ
ン ト

2

知的財産権
論 2

グロ ーバル
市場化戦略 2

持続可能な
社会 2

20. 5 20. 5

チームワー
クとリーダー
シップ

1. 5

企業経営論

2

ベンチャー
起業経営 1. 5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科
目
4

単位

卒業要件 計 124 単位以上

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

地域共創デザイ ン 実習

演習
必修
4単位

研究
制作

ﾛﾎﾞｯﾄ

講義
・

演習

ビジネス
教養

講義
・

演習

学科
包括

数学
物理
英語

AI

選択

Pyt honプロ
グラ ミ ン グ 1. 5

I oT

センサ・アク
チュエータ 2

データ解析

1. 5

I oTサービ
スデザイ ン 2

I oTシステム
開発Ⅰ 3

I oTシステム
開発ⅡI oT

人工知能シ
ステム開発
Ⅱ

3

人工知能応
用 2

人工知能シ
ステム開発
Ⅰ

2

メディア情報
処理実習 1

3

5. 0 臨地実務実習Ⅱ 7. 5 臨地実務実習Ⅲ 7. 5

学科
共通

ソ リ ュ ー
ショ ン 開発
Ⅱ

4

ソ リ ュ ー
ショ ン 開発
Ⅰ

2

講義
・

演習

単位

基盤

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ

AI

履修モデル  工科学部　情報工学科　　I oTシステムコース 資料16

　科目区分 １年 ２ 年 ３ 年 ４ 年

科目種別 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



3

履修方
法

必修/選
択

科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科
目 必修

グローバルコ
ミュニケーショ

ン

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅰa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅰb

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅱa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅱb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅲa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅲb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅳ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と 倫理

2

単位 比較文化論

2

コ ミ ュ ニ
ケーショ ン
と 記号論

2

感性をはか
る 2

必修

20
単位

必修

6
単位

選択
（ｺｰｽ別）

8
単位以

上 ﾛﾎﾞｯﾄ

組込みシス
テム制御実
習

3

自動制御機
械開発実習 3

産業用ロ
ボッ ト 実習 2

情報工学概
論 2

デザイ ン エ
ン ジニアリ
ン グ概論

3

職業専
門

科目

情報数学
2

確率統計論
2

技術英語
2

79. 5

線形代数
2

単位
以上

必修

解析学
2

36. 5

プログラミ
ング

C言語基礎

3

組込みC,
C++言語 3

プログラミン
グ概論 1. 5

ソ フ ト ウェ
アシステム
開発

2

単位
情報
通信

コンピュータ
システム基
礎

2

データ ベー
ス基礎と 応
用

2

情報セキュ
リ ティ 応用 2

電子
回路

電子回路基
礎 3

回路・ プリ
ン ト 基板設
計

3

人工知能基
礎 1. 5

機械学習

2

深層学習

2

自然言語処
理 1. 5

画像・ 音声
認識 2

人工知能数
学 1. 5

デバイス・
ネットワーク 1. 5

サーバ・
ネッ ト ワー
ク

1. 5

9. 0

I oTデバイ
スプロ グラ
ミ ン グⅠ

1

I oTデバイス
プログラミン
グⅢ

2

単位以
上

制御工学基
礎 2

I oTデバイス
プログラミン
グⅡ

1

力学

2

制御工学基
礎 2

材料力学・
材料工学 2

ロ ボッ ト 機
構 2

機械設計

2

ロ ボッ ト 制
御 2

展開科
目 必修

企画・発想
法 1. 5

プロ ジェ ク
ト マネジメ
ン ト

2

知的財産権
論 2

グロ ーバル
市場化戦略 2

持続可能な
社会 2

20. 5 20. 5

チームワー
クとリーダー
シップ

1. 5

企業経営論

2

ベンチャー
起業経営 1. 5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科
目
4

単位

卒業要件 計 124 単位以上

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

地域共創デザイ ン 実習

演習
必修
4単位

研究
制作

ﾛﾎﾞｯﾄ

講義
・

演習

ビジネス
教養

講義
・

演習

学科
包括

数学
物理
英語

AI

選択

Pyt honプロ
グラ ミ ン グ 1. 5

I oT

センサ・アク
チュエータ 2

データ解析

1. 5

I oTサービ
スデザイ ン 2

I oTシステム
開発Ⅰ 3

I oTシステム
開発ⅡI oT

人工知能シ
ステム開発
Ⅱ

3

人工知能応
用 2

人工知能シ
ステム開発
Ⅰ

2

メディア情報
処理実習 1

3

5. 0 臨地実務実習Ⅱ 7. 5 臨地実務実習Ⅲ 7. 5

学科
共通

ソ リ ュ ー
ショ ン 開発
Ⅱ

4

ソ リ ュ ー
ショ ン 開発
Ⅰ

2

講義
・

演習

単位

基盤

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ

AI

履修モデル  工科学部　情報工学科　　ロボット開発コース 資料16

　科目区分 １年 ２ 年 ３ 年 ４ 年

科目種別 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



4

履修方法
必修/選

択
科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科
目 必修

グローバルコ
ミ ュ ニケー

ショ ン

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅠa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅠb

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅡa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅡb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅢa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅢb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と 倫理

2

単位 単位 比較文化論

2

コ ミ ュ ニ
ケーショ ン
と 記号論

2

感性をはか
る 2

必修

20
単位

必修

9
単位

選択

5
単位以上

学科包括

コンテンツ
デザイン概
論

2

職業専
門

科目

線形代数

2

統計論

2

技術英語

2

解析学

2

必修

コンピュータ
グラフィック
スⅠ

2

コンピュータ
グラフィック
スⅡ

2

79. 5 39

情報
通信

電子情報工
学概論 2

単位
以上

単位 ゲーム構成
論Ⅰ 2

プログラミン
グ言語基礎 1. 5

ゲームアル
ゴリズム 2

ゲームAI Ⅰ

1. 5

ゲームプロ
グラム構成
基礎Ⅰ

3

コンテンツ制
作マネジメン
ト

2

エンタテイン
メント設計 1.5

デジタル造
形Ⅰ 3

デジタ ル造
形Ⅱ 3

映像論

2

CGデザイン
基礎 1. 5

ゲームプロ
グラム構成
基礎Ⅱ

1. 5

ゲームプロ
グラミングⅠ 1.5

ゲームプロ
グラミングⅡ 1. 5

ゲームプロ
グラミングⅢ 1

選択

6. 5
単位以上 ゲーム構成

論Ⅱ 1. 5

ゲームデザ
イン実践演
習

1

インター
フェースデザ
イン

1

デジタル映
像表現技法
基礎

1. 5

デジタル映
像表現技法
応用

3

デジタル
キャラクタ実
践演習

3

インター
フェースデザ
イン

1

CGアニメ ー
ショ ン総合
演習

1

展開科
目 必修

企画・発想
法

1. 5

プロジェ ク
ト マネジメ
ント 2

知的財産権
論

2

グローバル
市場化戦略

2

持続可能な
社会

2

20. 5 20. 5

チームワー
クとリーダー
シップ 1. 5

企業経営論

2

ベンチャー
起業経営

1. 5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科
目

必修

4 4

単位 単位

卒業要件 計 124 単位以上

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

地域共創デザイ ン実習

演習
研究
制作

CG

講義
・

演習

ビジネス
教養

1. 5

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾗﾝﾅｰ）

ゲームAI
Ⅱ 3

ゲームプロ
グラム構成
基礎Ⅲ

3

講義
・

演習

数学
物理
英語

ｹﾞｰﾑ

CG

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾏｰ）

CGアニメー
ション総合実
習Ⅱ

2

ゲームハー
ド概論

CG

CGアニメー
ション総合実
習Ⅰ

3

2

臨地実務実習Ⅲ 7. 5

学科
共通

デジタルコン
テンツ総合
実習

3

デジタルコンテンツ制作応用

6

講義
・

演習

基盤

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5 臨地実務実習Ⅱ 7. 5

ｹﾞｰﾑ

ゲーム制作
技術総合実
習Ⅰ

3

ゲーム制作
技術総合実
習Ⅱ

履修モデル　工科学部 デジタルエンタテインメント学科　ゲームプロデュースコース（プログラマー系） 資料16

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期後期 前期 後期 前期科目種別 前期 後期 前期

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



5

履修方法
必修/選

択
科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科
目 必修

グローバルコ
ミ ュ ニケー

ショ ン

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅠa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅠb

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅡa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅡb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅢa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅢb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と 倫理

2

単位 単位 比較文化論

2

コ ミ ュ ニ
ケーショ ン
と 記号論

2

感性をはか
る 2

必修

20
単位

必修

9
単位

選択

5
単位以上

学科包括

コンテンツ
デザイン概
論

2

職業専
門

科目

線形代数

2

統計論

2

技術英語

2

解析学

2

必修

コンピュータ
グラフィック
スⅠ

2

コンピュータ
グラフィック
スⅡ

2

79. 5 39

情報
通信

電子情報工
学概論 2

単位
以上

単位 ゲーム構成
論Ⅰ 2

プログラミン
グ言語基礎 1. 5

ゲームアル
ゴリズム 2

ゲームAI Ⅰ

1. 5

ゲームプロ
グラム構成
基礎Ⅰ

3

コンテンツ制
作マネジメン
ト

2

エンタテイン
メント設計 1.5

デジタル造
形Ⅰ 3

デジタ ル造
形Ⅱ 3

映像論

2

CGデザイン
基礎 1. 5

ゲームプロ
グラム構成
基礎Ⅱ

1. 5

ゲームプロ
グラミングⅠ 1.5

ゲームプロ
グラミングⅡ 1. 5

ゲームプロ
グラミングⅢ 1

選択

6. 5
単位以上 ゲーム構成

論Ⅱ 1. 5

ゲームデザ
イン実践演
習

1

インター
フェースデザ
イン

1

デジタル映
像表現技法
基礎

1. 5

デジタル映
像表現技法
応用

3

デジタル
キャラクタ実
践演習

3

インター
フェースデザ
イン

1

CGアニメ ー
ショ ン総合
演習

1

展開科
目 必修

企画・発想
法

1. 5

プロジェ ク
ト マネジメ
ント 2

知的財産権
論

2

グローバル
市場化戦略

2

持続可能な
社会

2

20. 5 20. 5

チームワー
クとリーダー
シップ 1. 5

企業経営論

2

ベンチャー
起業経営

1. 5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科
目

必修

4 4

単位 単位

卒業要件 計 124 単位以上

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

地域共創デザイ ン実習

演習
研究
制作

CG

講義
・

演習

ビジネス
教養

1. 5

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾗﾝﾅｰ）

ゲームAI
Ⅱ 3

ゲームプロ
グラム構成
基礎Ⅲ

3

講義
・

演習

数学
物理
英語

ｹﾞｰﾑ

CG

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾏｰ）

CGアニメー
ション総合実
習Ⅱ

2

ゲームハー
ド概論

CG

CGアニメー
ション総合実
習Ⅰ

3

2

臨地実務実習Ⅲ 7. 5

学科
共通

デジタルコン
テンツ総合
実習

3

デジタルコンテンツ制作応用

6

講義
・

演習

基盤

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5 臨地実務実習Ⅱ 7. 5

ｹﾞｰﾑ

ゲーム制作
技術総合実
習Ⅰ

3

ゲーム制作
技術総合実
習Ⅱ

履修モデル　工科学部 デジタルエンタテインメント学科　ゲームプロデュースコース（プランナー系） 資料16

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期後期 前期 後期 前期科目種別 前期 後期 前期

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



6

履修方法
必修/選

択
科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科
目 必修

グローバルコ
ミ ュ ニケー

ショ ン

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅠa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅠb

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅡa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅡb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅢa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅢb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と 倫理

2

単位 単位 比較文化論

2

コ ミ ュ ニ
ケーショ ン
と 記号論

2

感性をはか
る 2

必修

20
単位

必修

9
単位

選択

5
単位以上

学科包括

コンテンツ
デザイン概
論

2

職業専
門

科目

線形代数

2

統計論

2

技術英語

2

解析学

2

必修

コンピュータ
グラフィック
スⅠ

2

コンピュータ
グラフィック
スⅡ

2

79. 5 39

情報
通信

電子情報工
学概論 2

単位
以上

単位 ゲーム構成
論Ⅰ 2

プログラミン
グ言語基礎 1. 5

ゲームアル
ゴリズム 2

ゲームAI Ⅰ

1. 5

ゲームプロ
グラム構成
基礎Ⅰ

3

コンテンツ制
作マネジメン
ト

2

エンタテイン
メント設計 1.5

デジタル造
形Ⅰ 3

デジタ ル造
形Ⅱ 3

映像論

2

CGデザイン
基礎 1. 5

ゲームプロ
グラム構成
基礎Ⅱ

1. 5

ゲームプロ
グラミングⅠ 1.5

ゲームプロ
グラミングⅡ 1. 5

ゲームプロ
グラミングⅢ 1

選択

6. 5
単位以上 ゲーム構成

論Ⅱ 1. 5

ゲームデザ
イン実践演
習

1

インター
フェースデザ
イン

1

デジタル映
像表現技法
基礎

1. 5

デジタル映
像表現技法
応用

3

デジタル
キャラクタ実
践演習

3

インター
フェースデザ
イン

1

CGアニメ ー
ショ ン総合
演習

1

展開科
目 必修

企画・発想
法

1. 5

プロジェ ク
ト マネジメ
ント 2

知的財産権
論

2

グローバル
市場化戦略

2

持続可能な
社会

2

20. 5 20. 5

チームワー
クとリーダー
シップ 1. 5

企業経営論

2

ベンチャー
起業経営

1. 5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科
目

必修

4 4

単位 単位

卒業要件 計 124 単位以上

デジタルコンテンツ制作応用

6 3

デジタルコン
テンツ総合
実習

臨地実務実習Ⅲ

CGアニメー
ション総合実
習Ⅰ

3 2

CGアニメー
ション総合実
習Ⅱ

履修モデル　工科学部 デジタルエンタテインメント学科　ＣＧアニメーションコース 資料16

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期前期後期 前期 後期科目種別 前期 後期 前期

講義
・

演習

基盤

臨地実務実習Ⅱ 7. 5

ｹﾞｰﾑ

ゲーム制作
技術総合実
習Ⅰ

3

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5

ゲーム制作
技術総合実
習Ⅱ

2

CG

学科
共通

講義
・

演習

ｹﾞｰﾑ

CG

ｹﾞｰﾑ
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（是正事項） 工科学部   情報工学科 
  

５．＜教育課程が不適切＞ 
養成する人材像等を踏まえると、学生が数学等の理論的な内容を基礎から段階

的に学修を行い修得する必要があるが、そのような体系的な教育課程となって

いない。例えば、科目間で内容が重複している科目が散見される、授業内容が

過重であるなど、教育課程が体系的に配置されていないため、適切に改めるこ

と。【２学科共通】 

 
（対応） 
審査意見 1 や 6 などを鑑み、教育課程を抜本的に見直す。 
当該是正意見にある科目間の重複や、単独授業内の内容また分量の過密に加え、大学の目的、

設置の趣旨・必要性、養成する人材像を考慮し、基礎から段階的に学修することに留意した。 

加えて本審査意見から、教育課程を抜本的に見直し修正を行なった。また、教育課程の体系が明

確になるように、従来のカリキュラム配置図（資料 8）に加え、新たに、カリキュラムツリーを

作成した（資料 9）。このカリキュラムツリーは、学科別にまとめたものと、コース別にまとめ

たものと、当該審査意見にある、数学などの理論科目に特化したツリーがある。 
 以下に、見直した教育課程について詳細を記す。 
 
 
◆教育課程の体系の変更の総論 
 まず１年次については、1 年次前期に学修の動機づけに当たる科目を基本的に配置し、理論的

な内容等を学ぶ科目については 1 年次後期から基本的に学修が始まるようにしている。このよう

な教育課程にした理由は、従来の大学では 1 年次前期から、卒業に向けて段階的に理論を積み上

げていくが、学生が入学時に持つ学修の動機、好奇心、興味関心をより鮮明にさせるとともに、

理論が未定着なことによって、創造的な制作・開発の体験をより可能とさせるためである。その

体験を一度経た上で、学生は工科学部に相応しい線形代数や解析学などの理論を学ぶ。 
2年次以降は、極力PBLを意識し、ディプロマ・ポリシーにある「分析」と「判断」を涵養す

る理論系科目と、ディプロマ・ポリシーにある「創造（力）」と「プロトタイプ開発」を涵養す

る演習科目と同時に学べるように留意するとともに、講義・演習が実習と交互に配置されるよう

に配慮した。このように、教育課程が体系立てられることによって、分析、判断、創造、プロト

タイプ開発という 4 つの項目が効果的に学べる。よって、本学の科目には、講義や演習といった

区分が明確化された授業のみならず、講義・演習科目か混在している。 
 加えて、実習系の教育課程にも留意した。情報工学科では 1 年次前期の動機づけと 1 年次後期

の理論の定着を踏んだ後に始まる 2 年次以降の教育課程は、審査意見 4 で述べたコースごとの履

修モデルも始まる教育課程であることから、2 年次の実習はコースそれぞれに特化した実習に変

更を行った。一方で、展開科目に配した学部横断の実習科目である「地域共創デザイン実習」に

よって、特定の学問領域に囚われることなく、課題を俯瞰し問題解決を体感的に同時に学ぶこと

も可能となっている。さらに、2 年間の学びの集大成として、2 年次の最終科目を「臨地実務実

習Ⅰ」とすることによって、最低限のコースごとの知識と教養とともに、社会を俯瞰し問題解決

する前に重要な問題発見のための社会のプロセスを、実社会での学びを通して学ぶという段階的

な教育となった。 
 3 年次からは、これまでに学修した知識や能力のさらなる深化とともに、実社会に対しての理

解を深めることのできるような教育課程に変更することで、専門職人材の養成により近づく体系

になった。例えば、実社会でソフトウェア・インテンシブな製品を開発する場合、システムエン

ジニア、プログラマー、データ分析者、企画者、ソフトウェア開発部門とハードウェア開発部門、

といった具合に、それぞれの専門職が集まりプロジェクトを進める。そこで、情報工学科の実習

科目においては、AI 分野、IoT 分野、ロボット分野のコースごとの実習科目を 3 年次で高度化す

るが、引続いて実施する 3 年次後期の「ソリューション開発Ⅰ」、4 年次前期の「ソリューショ
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ン開発Ⅱ」では、これらの専門職グループの共同作業として 1 つのプロジェクトに取り組むこと

を体験するために、学科横断でのチーム編成を行う。 
さらに展開科目には、実社会を理解する科目を置いている。先に述べた、コース横断の実習科

目は、社内の能力を結集し創造する能力や隣接他部署とのコミュニケーション力を高めることは

できるが、実社会での課題を俯瞰し創造するための知識・理解、能力や、クライアント、顧客、

仕入れ先、業務委託先など、社外と効果的なコミュニケーションを取るための実社会の深い理解

が不足しているであろう。そこで、3 年次以降の展開科目には、知的財産権、ファイナンス、企

業組織、法務、人材、CSRなどを学ぶ科目を配している。展開科目の目的などの詳細については、

審査意見 6 にて改めて回答する。 
 3 年次からの教育課程は 1 年次や 2 年次に見られる、学問の追及、分析ではなく、創造（統合）

にシフトされており、養成する人材像と整合性が高いと考える。さらに、これらを強化するため

に、これらの創造も講義・演習、学内実習と臨地実務実習とを往復することでより、専門職とし

て確かな実践力を養成することができるような教育課程に変更を行った。 
 「臨地実務実習Ⅱ」は 3 年次の後期に配され、コース別の学修が終盤に差しかかり、専門職と

して必要な知識をある程度修得しているタイミングで取り組むことができる。加えて、展開科目

の一部によって、対象社会のビジネスルールやプロセスの理解も最低限備えている。よって、3
年次後期に配された「臨地実務実習Ⅱ」の到達目標は「製品、業務内容、ビジネスプロセスなど

の問題点の発見や課題の理解」が相応しい。 
 先に述べた「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」は、2 年次に配された「地域共創デザイン実習」で

の課題を発展させ、最終的にプロトタイプを生み出すための学内実習の総まとめとして位置づけ

ており、専門技術の習得のまとめであると同時に、最終課題と言ってもよい「臨地実務実習Ⅲ」

と「卒業研究制作」を繋ぐ科目として、重要な位置づけとなっている。 
 先に述べた「臨地実務実習Ⅲ」は 4 年次前期に配され、総合科目に配された、卒業研究制作を

除く全ての教育課程が履修されたタイミングで行われる。「臨地実務実習Ⅲ」の到達目標は、本

学のディプロマ・ポリシーにある“7. 情報技術を応用して対象領域の課題を解決するソリューシ

ョンのプロトタイプを開発する能力を有している。”に直結している。 
 そして、今までの学びの総まとめとして位置する科目が「卒業研究制作」である。1 年次の学

修の動機づけと身につけた理論、2 年次の「地域共創デザイン実習」による自治体や地域企業な

どの課題を解決するプロトタイプのデザインを通して制作や研究を実践し、3、4 年次のソリュ

ーション開発Ⅰ、Ⅱ」によって「地域共創デザイン実習」での課題を専門職として発展させ、

「卒業研究制作」で学生一人一人がまとめる。そのような重要な位置づけとなっているのが、

「卒業研究制作」である。 
 
 以上のことから、これらの修正によって本学の教育課程の編成について、段階的かつ横断的に

理論と実践が融合されているとともに、それらの積み上げによって、ディプロマ・ポリシーに到

達できる教育課程となった。これらを可視化するため、資料 9 にカリキュラムツリーを新たに追

加する。カリキュラムツリーによって、カリキュラムマップやカリキュラム配置図にはなかった、

個々の科目のつながり、流れ、関連性がより鮮明に分かるようになった。 
  
 
  
◆カリキュラム・ポリシーの変更について 
 当該審査意見、及び審査意見 1 に伴い、カリキュラム・ポリシーの変更を行った。以下に詳細

を記す。 
 
 カリキュラム・ポリシー変更の要点は、①デザイン学に関する文言の削除、および修正、②職

業専門科目と展開科目の見直しによる修正、③各ディプロマ・ポリシーとの整合性である。特に

③は、ディプロマ・ポリシーのどの項目を主として対応しているカリキュラム・ポリシーなのか

を明確にするために、ディプロマ・ポリシーの各項目に通し番号を振り（以下、DP No.）、そ

の DP No.を対応するカリキュラム・ポリシーに記載し、ディプロマ・ポリシーと、カリキュラ
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ム・ポリシーとの整合性を明確化した。（資料 10） 
 
 ＜東京国際工科専門職大学 カリキュラム・ポリシー（大学教育課程の編成・実施方針）＞ 

東京国際工科専門職大学では、ディプロマ・ポリシーに掲げた学修成果を得るために、デザイ

ン思考の教育課程を編成する。 
学修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のように定める。 
＜教育課程の区分＞ 
 教育課程は①対象領域を俯瞰し、②問題・課題を発見し、③解決策を考え、④プロトタイプ

を開発し、⑤評価から①に戻る一連の過程に必要な知識、能力を得られる教育課程とする。 
 専門職人材としてプロトタイプ開発を行う実践力とビジネスセンスを磨き倫理観をもって対

象領域にアプローチするために必要な科目を配する。 
 
 実習科目を中心として志向・態度を学び、チャレンジ精神、向上心、探究心を涵養する 
 
＜教育内容・方法＞ 
本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・履修登

録のみならず、より良い教育及び学修を円滑に運営するための人間環境を整え「個に対する教育」

を行う。 
（学修方法） 
科目が初歩的なものから専門的なものへと進行する配置の中で、初歩的過程で学んだ科目内容

が、どのようにして専門的な科目の基礎をなすか、また専門的科目の内容がどのようにして社会

にどのように役立つかを実習科目や総合科目を通じて学ぶ。この実感が、“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”の基礎となる。したがって、科目配列は特に１年次では最初

に動機付け及びトピックへのエクスポージャを目的とした科目によって原理や理論を深く学ぶの

ではなく、何に使われているかを中心に理解する。その後に原理や理論を学ぶ科目を配置してい

る。これは自分が持っている社会に役立ちたいという動機が、学問によって裏付けられることを

経験し、実感的動機を科目学修動機に変換させることでもある。それに基づいて、専門的な科目

は動機を満たすものとして自発的に学習することが可能となる。これを実現するために、実務経

験のある教員から何を学ぶかを知り、また実習、演習、インターンシップなども、漫然と課題に

向かうのでなく、自発的に学習するものとして位置づけることができるものとなる。 
 
 
 
 
 
 
 ＜工科学部 カリキュラム・ポリシー（大学教育課程の編成・実施方針）＞ 
工科学部では、ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけることができるように、以下のよ

うに教育課程を編成する。このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学修方法･学修

過程、学修成果の評価の在り方は以下のように定める。 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理解の科目を置く  広義のデザインに

おける感性的思考を支援する知識・理解の科目を基盤科目として添える。これらを基盤科目

群とする。 
 “Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する

科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの汎用的技能を育成する科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を解決するための理論科目と、正確な判断力を養成する科目を置く。これら

の科目は職業専門科目の講義科目として配する 
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 問題・課題解決のために知識を総合し、価値創造の方法論を学ぶ科目を配する。 
【職業専門科目と展開科目における実習科目】 
 プロトタイプ開発を主軸とする実習科目を配置する 
 俯瞰力と問題発見力を涵養する実習科目を配置する 
 多くの実習科目を通し、新しいモノ・コトでも躊躇せず、変化を好んで対応し、対話を通じ

て他者と協力し、机上のデータだけではなく、自分の目で見て耳で聞く行動指針を養成する 
【展開科目】 
 ビジネスの仕組みと関連する知識を養成する科目を配置する 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知識を学ぶ 
 実習による実践だけではなく、協調性をもって、チームメンバーとして主体的に行動する、

または、リーダーとして、指導力を発揮する原理を学ぶ科目を配する 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制作を実施します。この科目は、英語での発表を義務

付けている 
 
＜教育内容・方法＞ 
（教育方法） 
 本学では「担任制度」を設け、学生１０名程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・履修

登録のみならず、より良い教育及び学修を円滑に運営するための人間環境を整え「個に対する教

育」を行う。 
（学修方法） 
科目が初歩的なものから専門的なものへと進行する配置の中で、初歩的過程で学んだ科目内容

が、どのようにして専門的な科目の基礎をなすか、また専門的科目の内容がどのようにして社会

にどのように役立つかを実習科目や総合科目を通じて学ぶ。この実感が、“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”の基礎となる。したがって、科目配列は特に１年次では最初

に動機付け及びトピックへのエクスポージャを目的とした科目によって原理や理論を深く学ぶの

ではなく、何に使われているかを中心に理解する。その後に原理や理論を学ぶ科目を配置してい

る。これは自分が持っている社会に役立ちたいという動機が、学問によって裏付けられることを

経験し、実感的動機を科目学修動機に変換させることでもある。それに基づいて、専門的な科目

は動機を満たすものとして自発的に学習することが可能となる。これを実現するために、実務経

験のある教員から何を学ぶかを知り、また実習、演習、インターンシップなども、漫然と課題に

向かうのでなく、自発的に学習するものとして位置づけることができるものとなる。 
 
＜学修成果の評価＞ 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の 8 割以上の出席・課題提出を前提とし、その上で、各授業に応じ

て評価することとする。詳細の評価については、各種シラバスで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先の企業との連携の重要性から、必ずルーブリック評

価表を用い、公平で客観的かつ厳格な成績評価を行うこととする。詳細の評価については、各種

シラバスで明示する。 
 
 
 
 
 
 ＜情報工学科 カリキュラム・ポリシー（大学教育課程の編成・実施方針）＞ 

情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけることができるように、以下の

ように教育課程を編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評価の
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在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理解の科目を置く 
 “Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する

科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの汎用的技能を育成する科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理論科目として数学や、物理学と共

に、情報技術の基礎的な知識に関する理論科目を配置する。「電子回路基礎」「コンピュータ

システム基礎」「情報数学」「線形代数」「解析学」「確率統計論」「データベース基礎と応用」

「技術英語」「情報セキュリティ応用」「力学」「人工知能数学」「自然言語処理」「人工知能

数学」「制御工学基礎」「センサ・アクチュエータ」「材料力学・材料工学」「データ解析」

「技術英語」 
 問題解決のために情報技術を統合し、価値創造の方法論を学ぶ科目を配する。「C 言語基礎」

「組込み C,C++言語」「回路・プリント基板設計」「プログラミング概論」「ソフトウェアシ

ステム開発」「Pythonプログラミング」「機械学習」「デバイス・ネットワーク」「IoTデバイ

スプログラミングⅠ」「機械設計」「深層学習」「画像・音声認識」「サーバ・ネットワーク」

「IoT デバイスプログラミングⅡ」「ロボット機構」「ロボット制御」 
【職業専門科目と展開科目における実習科目】 
 デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ知的好奇心を向上させながら探究

心を身につけるとともに、チャレンジ精神を養成する。 
 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロボット）と対象領域が抱える問題を見つけるための

俯瞰力と問題発見力、その問題を解決するための知識の総合力を養成する科目を配する。 
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」「地域共創デザイン実習」「人工知能

システムⅠ、Ⅱ」「メディア情報処理」「人工知能応用」「IoT システム開発Ⅰ、Ⅱ」「IoT サ

ービスデザイン」「組込みシステム制御実習」「産業用ロボット実習」 
【展開科目】 
 専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する手法を講義と演習を組み合わせて

学ぶ 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知識を養成する 
 社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経営資産についての知識を習得する

科目を配する。 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制作を実施する。この科目は、英語での発表を義務付

けている。 
 

＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・履修

登録のみならず、より良い教育及び学修を円滑に運営するための人間環境を整え「個に対する教

育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指したそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシーに

従って作成されたシラバスによって学修進行し、シラバスに予め記された評価の方法によって科

目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目においては定められた順序に科目取得を行う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得していなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価についてはスタディーログとして記録し、教育の評価や点検



6 
 

の材料として積極的に利用した教育方法論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学生に開示する。評価の客観性を得るために必要な

科目にはルーブリック評価を取り入れる。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基づき

学生指導を実施する。学生アンケートによりカリキュラムの評価を行い次年度に活かす。 
 
 
 
 
◆体系を立てるために大きく変更を行った科目 
 上記の教育課程にするために、ほぼ全ての科目について何らかの修正を行った。基本的には段

階的な学修のための変更や、科目間の重複、内容の過密性の修正だが、明らかに不足していた項

目を担保するために、新たに加えた授業がいくつかあるため以下に詳細を説明する。 
 
①「自然言語処理」 

「メディア情報処理実習（旧：自然言語処理実習）」に対し、講義が不十分であったため、新

たに「自然言語処理」の講義科目を配した。 
②「データ解析」 
特に IoT 科目群の実習に対し、データアナリティックスに関する講義が不十分であったため、

新たに「データ解析」の授業を追加した。 
③「材料力学・材料工学」 

情報工学科における主たる理論科目は 
必修：「線形代数」、「情報数学」、「解析学」、「確率統計論」 
選択：「人工知能数学（旧：情報数学応用）」、「力学」、「制御工学」 
であるが、ロボット科目群において、材料力学に関する理論科目が不十分であったため、新たに

「材料力学・材料工学」の授業を配した。 
 
 
 ■科目間で内容重複、単体授業における授業内容の過重調整や配当年次の調整 
 上記で既に述べたように、全授業科目の計画を見直し、ほぼ全ての授業に対し修正を行っ

た。全ての修正はシラバスで行ったため新旧対照表で記すこととし、以下、科目間における内

容重複の修正、適切な学修量のための配当年次の修正について、抜粋し説明する。 
【内容重複】 

情報工学科における「人工知能数学（旧：情報数学応用）」の授業第 1～3 回目の授業内

容が、「情報数学」と重複していたため、修正を行った。「情報数学」はテーマの流れにそ

って順番を入れ替え、「人工知能数学」は 1 年前期に受講した数学の理論科目、特に微分・

積分の応用として位置付け、人工知能開発といった方向に進む学生向けに、元々あったテー

マ（フーリエ変換とその応用、行列の応用（PCA、SDV など））を生かしつつ、冗長的な

部分を集約し、他の講義になかった最適化の基礎の項目を追加した。 
【配当科目数の修正】 
 基礎科目に配した「社会と倫理」について、1 年次前期から 3 年次前期に年次を変更した。

1 年次には、補講科目として「基礎英語」、「基礎数学」、「基礎物理」といった、入学時

の能力差を担保する科目も配置するために、申請書では見えてこなかった配当科目が集中と

いう問題に対し、配当年次を変更することで、履修単位の過重、学修量のバランス調整を行

った。 
 

 
■数学等の理論科目の体系 
 資料 9-1-4 に、数学などの理論科目に特化したカリキュラムツリーを記す。この表には、各科

目の授業計画の順番も記した。この図表を見てわかるように、基礎から段階的に学修を行い修

得できるように、授業計画内で順序立てて学修が行われている。単位を与えることはないが、
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入学時の学力差異を担保するために、一年次前期に「基礎数学」を配しているため、それも

含めて段階的に理論科目を学修しているといえる。 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
 
4. 教育課程の編成における考え方及び特色 
教育課程の編成及び実施の方針 

 カリキュラム・ポリシー（大学教育課

程の編成・実施方針） 
本学では以下のようにカリキュラム・ポリシ

ーを定め、教育課程を編成、実施する。参考

資料として教育課程の進行が把握しやすいカ

リキュラム配置（資料 8）や、教育課程の科

目群が把握しやすいカリキュラムツリー（資

料 9）を添付する。また、各ディプロマ・ポ

リシーに対して以下のカリキュラム・ポリシ

ーがどのように対応しているのかが明確にな

るように（資料 10）を添付する。 
 
4.1.1.1 東京国際工科専門職大学のカリキュラ

ム・ポリシー（大学教育課程の編成・実施方

針） 
東京国際工科専門職大学では、ディプロマ・

ポリシーに掲げた学修成果を得るために、デ

ザイン思考の教育課程を編成する。 
学修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方

は以下のように定める。 
＜教育課程の区分＞ 
 教育課程は①対象領域を俯瞰し、②問

題・課題を発見し、③解決策を考え、④

プロトタイプを開発し、⑤評価から①に

戻る一連の過程に必要な知識、能力を得

られる教育課程とする。 
 専門職人材としてプロトタイプ開発を行

う実践力とビジネスセンスを磨き倫理観

をもって対象領域にアプローチするため

に必要な科目を配する。 
 
 実習科目を中心として志向・態度を学

び、チャレンジ精神、向上心、探究心を

涵養する 
 
＜教育内容・方法＞ 
本学では「担任制度」を設け、学生 10名程度

に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・履

修登録のみならず、より良い教育及び学修を

円滑に運営するための人間環境を整え「個に

対する教育」を行う。 

 
4. 教育課程の編成における考え方及び特色教

育課程の編成及び実施の方針 
4.1.1 カリキュラム・ポリシー（大学教育課

程の編成・実施方針） 
本学では以下のようにカリキュラム・ポリシ

ーを定め、教育課程を編成、実施する。参考

資料として教育課程の進行が把握しやすいカ

リキュラム配置（資料 9）や、教育課程の科

目群が把握しやすいカリキュラムマップ（資

料 10）を添付する。 
 
4.1.1.1 東京国際工科専門職大学のカリキュラ

ム・ポリシー 
東京国際工科専門職大学では、ディプロマ・

ポリシーに掲げた学修成果を得るために、教

育課程を「基礎科目」、「職業専門科目」、

「展開科目」及び「総合科目」に区分する。

加えて、思考の出発は分析する対象としての

ものではなく、社会に存在する多様な期待で

ある。よって、従来の思考過程を逆転するデ

ザイン志向の教育課程を編成する。 
このように体系立てられ編成される教育課程

に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評価

の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
伝統的な領域科学志向の考え方と異なるデザ

イン志向の論理を身につける感性的思考を支

援する知識群を置く。 
【職業専門科目】 
各専門職を特徴づける教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業を

実施する。数多くの制作経験を通して学生の

入学時に持つ実感的なモノづくりに対し、論

理に裏付けられた表現能力としてさらに展開

される科目群である。 
【展開科目】 
卒業後専門職として歩む道には、専門職の能

力を高めつつ、さらに別な視点や学問領域か

らの取り組みが必要となる。例えば社会のリ

ーダーとして活躍するために必要な知識や、

世界的視野からの問題解決のためのアプロー
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（学修方法） 
科目が初歩的なものから専門的なものへと進

行する配置の中で、初歩的過程で学んだ科目

内容が、どのようにして専門的な科目の基礎

をなすか、また専門的科目の内容がどのよう

にして社会にどのように役立つかを実習科目

や総合科目を通じて学ぶ。この実感が、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の基礎となる。したがって、科

目配列は特に１年次では最初に動機付け及び

トピックへのエクスポージャを目的とした科

目によって原理や理論を深く学ぶのではな

く、何に使われているかを中心に理解する。

その後に原理や理論を学ぶ科目を配置してい

る。これは自分が持っている社会に役立ちた

いという動機が、学問によって裏付けられる

ことを経験し、実感的動機を科目学修動機に

変換させることでもある。それに基づいて、

専門的な科目は動機を満たすものとして自発

的に学習することが可能となる。これを実現

するために、実務経験のある教員から何を学

ぶかを知り、また実習、演習、インターンシ

ップなども、漫然と課題に向かうのでなく、

自発的に学習するものとして位置づけること

ができるものとなる。 
 
 
4.1.1.2 工科学部のカリキュラム・ポリシー 
工科学部では、ディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。このように

体系立てられ編成される教育課程に対し、学

修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は

以下のように定める。 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支

援する知識・理解の科目を置く  広義のデ

ザインにおける感性的思考を支援する知

識・理解の科目を基盤科目として添え

る。これらを基盤科目群とする。 
 “Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の根幹に当たる倫理観

を確立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミ

ュニケーションの汎用的技能を育成する

科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を解決するための理論科

目と、正確な判断力を養成する科目を置

チも必要となる。職業専門科目に直接隣接す

る分野ではなく、学修成果を広範な視点から

取り組み、入学時の動機を成熟させて卒業時

の動機となる科目である。 
【総合科目】 
個別対象を離れた総合的視点から俯瞰し、新

たなデザイン思考や共創行為が可能となる。

これらの学修は卒業研究制作の学修を通して

社会の課題解決を実際に経験することにより

強化される。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の出席を前提と

し、その上で、各授業に応じて評価すること

とする。詳細の評価については、各種シラバ

スで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先

の企業との連携の重要性から、必ずルーブリ

ック評価表を用い、公平で客観的かつ厳格な

成績評価を行うこととする。 
 
 
4.1.1.2 工科学部のカリキュラム・ポリシー 
工科学部では、工科領域におけるディプロ

マ・ポリシーに掲げる目標を達成するため

に、教育課程を「基礎科目」、「職業専門科

目」、「展開科目」及び「総合科目」に区分

し、講義、演習、実験、実習を適切に組み合

わせた授業科目を開講し、従来の思考過程を

逆転するデザイン志向の教育課程を編成す

る。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
伝統的な領域科学志向の考え方と異なるデザ

イン志向の論理を身につける感性的思考を支

援する知識群を置く。 
①コミュニケーション・スキル： 
 グローバルに活躍するための汎用的技能を
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く。これらの科目は職業専門科目の講義

科目として配する 
 問題・課題解決のために知識を総合し、

価値創造の方法論を学ぶ科目を配する。 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 プロトタイプ開発を主軸とする実習科目

を配置する 
 俯瞰力と問題発見力を涵養する実習科目

を配置する 
 多くの実習科目を通し、新しいモノ・コ

トでも躊躇せず、変化を好んで対応し、

対話を通じて他者と協力し、机上のデー

タだけではなく、自分の目で見て耳で聞

く行動指針を養成する 
【展開科目】 
 ビジネスの仕組みと関連する知識を養成

する科目を配置する 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解を

生み出すための知識を学ぶ 
 実習による実践だけではなく、協調性を

もって、チームメンバーとして主体的に

行動する、または、リーダーとして、指

導力を発揮する原理を学ぶ科目を配する 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制

作を実施します。この科目は、英語での

発表を義務付けている 
 
＜教育内容・方法＞ 
（教育方法） 
 本学では「担任制度」を設け、学生１０名

程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計

画・履修登録のみならず、より良い教育及び

学修を円滑に運営するための人間環境を整え

「個に対する教育」を行う。 
（学修方法） 
科目が初歩的なものから専門的なものへと進

行する配置の中で、初歩的過程で学んだ科目

内容が、どのようにして専門的な科目の基礎

をなすか、また専門的科目の内容がどのよう

にして社会にどのように役立つかを実習科目

や総合科目を通じて学ぶ。この実感が、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の基礎となる。したがって、科

目配列は特に１年次では最初に動機付け及び

トピックへのエクスポージャを目的とした科

目によって原理や理論を深く学ぶのではな

く、何に使われているかを中心に理解する。

その後に原理や理論を学ぶ科目を配置してい

育成する科目を配する。具体的には英語を指

す。これらをグローバル・コミュニケーショ

ン科目群とする。 
②倫理： 
 “Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する

科目を据える。これらを倫理科目群とする。 
③社会の中のデザイナー思考： 
  広義のデザインにおける感性的思考を支援

する知識・理解の科目を基盤科目として添え

る。これらを基盤科目群とする。 
 
 
【職業専門科目】 
各専門職を特徴づける教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業を

実施する。数多くの制作経験を通して学生の

入学時に持つ実感的なモノづくりに対し、論

理に裏付けられた表現能力としてさらに展開

される科目群である。 
①デザイン学的思考： 
伝統的な領域科学志向の考え方と異なるデザ

イン志向の論理を身につける科目として学科

包括科目を配する 
②論理的思考・デザイン的思考能力： 
推論過程である帰納法・演繹法はもちろん、

社会の中のデザイナーに必要な仮説検証に必

要な感性を養成する 
③理論と実践力： 
動機の実現を軸としてプロトタイプ制作を行

い、それに必要な基礎知識を身につけられる

教育課程とする 
【展開科目】 
卒業後専門職として歩む道として、専門職の

能力を高めつつ、さらに別な視点や学問領域

からの取り組みが必要となる。例えば社会の

リーダーとして活躍するために必要な知識

や、世界的視野からの問題解決のためのアプ

ローチも必要となる。職業専門科目に直接隣

接する分野ではなく、学修成果を広範な視点

から取り組み、入学時の動機を成熟させて卒

業時の動機となる科目である。 
【総合科目】 
個別対象を離れた総合的視点から俯瞰し、新

たなデザイン思考や共創行為が可能となる。

これらの学修は卒業研究制作の学修を通して

社会の課題解決を実際に経験することにより

強化される。 
 
＜教育内容・方法＞ 
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る。これは自分が持っている社会に役立ちた

いという動機が、学問によって裏付けられる

ことを経験し、実感的動機を科目学修動機に

変換させることでもある。それに基づいて、

専門的な科目は動機を満たすものとして自発

的に学習することが可能となる。これを実現

するために、実務経験のある教員から何を学

ぶかを知り、また実習、演習、インターンシ

ップなども、漫然と課題に向かうのでなく、

自発的に学習するものとして位置づけること

ができるものとなる。 
 
＜学修成果の評価＞ 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の 8 割以上の出

席・課題提出を前提とし、その上で、各授業

に応じて評価することとする。詳細の評価に

ついては、各種シラバスで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先

の企業との連携の重要性から、必ずルーブリ

ック評価表を用い、公平で客観的かつ厳格な

成績評価を行うこととする。詳細の評価につ

いては、各種シラバスで明示する。 
 
4.1.1.3 情報工学科のカリキュラム・ポリシー 
情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支

援する知識・理解の科目を置く 
 “Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の根幹に当たる倫理観

を確立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミ

ュニケーションの汎用的技能を育成する

科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を分析するためのモデル

構築及び解法の理論科目として数学や、

物理学と共に、情報技術の基礎的な知識

に関する理論科目を配置する。「電子回

路基礎」「コンピュータシステム基礎」

「情報数学」「線形代数」「解析学」

（教育方法） 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う。 
（学習方法） 
各科目群は、学年の進行に従って学習が容易

なように配置される。よって、その時々に強

調されるのが、入学から卒業までに、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”という基本を身に着けることで

ある。科目が初歩的なものから専門的なもの

へと進行する配置の中で、初歩的過程で学ん

だ科目が、専門的な科目においてはその科学

や技術が社会にどのように役立つかを学ぶこ

と。この実感が、“Designer in Society（社

会とともにあるデザイナー）”の基礎とな

る。したがって、学習はまず初年度一学期に

自分が持っている社会に役立ちたいという動

機が、学問によって裏付けられることを経験

し、実感的動機を科目学習動機に変換させ

る。それに基づいて、専門的な科目は動機を

満たすものとして自発的に学習することが可

能となる。これを実現するために、実務経験

のある教員から何を学ぶかを知り、また実

習、演習、インターンシップなども、漫然と

課題に向かうのでなく、自発的に学習するも

のとして位置づけることができるものとな

る。 
 
＜学修成果の評価＞ 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の 8 割以上の出

席・課題提出を前提とし、その上で、各授業

に応じて評価することとする。詳細の評価に

ついては、各種シラバスで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先

の企業との連携の重要性から、必ずルーブリ

ック評価表を用い、公平で客観的かつ厳格な

成績評価を行うこととする。詳細の評価につ

いては、各種シラバスで明示する。 
 
 
4.1.1.3 情報工学科のカリキュラム・ポリシー 
情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。 
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「確率統計論」「データベース基礎と応

用」「技術英語」「情報セキュリティ応

用」「力学」「人工知能数学」「自然言

語処理」「人工知能数学」「制御工学基

礎」「センサ・アクチュエータ」「材料

力学・材料工学」「データ解析」「技術

英語」 
 問題解決のために情報技術を統合し、価

値創造の方法論を学ぶ科目を配する。

「C 言語基礎」「組込み C,C++言語」

「回路・プリント基板設計」「プログラ

ミング概論」「ソフトウェアシステム開

発」「Python プログラミング」「機械学

習」「デバイス・ネットワーク」「IoT
デバイスプログラミングⅠ」「機械設

計」「深層学習」「画像・音声認識」

「サーバ・ネットワーク」「IoT デバイ

スプログラミングⅡ」「ロボット機構」

「ロボット制御」 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 デザイン思考の実践を含む実習の反復を

通し、学生が持つ知的好奇心を向上させ

ながら探究心を身につけるとともに、チ

ャレンジ精神を養成する。 
 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロ

ボット）と対象領域が抱える問題を見つ

けるための俯瞰力と問題発見力、その問

題を解決するための知識の総合力を養成

する科目を配する。 
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開

発Ⅰ、Ⅱ」「地域共創デザイン実習」「人工

知能システムⅠ、Ⅱ」「メディア情報処理」

「人工知能応用」「IoT システム開発Ⅰ、

Ⅱ」「IoT サービスデザイン」「組込みシス

テム制御実習」「産業用ロボット実習」 
【展開科目】 
 専門職人材として、主体的にかつ協調性

を持って行動する手法を講義と演習を組

み合わせて学ぶ 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解を

生み出すための知識を養成する 
 社会人として相応しい志向と態度を身に

つけるために、経営資産についての知識

を習得する科目を配する。 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制

作を実施する。この科目は、英語での発

表を義務付けている。 
 

 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
基礎科目群に外国語科目を入学年から卒業年

まで配し、グローバルコミュニケーション力

を養成する。さらに社会倫理、コミュニケー

ション、人の感性など生涯継続して学修する

素養を身につける。 
【職業専門科目】 
職業専門科目群には、専門技術領域を体系的

に修得する科目群とそれを修得するための基

礎的な科目群を配し基礎力とスキルを修得す

る。主に実習科目で行われるプロトタイプ制

作を通して、問題発見力、解決過程でのデザ

イン的思考能力を育成し、新たな価値創造に

重きを置いた教育を行う。 
【展開科目】 
 グローバルな市場化戦略、知的財産、企業

経営論などの将来の専門的活動分野に発展さ

せるのに有効な科目群を配し、本学がめざす

ビジネスリーダの素養を身につける。また、

地域貢献を目的として地域共創デザイン実習

科目を配し、社会や異分野に対し専門性を活

かした強いアンテナを持つ人材育成を行う。 
【総合科目】 
卒業研究制作科目を配する。グローバル展開

の拠点である東京の強みを活かしたビジネス

につながる応用研究をテーマとする。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに記された評価の方法によ

って科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し
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＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え「個

に対する教育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに予め記された評価の方法

によって科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用した教育方法

論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
4.1.1.4 デジタルエンタテインメント学科のカ

リキュラム・ポリシー 
デジタルエンタテインメント学科ではディプ

ロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるこ

とができるように、以下のように教育課程を

編成する。このように体系立てられ編成され

る教育課程に対し、学修方法･学修過程、学修

成果の評価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支

援する知識・理解の科目を置く 
 “Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の根幹に当たる倫理観

を確立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミ

ュニケーションの汎用的技能を育成する

ていなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用し、先端技術

を背景とした教育方法論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
4.1.1.4 デジタルエンタテインメント学科のカ

リキュラム・ポリシー 
デジタルエンタテインメント学科ではディプ

ロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるこ

とができるように、以下のように教育課程を

編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
 
 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
基礎科目群に外国語科目を入学年から卒業年

まで配し、グローバルコミュニケーション力

を養成する。さらに社会倫理、コミュニケー

ション、人の感性など生涯継続して学修する

素養を身につける。 
【職業専門科目】 
（学科内共通） 
論理的思考の基盤となる、計算機幾何学やコ

ンピュータ言語の学修と共に芸術的感性及び

論理的思考との関連を重視した科目、例えば

数理造形論や生態の観察と表現を体系的に学

修する。当該学科において必要な論理的思考

のための学修として数理造形論や計算機幾何

学、プログラム言語等を設置している。  
（ゲームプロデュースコース） 
ゲームプロデュースコースでは、デジタルコ

ンテンツの主要産業であるゲームを具体化す

るために、人間の感覚・知覚的特性とマシン

に対する反応や行動などを考慮しながら、ゲ

ームの手順を考えプログラム化する過程を学



13 
 

科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を分析するためのモデル

構築及び解法の理論科目として数学とと

もに、技術の基礎的な知識に関する理論

科目を配置する。「コンピュータグラフ

ィックスⅠ」「電子情報工学概論」「ゲ

ーム構成論Ⅰ」「線形代数」「解析学」

「コンピュータグラフィックスⅡ」「統

計論」「ゲームアルゴリズム」「コンテ

ンツ制作マネジメント」「映像論」「ゲ

ーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」

「技術英語」 
 問題解決のためにデジタルゲーム、およ

びコンピュータグラフィックス技術を統

合し、価値創造の方法論を学び芸術的感

性を涵養する科目を配する。「ゲームプ

ログラム構成基礎Ⅰ」「デジタル造形

Ⅰ」「CG デザイン基礎」「プログラミ

ング言語基礎」「デジタル造形Ⅱ」「ゲ

ーム AIⅠ」「エンタテインメント設計」

「ゲームプログラム構成基礎Ⅱ」「デジ

タル映像表現技法基礎」「ゲームプログ

ラム構成基礎Ⅲ」「デジタル映像表現技

法応用」「ゲームプログラミングⅠ」

「ゲームデザイン実践演習」「デジタル

キャラクタ実践演習」「ゲームプログラ

ミングⅡ」「インターフェースデザイ

ン」「ゲームプログラミングⅢ」「ゲー

ム AI Ⅱ」「CG アニメーション総合演

習」 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 デザイン思考の実践を含む実習の反復

を通し、学生が持つ知的好奇心を向上

させながら探究心を身につけるととも

に、チャレンジ精神を養成する。 
 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、

CG）と対象領域が抱える問題を見つけ

るための俯瞰力と問題発見力、その問

題を解決するための知識の総合力を養

成する科目を配する。 
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテン

ツ創造実習」「デジタルコンテンツ総合実

習」「地域共創デザイン実習」「ゲーム制作

技術創造実習Ⅰ、Ⅱ」「CG アニメーション

総合実習Ⅰ、Ⅱ」 
【展開科目】 
 専門職人材として、主体的にかつ協調

性を持って行動する手法を講義と演習

ぶ。またゲーム流通にかかわるビジネス戦略

やコンテンツの流通や権利に関する知的財産

等の外的要因についても学ぶ。講義・演習と

ともに PBL を通してトータルなゲームクリエ

ータ・設計家を目指すためのカリキュラムを

構成する。 また、本コースは、プランナーと

プログラマーにさらに細分化される。 
（CG アニメーションコース） 
CG アニメーションコースでは創作イメージ

を具体化するために、対象の観察や法則性の

理解などを基盤として制作までの過程を論理

化する。さらに論理化された創作イメージを

アルゴリズムとして手続化し、その結果を映

像やサウンドなどに表出することで具体化す

る。また出来上がったコンテンツを評価しア

イデアやプログラムを修正しながら作品を得

る過程を学修する。これらの学修の成果は、

広範な分野における CG の応用に展開するこ

とができる。芸術的感性の育成においても、

文理、芸術系の融合を図ったプログラムの工

夫を行っている、CG デザイン・デジタル造

形系科目群の生体の観察と表現では、従来の

美術系教育にみられる観察能力を主としたデ

ッサンとともにデジタルデータやドローイン

グによる平面立体表現も含めて行う。さらに

仮想身体制作では本格的な産業応用に対応す

る時系列モーションデータや身体アニメーシ

ョンデータを制作し、プログラミング能力と

芸術的感性の育成を融合した新しい指向の特

徴的授業を行う。 
【展開科目】 
展開科目では、創業し自立していくための基

礎となる企画・発想法やリーダーシップ論、

経営論などについて学ぶ。 
【総合科目】 
４年間の学修の総合的な結果としての卒業研

究制作を行う。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修
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を組み合わせて学ぶ 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解

を生み出すための知識を養成する 
 社会人として相応しい志向と態度を身

につけるために、経営資産についての

知識を習得する科目を配する 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制

作を実施する。この科目は、英語での発

表を義務付けている。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え「個

に対する教育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに予め記された評価の方法

によって科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用した教育方法

論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
4.1.2 教育課程の体系本学は学生が持つ知的好

奇心を起点とした教育課程の体系をとる。具

体的には 1 年次前期に動機を定着させる科目

を配し、一年次後期に理論の科目を配する。 
 
本学の教育課程の編成における考え方と特色

は以下である。 

進行し、シラバスに記された評価の方法によ

って科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用し、先端技術

を背景とした教育方法論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
 
4.1.2 教育課程の体系本学は学生が持つ知的好

奇心を起点とした「理念的ものづくり」力を

育成する教育課程の体系をとる。それがデザ

イン学的な教育体系であって、具体的には 1
年次前期に動機を定着させる科目を配し、一

年次後期に理論の科目を配する。 
 
近年、技術系教育では自ら起業して新しい市

場を開拓するなど、現在の産業活動の発展に

寄与する人材が想定されるようになった。こ

れは重要な進歩である。しかし本学の設置の

目的は、より大きな課題の達成に置く。それ

は未来の社会的期待に応える産業の創出を目

標としつつ働く専門職に必要な、新しい思考

形式を持つ人材の育成である。この人材の思

考形式とは、課題を発見してその解決策を創

出する思考である。 
従来の大学では、専門が理系、文系の二つの

柱のもとに、それぞれ学問の構造に従って学

部、学科などの組織が作られ、各組織で自立

した教育が行われる。それは基礎科学である

法（基礎）、経（基礎）などの社会科学、文

学などの文系科学、物理などの理系科学と、

専門職に対応する法、経、医、工、農、薬な

どの臨床科学の教育である。その結果、教育

を受けたものは、特定の学問分野における独

自の視点を持つ専門家となる。例えば工学で

いえば、熱力学、電磁気学などの専門家とな
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まず１年次については、1 年次前期に学修の

動機づけ及び専門技術の紹介（エクスポージ

ャ）に当たる科目（学科包括科目）を基本的

に配置し、理論的な内容等を学ぶ科目につい

ては 1 年次後期から基本的に学修が始まるよ

うにしている。このような教育課程にした理

由は、従来の大学では 1 年次前期から、卒業

に向けて段階的に理論を積み上げていくが、

数学などの基礎的科目の関連性の欠如から学

習興味が喪失することが往々にしてある。そ

こでこれらの科目の前に動機付け科目を配す

ることで、学生が入学時に持つ学修の動機、

好奇心、興味関心をより鮮明にさせるととも

に、理論が未定着であるがゆえに可能になる

創造的な制作・開発の体験をする。その体験

を一度経た上で、学生は工科学部に相応しい

線形代数や解析学などの理論を学ぶ。 
2 年次以降は、極力 PBL を意識し、ディプロ

マ・ポリシーにある「分析」と「判断」を涵

養する理論系科目と、ディプロマ・ポリシー

にある「創造（力）」と「プロトタイプ開

発」を涵養する演習科目と同時に学べるよう

に留意するとともに、講義・演習が実習と交

互に配置されるように配慮した。このよう

に、教育課程が体系立てられることによっ

て、分析、判断、創造、プロトタイプ開発と

いう 4 つの項目が効果的に学べる。よって、

本学の科目には、講義や演習といった区分が

明確化された授業のみならず、講義・演習科

目が混在している。  
加えて、実習系の教育課程にも留意した。情

報工学科では 1 年次前期の動機づけと 1 年次

後期の理論の定着を踏んだ後に始まる 2 年次

以降の教育課程は、コースごとの履修モデル

も始まるため、それに特化した実習が配され

ている。一方で、展開科目に配した学部横断

の実習科目である「地域共創デザイン実習」

によって、特定の学問領域に囚われることな

く、課題を俯瞰し問題解決を体感的に同時に

学ぶことも可能となっている。さらに、2 年

間の学びの集大成として、2 年次の最終科目

を「臨地実務実習Ⅰ」とすることによって、

最低限のコースごとの知識と教養とともに、

社会を俯瞰し問題解決する前に重要な問題発

見のための社会のプロセスを、実社会での学

びを通して学ぶという段階的な教育となっ

た。 
 3 年次からは、これまでに学修した知識や

能力のさらなる深化とともに、実社会に対し

ての理解を深めることのできるような教育課

り、企業に入れば様々な製品の創出にその専

門的視点で広く寄与するのが専門的な仕事と

される。このような専門職で構成される我が

国の企業は、高性能、長寿命、低価格の製品

で世界を制覇したのであった。この専門家の

思考形式は、与えられた対象を専門的に分析

し、性能の高度化に必要な事項を指摘するこ

とであり、教育はそれを可能にするように行

われてきたのである。 
本学の目標とする思考形式はこれと逆であ

る。思考の出発は分析する対象としてのもの

ではなく、社会に存在する多様な期待であ

る。ここで顕在する期待だけでなく潜在する

期待も含めて「社会的期待」と呼ぶ。まず期

待を探索し、それを実現するための知識を収

集あるいは創出し、それを統合して製品・サ

ービスや技術システム・社会システムなどの

“もの”をデザインする。従来の大学ではもの

から知識を抽出する分析科学的な能力を身に

つけるのに対し、本学では知識から“もの”を
創出するデザイン能力を身につける。 
この生み出す“もの”は「人工物」である。す

ると伝統的な科学が「自然物を思索して知識

を生み出す（Create knowledge through the 
think of existence〈nature〉」のに対し、

「知識を思索して人工物を生み出す（Create 
existence〈artifacts〉through the think of 
knowledge）」と表現することができて、科

学とデザインが逆の構造を持つことが端的に

示される。 
社会的期待はいつの時代にも存在したが、そ

れが学問の世界で明示的に議論されることは

ほとんどなく、したがってその探索と解決に

ついての能力を獲得するための学修を可能に

する大学は存在しなかった。社会的期待は伝

統的な大学教育においては学問の外にあるも

のとされ、それは普通の個人または企業など

の、大学で身につけた学問分野を持つ専門家

を含む組織が探索し決定するものであり、基

本的には各組織に定められた目的の範囲とい

う条件のもとに決定するものとされていた。 
学問が真実の発見を目的とする以上、それは

純粋な知的好奇心のみに駆動されて行われる

思索によって進められるべきであり、社会的

期待のように個人の主観に依存しまた時代に

よって変動するような“世俗的な”ものに関心

を持てば、それが生きるために重要であるこ

とは十分認めるけれども、得られた知識は個

人や時代に影響を受けた偶発的なものとな

り、無意味あるいは貧弱な真実しか得られな
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程に変更することで、専門職人材の養成によ

り近づく体系になった。例えば、情報工学科

で言えば、実社会でソフトウェア・インテン

シブな製品を開発する場合、システムエンジ

ニア、プログラマー、データ分析者、企画

者、ソフトウェア開発部門とハードウェア開

発部門、といった具合に、それぞれの専門職

が集まりプロジェクトを進める。そこで、情

報工学科の実習科目においては、AI 分野、

IoT 分野、ロボット分野のコースごとの実習

科目を 3 年次で高度化するが、引続いて実施

する 3 年次後期の「ソリューション開発

Ⅰ」、4 年次前期の「ソリューション開発

Ⅱ」では、これらの専門職グループの共同作

業として 1 つのプロジェクトに取り組むこと

を体験するために、学科横断でのチーム編成

を行う。これはデジタルエンタテインメント

学科でも同様で、例えば、実社会でデジタル

ゲームを開発する場合、ゲームプランナー、

プログラマー、アーティスト、ビジュアルエ

フェクトエンジニア、ソフトウェア開発部門

とハードウェア開発部門、といった具合に、

それぞれの専門職が集まりプロジェクトを進

める。そこで、デジタルエンタテインメント

学科の実習科目においては、ゲーム分野と

CG分野のコースごとの実習科目を 3年次で高

度化するが、引続いて実施する 3 年次後期の

「デジタルコンテンツ制作応用」、4 年次前

期の「デジタルコンテンツ総合実習」では、

これらの専門職グループの共同作業として１

つのプロジェクトに取り組むことを体験する

ために、学科横断でのチーム編成を行う。 
さらに 2 学科共通の展開科目には、実社会を

理解する科目を置いている。先に述べた、コ

ース横断の実習科目は、社内の能力を結集し

創造する能力や隣接他部署とのコミュニケー

ション力を高めることはできるが、実社会で

の課題を俯瞰し創造するための知識・理解、

能力や、クライアント、顧客、仕入れ先、業

務委託先など、社外と効果的なコミュニケー

ションを取るための実社会の深い理解が不足

しているであろう。そこで、3 年次以降の展

開科目には、知的財産権、ファイナンス、企

業組織、法務、人材、CSR などを学ぶ科目を

配している。 
 3 年次からの教育課程は 1 年次や 2 年次に

見られる、学問の追及、分析ではなく、創造

（統合）にシフトされており、養成する人材

像と整合性が高いと考える。さらに、これら

を強化するために、これらの創造も講義・演

いとする考え方が学問の中心に置かれてきた

し （ Charles Sanders Peirce, Collected 
Papers of Charles Peirce, Vol.1, p.349, C. 
Hartshorne, Paul Weiss (eds.), Thoemmes 
Press, 1931）、それは現代でも根強い考え方

である。  
この思想が人類に、主義主張や立場にかかわ

らずすべての人に常に有用である科学知識を

生み出したことは紛れもない事実である。し

かし現代においてこの事情は一変した。それ

はこの定義に基づく科学の否定ではなく、科

学が無視してきた空間にもう一つ別の知識体

系が存在することの発見である。それは科学

的知識が持つ現実世界への不可避的な影響で

あり、それを探索しない限り伝統的な科学の

正当性の中に安住していることができなくな

ったという事実の出現である。科学が存在の

真実を求めてきたとすれば、もう一つの知識

体系は「影響の真実」と呼ぶべきものであ

る。 
伝統的科学においては、工学や農学などの、

有用性を目標とする分野も作られたが、それ

は物理学や生物学の応用と考えられ、独立の

科学分野とは考えられず、大学の分野として

は認知されてこなかった。我が国でいち早く

それを大学組織に取り込む政策をとったのは

特筆するべき政策であったが、それはあくま

で応用分野という定義のもとに存在していた

のである。 
いま科学技術の社会への影響が大きくなり、

多様化・複雑化するにつれ、その恩恵と脅威

に対する理解が不可欠となり、顕在するか潜

在的かを問わず満たすべき社会的期待を探索

することが重要な仕事となる。これは目的を

定められた組織や制度によっては探索するこ

とができず、自由な個人の社会に対する感受

性を中心とする独創性によってはじめて可能

となる時代が到来した。これは現代の「知的

好奇心」である。発見された期待は、分野を

超えた知識及び新しい知識を使いこなしつつ

解を求めるデザイン型の思考によってその解

が求められる。 
社会的期待実現のために知識を使用する方法

の創出の仕事が新知識を創出する科学的仕事

と並んで重要な時代が到来したことは、既に

平成 11 年の国際科学会議 ICSU と UNESCO
が主催した世界科学会議（World Conference 
on Science, WCS, Budapest）のブダペスト宣

言で明確に述べられている（資料 11）。また

平成 27年の国連で決議された「持続可能な開
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習、学内実習と臨地実務実習とを往復するこ

とでより、専門職として確かな実践力を養成

することができるような教育課程となってい

る。 
 「臨地実務実習Ⅱ」は 3 年次の後期に配さ

れ、コース別の学修が終盤に差しかかり、専

門職として必要な知識をある程度修得してい

るタイミングで取り組むことができる。加え

て、展開科目の一部によって、対象社会のビ

ジネスルールやプロセスの理解も最低限備え

ている。よって、3 年次後期に配された「臨

地実務実習Ⅱ」の到達目標は「製品、業務内

容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や

課題の理解」が相応しい。 
 先に述べた「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」

や「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジ

タルコンテンツ総合実習」は、2 年次に配さ

れた「地域共創デザイン実習」での課題を発

展させ、最終的にプロトタイプを生み出すた

めの学内実習の総まとめとして位置づけてお

り、専門技術の習得のまとめであると同時

に、最終課題と言ってもよい「臨地実務実習

Ⅲ」と「卒業研究制作」を繋ぐ科目として、

重要な位置づけとなっている。 
 先に述べた「臨地実務実習Ⅲ」は 4 年次前

期に配され、総合科目に配された、卒業研究

制作を除く全ての教育課程が履修されたタイ

ミングで行われる。「臨地実務実習Ⅲ」の到

達目標は、学部・学科以下ののディプロマ・

ポリシーの 7 項に直結している。 
 そして、今までの学びの総まとめとして位

置する科目が「卒業研究制作」である。1 年

次の学修の動機づけと身につけた理論、2 年

次の「地域共創デザイン実習」による自治体

や地域企業などの課題を解決するプロトタイ

プのデザインを通して制作や研究を実践し、

3、4 年次の「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」、

「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジタ

ルコンテンツ総合実習」によって「地域共創

デザイン実習」での課題を専門職として発展

させ、「卒業研究制作」で学生一人一人がま

とめる。そのような重要な位置づけとなって

いるのが、「卒業研究制作」である。 
 
  
上記で明記した教育を具現化するために、例

えば、「線形代数」「解析学」「確率統計

論」等の数学における理論科目は、1 年前期

の「情報工学概論」を前段の科目として後期

に実施する。先ずは手を動かしモノに触れる

発のためのアジェンダ 2030（Sustainable 
Development Goals, SDGs）（資料 3）」に

おいては、世界においてすべての国が努力し

て実現するべきものとして 17 個の社会的期待

が合意されたものとして明示され詳述され

た。このように、もはや社会的期待は大学や

専門家の外にあるものではなく、大学をはじ

め、諸機関の専門職が重点的に取り組むべき

大きな公的課題になりつつあるのが世界的な

流れである。本学ではこの流れを受け止め、

国内のみならず世界の社会的期待を感知し、

その解決のための方法を身につけ、世界で活

躍する専門職となるべく教育を行う。 
このような従来の思考過程を逆転するデザイ

ン志向の教育は、従来の大学が持つ学部学科

組織の下で個別学問分野を専門とする教員が

行う教育とは異なるものであるが、伝統的人

事構造の中に安住する人材に対する批判が産

業を中心に広範囲に広がり、これを克服する

人材が強く求められ始めた状況に応えるもの

である。したがって、本大学の使命は、前述

の基本的に新しい教育を若者に対して実施す

るだけでなく、企業人の再教育にも大きな責

任を負っていると認識し、社会人学生の入学

も予想している。 
 
上記で明記した教育を具現化するために、例

えば、「確率統計論」「線形代数」「解析

学」等の数学における理論科目は、1 年前期

の「情報工学演習」を前段の科目として後期

に実施する。学問の追及は従来の大学が担う

べき役割であるが、専門職大学である本学は

“分析して原理を用いる”が中心ではなく、入

学時、ひいては入学してくる若者や社会人が

今までの人生の中で大事にしてきた事柄、つ

まり“知的好奇心”から生まれる突発的な発想

に基づく自由なアイデアを中心と据える。も

ちろん、多くの理論・原理を身につけている

ことで、良いモノができることは確かであ

る。しかし、必ずしも理論を修得してからで

ないと、価値創造が生み出せないとは限らな

い。先ずは手を動かしモノに触れるような授

業として情報工学科では「情報工学演習」

を、デジタルエンタテインメント学科では

「コンテンツデザイン概論」等を配し、従来

の工学系大学において 1 年次前期によく見ら

れる理論系の科目を後期に配する。 
さらに「情報工学演習」、と「コンテンツデ

ザイン概論」は学科包括科目として、1 年次

後期から始まる、コース体系をアナウンスす
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ような授業として情報工学科では「情報工学

概論」を、デジタルエンタテインメント学科

では「コンテンツデザイン概論」等を配し、

従来の工学系大学において 1 年次前期によく

見られる理論系の科目を後期に配する。これ

によって学生が入学前に持っていた創造への

期待を学修への動機へと転換する。 
さらに「情報工学演習」、と「コンテンツデ

ザイン概論」は学科包括科目として、1 年次

後期から始まる、コース体系をアナウンスす

る科目でもある。各学科内でもさらにコース

別に細分化される本学特有の教育課程ををガ

イダンスする科目である。加えて、学科の特

性上情報工学科について更に「情報工学演

習」を補佐する「デザインエンジニアリング

概論」も学科包括科目として据える。この科

目は、コース体系をアナウンスしつつ、演習

要素を含んだ科目である「情報工学概論」の

講義部分を補佐する役目を果たす。 
このような、体験かつ学科を包括する科目を

置くことで、何ができるようになるのかを体

感し、体験を通して当該技術が何に役立てら

れるのかを技術の応用側面から理解すること

ができる。これらにより、学修の動機付けと

自らが新たな利用価値を見いだす第一歩を作

り出す。 
加えて、均質な教育が入学する学生に施され

るためには、入学時の学力差について補うこ

とが重要と考えている。そこで、本学では本

申請書にある教育課程として配する科目以外

にも、入学時の学力差補助のために「基礎数

学」、「基礎物理」、「基礎英語」といった

補講科目を配する。 
 
 
4.1.2.1 実践的能力と応用的能力の育成・展開

本学では既に述べたカリキュラム・ポリシー

やディプロマ・ポリシーに定める専門知識と

専門技能、国際コミュニケーション力、価値

創造力、職業的倫理観等を修得させるため

に、職業に密接に関連した学際的な教育内容

を、順次性を考慮し基礎科目、職業専門科

目、展開科目、総合科目の区分で編成する。 
それぞれの科目ではその教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業体

系とし、特に、実践力の育成と学修内容の定

着度向上を図るため、座学（講義）だけの科

目は極力減らし演習と講義を組み合わせた科

目とする。また、実制作実習科目は教育課程

連携協議会の協力や支援を必ず求めること

る科目でもある。各学科内でもさらにコース

別に細分化される本学特有の教育課程ををガ

イダンスする科目である。加えて、学科の特

性上情報工学科について更に「情報工学演

習」を補佐する「デザインエンジニアリング

概論」も学科包括科目として据える。この科

目は、コース体系をアナウンスしつつ、演習

要素を含んだ科目である「情報工学演習」の

講義部分を補佐する役目を果たす。 
このような、体験かつ学科を包括する科目を

置くことで、何ができるようになるのかを体

感し、体験を通して当該技術が何に役立てら

れるのかを技術の利用側面から捉えることが

できる。これらにより、学修の動機付けと自

らが新たな利用価値を見いだす第一歩を作り

出す。 
加えて、均質な教育が入学する学生に施され

るためには、入学時の学力差について補うこ

とが重要と考えている。そこで、本学では本

申請書にある教育課程として配する科目以外

にも、入学時の学力差補助のために「基礎数

学」、「基礎物理」、「基礎英語」といった

補講科目を配する。 
 
 
4.1.2.1 実践的能力と応用的能力の育成・展開

本学では既に述べたカリキュラム・ポリシー

やディプロマ・ポリシーに定める専門知識と

専門技能、国際コミュニケーション力、価値

創造力、職業的倫理観等を修得させるため

に、職業に密接に関連した学際的な教育内容

を、順次性を考慮し基礎科目、職業専門科

目、展開科目、総合科目の区分で編成する。 
それぞれの科目ではその教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業体

系とし、特に、実践力の育成と学修内容の定

着度向上を図るため、座学（講義）だけの科

目は極力減らし演習と講義を組み合わせた科

目とする。また、実制作実習科目は教育課程

連携協議会の協力や支援を必ず求めること

で、実社会の課題解決経験も得られる実践的

な教育体系にする。 
各授業科目の単位数は、専門職大学設置基準

第 14 条に則り、本学では講義 30 時間で 2 単

位、演習と実習は 30 時間で 1 単位を基本とす

る。講義 15 時間と演習を 15 時間合わせた授

業の場合には 1.5 単位としている。 
総合科目ではそれまでに学び得た知識、実践

力、職業倫理観等の集大成となる応用的な科

目を配し、さらに、2 学科それぞれが横断す
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で、実社会の課題解決経験も得られる実践的

な教育体系にする。 
各授業科目の単位数は、専門職大学設置基準

第 14 条に則り、本学では講義 30 時間で 2 単

位、演習と実習は 30 時間で 1 単位を基本とす

る。講義 15 時間と演習を 15 時間合わせた授

業の場合には 1.5 単位としている。 
総合科目ではそれまでに学び得た知識、実践

力、職業倫理観等の集大成となる応用的な科

目を配し、さらに、2 学科それぞれが横断す

ることで部門を越えた応用力等も涵養される

ように配慮した。 
この教育編成によって、専門領域や特定のマ

ーケット等に縛られることのない問題発見・

解決思考回路や他業種との交流が図れるよう

な人材を育み、実社会を価値創造へ導くこと

のできる応用力を育成する教育編成とする。 
 
 
教育課程を開発・不断の見直しと反映を行う

仕組み 
本学の教育課程において、臨地実務実習を除

く全ての授業は、基本的に本学が契約した教

員によって行われている。また、臨地実務実

習先（受け入れ先）は、全て臨地実務実習施

設使用承諾書を交わすとともに、臨地実務実

習施設の概要に明記がある通り、実習指導

者・事業の概要・該当施設の選定理由等を、

本学に所属する教職員によって確認し適切と

判断できる企業や団体等に限定している。加

えて、海外臨地実務実習を除く全ての臨地実

務実習では、複数人の教職員による巡回によ

って、適切に教育が行われているかが確認さ

れる等、実習水準の確保の方策も取ってい

る。これら臨地実務実習に関する詳細につい

ては後の 11 章で言及する。以上のことから、

本学で必要な授業科目を自ら開講していると

いえる。 
教育課程連携協議会についての詳細は後の 7
章で述べるが、今回、編成・設置される教育

課程は、現代社会特有の複雑化した問題に対

峙できるように教育課程連携協議会の意見等

を反映させ、その時世に合った体系に常に変

化させることで教育課程を開発する。 
例えば、教育課程連携協議会の構成員には、

学校教育法第 11 条 2 項（エ）で定義されてい

るように、臨地実務実習先として本学と連携

を取る事業者が含まれる。この構成員によっ

て臨地実務実習の実態として教育課程に反映

すべき意見が出された場合は、必要に応じて

ることで部門を越えた応用力等も涵養される

ように配慮した。 
この教育編成によって、専門領域や特定のマ

ーケット等に縛られることのない問題発見・

解決思考回路や他業種との交流が図れるよう

な人材を育み、実社会を価値創造へ導くこと

のできる応用力を育成する教育編成とする。 
 
 
豊かな人間性と職業倫理観の涵養 
1 章で述べた通り、本法人の理念は知性と感

性の総合に支えられた「創造力」と「豊かな

人間性」を教育の根幹とした「人間教育」で

あり、本学はこの理念のもと教育を行う。 
「豊かな人間性」とは、各コースに設ける演

習・実習系の科目等で自らの興味や好奇心を

具現化することで得られる達成感や充実感と

ともに、グループワークや実社会における業

務等で出会う葛藤等を通し、集団において現

象する喜怒哀楽を感受することを通じてはぐ

くまれる人間性の育成である。さらに、変化

スピードが速い現代社会の要求に対し、人間

の感性という普遍的な要素を理解すること

は、プロフェッショナル人材の輩出のために

重要であることは明らかである。そこで、本

学では人間が持つ感性を体系的に理解するだ

けでなく、それを設計に応用できるようにす

るために、各学科に心理関係の科目も配置す

る。 
「職業倫理」の教育に関しても本学は重要視

している。従来の教育機関では座学として一

般教養を学ぶ側面と、プラクティカルに特化

した職業倫理を学ぶ側面のどちらか一方であ

ったが、本学では生涯を通して学ぶ必要のあ

る「グローバルコミュニケーション科目」、

「倫理科目」、デザイン学教育のための「基

盤科目」といった学士力に当たる一般教養と

ともに、ビジネス展開のための実践力の養成

に必要な教養科目として、例えば「知的財産

権論」等によって実践力を通して創造された

コンテンツの流通・保護を理解する。 
 
本学の育成するデザイナー像は、仕事の結果

に対する倫理的責任を強く持ちながら、変化

する社会の要請に対して敏感に反応し対応す

る、“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”の育成を目指している。ここで

は、我々が個人としての活動に責任を持つと

ともに、日常的なデザイン行為や使用してい

る技術、社会的な規範に反しないよう高い倫
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再検討され、所定の手続きをもって「臨地実

務実習Ⅰ～Ⅲ」に反映されるようにする。こ

のように本学では教育課程の開発を行う。 
加えて、臨地実務実習を含む全ての実習科目

は必ず教育課程連携協議会の協力や支援を求

める。教育課程連携協議会では、産業界及び

地域社会との連携による授業科目の開設や、

その他の教育課程の編成に関する基本的な事

項などについて議論される。議論に基づき設

置される臨地実務実習や各学科の職業専門科

目に配した実習科目、並びに、産学官の連携

を目的とする「地域共創デザイン実習」によ

って、学生は技術の社会性を現実的に学ぶ。

具体的な関係性は、科目ごとに以下に記す。 
 
「地域共創デザイン実習」 
報工学科とデジタルエンタテインメント学科

の双方に配置したこの科目については、教育

課程連携協議会の主に「地域」・「協力」区

分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマに取り組む際の

企画提案の場の提供等である。 
 
「ソリューション開発Ⅰ」「ソリューション

開発Ⅱ」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマを取り組む際の

共同製品・共同制作物の開発、あるいは企画

提案・報告の場の提供等である。 
 
 
「デジタルコンテンツ制作応用」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力と支援を得る。ここで指す協力と

支援とは、実習テーマ等の共同策定や、その

テーマを取り組む際の共同製品・共同制作物

の開発、あるいは企画提案・報告の場の提供

等である。 
 
「人工知能応用」「IoT サービスデザイン」

「産業用ロボット実習」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力を得る。こ

理性を持って監視する姿勢を持つことが必要

で、これは、健全な社会を維持していくため

に重要な行為である。技術が社会に打撃を与

える事例が少なからず存在するが、特に現代

において広範な分野で急速に進展する科学的

知識に依拠するデザインは、その効果が未知

の要因を含むことを認識し、新しいデザイン

が人にとって、また社会・自然環境にとっ

て、常によきものであることを希求する倫理

観を身につけることを学修の中心に置く必要

がある。そして近い将来、専門的な職業人と

して属する企業や起業する個人としても、単

に利益を追求するばかりでなく、企業の組織

的活動が社会に与える影響にも責任を持ち、

社会の発展に貢献するための倫理的な責任に

ついて注視する必要がある。この授業では具

体的な個人や組織の社会における倫理性につ

いて事例を挙げて説明するとともに、我々が

将来に向かって、困難な問題を克服し、持続

可能な社会を維持していくための責任につい

ても専門職が社会に対して持たなければなら

ない倫理について学修する。 
さらに、各臨地実務実習等の実践的な教育を

通して、社会人が持ち合わせなければならな

い職業倫観のみならず、1 章で述べた通り、

結果に対する倫理的責任を強く持ちつつ社会

の要求に敏感に応えられる高いレベルの職業

倫理観を涵養することによって、本学が目指

す、“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”を育成する。 
 
 
教育課程を開発・不断の見直しと反映を行う

仕組み 
本学の教育課程において、臨地実務実習を除

く全ての授業は、基本的に本学が契約した教

員によって行われている。また、臨地実務実

習先（受け入れ先）は、全て臨地実務実習施

設使用承諾書を交わすとともに、臨地実務実

習施設の概要に明記がある通り、実習指導

者・事業の概要・該当施設の選定理由等を、

本学に所属する教職員によって確認し適切と

判断できる企業や団体等に限定している。加

えて、海外臨地実務実習を除く全ての臨地実

務実習では、複数人の教職員による巡回によ

って、適切に教育が行われているかが確認さ

れる等、実習水準の確保の方策も取ってい

る。これら臨地実務実習に関する詳細につい

ては後の 11章で言及する。以上のことから、

本学で必要な授業科目を自ら開講していると
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こで指す協力とは、実習テーマ等の共同策定

等である。 
 
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa、Ⅰb」
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力を得る。ここで指す協力とは、実

習テーマ等の共同策定等である。 
 
以上のように、上記の科目については必ず教

育課程連携協議会との関係を持つとともに、

開発・不断の見直しを行う。不断の見直しを

行う体制についての詳細は、7 章にて説明す

る。 
 
ここまで述べてきた実習系授業と、教育課程

連携協議会が効果的に連携を取るための機能

として、本学では分科会を設置している。例

えば、「地域共創デザイン実習」の授業実施

おいては地域区分構成員だけでなく、その関

連企業・団体が複数関わることになるため、

「地域共創デザイン実習」の協力企業・団体

からなる分科会を組織し、授業運営に向けた

取り組みを行うこととしている。その分科会

の位置づけは、教育課程連携協議会規定で以

下のように示している。なお、その分科会

は、授業担当の専任教員も構成員となる。 
 
教育課程連携協議会規定に追加する規定【抜

粋】 
（分科会） 
第７条 本協議会は、教育課程の見直しなど特

定の分野・目的毎に審議するため、必要に応

じ分科会を置くことができる。 
  ２ 分科会長は、本協議会の構成員から

学長が指名する。 
  ３ 分科会に所属する者は、本協議会の

構成員、専任教員及び教育課程の実施におい

て本学と協力する事業者から学長が指名す

る。 
  ４ 分科会長は当分科会での審議の内容

について協議会に報告し、協議会の了承を得

るものとする。 
 
 
 
4.3 4 つの科目区分の目的と科目配置 
専門職大学設置基準第 13 条に規定された 4 科

いえる。 
教育課程連携協議会についての詳細は後の 7
章で述べるが、今回、編成・設置される教育

課程は、現代社会特有の複雑化した問題に対

峙できるように教育課程連携協議会の意見等

を反映させ、その時世に合った体系に常に変

化させることで教育課程を開発する。 
例えば、教育課程連携協議会の構成員には、

学校教育法第 11 条 2項（エ）で定義されてい

るように、臨地実務実習先として本学と連携

を取る事業者が含まれる。この構成員によっ

て臨地実務実習の実態として教育課程に反映

すべき意見が出された場合は、必要に応じて

再検討され、所定の手続きをもって「インタ

ーンシップⅠ～Ⅳ」に反映されるようにす

る。このように本学では教育課程の開発を行

う。 
加えて、臨地実務実習を含む全ての実習科目

は必ず教育課程連携協議会の協力や支援を求

める。教育課程連携協議会では、産業界及び

地域社会との連携による授業科目の開設や、

その他の教育課程の編成に関する基本的な事

項などについて議論される。議論に基づき設

置される臨地実務実習や各学科の職業専門科

目に配した実習科目、並びに、産学官の連携

を目的とする「地域共創デザイン実習」によ

って、学生は技術の社会性を現実的に学ぶ。

具体的な関係性は、科目ごとに以下に記す。 
 
「地域共創デザイン実習」 
情報工学科とデジタルエンタテインメント学

科の双方に配置したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「地域」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマに取り組む際の

企画提案の場の提供等である。 
 
「ソリューション開発Ⅰ」「ソリューション

開発Ⅱ」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマを取り組む際の

共同製品・共同制作物の開発、あるいは企画

提案・報告の場の提供等である。 
 
「デジタルコンテンツ制作応用」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ
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目区分ごとに各種科目の配置を行い、それら

該当科目の目的が果たされるように配置され

ている（資料 8, 9）。以下、科目区分別に詳

細を記す。 
 
4.3.1 基礎科目 
 本学を卒業したものが、専門職として社会

に身を置き成長する過程において常に基礎と

するべく、学科にかかわりなく共通して学ぶ

基礎的な必修科目である。 
本学が養成する“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”を養成するために

は、学問領域の専門家になることを目標とす

るのではなく社会的期待の充足に専門職とし

て応えたいという強い意志と目標を持った人

に対し、その目標の実現に必要な論理的思考

能力とデザイン思考の涵養が必要で、モノづ

くりの経験や分析を通し社会との共創を行う

ことによって、未来志向の発想力や創造性を

期待している。 
加えて、経済産業省による「大学生の「社会

人観」の把握と 「社会人基礎力」の認知度向

上実証に関する調査」（平成 22 年（資料

12 ））によると、企業が学生に不足している

と挙げる能力と学生自身が不足していると挙

げる能力に明らかなギャップが生じている。

企業側は学生に対し、「主体性」「粘り強

さ」「コミュニケーション力」といった内面

的な基本能力の不足を感じているが、学生

は、技術・スキル系の能力要素が企業から見

たときに不足していると考えている。このギ

ャップを埋めるために、コミュニケーション

力といった能力の養成には注力する必要があ

る。 
そこで本学の基礎科目には、カリキュラム・

ポリシーにもある通り“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”となる為に

最低限必要な能力、例えば、ファッションや

医療といった専門職の分野に関わらず、新し

い思考形式を持ち続けられる人材に必要な能

力、つまり「生涯にわたり自らの資質を向上

させ、社会的及び職業的自立を図るために必

要な能力を育成する」科目を配置する。ま

た、基礎科目に配当する科目には、新しい教

育機関の大学として学士力の養成に必要な科

目とも捕えることができる。よって、主に従

来の大学における教養科目で一部垣間見るこ

とができる授業でもある。 
 
(1) 「専門職のための倫理学」。専門職は、

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力と支援を得る。ここで指す協力と

支援とは、実習テーマ等の共同策定や、その

テーマを取り組む際の共同製品・共同制作物

の開発、あるいは企画提案・報告の場の提供

等である。 
 
「人工知能応用」「IoT サービスデザイン」

「産業用ロボット実習」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力を得る。こ

こで指す協力とは、実習テーマ等の共同策定

等である。 
 
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa、Ⅰb」
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力を得る。ここで指す協力とは、実

習テーマ等の共同策定等である。 
 
以上のように、上記の科目については必ず教

育課程連携協議会との関係を持つとともに、

開発・不断の見直しを行う。不断の見直しを

行う体制についての詳細は、7 章にて説明す

る。 
 
 
 
4.3  4 つの科目区分の目的と科目配置 
専門職大学設置基準第 13条に規定された 4 科

目区分ごとに各種科目の配置を行い、それら

該当科目の目的が果たされるように配置され

ている（資料 9, 10）。以下、科目区分別に詳

細を記す。 
 
4.3.1 基礎科目 
 本学を卒業したものが、専門職として社会

に身を置き成長する過程において常に基礎と

するべく、学科にかかわりなく共通して学ぶ

基礎的な必修科目である。 
本学が養成する“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”を養成するために

は、学問領域の専門家になることを目標とす

るのではなく社会的期待の充足に専門職とし

て応えたいという強い意志と目標を持った人

に対し、その目標の実現に必要な論理的思考
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社会的期待に対する回答を社会に提供す

ることを使命とするのであるから社会に

対して責任を持つ。したがって組織内で

協調的仕事を行う場合も、個人として仕

事をする場合もともに倫理的であること

が必要条件であり、専門職が社会に対し

て持たなければならない倫理について学

修する。 
(2) 「専門職であるために必要な人格の形

成」。専門職は組織の一員として行動す

るだけでなく個人としての責任において

社会的に行動することを基本とする者で

ある。そのためには専門職に課せられる

固有の人格を持つことが求められ、社会

と人間についての洞察力、行動がもたら

す社会への影響の予測力、未来社会を描

き出す構想力などを基礎として持つ必要

がある。これは分野でいえば、文化人類

学、比較文化論、認知心理学、記号学、

科学哲学、社会哲学、など、職能人とし

て基礎的・汎用的な知識・教養を持つこ

とで達成される。 
(3) 「専門職のためのコミュニケーション

論」。社会的期待の探索のために必要な

理解力、及びデザイン結果とその背景の

思想についての社会への正確な発信力

は、専門職にとって不可欠の条件であ

り、生涯にわたり深化させるべき能力で

あって、その基礎を学修する。具体的に

は、コミュニケーションツールの修得と

ともに、国際的活動のためには英語力が

必要で、この学修も必修である。 
 
 
 
4.3.2 職業専門科目 
職業専門科目は、理論的かつ専門性の高い即

戦力人材を育成するために、演習・実習を重

視した実践的教育を行うための各種科目を配

置する。各学科内でもさらにコース別に細分

化され、より専門的で実践力に富んだ科目を

配置した。また、学科包括科目を職業専門科

目に配し、各学科の分野全般に精通するため

の科目を設置した(資料 9, 10)。学科包括科目

は、それら分野へのイントロダクションと同

時にデザイン思考を支える科目であって、各

学科の分野全般に精通する要素を含んだ科目

でもある。 
これらの配置によって、学生が専攻する分野

において理論的かつ実践的な能力や、専攻す

能力とデザイン思考の涵養が必要で、モノづ

くりの経験や分析を通し社会との共創を行う

ことによって、未来志向の発想力や創造性を

期待している。 
加えて、経済産業省による「大学生の「社会

人観」の把握と 「社会人基礎力」の認知度向

上実証に関する調査」（平成 22 年（資料

12 ））によると、企業が学生に不足している

と挙げる能力と学生自身が不足していると挙

げる能力に明らかなギャップが生じている。

企業側は学生に対し、「主体性」「粘り強

さ」「コミュニケーション力」といった内面

的な基本能力の不足を感じているが、学生

は、技術・スキル系の能力要素が企業から見

たときに不足していると考えている。このギ

ャップを埋めるために、コミュニケーション

力といった能力の養成には注力する必要があ

る。 
そこで本学の基礎科目には、カリキュラム・

ポリシーにもある通り“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”となる為に

最低限必要な能力、例えば、ファッションや

医療といった専門職の分野に関わらず、新し

い思考形式を持ち続けられる人材に必要な能

力、つまり「生涯にわたり自らの資質を向上

させ、社会的及び職業的自立を図るために必

要な能力を育成する」科目を配置する。ま

た、基礎科目に配当する科目には、新しい教

育機関の大学として学士力の養成に必要な科

目とも捕えることができる。よって、主に従

来の大学における教養科目で一部垣間見るこ

とができる授業でもある。 
 
(4) 「専門職のための倫理学」。専門職は、

社会的期待に対する回答を社会に提供す

ることを使命とするのであるから社会に

対して責任を持つ。したがって組織内で

協調的仕事を行う場合も、個人として仕

事をする場合もともに倫理的であること

が必要条件であり、専門職が社会に対し

て持たなければならない倫理について学

修する。 
(5) 「専門職であるために必要な人格の形

成」。専門職は組織の一員として行動す

るだけでなく個人としての責任において

社会的に行動することを基本とする者で

ある。そのためには専門職に課せられる

固有の人格を持つことが求められ、社会

と人間についての洞察力、行動がもたら

す社会への影響の予測力、未来社会を描
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る学科の全般を俯瞰できるように配慮してい

る。 
 職業専門科目は基本的には学生本人が関心

を持つ課題、すなわち本人の学修動機を実現

するためのプロトタイプ制作を最終目標とす

る 4 年間の学修において、その実現に必要な

関連教科を、専門家になるためでなく実現に

必要なものとして学ぶ。そしてその学修が将

来にわたりより広い分野で活躍できる専門職

として有用な基礎知識を学修するように配置

される。 
 情報工学科を例にとれば、この関係は以下

のようになる。現在急速に進行中の情報通信

技術についての概説科目の履修を通じて、情

報通信技術を理解するとともにそれによって

社会の進展の可能性を知り、 “Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
倫理観のもとに自分の使命を認識する。この

使命の実現を目標として科目を学ぶ。各科目

の講義・実習を、自分の関心分野、実現した

いと考えるプロトタイプが含まれる技術分野

の背景知識と位置付けて理解し、特に制作課

題に関連する専門的理論、制作理論などの知

識を実際に使用してプロトタイプの高度化を

図ることによって個別知識の有効性を実感

し、さらに使用法について第三者に説明可能

なように理解を深める。また特に情報工学科

の学生が共通に持つ関心分野、例えば現在急

速に進歩しているビッグデータ、IoT、AI、
ロボットなどの先端分野の進展が社会に及ぼ

す影響について理解する。これらは行政、公

共サービス、企業における設計、製造、製品

サービス、物流などに及ぼす強力な効率化と

質的変化、それが人々の生活に及ぼす効果な

どが予想されるが、それについての分析、評

価、予測などを演習・実習を通じて学ぶ。こ

れらを通じて将来に起こる変化に対して的確

な判断をすることができる専門職になるため

に必要な知識を獲得すると同時に、直観力・

感受性を身につける。 
 デジタルエンタテインメント学科において

も、制作プロトタイプの高度化に必要な科目

を中心に、関心領域の背景知識に関する科

目、学科に関係する先端分野の科目を各学生

の学修計画に対応する配置を定めて学修す

る。これらの学修の実現のためには、各専門

教科において学術的な実績を持つ教員が協力

しつつ専門知識を教育することと並行して、

プロトタイプ制作という学生の動機にかかわ

る教育を担当する実務経験のある教員が協力

き出す構想力などを基礎として持つ必要

がある。これは分野でいえば、文化人類

学、比較文化論、認知心理学、記号学、

科学哲学、社会哲学、など、職能人とし

て基礎的・汎用的な知識・教養を持つこ

とで達成される。 
(6) 「専門職のためのコミュニケーション

論」。社会的期待の探索のために必要な

理解力、及びデザイン結果とその背景の

思想についての社会への正確な発信力

は、専門職にとって不可欠の条件であ

り、生涯にわたり深化させるべき能力で

あって、その基礎を学修する。国際的活

動のためには英語力が必要で、この学修

も必修である。 
(7) 「デザイン原論（一般設計学）」。従来

の大学では分析型論理に導かれて分科さ

れた領域ごとの教科を学んで領域を専門

とする分析型知性をもつ専門家を育成す

るが、領域を超える総合型の論理の下で

デザインを学ぶ本学では伝統的な領域ご

との学修とは別にデザインに固有の論理

と知識を学ぶことが必要で、これは伝統

的な教科にはないものであり、本学独自

の「デザイン原論」を主体とした学科包

括科目を設置して、本学で共有する。こ

の科目は性格上基礎科目であるが、カリ

キュラム編成上は各学科においてその骨

子を学科の領域に即して、職業専門科目

として教育する方法をとる。 
 
 
4.3.2 職業専門科目 
職業専門科目は、理論的かつ専門性の高い即

戦力人材を育成するために、演習・実習を重

視した実践力的教育を行うための各種科目を

配置する。実践力の修得といった目的が達成

されるように、各学科の専門分野に特化した

授業のみならず、各学科内でもさらにコース

別に細分化され、より専門的で実践力に富ん

だ科目を配置した。また、学科包括科目を職

業専門科目に配し、各学科の分野全般に精通

するための科目を設置した(資料 9, 10)。学科

包括科目は、デザイン学を支える科目であっ

て、実践的な能力と各学科の創造力を支える

科目として配置されており、各学科の分野全

般に精通する要素を含んだ科目でもある。 
これらの配置によって、学生が専攻する分野

において理論的かつ実践的な能力や、専攻す

る学科の全般を俯瞰できるように配慮してい



25 
 

して、職業専門科目の配置や教育内容などに

ついて常時検討しつつ各学生にとってそれぞ

れ最適な教育をすることが必要である。 
  
 
4.3.3 展開科目 
本学は工科分野において日本の首都東京で国

際性を理解し、社会の発展と調和を目指した

教育・研究・実践活動を行い、真のイノベー

ションの実現者となるような人材を養成する

ことを目的としている。そのような、人材を

養成するために展開科目区分で修得すべき能

力は、『鋭敏なビジネスセンス』である。真

のイノベーションの実現者となるような人

材、つまり、“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”は社会の期待、あ

るいは自己の夢の実現を目指しているが、そ

れはビジネス原則を無視しては叶わないこと

も理解する必要があり、この能力を涵養する

べきである。 
加えて、専門職大学では、いわゆる社会人基

礎力の涵養も重要である。ここでいう社会人

基礎力とは、「前に踏み出す力（アクショ

ン）」（主体性、働きかけ力、実行力）、

「考え抜く力（シンキング）」（課題発見

力、計画力、創造力）、「チームで働く力

（チームワーク）」（発信力、傾聴力、柔軟

性、状況把握力、規律性、ストレスコントロ

ール力）の 3 つからなり、企業は学生に対し

「前に踏み出す力」をまず期待し、能力では

実行力に期待している。一方、学生は専門的

な知識やスキルに不安を感じているが、企業

側は「主体性」、「粘り強さ」、「コミュニ

ケーション能力」が不足と感じている 1。具体

的には、主体的に行動を起こし最後まで粘り

強くやり抜く力、またそのプロセスでのコミ

ュニケーション能力の涵養が求められる。 
大学生（特に学部新卒者）が卒業時に持つべ

き知識・能力についての調査結果がある 2。こ

の調査によると特に大学、企業の両方が重要

と考える能力は、「チャレンジ精神」、「チ

ームワーク能力」、「コミュニケーション能

力」などの一般的な社会人基礎力に加えて、

「問題解決・物を作り出していく能力」、

「課題を見出す能力」、「倫理観」などの専

る。 
 職業専門科目は基本的には学生本人が関心

を持つ課題、すなわち本人の学修動機として

の社会的期待の実現を実体験するためのプロ

トタイプ制作を軸とする 4 年間の制作学修に

おいて、その動機である実現に必要な関連教

科を、専門家になるためでなく制作に必要な

ものとして学ぶ。そしてその学修が将来にわ

たりより広い分野で活躍できる専門職として

有用な基礎知識を学修するように配置され

る。すなわち職業専門科目の学修は、「専門

職になるために知らなければならない科目

群」でなく、「制作中のプロトタイプをより

高度にするための科目群」であって、学修動

機が従来の大学とは異なるように設定され

る。 
 情報工学科を例にとれば、この関係は以下

のようになる。現在急速に進行中の情報通信

技術についての概説科目の履修を通じて、情

報通信技術を理解するとともにそれによって

社会の進展の可能性を知り、“Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
倫理観のもとに自分の使命を認識する。この

使命の実現を目標として科目を学ぶ。各論の

講義・実習を、自分の関心分野、実現したい

と考えるプロトタイプが含まれる技術分野の

背景知識と位置付けて理解し、特に制作とし

て選んだ課題に関連する専門的理論、制作理

論などの知識を実際に使用してプロトタイプ

の高度化を図ることによって個別知識の有効

性を実感し、さらに使用法について第三者に

説明可能なように理解を深める。また情報技

術の進展が社会に及ぼす影響について、特に

情報工学科の学生が共通に持つ関心分野に対

して現在急速に進歩しているビッグデータ、

IoT、AI などの先端分野を学ぶ。これらは行

政、公共サービス、企業における設計、製

造、製品サービス、配送などに及ぼす強力な

効率化と質的変化、それが人々の生活に及ぼ

す効果などが予想されるが、それについての

分析、評価、予測などを演習・実習を通じて

学ぶ。これらを通じて将来に起こる変化に対

して的確な判断をすることができる専門職に

なるために必要な知識を獲得すると同時に、

直観力・感受性を身につける。 
                                                   
1大学生の「社会人観」の把握と「社会人基礎力」の認知度向上実証に関する調査、経済産業

省、平成 22 年 6 月 
2平成 28 年度文部科学省「理工系プロフェッショナル教育推進委託事業」工学分野における理工

系人材育成の在り方に関する調査研究、千葉大学(2016) 
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門的能力である。企業側からは、学部新卒者

に不足する知識・能力として、「問題解決・

物を作り出していく能力」、「チャレンジ精

神」、「コミュニケーション能力」、「専門

分野に関する基礎的知識」、「文系分野も含

む幅広い教養」という指摘があった。 
さらに、日本経済再生本部第 4 次産業革命人

材育成推進会議は、IT を中心とした必要人材

のスキル・コンピテンシーを次のように設定

している 3。 
(1) 課題設定力、目的設定力 
(2) データ活用や IT にかかる能力・スキル 
(3) コンピュータ等の IT リテラシー 
(4) コミュニケーション能力 
(5) 分野を超えて専門知や技能を組み合わせ

る実践力 
(6) リーダーになる資質 
 
 よって、社会人基礎力にはビジネスの原則

を知るだけではなく、「前に踏み出す力（主

体的に行動を起こし最後まで粘り強くやり抜

く力）」、「チャレンジ精神」、「コミュニ

ケーション能力」、「チームワーク能力」、

「リーダーシップ」も重視する必要もある。 
 
以上をまとめると、展開科目を中心として

『鋭敏なビジネスセンス』を養成するその必

要性とは、 
1. ビジネスの仕組みを知らないといけな

い 
2. 協調性を持って行動できないといけな

い 
3. リーダーになる資質を持っていないと

いけない 
4. 新しいものでも躊躇せず、新しい働き

や変化に好んで対応できないといけな

い 
5. 机上のデータのみならず、働きかけら

れないといけない 
6. 社会の問題解決だけではなく、真のイ

ノベータとして持続可能かつ発展性ま

で考慮できないといけない 
が列挙でき、そのために具体的には 

1. 経営資源の知識・理解 
2. チームワーク力 
3. リーダーシップ力 
4. チャレンジ精神 

 デジタルエンタテインメント学科において

も、制作プロトタイプの高度化に必要な科目

を中心に、関心領域の背景知識に関する科

目、学科に関係する先端分野の科目を各学生

の学修計画に対応する配置を定めて学修す

る。これらの学修の実現のためには、各専門

教科において学術的な実績を持つ教員が協力

しつつ専門知識を教育することと並行して、

プロトタイプ制作という学生の動機にかかわ

る教育を担当する実務経験のある教員が協力

して、職業専門科目の配置や教育内容などに

ついて常時検討しつつ各学生にとってそれぞ

れ最適な教育をすることが必要である。 
  
 
4.3.3 展開科目 
本学が養成する“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”を養成するために

は、学問領域の専門家になることを目標とす

るのではなく社会的期待の充足に専門職とし

て応えたいという強い意志と目標を持った人

に対し、その目標の実現に必要な論理的思考

能力とデザイン思考の涵養が必要で、モノづ

くりの経験や分析を通し社会との共創を行う

ことによって、未来志向の発想力や創造性を

期待している。 
そこで本学の展開科目には、カリキュラム・

ポリシーにもある通り“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”となる為

に、日本の産業界を固定化してしまった学問

分野でいう工学、産業界では ICT と呼ばれる

ような領域において、その職種が、次々と出

現する技術の可能性を、社会と矛盾すること

なく利用する主役として、これからの社会の

繁栄に大きく貢献するために必要な能力を涵

養する科目を配置する。つまり「専攻する特

定の職業分野に関連する他分野の応用的な能

力であって、当該職業の分野において創造的

な役割を果たすために必要なものを育成す

る」科目を配置する。また、展開科目に配当

する科目には、新しい専門職養成機関として

ビジネス展開のための実践力の養成に必要な

科目とも捕えることができる。よって、既設

の専門学校HAL東京で取り扱う科目で一部垣

間見ることできる授業でもある。 
この展開科目はビジネス教養として、専攻分

野における価値創造といった能力が、実社会

                                                   
3第 4 次産業革命 人材育成推進会議（第 2 回）配布資料、日本経済再生本部、平成 29 年 2 月 
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5. 三現主義 
6. 社会倫理 

といった、「知識・理解」、「能力」、「志

向・態度」を養成するべきである。 
 
これらの能力の養成の内、本学では展開科目

に最も重要な科目として「地域共創デザイン

実習」を配する。この科目は実体験に則する

ことが重要で、実際には産学官連携の授業と

して本学が配する。本学が立地する地域が抱

える問題に対して産学官連携で取り組み、授

業評価については指導教員のみならず、連携

した企業や地域団体にも評価を求める。この

実体験によって、我が国の将来において、制

度、社会、産業、国際協力、そして人々の生

活などあらゆる側面への寄与を肌で感じるこ

とが可能となる。加えて、この「地域共創デ

ザイン実習」は 2 学科が協力して学ぶ展開的

な科目で、学部横断で取り組むことによっ

て、それぞれの学科における創造的な役割を

担うための能力を展開させるための授業であ

る。 
 
 
4.3.4 総合科目 
総合科目は、それまでに学んだことを、変化

する社会の要請に対し主体的に、また結果に

対する倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応え

る“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”となるべく、実践的かつ応用的な

能力を総合的に高めるための集大成となる科

目を配置する。 
 
 
4.4 4 つの科目区分の観点と体系的教育課程

の編成 
体系的教育課程の編成については資料 8、9に

概念図を記すとともに、以下に説明する。 
 

 4 つの科目区分における体系的教育課

程の編成 
4.1.1.1 基礎科目における体系的教育課程の編

成 
本学の基礎科目は、４本柱として以下を配置

する。教養にあたる基礎的科目のため、英語

を除く科目は主として 1, 2 年次に配置され

る。国際的コミュニケーション力の養成に重

きを置く本学における英語に関連する科目に

ついては 4 年間の学びの場を配置している。 
 

において遺憾なく発揮できるよう、工学分野

ではない科学研究費助成事業 「審査区分表」

（平成 30 年度助成に係る審査より適用）で大

区分 A に該当するような、マーケティングを

学ぶ授業を配置するだけではなく、職業専門

科目で培った実践的かつ専門的な能力で価値

創造を生み出す職能人としてスムーズに社会

で実力が評価されるように、プレゼンテーシ

ョン技術や制作したものを評価し、それをも

って再度制作に取り組むことのできる職業倫

理観等を涵養する科目を配置した。加えて、

2 年次において、実習科目として今まで培っ

てきた実践力のみで価値創造を行う科目を各

学科別に配することで、企画発想、制作、評

価といった一貫した制作過程を実践すること

を通して、価値創造を生み出す過程を体感で

きるように配する。 
この科目は実体験に則することが重要で、実

際には産学官連携の授業として本学が配する

「地域共創デザイン実習」が該当する。本学

が立地する地域が抱える問題に対して産学官

連携で取り組み、授業評価については指導教

員のみならず、連携した企業や地域団体にも

評価を求める。この実体験によって、我が国

の将来において、制度、社会、産業、国際協

力、そして人々の生活などあらゆる側面への

寄与を肌で感じることが可能となる。加え

て、この「地域共創デザイン実習」は 2 学科

が協力して学ぶ展開的な科目で、学科横断で

取り組むことによって、それぞれの学科にお

ける創造的な役割を担うための能力を展開さ

せるための授業である。 
 
 
4.3.4 総合科目 
総合科目は、それまでに学んだことを、変化

する社会の要請に対し主体的に、また結果に

対する倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応え

る“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”となるべく、実践的かつ応用的な

能力を総合的に高めるための集大成となる科

目を配置する。 
 
 
4.4 4 つの科目区分の観点と体系的教育課程

の編成 
体系的教育課程の編成については資料 9, 10に

概念図を記すとともに、以下に説明する。 
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① グローバルコミュニケーション科目 
グローバルに活躍するための汎用的技能を育

成する科目で構成される。専門職にとって国

際的活動のためには英語力が必要で、この学

修は必修である。以下の配置による、臨地実

務実習の期間と卒業間近の 4 年次後期を除く

期間において、2 単元/週以上英語を学ぶこと

が可能となる。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「英語コミュニケーションⅠ

a」後期：「英語コミュニケーションⅠb」 
2 年次 前期：「英語コミュニケーションⅡ

a」後期：「英語コミュニケーションⅡb」 
3 年次 前期：「英語コミュニケーションⅢ

a」後期：「英語コミュニケーションⅢb」 
4 年次 前期：「英語コミュニケーション

Ⅳ」 
 
 
② コミュニケーションツール科目 
①の能力を最大限に生かすためには、社会へ

の正確な発信力が重要である。そこで、発信

力を養成する科目を配する。この科目は、プ

レゼンテーションスキルなどを養成し、単な

る発信力のみではなく、効果的な発信力の養

成を目指す。 
＜配置科目＞ 
1 年次 後期：「コミュニケーションツー

ル」 
 
 
③ 倫理科目 
“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科

目を据える。 
専門職は、社会的期待に対する回答を社会に

提供することを使命とするのであるから社会

に対して責任を持つ。したがって組織内で協

調的仕事を行う場合も、個人として仕事をす

る場合もともに倫理的であることが必要条件

であり、専門職が社会に対して持たなければ

ならない倫理について学修する。 
＜配置科目＞ 
3 年次 前期：「社会と倫理」 
 
 
④ 基礎科目 
広義のデザインにおける感性的思考を支援す

る知識・理解の科目を基礎科目の中に加え

る。本学で要請する専門職は情報技術分野で

 
 
 

 4 つの科目区分における体系的教育課

程の編成 
基礎科目における体系的教育課程の編成 
上記で述べた能力を養成するために、本学の

基礎科目は、伝統的な領域科学志向の考え方

と異なるデザイン志向の論理を身につける感

性的思考を支援する知識群を置くこととし、

3 本柱として以下を網羅することとする。教

養にあたる基礎的科目のため、英語を除く科

目は全て 1, 2 年次に配置される。加えて、国

際的コミュニケーション力の養成に重きを置

く本学における英語に関連する科目について

は 4 年間学びを通しての全学年に該当する科

目を配置している。 
 
① グローバルコミュニケーション科目 
グローバルに活躍するための汎用的技能を育

成する科目で構成される。 
社会的期待の探索のために必要な理解力、及

びデザイン結果とその背景の思想についての

社会への正確な発信力は、専門職にとって不

可欠の条件であり、生涯にわたり深化させる

べき能力であって、その基礎を学修する。国

際的活動のためには英語力が必要で、この学

修は必修である。以下の配置による、臨地実

務実習の期間と卒業間近の 4 年次後期を除く

期間において、2 単元/週以上英語を学ぶこと

が可能となる。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「英語コミュニケーションⅠ

a」後期：「英語コミュニケーションⅠb」 
2 年次 前期：「英語コミュニケーションⅡ

a」後期：「英語コミュニケーションⅡb」 
3 年次 前期：「英語コミュニケーションⅢ

a」後期：「英語コミュニケーションⅢb」 
4 年次 前期：「英語コミュニケーション

Ⅳ」 
 
（追加） 
 
② 倫理科目 
“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科

目を据える。 
専門職は、社会的期待に対する回答を社会に

提供することを使命とするのであるから社会

に対して責任を持つ。したがって組織内で協
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あるがゆえに特有の感性に基づく判断を求め

られる。これを涵養するために、感性そのも

のの取り扱いに加え、比較文化論、記号学、

などに関する、職能人として基礎的・汎用的

な知識・教養を持つことで達成される。また

比較文化論は文化に対する感性、記号論はコ

ミュニケーションにおける基礎的な理論の役

割を果たす。これは情報工学科（例えばユー

ザーインターフェース設計などで有益）、デ

ジタルエンタテインメント学科（例えば CG
やデジタルゲーム制作では直接必要となる）

の両学科の学生に有益である。 
 
＜配置科目＞ 
1 年次  前期：「比較文化論」、「感性をは

かる」 
後期：「コミュニケーションと記号論」 
 
 
4.1.1.2 職業専門科目における体系的教育課程

の編成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ

て、職業専門科目は学科内で共通する科目を

集めた学科共通科目と、各学科に据えたコー

スに呼応したコース別科目の 2 種類に分類さ

れる。その中でも共通科目についてはデザイ

ン的思考に対し中核的な科目となる「学科包

括科目」となる「情報工学演習」、「デザイ

ンエンジニア概論」、「コンテンツデザイン

概論」を体系的に用意し編成する。プロトタ

イプを作成する能力が身につく職業専門科目

は、年次が上がるにつれ内容が高度化する。 
また、臨地実務実習科目も職業専門科目内に

体系的に用意し編成する。臨地実務実習科目

に当たる「臨地実務実習位置～Ⅲ」について

は、後の 11 章「実習の具体的計画」で明記す

る。 
 
職業専門科目は、各学科に特徴が出る科目で

ある。以下に、学科別に記す。 
 情報工学科は、最も大きな分類として AI、
IoT、ロボットといった、本学科が用意した 3
コースと呼応し、大きく 2 つの科目群に分か

れる。全コースに共通して修得すべき能力を

養成する科目を「共通（必修）」科目群、コ

ース別でより一層技術力を深化させる科目を

「コース別（選択）」科目群とし、「共通

（必修）」科目群はさらに、該当分野全般に

精通する「学科包括」科目群、工学に絡んだ

数学や英語の理論を修得する「数理英」科目

調的仕事を行う場合も、個人として仕事をす

る場合もともに倫理的であることが必要条件

であり、専門職が社会に対して持たなければ

ならない倫理について学修する。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「社会と倫理」 
 
 
 
 
③ 基盤科目 
広義のデザインにおける感性的思考を支援す

る知識・理解の科目を基盤科目として添え

る。 
専門職は組織の一員として行動するだけでな

く個人としての責任において社会的に行動す

ることを基本とする者である。そのためには

専門職に課せられる固有の人格を持つことが

求められ、社会と人間についての洞察力、行

動がもたらす社会への影響の予測力、未来社

会を描き出す構想力などを基礎として持つ必

要がある。これは分野でいえば、職能人とし

て基礎的・汎用的な知識・教養を持つことで

達成される。 
＜配置科目＞ 
1 年次  前期：「比較文化論」、「感性をは

かる」 
後期：「コミュニケーションと記号論」 
 
 
4.1.2.1 職業専門科目における体系的教育課程

の編成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ

て、職業専門科目は学科内で共通する科目を

集めた学科共通科目と、各学科に据えたコー

スに呼応したコース別科目の 2 種類に分類さ

れる。その中でも共通科目についてはデザイ

ン的思考に対し中核的な科目となる「学科包

括科目」となる「情報工学演習」、「デザイ

ンエンジニア概論」、「コンテンツデザイン

概論」を体系的に用意し編成する。プロトタ

イプを作成する能力が身につく職業専門科目

は、年次が上がるにつれ内容が高度化する。 
また、臨地実務実習科目も職業専門科目内に

体系的に用意し編成する。臨地実務実習科目

に当たる「インターンシップⅠ～Ⅳ」につい

ては、後の 11 章「実習の具体的計画」で明記

する。 
 
職業専門科目は、各学科に特徴が出る科目で
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群の他に、「電子回路」「プログラム言語」

「情報通信」といった科目群が揃う。選択科

目は AI, IoT, ロボットといった 3 コースに呼

応する履修モデルである。AI 戦略コース（資

料 9-1-1）の特徴は、学科共通で学ぶ解析学や

確率統計論などの理論科目に続き、「人工知

能数学」という AI 戦略コースに特化した数学

が配されていることや、「人工知能基礎」と

った、学科包括科目の AI コースを俯瞰する歴

史的背景など導入部分の科目があること、加

えて、他コースとは違った実習の動きをし、

自然言語処理に特化した実習「メディア情報

処理実習」が、講義科目を踏まえた後に実施

されるように教育課程が体系だっている。

IoT システムコース（資料 9-1-2）の特徴は、

資料 9-1 を見ると分かるように、AI 戦略コー

スと、ロボット開発コースの双方に共通の科

目が配されていることが特徴である。段階的

に、ハードウェア側とソフトウェア側両方を

学びながら、最終的に IoT サービスデザイン

といった、他コースには感性も必要とする科

目が配されている。ロボット開発コース（資

料 9-1-3）の特徴は、物理の理論科目「力学」

に加え、「材料工学・材料力学」といった、

理論科目が順序だてて配されていることが他

コースには無い特徴であるといえよう。 
デジタルエンタテインメント学科も、最も大

きな分類としてゲームと CG といった、本学

科が用意した 2 コースと呼応する形で、共通

して修得すべき科目と、各コースに特化した

科目の大きく 2 つの科目群に基本的に分かれ

る。情報工学科と同様に、本学の工科学部と

して「学科包括」、「数英」、「情報通信」

が配され、その他はコースごとにさらに細分

化され学年の進行とともに深化していく。選

択科目は、情報工学科同様、ゲームとCGの2
コースに呼応する履修モデルが配されてい

る。ゲームプロデュースコースの特徴は、こ

のコースの中でも 2 つの履修モデルが想定で

きるところが特徴である。これは、産業界が

プログラマーとプランナーそれぞれに特化し

た人事配置などを行っていることを鑑み他結

果でもある。CG アニメーションコースの特

徴は、段階的に積み上げられた最後に総合演

習が組まれていることである。CG 映像の基

礎から、表現について段階的に学び、キャラ

クタデザインのみならず、UI/UXやゲームAI
についても学び、最終的にそれらを統合する

力がより求められているといえよう。 
 

ある。以下に、学科別に記す。 
 情報工学科は、最も大きな分類として AI、
IoT、ロボットといった、本学科が用意した 3
コースと呼応し、大きく 2 つの科目群に分か

れる。全コースに共通して修得すべき能力を

養成する科目を「共通（必修）」科目群、コ

ース別でより一層技術力を深化させる科目を

「コース別（選択）」科目群とし、「共通

（必修）」科目群はさらに、該当分野全般に

精通する「学科包括」科目群、工学に絡んだ

数学や英語の理論を修得する「数理英」科目

群の他に、「電子回路」「プログラム言語」

「情報通信」といった科目群が揃う。 
 
（追加） 
 
デジタルエンタテインメント学科も、最も大

きな分類としてゲームと CG といった、本学

科が用意した 2 コースと呼応する形で、共通

して修得すべき科目と、各コースに特化した

科目の大きく 2 つの科目群に基本的に分かれ

る。情報工学科と同様に、本学の工科学部と

して「学科包括」、「数理英」、「情報通

信」が配され、その他はコースごとにさらに

細分化され学年の進行とともに深化してい

く。 
 
（追加） 
 
デジタルエンタテインメント学科で特徴的な

のは、ゲームと CG は関係性が強いこと、企

業側が採用時からプランナーとプログラマー

といった職種別で入り口を分けていること

等、エンタテインメント業界における明確な

産業界の動向を鑑みて、必修科目群と選択科

目群がコースの内外に混在していることであ

る。例えばゲームプロデュースコースを希望

すると、低学年の CG コースの授業も必修科

目として受講する。このような教育課程の体

系を取ることで、専門職として社会に飛び出

し他後、どの職種であろうとエンタテインメ

ントという比較的広範囲でない業界で連携を

取るに必要な多職種の理解につながる。 
 
 
4.4.1.3 展開科目における体系的教育課程の編

成 
本学の展開科目は本学が位置する東京都を中

心とした地域の持つ独自の産業、文化、生活

などの具体的な環境の中で、社会的期待を探
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4.4.1.3 展開科目における体系的教育課程の編

成 
本学の展開科目は、社会的期待を探索しつ

つ、その実現について学ぶために、課題を達

成するための知識に加え、社会に発信し説明

するために必要な知識を学修する。国内のみ

ならず世界の社会的期待を感知し、その解決

をビジネスとして実現するためには鋭敏なビ

ジネスセンスが必要であることは言うまでも

ない。 
基礎科目、職業専門科目の学修によって得た

思考能力及び知識を身につけて卒業し、それ

を源泉として自ら専門職の仕事をする場を設

定したとき、その能力・知識を有効に発揮・

使用し、さらに能力を深化させていくために

は、その場で遭遇する多様な社会、組織、協

力者などの環境と矛盾することなく行動する

ことが必要である。これは専門職としての仕

事をする場において関与する環境とそれに対

応する方法に関する知識であるといってよ

い。 
それは卒業後専門職として歩む道として、専

門職の能力を高めつつ成長を続け、最終的に

はリーダーとして社会に寄与するという一つ

の典型を考えた時、その計画を現実化する道

で身につけてゆくべきものであり、入学時の

動機を成熟させて卒業時の動機とするために

必要な科目である。 
 

(ア)  ビジネス教養科目群 
アイデアはアイデアであって、アウトプット

によってビジネスに変換することで実社会に

初めて価値がもたらされるものである。そこ

で、行動に関する知識や指針となる、企画

力、発信力、マネジメント力、市場戦略力、

知的財産の保護、現在の諸問題から鑑みる潜

在的社会問題を察知するビジネス展開力など

を配する。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「企画・発想法」 
後期：「プロジェクトマネジメント」 
 2 年次 後期：「チームワークとリーダー

シップ」 
３年次 前期：「知的財産権論」 
3 年次 後期：「企業経営論」、「グローバ

ル市場化戦略」 
4 年次 前期：「ベンチャー起業経営」 
 
「企画・発想法」はプロジェクトの企画方

法、アイデアの発想法のツールやテクニック

索しつつ、その実現について学ぶために、課

題を達成するための知識に加え、社会に発信

し説明するために必要な知識を学修する。国

内のみならず世界の社会的期待を感知し、そ

の解決のための方法を身につける知識群を置

くこととし、それらは以下を網羅することと

する。 
基礎科目、職業専門科目の学修によって得た

思考能力及び知識を身につけて卒業し、それ

を源泉として自ら専門職の仕事をする場を設

定したとき、その能力・知識を有効に発揮・

使用し、さらに能力を深化させて専門職とし

ての能力を向上し自らが目標とする専門職に

なるためには、その場で遭遇する多様な社

会、組織、協力者などの環境と矛盾すること

なく行動することが必要である。これは専門

職としての仕事をする場において関与する環

境とそれに対応する方法に関する知識である

といってよい。 
これらは、卒業後専門職として歩む道とし

て、専門職の能力を高めつつ成長を続け、最

終的には社長（リーダーシップ力）として社

会に寄与するという一つの典型を考えた時、

その計画を現実化する道で身につけてゆくべ

きものであり、入学時の動機を成熟させて卒

業時の動機とするために必要な科目である。 
 
① ビジネス教養科目群 
アイデアはアイデアであって、アウトプット

によって実社会に初めて価値がもたらされる

ものである。 
行動に関する知識や指針となる、企画力、発

信力、マネジメント力、市場戦略力、知的財

産の保護、現在の諸問題から鑑みる潜在的社

会問題を察知するビジネス展開力などを配す

る。 
 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「企画・発想法Ⅰ」 
後期：「企画・発想法Ⅱ」『マネジメント

論』 
 3 年次 前期：「知的財産権論」、『ビジ

ネス課程論』 
3 年次 後期：「グローバル市場化戦略」、

「リソースマネジメント」 
4 年次 前期：「企業経営論」 
 
上記に記した科目のうち、該当職業分野を鑑

み『マネジメント論』と『ビジネス課程論』

は学科ごとに違う科目を配する。 
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に関する科目である。 
これに対して、プロジェクトやチームといっ

た比較的小さな組織単位におけるマネジメン

ト手法やツールについて議論する科目が２つ

あり、「プロジェクトマネジメント」は科目

の名の通り、プロジェクトマネジメントの手

法やツールに関する一般的、実践的な科目で

ある。一方、「チームワークとリーダーシッ

プ」はチーム内でのチームワーク力やリーダ

ーシップ力といった個人の能力の養成を意図

している。 
これらに対し、「知的財産権論」では特許、

著作権、意匠権などの知的財産権を取得、保

護する法令、メカニズムについて、これらに

直接かかわることの多い専門職として学修す

る。最近は個人情報の保護なども関連してき

ておりこの科目の重要性は増している。 
残りの３科目はビジネスを企業という単位で

見たときの重要なトピックをカバーする。ま

ず「企業経営論」では特に企業のビジネスプ

ラン、ビジネスモデル、経営戦略と言った経

営の根幹にかかわる事項を学修する。「グロ

ーバル市場化戦略」は商品マーケティング、

市場開拓、海外進出、海外市場戦略などにつ

いて論じる。最後に「ベンチャー起業経営」

はおそらく本学の卒業生の長い人生の中で経

験するかもしれぬベンチャー企業の起業につ

いて、特に「ヒト」「モノ」「カネ」に関す

る基本的知識を学ぶ。 
 

(イ)  地域ビジネス実践科目 
産学官連携による実習科目で、テーマ選定、

プロジェクト指導、成果評価などを教育課程

連携協議会のメンバー機関に協力と支援を依

頼する。 
企画発想・制作・評価の一貫した制作過程を

実践することを通して、地域産業、さらに広

く社会一般において価値が創造される過程を

実感的に学び、社会の中で働く専門職として

地域創生力や国際力といった価値創造を牽引

する能力を身につける。 
 
＜配置科目＞ 
2 年次 通期：「地域共創デザイン実習」 
 
 
4.4.1.4 総合科目における体系的教育課程の編

成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ

て、「卒業研究制作」を 4 年次に配すること

『マネジメント論』については「プロジェク

トマネジメント」と「組織化とリーダーシッ

プ」科目を用意し、「プロジェクトマネジメ

ント」は情報工学科に、「組織化とリーダー

シップ」はデジタルエンタテインメント学科

に配する。ここでは科目の名の通り、プロジ

ェクトマネジメント力やリーダーシップ力と

いった能力の養成を意図しているが、デジタ

ルエンタテインメント学科においては、職業

専門科目に配した「プロジェクトマネジメン

ト（ゲーム）」を配しているため、その関係

性も考慮し、学科ごとに違う科目を配する。 
『ビジネス課程論』については、実際のビジ

ネス展開が社会でどのように行われるのか、

企業内・企業間の取引やその役割を学ぶ科目

である。該当職業分野を鑑みた時、行動に関

する知識や指針に対してより適切な科目を配

するために、情報工学科では「サプライチェ

ーンマネジメント」を、デジタルエンタテイ

ンメント学科では「ビジネスマネジメント」

を配する。 
 
 
② 地域ビジネス実践科目 
産学官連携による実習科目で、評価を実際に

外の機関にも委ねる。加えて、この授業は教

育課程連携協議会の地域（若しくは協力）に

該当するメンバーから協力と支援を得る。 
企画発想・制作・評価の一貫した制作過程を

実践することを通して、地域産業、さらに広

く社会一般において価値が創造される過程を

実感的に学び、社会の中で働く専門職として

東京から発信する真の地方創生力や国際力と

いった価値創造を牽引する能力を身につけ

る。 
 
＜配置科目＞ 
2 年次 通期：「地域共創デザイン実習」 
 
4.4.1.4 総合科目における体系的教育課程の編

成本学では 4.3 節で言及した目的と配置をも

って、「卒業研究制作」を 4 年次に配するこ

とで、本学の学びの集大成となるように体系

的な教育課程を編成する。 
＜配置科目＞ 
4 年次 通期：「卒業研究制作」 
 
 
4.4.2 臨地実務実習を含む実習について 
本学では専門職大学設置基準に則り、実習に
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で、本学の学びの集大成となるように体系的

な教育課程を編成する。 
＜配置科目＞ 
4 年次 通期：「卒業研究制作」 
 
 
4.4.2 臨地実務実習を含む実習について 
本学では専門職大学設置基準に則り、実習に

よる授業科目を 40単位以上配している。加え

て、実習科目は全て 30 時間から 45 時間まで

の範囲時間の授業をもって 1 単位としてお

り、実習が適切に教育課程に含まれている。 
また、後の 11章で詳細を述べるが、全学部全

学科に共通で配置されている臨地実務実習に

あたる「インターンシップⅠ～Ⅳ」の臨地実

務実習先の確保状況は、平成 30 年 10 月時点

で既に定員数を上回っており、十分数確保し

ているといえる。さらに、学生の希望に応じ

て実習先を選択できるよう、開学に向けてさ

らに実習先を確保する。加えて、「インター

ンシップⅢ～Ⅳ」の実習先については、海外

における臨地実務実習も一定数確保してお

り、一定の条件を満たすことで海外での実習

も参加可能である。 
 
 
 
4.5 教育課程編成上の工夫 

4.5.1 臨地実務実習実施における教育上の工

夫 
臨地実務実習に当たる「臨地実務実習Ⅰ～

Ⅳ」において、受け入れ先企業の新規開拓は

特別な期間を定めることなく実施するととも

に、学生が望む企業にて実習ができるように

受け入れ先企業の希望調査を事前に行い、必

要に応じて新規開拓に努める。加えて、海外

臨地実務実習に参加する学生について、各イ

ンターン実施期間に対し時間的余裕をもたせ

て確定させることで、ビザの取得といった諸

手続きの不足等で参加できないといった事態

にならないように配慮する。 
また、初めての臨地実務実習が行われる「臨

地実務実習Ⅰ」の事前指導として、名刺交

換、電話の受け答え、メールのやり取りとい

った社会人のマナー基礎や、臨地実務実習で

知り得た機密事項の取り扱い等について学内

でオリエンテーションを行い、学生が実習を

スムーズに始められるように配慮する。 
 
 

よる授業科目を 40 単位以上配している。加え

て、実習科目は全て 30 時間から 45 時間まで

の範囲時間の授業をもって 1 単位としてお

り、実習が適切に教育課程に含まれている。 
また、後の 11 章で詳細を述べるが、全学部全

学科に共通で配置されている臨地実務実習に

あたる「インターンシップⅠ～Ⅳ」の臨地実

務実習先の確保状況は、平成 29 年 10 月時点

で既に定員数を上回っており、十分数確保し

ているといえる。さらに、学生の希望に応じ

て実習先を選択できるよう、開学に向けてさ

らに実習先を確保する。加えて、「インター

ンシップⅢ～Ⅳ」の実習先については、海外

における臨地実務実習も一定数確保してお

り、一定の条件を満たすことで海外での実習

も参加可能である。 
 
 
 
4.5 教育課程編成上の工夫 

4.5.1 臨地実務実習実施における教育上の工

夫 
臨地実務実習に当たる「インターンシップⅠ

～Ⅳ」において、受け入れ先企業の新規開拓

は特別な期間を定めることなく実施するとと

もに、学生が望む企業にて実習ができるよう

に受け入れ先企業の希望調査を事前に行い、

必要に応じて新規開拓に努める。加えて、海

外臨地実務実習に参加する学生について、各

インターン実施期間に対し時間的余裕をもた

せて確定させることで、ビザの取得といった

諸手続きの不足等で参加できないといった事

態にならないように配慮する。 
また、初めての臨地実務実習が行われる「イ

ンターンシップⅠ」の事前指導として、名刺

交換、電話の受け答え、メールのやり取りと

いった社会人のマナー基礎や、臨地実務実習

で知り得た機密事項の取り扱い等について学

内でオリエンテーションを行い、学生が実習

をスムーズに始められるように配慮する。 
 
 

4.1.2 入学時の学力差異の補助 
入学生の基礎学力格差等を解消できるよう

に、高校の数学・物理・英語を補う「基礎数

学」、「基礎物理」と「基礎英語」を開講す

る。これらは卒業要件に含まれない科目であ

るが、入学直後に基礎学力の確認を行い、各

学科の 1 年次における授業の習熟に影響が出

ると判断される学生に対しては受講を促す。
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 入学時の学力差異の補助 
入学生の基礎学力格差等を解消できるよう

に、高校の数学・物理・英語を補う「基礎数

学」、「基礎物理」と「基礎英語」を開講す

る。これらは卒業要件に含まれない科目であ

るが、入学直後に基礎学力の確認を行い、各

学科の 1 年次における授業の習熟に影響が出

ると判断される学生に対しては受講を促す。

上記で説明した通り、「基礎数学」、「基礎

物理」及び「基礎英語」については、入学時

の学力差を担保するための科目であり、補講

にあたる科目である。よって、大学教育とし

て適切な水準となっていない科目に当たるた

め、卒業要件に係る単位を与えていない補講

科目として設定している。 
 
 
4.6 研究活動に関する考え方 
本学が掲げる“Designer in Society（社会とと

もにあるデザイナー）”を養成するために、数

学、物理学、制御工学、機械設計など工科に

おける基礎知識に加え、情報科学として、情

報数学、人工知能、情報システム、機械学

習、コンピュータグラフィックス、ソフトウ

ェア工学など、またより高度な階層をもつ

IoT、ロボテイックス、などを学ぶ。これら

は社会の中のデザイナーとなるために必修の

科目である。またデザイナーは、専門分野を

熟知するだけの専門家でなく、実際に社会の

中で行為する人であるから、これらの学んだ

知識を使ってデザインという行為をすると

き、それが外界に与える効果について十分な

理解を持つために、３年次に配当された「社

会と倫理」、４年次の「持続可能な社会」な

どの科目を学ぶ。さらに、自分のデザインの

ための広いコミュニケーションを可能にする

外国語（英語）を学ぶ。また 2 年次に配当さ

れ産学官連携を目的とした「地域共創デザイ

ン実習」、3 年次にはグローバルな視野を養

成する「グローバル市場化戦略」は、幅広い

連携相手、手段を知る機会である。 
このように、デザイン行為のための必要な能

力、デザイナーとして社会で行動するときに

必要なグローバルな思考や地域文化と国際性

の理解に必要な能力が習得される。それらを

前提とし、4 年間の学びの集大成の科目とし

て 4 年次に「卒業研究制作」を全学部全学科

に必修科目として配置し、研究・制作を行う

教育課程を編成している。 
 このような教育を支えるために必要な研究

上記で説明した通り、「基礎数学」、「基礎

物理」及び「基礎英語」については、入学時

の学力差を担保するための科目であり、補講

にあたる科目である。よって、大学教育とし

て適切な水準となっていない科目に当たるた

め、卒業要件に係る単位を与えていない補講

科目として設定している。 
 
 
 
4.6 研究活動に関する考え方 
本学が掲げる“Designer in Society（社会とと

もにあるデザイナー）”を養成するために、機

械設計、回路設計、制御システム設計など工

科における基礎知識に加え、情報科学とし

て、情報数学、人工知能、情報システム、機

械学習、OSなど、またより高度な階層をもつ

IoT、ロボテイックス、などを学ぶ。これら

は社会の中のデザイナーとなるために必修の

科目である。またデザイナーは、専門分野を

熟知するだけの専門家でなく、実際に社会の

中で行為する人であるから、これらの学んだ

知識を使ってデザインという行為をすると

き、それが外界に与える効果について十分な

理解を持つことが求められる。そのために、

自らの制作が社会にとってどの様な意義を持

つのかを深く認識するために 1 年次に配当さ

れた「社会と倫理」、「比較文化論」などの

科目を通して、技術によってもたらされる環

境破壊などの社会問題を考察する道徳心や、

そのための広いコミュニケーションを可能に

する外国語（英語）を学ぶ。また 2 年次に配

当され産学官連携を目的とした「地域共創デ

ザイン実習」、3 年次にはグローバルな視野

を養成する「グローバル市場化戦略」といっ

た科目を学ぶ。 
このように、デザイン行為のための必要な能

力、デザイナーとして社会で行動するときに

必要なグローバルな思考や地域文化と国際性

の理解に必要な能力が習得される。それらを

前提とし、4 年間の学びの集大成の科目とし

て 4 年次に「卒業研究制作」を全学部全学科

に必修科目として配置し、研究・制作を行う

教育課程を編成している。 
 
 このような教育を支えるために必要な研究

をすべての教員が行う。研究は伝統的な科学

分野で行われる、科学的知識生産のための領

域別に固有の方法による研究でなく、社会的

期待にデザイナーとして応えるデザイン行為
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をすべての教員が行う。研究は科学的知識生

産のための領域別に固有の方法による研究で

なく、「領域×IT」という応用領域において

社会的期待に対しデザイナーとして応える創

造行為のための研究である。科学的知識生産

のための研究は分析的、説明的であるが、

「領域×IT」という応用領域におけるデザイ

ンは、異なる複数の領域に関わる知識を運用

し説明ではなく新たな人工物を創造する。例

えば、電気モータの性能を電磁気学の知識を

応用して分析的に説明するのが科学的知識で

あるが、モータの設計はそのような性能を満

たすモータの諸元を電磁気学、モータの回路

理論、モータの冷却の知識、モータの制御工

学といったありとあらゆる知識を動員して導

出する。モータの設計ですらこうなのである

から、ロボットの設計ではこれをはるかに超

える量と幅の知識が必要となり、ロボットを

一つのエージェントとする IoT システムの設

計はさらに複雑になることは言うまでもな

い。そのことはロボット・デザイナーになる

ための知識量が極めて膨大となることを意味

するが、一方で幸いなことにコンピュータの

力やチームワークのおかげですべてを必ずも

知る必要もなく、チームワークやリーダシッ

プを実習の過程で学ぶことの重要性が正当化

される。 
このようないわば複合領域、多領域融合にお

ける知識の統合、それはデザイン思考に基づ

くシステムインテグレーションの結果、ソフ

トウェアとしてインプリメントする過程であ

ると言えるが、このような研究が両学科での

研究の主要な形態の一つであると予想され、

4 年次総合科目「卒業研究制作」において行

う学生の研究でも、スケールは小さくなるも

ののそのことは変わらないであろう。つま

り、その時点までに修得した基礎科目、職業

専門科目、展開科目に関する技術・知識を集

結し、テーマ選定におけるニーズ調査、分析

においては学術論文・特許調査、学会等での

研究発表の聴講、専門技術展での情報収集、

アンケート等によるユーザー調査を基に行

う。これまでに学んできたグローバル性や地

域性を考慮しビジネスとの接点に重きを置い

た応用研究がテーマとなるのである。 
学生の研究成果は卒業制作や卒業論文として

まとめ、制作物つまりプロトタイプは学内に

展示し継承するが、研究成果を対外コンペテ

ィションや企業向けプレゼンテーション、学

会などで公開し評価を受け、参加者との交流

にとって有用なデザイン支援知識体系の創出

のための研究である。従来は、あらゆる工学

領域に存在するデザイン、あるいは設計は、

各工学領域固有の知識の適用によって行われ

てきた。例えば建築設計では、建築物の強度

や居住性などの機能とは何かが説明される。

機械設計では、機械システムの動力、安定性

などの機能が説明される。この説明は分析的

であり、独自の方法、多くは数学であるが、

それを使って体系的な説明が行われる。この

ように、従来の領域における研究・教育のい

ずれも、ものが与えられてそれを分析し、分

析結果である科学的知識を生産し学ぶことに

主眼が置かれる。この場合、それらの知識を

使用して“もの”を作るのは、発明と呼び、正

規のカリキュラムには取り上げられない。各

領域で生み出された知識は科学的知識と呼ば

れ論文として登録される。このようにして科

学的知識は常に増大して行くが、それは豊富

でありこれがその後の科学研究を知性によっ

て行うことを可能にしている。 
 一方、本学のザインを主体とする教育・研

究では、一般には言葉で述べられる期待を出

発点とし、“もの”を創出することが目的であ

る。このとき、このデザインを支援する体系

的知識がない。したがってデザインは感性に

よって行われるといわれることが多い。デザ

インも、もちろん科学的知識を使って知性に

よって行われるが、科学的知識の及ばない部

分を多く含み、特に独創的デザインには感性

が重要な働きをする。この感性を支援する体

系知識の欠落は、人工物が自然及び社会と矛

盾する状況を生むが、これは現代の深刻な問

題である。本学教育の中心に据えるデザイン

学は、この体系化を目標とするものである

が、これは各教員研究のみならず、学生の制

作においても重要な課題と位置づけ、制作に

おいては“もの”を作るとともに、その過程で

得られたデザイン学の要素を表現することを

求める。 
 本学における研究領域の具体的な説明につ

いては、後の 8 章でも述べるが、『Getting 
started with the SDGs in Universities（資料

13）』を参考に、SDGs の指針に合った研究

を推奨する。加えて、研究家と実務家が連携

することは、後の 5 章でふれる教員組織のう

ち、特に研究実務家や研究家を目指す実務家

教員の育成にもつながる。 
 
学生の研究は、4 年次総合科目「卒業研究制
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により情報交換及び人脈作りを行うことも本

人の成長のために重要である。 
 一方、特にデジタルエンタテインメント学

科での作品制作は人工物の設計とは、やや色

合いが異なる。これは科学的知識、工学的知

識だけを統合してプログラムの動作原理とし

てインプリメントするのが情報工学科におけ

る研究であるのに対比して、デジタルエンタ

テインメント学科での作品制作は、科学的知

識、工学的知識に加えて感性に基づく判断が

大きな役割を果たす。もちろん、感性に基づ

く判断は情報工学科の人工物設計でも必要で

ある。例えばユーザーインターフェースの設

計やユーザビリティの考慮といった時、客観

的に計測できる物理量以外のファクタを考慮

せねばならない。それは情報工学科でも同様

の事情であり、したがって両学科ともに感性

を涵養する科目群を学び、また演習や実習、

卒業研究制作でも感性に基づく判断を求めら

れ、最終的には研究にも反映していく。 
 
 

作」において行う。これまでに修得した基礎

科目、職業専門科目、展開科目に関する技

術・知識を集結して取り組む。テーマ選定に

おけるニーズ調査、分析においては学術論

文・特許調査、学会等での研究発表の聴講、

専門技術展での情報収集、アンケート等によ

るユーザー調査を基に行う。これまでに学ん

できたグローバル性や地域性を考慮しビジネ

スとの接点に重きを置いた応用研究をテーマ

とする。デザイン思考に基づき得られた成果

を対外コンペティションや企業向けプレゼン

テーション、学会などで公開し評価を受け

る。参加者との交流により情報交換及び人脈

作りを行う。成果は卒業制作や卒業論文とし

てまとめ制作物は学内に展示し継承する。 
 
 
 

 
 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 
新 旧 

資料 8  
カリキュラム配置 

資料 9 
カリキュラム配置 

資料 9 
カリキュラムツリー 

（追加） 

資料 10 
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリ

シーの関係 

（追加） 
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1

履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ
ミュニケーション

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1

英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1

英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 比較文化論

2

コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

6
単位

選択

（ｺｰｽ別）

8
単位以上

ﾛﾎﾞｯﾄ

組込みシステ
ム制御実習 3

自動制御機
械開発実習 3

産業用ロ
ボット実習 2

情報工学概
論 2

デザインエ
ンジニアリ
ング概論

3

職業専門
科目

情報数学
2

確率統計論
2

技術英語
2

79.5

線形代数
2

単位
以上

必修

解析学
2

36.5

プログラミ
ング

C言語基礎

3

組込みC,
C++言語 3

プログラミング
概論 1.5

ソフトウェ
アシステム
開発

2

単位
情報
通信

コンピュータシ
ステム基礎 2

データベー
ス基礎と応
用

2

情報セキュ
リティ応用 2

電子
回路

電子回路基
礎 3

回路・プリ
ント基板設
計

3

人工知能基
礎 1.5

機械学習

2

深層学習

2

自然言語処
理 1.5

画像・音声
認識 2

人工知能数
学 1.5

デバイス・ネッ
トワーク 1.5

サーバ・
ネットワー
ク

1.5

9.0

IoTデバイス
プログラミ
ングⅠ

1

IoTデバイス
プログラミング
Ⅲ

2

単位以上 制御工学基
礎 2

IoTデバイス
プログラミング
Ⅱ

1

力学

2

制御工学基
礎 2

材料力学・材
料工学 2

ロボット機
構 2

機械設計

2

ロボット制
御 2

展開科目 必修

企画・発想法

1.5
プロジェク
トマネジメ
ント

2
知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会 2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ 1.5

企業経営論

2

ベンチャー起
業経営 1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目

4
単位

卒業要件 計 124 単位以上 選択科目

卒業研究制作 4

AI

IoT

必修科目

ﾛﾎﾞｯﾄ

演習
必修
4単位

研究
制作

講義
・

演習

ビジネス
教養

地域共創デザイン実習

講義
・

演習

Pythonプロ
グラミング

数学
物理
英語

選択

学科
包括

1.5

センサ・アク
チュエータ 2

カリキュラム配置  工科学部　情報工学科 資料　8

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期 前期 後期科目種別 前期 後期 前期 後期 前期

基盤

IoT
IoTシステム
開発Ⅰ 3

学科
共通

32

単位

臨地実務実習Ⅱ 7.5 臨地実務実習Ⅲ

ソリュー
ション開発
Ⅱ

4

AI

講義
・

演習

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5.0

人工知能シ
ステム開発
Ⅰ

1
メディア情報
処理実習

人工知能シ
ステム開発
Ⅱ

データ解析

IoTシステム
開発Ⅱ 3

IoTサービス
デザイン 2

2
人工知能応
用

7.5

ソリュー
ション開発
Ⅰ

2

1.5

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



2

履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ

ミュニケーショ

ン

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 単位 比較文化論

2
コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

9
単位

選択

5
単位以上

学科包括

コンテンツ
デザイン概
論

2

職業専門
科目

線形代数

2
統計論

2
技術英語

2

解析学

2

必修

コンピュータ
グラフィックス
Ⅰ 2

コンピュータ
グラフィックス
Ⅱ 2

79.5 39

情報
通信

電子情報工
学概論 2

単位
以上

単位 ゲーム構成論
Ⅰ 2

プログラミング
言語基礎 1.5

ゲームアルゴ
リズム 2

ゲームAI Ⅰ

1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅰ 3

コンテンツ制
作マネジメント 2

エンタテインメ
ント設計 1.5

デジタル造形
Ⅰ 3

デジタル造
形Ⅱ 3

映像論

2

CGデザイン
基礎 1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅱ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅠ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅡ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅢ 1

選択

6.5
単位以上 ゲーム構成論

Ⅱ 1.5
ゲームデザイ
ン実践演習 1

インターフェー
スデザイン 1

デジタル映像
表現技法基
礎 1.5

デジタル映像
表現技法応
用 3

デジタルキャ
ラクタ実践演
習 3

インターフェー
スデザイン 1

CGアニメー
ション総合
演習

1

展開科目 必修

企画・発想法

1.5

プロジェク
トマネジメ
ント

2

知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会

2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ 1.5

企業経営論

2

ベンチャー起
業経営

1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目 必修

4 4
単位 単位

卒業要件 計 124 単位以上

デジタルコンテンツ制作応用

6 3
デジタルコン
テンツ総合実
習

臨地実務実習Ⅲ

CGアニメー
ション総合実
習Ⅰ

3 2
CGアニメー
ション総合実
習Ⅱ

カリキュラム配置　工科学部 デジタルエンタテインメント学科 資料　8

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期前期後期 前期 後期科目種別 前期 後期 前期

講義
・

演習

基盤

臨地実務実習Ⅱ 7.5

ｹﾞｰﾑ

ゲーム制作技
術総合実習
Ⅰ

3

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5

ゲーム制作技
術総合実習
Ⅱ

2

CG

学科
共通

講義
・

演習

ｹﾞｰﾑ

CG

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾏｰ）

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾗﾝﾅｰ）

数学
物理
英語

3
ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅲ

3
ゲームAI Ⅱ

演習
研究
制作

CG

講義
・

演習

ビジネス
教養

1.5

地域共創デザイン実習

7.5

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

ゲームハード
概論

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



資料9-1【工科学部 情報工学科】 カリキュラムツリー

1



2

資料9-1-1
【工科学部 情報工学科 ＡＩ戦略コース】 カリキュラムツリー



資料9-1-2

3

【工科学部 情報工学科 ＩｏＴシステムコース】 カリキュラムツリー



資料9-1-3

4

【工科学部 情報工学科 ロボット開発コース】 カリキュラムツリー



資料9-1-4

5

【工科学部 情報工学科】 理論科目の学習体系について



1

資料10-1

ディプロマ・ポリシー
（学位授与の方針）

カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成・実施の

方針）

冒
頭

　本学は、卓越した機能によ
る技術的価値と優れた芸術的
表現による文化的価値を備
え、ビジネス上の成功を目指
しつつ社会や環境への配慮を
欠かさない人工物の創造をす
る“Designer in Society（社
会とともにあるデザイ
ナー）”となるために、定め
られた在籍期間、及び、所定
の単位を取得し、必修等の条
件を満たすこと等を卒業要件
とし、卒業を認定し学位を授
与する。

東京国際工科専門職大学
では、ディプロマ・ポリ
シーに掲げた学修成果を
得るために、デザイン思
考の教育課程を編成す
る。
学修方法･学修過程、学修
成果の評価の在り方は以
下のように定める。

冒
頭

本学部は情報技術を応用する領域におけ
る専門職を養成する。そのため、本学の
「ディプロマ・ポリシー」を踏まえた上
で、定められた課程において以下の知
識・能力を修得し、教育の理念である
「Designer in Society（社会とともに
あるデザイナー）」に従い、ものを創る
ことができる学生に対し、卒業を認定し
学位を授与する。

工科学部では、ディプロマ・ポリシー
に掲げた能力を身につけることができ
るように、以下のように教育課程を編
成する。
このように体系立てられ編成される教
育課程に対し、学修方法･学修過程、学
修成果の評価の在り方は以下のように
定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

主な
授業形
態

DP
No.

keywords ＜教育課程の区分＞

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学など
の基礎知識とともに、コンピュータシス
テムの構成に関する知識を有している

3
創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を
支援する知識・理解の科目を置く

2 創造

AI, IoT, ロボットの各分野において、
価値創造のためのソフトウェアアルゴリ
ズムやシステム構成方法論について理解
している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工
知能システムに関する論理的・数学的知
識を有している
・IoTシステムコースに所属する学生
は、ソフトウェア、ハードウェア、ネッ
トワークとデータ解析の知識を有してい
る
・ロボット開発コースに所属する学生
は、ハードウェアとソフトウェアのバラ
ンスした知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともに
あるデザイナー）”の根幹に当たる倫
理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解
している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコ
ミュニケーションの汎用的技能を育成
する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロ
ボット）と社会との接点を理解し、情報
システム技術をコアとして、システムイ
ンテグレーションに関する知識を総合的
に俯瞰することができる 1 分析

5
問題発見
力

情報工学を主導する専門職人材として問
題を発見する力を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現
力を有している

演習 2 創造

問題・課題解決のために知識を総合
し、価値創造の方法論を学ぶ科目を配
する。

7
プロトタ
イプ開発
力

情報技術を応用して対象領域の課題を解
決するソリューションのプロトタイプを
開発する能力を有している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工
知能システムの応用に着目する
・IoTシステムコースに所属する学生
は、IoTシステムのプロトタイプ開発を
行い、サービスデザインにも着目する
・ロボット開発コースに所属する学生
は、ロボットの応用に関する実践的プロ
トタイプ開発に着目する

7
プロトタ
イプ開発
力

プロトタイプ開発を主軸とする実習科
目を配置する

8 判断力

論理的思考能力と科学的知識によって最
適解を判断することができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション
能力を有している 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供する
ことができる 3

ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を養
成する科目を配置する

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択す
る能力を有している 12 倫理観

環境や社会への配慮し、持続可能な解
を生み出すための知識を学ぶ

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エ
ラーを厭わず最後までやり遂げる

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三
現主義（現場、現実、現物）で行動でき
る

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究
制作を実施します。この科目は、英語
での発表を義務付けている

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

工科学部東京国際工科専門職大学

東京国際工科専門職大学　工科学部
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

10

態
度
・
志
向

倫理観

1. 豊かな創造力
　対象領域を俯瞰し、問題・
課題を発見し科学的根拠を
もって分析するとともに、分
析した結果問題の本質を精査
できる総合力と、解決を複数
考案できる創造力、感性、倫
理観を有している。

2. 確かな実践力
　問題・課題解決に対し、実
際にプロトタイプを開発し複
数インプリメントすることで
実際に解決案を創造するとと
もに、最適解を選択できる社
会的倫理観を持ちながら判断
できる知識・能力を有してい
る

3. 鋭いビジネスセンス
　専門職人材として、顧客や
品質を第一に考えられるとと
もに、現実的判断をもって遂
行することのできるビジネス
スキルと共に、自身が持つ好
奇心の実現に向け協調性を
もって、主体的に行動するこ
とができる。

4. 高い倫理観
　倫理観をもって社会の責務
を認識した行動指針を有して
いるとともに、顕在する問題
解決のみならず、社会の持続
性・発展性まで考慮すること
のできる専門職人材である。

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

講義

講義

展開
科目

＜教育課程の区分＞
1. 教育課程は①対象領域
を俯瞰し、②問題・課題
を発見し、③解決策を考
え、④プロトタイプを開
発し、⑤評価から①に戻
る一連の過程に必要な知
識、能力を得られる教育
課程とする。

2. 専門職人材としてプロ
トタイプ開発を行う実践
力とビジネスセンスを磨
き倫理観をもって対象領
域にアプローチするため
に必要な科目を配する。

3．実習科目を中心として
志向・態度を学び、チャ
レンジ精神、向上心、探
究心を涵養する

＜教育内容・方法＞
本学では「担任制度」を
設け、学生10名程度に1名
以上の担当教員を配し、
学修計画・履修登録のみ
ならず、より良い教育及
び学修を円滑に運営する
ための人間環境を整え
「個に対する教育」を行
う。
（学修方法）
科目が初歩的なものから
専門的なものへと進行す
る配置の中で、初歩的過
程で学んだ科目内容が、
どのようにして専門的な
科目の基礎をなすか、ま
た専門的科目の内容がど
のようにして社会にどの
ように役立つかを実習科
目や総合科目を通じて学
ぶ。この実感が、
“Designer in Society
（社会とともにあるデザ
イナー）”の基礎とな
る。したがって、科目配
列は特に１年次では最初
に動機付け及びトピック
へのエクスポージャを目
的とした科目によって原
理や理論を深く学ぶので
はなく、何に使われてい
るかを中心に理解する。
その後に原理や理論を学
ぶ科目を配置している。
これは自分が持っている
社会に役立ちたいという
動機が、学問によって裏
付けられることを経験
し、実感的動機を科目学
修動機に変換させること
でもある。それに基づい
て、専門的な科目は動機
を満たすものとして自発
的に学習することが可能
となる。これを実現する
ために、実務経験のある
教員から何を学ぶかを知
り、また実習、演習、イ
ンターンシップなども、
漫然と課題に向かうので
なく、自発的に学習する
ものとして位置づけるこ
とができるものとなる。

実習

講義・
演習

多くの実習科目を通し、新しいモノ・
コトでも躊躇せず、変化を好んで対応
し、対話を通じて他者と協力し、机上
のデータだけではなく、自分の目で見
て耳で聞く行動指針を養成する

基礎
科目

職業
専門
科目

協調性をもって、主体的に行動すること
ができる。加えて、リーダーシップを発
揮することができる

設定された問題を解決するための理論
科目と、正確な判断力を養成する科目
を置く。これらの科目は職業専門科目
の講義科目として配する

職業
専門
科目

展開
科目

俯瞰力と問題発見力を涵養する実習科
目を配置する

実習による実践だけではなく、協調性
をもって、チームメンバーとして主体
的に行動する、または、リーダーとし
て、指導力を発揮する原理を学ぶ科目
を配する

知
識
・
理
解

能
力

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力
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資料10-2

冒
頭

情報工学科では、人工知能システム、IoTシステム、ロ
ボット中心とした情報工学における教育・研究・実践活
動を通して、情報工学分野における基礎及び専門技術に
関する知識と創造力を身につける。さらに、それらを俯
瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニケーション能
力を有し、グローバルに活躍できる技術者を養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生
に学位を授与する。

情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身に
つけることができるように、以下のように教育課程を編成
する。
　このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学
修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のよう
に定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

授業
形態

DP
No.

keywords

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とと
もに、コンピュータシステムの構成に関する知識を有し
ている 3

創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理
解の科目を置く

2 創造

AI, IoT, ロボットの各分野において、価値創造のため
のソフトウェアアルゴリズムやシステム構成方法論につ
いて理解している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムに
関する論理的・数学的知識を有している
・IoTシステムコースに所属する学生は、ソフトウェ
ア、ハードウェア、ネットワークとデータ解析の知識を
有している
・ロボット開発コースに所属する学生は、ハードウェア
とソフトウェアのバランスした知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともにあるデザイ
ナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの
汎用的技能を育成する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロボット）と社会
との接点を理解し、情報システム技術をコアとして、シ
ステムインテグレーションに関する知識を総合的に俯瞰
することができる

1 分析

5
問題発見
力

情報工学を主導する専門職人材として問題を発見する力
を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している

演習 2 創造

問題解決のために情報技術を統合し、価値創造の方法論を
学ぶ科目を配する。「C言語基礎」「組込みC,C++言語」
「回路・プリント基板設計」「プログラミング概論」「ソ
フトウェアシステム開発」「Pythonプログラミング」「機
械学習」「デバイス・ネットワーク」「IoTデバイスプロ
グラミングⅠ」「機械設計」「深層学習」「画像・音声認
識」「サーバ・ネットワーク」「IoTデバイスプログラミ
ングⅡ」「ロボット機構」「ロボット制御」

7
プロトタ
イプ開発
力

情報技術を応用して対象領域の課題を解決するソリュー
ションのプロトタイプを開発する能力を有している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムの
応用に着目する
・IoTシステムコースに所属する学生は、IoTシステムの
プロトタイプ開発を行い、サービスデザインにも着目す
る
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロボットの応
用に関する実践的プロトタイプ開発に着目する

7
プロトタ
イプ開発
力

8 判断力
論理的思考能力と科学的知識によって最適解を判断する
ことができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有してい
る 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供することができる

3
ビジネス
の仕組み

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有して
いる

12 倫理観

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最
後までやり遂げる

環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知
識を養成する

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、
現実、現物）で行動できる

社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経
営資産についての知識を習得する科目を配する。

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究制作を実施する。こ
の科目は、英語での発表を義務付けている。

東京国際工科専門職大学　工科学部　情報工学科
　ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

情報工学科

知
識
・
理
解

基礎
科目

能
力

職業
専門
科目

講義

講義

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

態
度
・
志
向

倫理観

展開
科目

職業
専門
科目
展開
科目

実習

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加え
て、リーダーシップを発揮することができる

講
義・
演習

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する
手法を講義と演習を組み合わせて学ぶ

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理
論科目として数学や、物理学と共に、情報技術の基礎的な
知識に関する理論科目を配置する。「電子回路基礎」「コ
ンピュータシステム基礎」「情報数学」「線形代数」「解
析学」「確率統計論」「データベース基礎と応用」「技術
英語」「情報セキュリティ応用」「力学」「人工知能基
礎」「自然言語処理」「人工知能数学」「制御工学基礎」
「センサ・アクチュエータ」「材料力学・材料工学」
「データ解析」「技術英語」

デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ
知的好奇心を向上させながら探究心を身につけるととも
に、チャレンジ精神を養成する。

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロボット）と対象領
域が抱える問題を見つけるための俯瞰力と問題発見力、そ
の問題を解決するための知識の総合力を養成する科目を配
する。
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」
「地域共創デザイン実習」「人工知能システムⅠ、Ⅱ」
「メディア情報処理」「人工知能応用」「IoTシステム開
発Ⅰ、Ⅱ」「IoTサービスデザイン」「組込みシステム制
御実習」「自動制御機械開発実習」「産業用ロボット実
習」
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資料10-3

冒
頭

デジタルエンタテインメント学科では、デジタルコンテ
ンツ分野における歴史的・社会的背景、および、デジタ
ルコンテンツの役割や職能を理解し、プロトタイプ開発
を行うことで、グローバルに発信可能なデジタルコンテ
ンツのクリエイターを養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生
に学位を授与する。

デジタルエンタテインメント学科ではディプロマ・ポリ
シーに掲げた能力を身につけることができるように、以下
のように教育課程を編成する。
　このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学
修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のように
定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

授業
形態

DP
No.

keywords

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とと
もに、コンピュータシステムの基本構成やデジタルコン
テンツに関する知識を有している 6

創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理解
の科目を置く

2 創造

デジタルゲーム、およびコンピュータグラフィックス技
術を用いた価値創造のためのアルゴリズムや表現方法論
について理解している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コン
ピュータゲームに関するデジタルコンテンツ制作に特化
した知識を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、映像制
作、キャラクターデザイン等、コンピュータグラフィッ
クスに特化した知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”
の根幹に当たる倫理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの
汎用的技能を育成する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と社会との接
点を理解し、デジタルコンテンツ、情報システム技術、
ビジネスに関する知識などを総合的に俯瞰することがで
きる

1 分析

5
問題発見
力

デジタルコンテンツを主導する専門職人材として問題を
発見し設定する能力を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有してい
る。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コン
ピュータゲームデザインおよびプログラミングなどゲー
ム開発に関する総合力を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、CG映像に
関する一連のプロセスと制作のための総合力を有してい
る 演習 2 創造

問題解決のためにデジタルゲーム、およびコンピュータグ
ラフィックス技術を統合し、価値創造の方法論を学び芸術
的感性を涵養する科目を配する。「ゲームプログラム構成
基礎Ⅰ」「デジタル造形Ⅰ」「CGデザイン基礎」「プログ
ラミング言語基礎」「デジタル造形Ⅱ」「ゲームAIⅠ」
「エンタテインメント設計」「ゲームプログラム構成基礎
Ⅱ」「デジタル映像表現技法基礎」「ゲームプログラム構
成基礎Ⅲ」「デジタル映像表現技法応用」「ゲームプログ
ラミングⅠ」「ゲームデザイン実践演習」「デジタルキャ
ラクタ実践演習」「ゲームプログラミングⅡ」「インター
フェースデザイン」「ゲームプログラミングⅢ」「ゲーム
AI Ⅱ」「CGアニメーション総合演習」

7
プロトタ
イプ開発
力

デジタルコンテンツのプロトタイプを開発する能力を有
している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、プロト
タイプを制作する目的を理解し、デジタルゲームに関し
て企画・開発する能力を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、プロトタ
イプを制作する目的を理解し、CG映像に関して企画・制
作する能力を有している

7
プロトタ
イプ開発
力

8 判断力
論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最適解を判断す
ることができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有してい
る 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供することができる

3
ビジネス
の仕組み

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有して
いる

12 倫理観

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最
後までやり遂げる

環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知
識を養成する

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、
現実、現物）で行動できる

社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経
営資産についての知識を習得する科目を配する

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究制作を実施する。こ
の科目は、英語での発表を義務付けている。

東京国際工科専門職大学　工科学部　デジタルエンタテインメント学科
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

デジタルエンタテインメント学科

知
識
・
理
解

基礎
科目

講義

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

能
力

職業
専門
科目

講義

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理
論科目として数学とともに、技術の基礎的な知識に関する
理論科目を配置する。「コンピュータグラフィックスⅠ」
「電子情報工学概論」「ゲーム構成論Ⅰ」「線形代数」
「解析学」「コンピュータグラフィックスⅡ」「統計論」
「ゲームアルゴリズム」「コンテンツ制作マネジメント」
「映像論」「ゲーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」「技
術英語」

職業
専門
科目
展開
科目

実習

デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ
知的好奇心を向上させながら探究心を身につけるととも
に、チャレンジ精神を養成する。

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と対象領域が抱え
る問題を見つけるための俯瞰力と問題発見力、その問題を
解決するための知識の総合力を養成する科目を配する。
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテンツ総合実習」
「デジタルコンテンツ総合実習」「地域共創デザイン実
習」「ゲーム制作技術総合実習Ⅰ、Ⅱ」「CGアニメーショ
ン総合実習Ⅰ、Ⅱ」

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加え
て、リーダーシップを発揮することができる

態
度
・
志
向

倫理観

展開
科目

専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する
手法を講義と演習を組み合わせて学ぶ

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

講
義・
演習
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（是正事項） 工科学部   情報工学科 
  

６．＜展開科目の科目区分等が不明確＞ 
展開科目を通じて、どのような能力を育成しようとしているのか不明確であるほ

か、その目的は育成する専門職業人にとって有意義な内容であるのか不明なた

め、学科ごとに明確に説明すること。その際、その目的を達成するために必要な

科目が適切に配置されていることを併せて説明すること。【２学科共通】 

 
（対応） 
審査意見 1、5 を考慮し、展開科目を通じて育成する能力を見直し、修正を行った。 
以下、展開科目の修正の要点とともに、展開科目を通じてどのような能力を養成しようとして

いるのかを説明する。 
 
 
■展開科目の修正について 
 本審査意見とともに、審査意見 1 や 5 を中心に、養成する人材像の変更、教育課程の「重複」

などから、展開科目を見直した。 
 要点は以下である。 
 
①学部・学科のディプロマ・ポリシー“9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有して 
いる。”に伴い、「企画・発想法Ⅱ」の区分について、基礎科目が相応しくなったため、基礎 
科目に区分を変更し、授業名称をわかりやすくするために「コミュニケーションツール」と変 
更する。加えて、「企画・発想法Ⅰ」について、「企画・発想法Ⅱ」の削除から、科目名称を

「企画・発想法」に変更する。 
②学部・学科のディプロマ・ポリシー“10. 協調性をもって、主体的に行動することができる。加 
えて、リーダーシップを発揮することができる。”に対し、協調性とリーダーシップを担保す

る科目「チームワークとリーダーシップ」を新規に配置する。 
③学部・学科のディプロマ・ポリシー“3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している”に対 
し、「リソースマネジメント」、「サプライチェーンマネジメント」、「企業経営論」、「プ 
ロジェクトマネジメント」の科目間の重複、他区分の教育課程との関係性（特に、「臨地実務 
実習Ⅰ～Ⅲ」）、養成する人材像に必要な能力の過不足を踏まえ修正を行う。 
対象領域に関する基本知識については、情報工学科、デジタルエンタテインメント学科同一で 
あるから、同じ教育課程に変更するとともに、経営資源”ヒト”、“モノ”、“カネ”を観点として 
授業内容を整理し、効果的に学べるように各科目に配当し直すために「プロジェクトマネジメ 
ント」、「企業経営論」については、授業計画を一部修正し他科目の内容を集約、新たに「ベ 
ンチャー起業経営」を配置する。 

④学部・学科のディプロマ・ポリシー“12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有し 
ている”に対し、その能力を担保する科目がなかったため、新たに「持続可能な社会」を配置 
する。 

 
 
 
■展開科目を通じて養成すべき能力について 

本学は工科分野において日本の首都東京で国際性を理解し、社会の発展と調和を目指した教

育・研究・実践活動を行い、真のイノベーションの実現者となるような人材を養成することを目

的としている。そのような、人材を養成するために展開科目区分で修得すべき能力は、『鋭敏な

ビジネスセンス』である。真のイノベーションの実現者となるような人材、つまり、“Designer 
in Society（社会とともにあるデザイナー）”は社会の期待、あるいは自己の夢の実現を目指し



2 
 

ているが、それはビジネス原則を無視しては叶わないことも理解する必要があり、この能力を涵

養するべきである。 
加えて、専門職大学では、いわゆる社会人基礎力の涵養も重要である。ここでいう社会人基礎

力とは、「前に踏み出す力（アクション）」（主体性、働きかけ力、実行力）、「考え抜く力

（シンキング）」（課題発見力、計画力、創造力）、「チームで働く力（チームワーク）」（発

信力、傾聴力、柔軟性、状況把握力、規律性、ストレスコントロール力）の 3 つからなり、企業

は学生に対し「前に踏み出す力」をまず期待し、能力では実行力に期待している。一方、学生は

専門的な知識やスキルに不安を感じているが、企業側は「主体性」、「粘り強さ」、「コミュニ

ケーション能力」が不足と感じている 1。具体的には、主体的に行動を起こし最後まで粘り強く

やり抜く力、またそのプロセスでのコミュニケーション能力の涵養が求められる。 
大学生（特に学部新卒者）が卒業時に持つべき知識・能力についての調査結果がある 2。この

調査によると特に大学、企業の両方が重要と考える能力は、「チャレンジ精神」、「チームワー

ク能力」、「コミュニケーション能力」などの一般的な社会人基礎力に加えて、「問題解決・物

を作り出していく能力」、「課題を見出す能力」、「倫理観」などの専門的能力である。企業側

からは、学部新卒者に不足する知識・能力として、「問題解決・物を作り出していく能力」、

「チャレンジ精神」、「コミュニケーション能力」、「専門分野に関する基礎的知識」、「文系

分野も含む幅広い教養」という指摘があった。 
さらに、日本経済再生本部第 4次産業革命人材育成推進会議は、ITを中心とした必要人材のス

キル・コンピテンシーを次のように設定している 3。 
(1) 課題設定力、目的設定力 
(2) データ活用や IT にかかる能力・スキル 
(3) コンピュータ等の IT リテラシー 
(4) コミュニケーション能力 
(5) 分野を超えて専門知や技能を組み合わせる実践力 
(6) リーダーになる資質 
 
 よって、社会人基礎力にはビジネスの原則を知るだけではなく、「前に踏み出す力（主体的に

行動を起こし最後まで粘り強くやり抜く力）」、「チャレンジ精神」、「コミュニケーション能

力」、「チームワーク能力」、「リーダーシップ」も重視する必要もある。 
 
以上をまとめると、展開科目を中心として『鋭敏なビジネスセンス』を養成するその必要性と

は、 
1. ビジネスの仕組みを知らないといけない 
2. 協調性を持って行動できないといけない 
3. リーダーになる資質を持っていないといけない 
4. 新しいものでも躊躇せず、新しい働きや変化に好んで対応できないといけない 
5. 机上のデータのみならず、働きかけられないといけない 
6. 社会の問題解決だけではなく、真のイノベータとして持続可能かつ発展性まで考慮できな

いといけない 
が列挙でき、そのために具体的には 
1. 経営資源の知識・理解 
2. チームワーク力 
3. リーダーシップ力 

                                                   
1大学生の「社会人観」の把握と「社会人基礎力」の認知度向上実証に関する調査、経済産業

省、平成 22 年 6 月 
2平成 28 年度文部科学省「理工系プロフェッショナル教育推進委託事業」工学分野における理工

系人材育成の在り方に関する調査研究、千葉大学(2016) 
3第 4 次産業革命 人材育成推進会議（第 2 回）配布資料、日本経済再生本部、平成 29 年 2 月 
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4. チャレンジ精神 
5. 三現主義 
6. 社会倫理 
といった、「知識・理解」、「能力」、「志向・態度」を養成するべきである。 
 
 
■展開科目を通じて養成すべき能力の目的を達成するために必要な科目について 
上記で説明した、 
1. 経営資源の知識・理解 
2. チームワーク力 
3. リーダーシップ力 
4. チャレンジ精神 
5. 三現主義 
6.   社会倫理 
 
といった、「知識・理解」、「能力」、「志向・態度」を養成する目的を達成するために具体

的に配置した科目について以下に説明する。 
 
【知識・理解】 
1.  経営資源の知識・理解 
経営資源とは「ヒト」、「モノ」、「カネ」であるそれらを学ぶために、以下の科目を配する。 

 
① 経営資源“ヒト”、組織マネジメントにおける基礎力を養成する「プロジェクトマネジメン

ト」 
具体的にはイノベーションを推進するプロジェクトの管理方法を修得する。 

② 経営資源“モノ”のルールについて学ぶ「知的財産権論」 
本学科の卒業生の多くがその生産者になると見込まれる知的財産について、権利の獲得、保

護、活用といった、イノベーションの成果物を守り、付加価値を高める方法を身につける。 
③ 経営資源“モノ”と“カネ”の戦略について学ぶ「グローバル市場化戦略」 

非技術イノベーションの一翼であるマーケティングイノベーションに直結する科目であり、

販売・価格設定や販路開拓方法の修得を図る。 
④ 経営資源 “カネ”を中心に“ヒト”“モノ”の関係性の基礎も学ぶ「企業経営論」 

現代企業経営のテーマである「終わりなきイノベーションの追求」にかかる様々な論点を学

修する。 
⑤ 経営資源 “カネ”“ヒト”“モノ”の総まとめとしてビジネス法規を学ぶ「ベンチャー起業

経営」 
イノベータの養成にあたる企業経営に必要な会計・財務、モチベーションの高め方、経営戦

略などにかかる知識・技術を修得する。 
 

【能力】 
2. チームワーク力 
3. リーダーシップ力 
コミュニケーション能力は、産業からのニーズが非常に高い。そこで、各種実習で体感するの

は勿論、本学では基礎科目で学んだ基本的なコミュニケーション力に加えて、鋭敏なビジネスセ

ンスを養成するためにチームワークとリーダーシップについて学ぶ講義・演習科目を配する。 
 

⑥ コミュニケーション力の向上と組織マネジメントにおける応用力の養成：「チームワークと

リーダーシップ」 
組織マネジメントと絡めた協調性と主体性について学ぶことで、イノベーションを生み出

すための基本単位であるチームと、その活動を推進するリーダーの役割を学ぶ。 
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【志向・態度】 
4. チャレンジ精神 
5. 三現主義 
これらは志向・態度であるから、実習を通して修得されるべきである。特に、地域との連携が

重要である専門職大学として、地域と実際に連携する実習科目を配する。 
⑦ 対象社会を実際に知る：「地域共創デザイン実習」 

学部横断型プログラムである当該科目は、実際の隣接他部署を想定し、他学科、他コースのメ

ンバーとチームを組んで、イノベーションを推進する方法を学ぶ。並行して、地域、国家、環境、

文化・歴史問題など、技術者がイノベーション実現にあたって留意すべき諸問題との取り組み方

を体得する。 
 
この「地域共創デザイン実習」は実際に教育課程連携協議会の協力と支援を得る、本学の中で

も重要な位置づけとして配している。この科目をより一層有意義にするためには、展開科目も 1
年次から段階的に学ぶべきである。よって、社会の要請に応えるために必要な応用力を学ぶ展開

科目区分の中にも、基礎的な科目は必要であるため、以下の科目を配する。 
⑧ 企画・発想力における基礎力の養成：「企画・発想法」 

科目名称の通り、企画力と発想力を養成する科目。イノベーション実現の基本となる新規性の

ある発想や独創的な提案を発信できる能力を修得する。 
 
6.   社会倫理 
本学は高い倫理観を要求する。基礎的倫理観の養成については基礎科目区分で行うが、社会の

発展と持続に寄与するイノベータ“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”を養

成するためには、SDGs を理解し、それらが志向・態度に現れるべきである。それを担保する科

目を配する。 
⑨ 専門職として SDGs を学ぶ：「持続可能な社会」 
情報工学分野におけるイノベーションの追求と、地球環境保護や限りある天然資源といった対

照的な問題についてディスカッションベースで取り組みながら、経営者としてのバランス感覚を

養う。 
 
 

 
■展開科目に配された科目の適切な体系について 
 上記で述べた 9 科目について、基礎科目、職業専門科目とのつながりを考え、以下のように科

目を配置する。 
 
⑦ 対象社会を実際に知る：「地域共創デザイン実習」 
 この科目は他の実習科目、特に「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」との関係性が重要である。加えて、こ

の科目は他の実習科目の足掛かりになる科目である。そこで「2 年次」に配置する。 
 
⑧ 企画・発想力における基礎力の養成：「企画・発想法」 
① 経営資源“ヒト”、組織マネジメントにおける基礎力を養成する「プロジェクトマネジメン

ト」 
「地域共創デザイン実習」を有意義にするためには、最低限の企画発想力と、学部横断プロ

ジェクトを効果的に推進するためのマネジメント力が重要である。そこで、「地域共創デザ

イン実習」の前に学べるように「1 年次」に配する。 
 
 

 
⑥ コミュニケーション力の向上と組織マネジメントにおける応用力の養成：「チームワークと 

リーダーシップ」 
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 通年で配されている「地域共創デザイン実習」のみならず「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」を有意義に

するためには、チームワーク力とリーダーシップ力が欠かせない。そこで、この科目は「2 年次」

に配する。 
 
 
 
② 経営資源“モノ”のルールについて学ぶ「知的財産権論」 
③ 経営資源“モノ”と“カネ”の戦略について学ぶ「グローバル市場化戦略」 
④ 経営資源 “カネ”を中心に“ヒト”“モノ”の関係性の基礎も学ぶ「企業経営論」 
 これらの科目は、実際の地域連携科目「地域共創デザイン実習」や「臨地実務実習Ⅰ」等によ

って、ビジネスプロセスを実際に知った後に学ぶことが、より効果的な学修を生むはずである。

よって、「3 年次」に配する。 
その中でも、「知的財産権論」は著作権などについても学ぶが、職業専門科目で画像や音声と

いった素材を実際に利用し、それらの処理を行う 3 年次の他科目との配当に留意した時、3 年次 
の早期段階で学ぶことが効果的である。 
 
⑤ 経営資源 “カネ”、“ヒト”、“モノ”の総まとめとしてビジネス法規を学ぶ「ベンチャ 
ー起業経営」 

⑨ 専門職として SDGs を学ぶ：「持続可能な社会」 
 これらの科目は、各種の学びが成熟し、専門職として社会に排出されるイメージが学生の中で

具現化してきたときに学ぶことが有効である。よって、「4 年次」に配する。 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
 
4. 教育課程の編成における考え方及び特色 
教育課程の編成及び実施の方針 

 カリキュラム・ポリシー（大学教育課

程の編成・実施方針） 
本学では以下のようにカリキュラム・ポリシ

ーを定め、教育課程を編成、実施する。参考

資料として教育課程の進行が把握しやすいカ

リキュラム配置（資料 8）や、教育課程の科

目群が把握しやすいカリキュラムツリー（資

料 9）を添付する。また、各ディプロマ・ポ

リシーに対して以下のカリキュラム・ポリシ

ーがどのように対応しているのかが明確にな

るように（資料 10）を添付する。 
 
4.1.1.1 東京国際工科専門職大学のカリキュラ

ム・ポリシー（大学教育課程の編成・実施方

針） 
東京国際工科専門職大学では、ディプロマ・

ポリシーに掲げた学修成果を得るために、デ

ザイン思考の教育課程を編成する。 
学修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方

は以下のように定める。 
＜教育課程の区分＞ 
 教育課程は①対象領域を俯瞰し、②問

題・課題を発見し、③解決策を考え、④

 
4. 教育課程の編成における考え方及び特色教

育課程の編成及び実施の方針 
4.1.1 カリキュラム・ポリシー（大学教育課

程の編成・実施方針） 
本学では以下のようにカリキュラム・ポリシ

ーを定め、教育課程を編成、実施する。参考

資料として教育課程の進行が把握しやすいカ

リキュラム配置（資料 9）や、教育課程の科

目群が把握しやすいカリキュラムマップ（資

料 10）を添付する。 
 
4.1.1.1 東京国際工科専門職大学のカリキュラ

ム・ポリシー 
東京国際工科専門職大学では、ディプロマ・

ポリシーに掲げた学修成果を得るために、教

育課程を「基礎科目」、「職業専門科目」、

「展開科目」及び「総合科目」に区分する。

加えて、思考の出発は分析する対象としての

ものではなく、社会に存在する多様な期待で

ある。よって、従来の思考過程を逆転するデ

ザイン志向の教育課程を編成する。 
このように体系立てられ編成される教育課程

に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評価

の在り方は以下のように定める。 
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プロトタイプを開発し、⑤評価から①に

戻る一連の過程に必要な知識、能力を得

られる教育課程とする。 
 専門職人材としてプロトタイプ開発を行

う実践力とビジネスセンスを磨き倫理観

をもって対象領域にアプローチするため

に必要な科目を配する。 
 
 実習科目を中心として志向・態度を学

び、チャレンジ精神、向上心、探究心を

涵養する 
 
＜教育内容・方法＞ 
本学では「担任制度」を設け、学生 10名程度

に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・履

修登録のみならず、より良い教育及び学修を

円滑に運営するための人間環境を整え「個に

対する教育」を行う。 
（学修方法） 
科目が初歩的なものから専門的なものへと進

行する配置の中で、初歩的過程で学んだ科目

内容が、どのようにして専門的な科目の基礎

をなすか、また専門的科目の内容がどのよう

にして社会にどのように役立つかを実習科目

や総合科目を通じて学ぶ。この実感が、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の基礎となる。したがって、科

目配列は特に１年次では最初に動機付け及び

トピックへのエクスポージャを目的とした科

目によって原理や理論を深く学ぶのではな

く、何に使われているかを中心に理解する。

その後に原理や理論を学ぶ科目を配置してい

る。これは自分が持っている社会に役立ちた

いという動機が、学問によって裏付けられる

ことを経験し、実感的動機を科目学修動機に

変換させることでもある。それに基づいて、

専門的な科目は動機を満たすものとして自発

的に学習することが可能となる。これを実現

するために、実務経験のある教員から何を学

ぶかを知り、また実習、演習、インターンシ

ップなども、漫然と課題に向かうのでなく、

自発的に学習するものとして位置づけること

ができるものとなる。 
 
 
4.1.1.2 工科学部のカリキュラム・ポリシー 
工科学部では、ディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。このように

体系立てられ編成される教育課程に対し、学

＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
伝統的な領域科学志向の考え方と異なるデザ

イン志向の論理を身につける感性的思考を支

援する知識群を置く。 
【職業専門科目】 
各専門職を特徴づける教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業を

実施する。数多くの制作経験を通して学生の

入学時に持つ実感的なモノづくりに対し、論

理に裏付けられた表現能力としてさらに展開

される科目群である。 
【展開科目】 
卒業後専門職として歩む道には、専門職の能

力を高めつつ、さらに別な視点や学問領域か

らの取り組みが必要となる。例えば社会のリ

ーダーとして活躍するために必要な知識や、

世界的視野からの問題解決のためのアプロー

チも必要となる。職業専門科目に直接隣接す

る分野ではなく、学修成果を広範な視点から

取り組み、入学時の動機を成熟させて卒業時

の動機となる科目である。 
【総合科目】 
個別対象を離れた総合的視点から俯瞰し、新

たなデザイン思考や共創行為が可能となる。

これらの学修は卒業研究制作の学修を通して

社会の課題解決を実際に経験することにより

強化される。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の出席を前提と

し、その上で、各授業に応じて評価すること

とする。詳細の評価については、各種シラバ

スで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先

の企業との連携の重要性から、必ずルーブリ

ック評価表を用い、公平で客観的かつ厳格な

成績評価を行うこととする。 
 
 
4.1.1.2 工科学部のカリキュラム・ポリシー 
工科学部では、工科領域におけるディプロ
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修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は

以下のように定める。 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支

援する知識・理解の科目を置く  広義のデ

ザインにおける感性的思考を支援する知

識・理解の科目を基盤科目として添え

る。これらを基盤科目群とする。 
 “Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の根幹に当たる倫理観

を確立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミ

ュニケーションの汎用的技能を育成する

科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を解決するための理論科

目と、正確な判断力を養成する科目を置

く。これらの科目は職業専門科目の講義

科目として配する 
 問題・課題解決のために知識を総合し、

価値創造の方法論を学ぶ科目を配する。 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 プロトタイプ開発を主軸とする実習科目

を配置する 
 俯瞰力と問題発見力を涵養する実習科目

を配置する 
 多くの実習科目を通し、新しいモノ・コ

トでも躊躇せず、変化を好んで対応し、

対話を通じて他者と協力し、机上のデー

タだけではなく、自分の目で見て耳で聞

く行動指針を養成する 
【展開科目】 
 ビジネスの仕組みと関連する知識を養成

する科目を配置する 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解を

生み出すための知識を学ぶ 
 実習による実践だけではなく、協調性を

もって、チームメンバーとして主体的に

行動する、または、リーダーとして、指

導力を発揮する原理を学ぶ科目を配する 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制

作を実施します。この科目は、英語での

発表を義務付けている 
 
＜教育内容・方法＞ 
（教育方法） 
 本学では「担任制度」を設け、学生１０名

マ・ポリシーに掲げる目標を達成するため

に、教育課程を「基礎科目」、「職業専門科

目」、「展開科目」及び「総合科目」に区分

し、講義、演習、実験、実習を適切に組み合

わせた授業科目を開講し、従来の思考過程を

逆転するデザイン志向の教育課程を編成す

る。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
伝統的な領域科学志向の考え方と異なるデザ

イン志向の論理を身につける感性的思考を支

援する知識群を置く。 
①コミュニケーション・スキル： 
 グローバルに活躍するための汎用的技能を

育成する科目を配する。具体的には英語を指

す。これらをグローバル・コミュニケーショ

ン科目群とする。 
②倫理： 
 “Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する

科目を据える。これらを倫理科目群とする。 
③社会の中のデザイナー思考： 
  広義のデザインにおける感性的思考を支援

する知識・理解の科目を基盤科目として添え

る。これらを基盤科目群とする。 
 
 
【職業専門科目】 
各専門職を特徴づける教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業を

実施する。数多くの制作経験を通して学生の

入学時に持つ実感的なモノづくりに対し、論

理に裏付けられた表現能力としてさらに展開

される科目群である。 
①デザイン学的思考： 
伝統的な領域科学志向の考え方と異なるデザ

イン志向の論理を身につける科目として学科

包括科目を配する 
②論理的思考・デザイン的思考能力： 
推論過程である帰納法・演繹法はもちろん、

社会の中のデザイナーに必要な仮説検証に必

要な感性を養成する 
③理論と実践力： 
動機の実現を軸としてプロトタイプ制作を行

い、それに必要な基礎知識を身につけられる

教育課程とする 
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程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計

画・履修登録のみならず、より良い教育及び

学修を円滑に運営するための人間環境を整え

「個に対する教育」を行う。 
（学修方法） 
科目が初歩的なものから専門的なものへと進

行する配置の中で、初歩的過程で学んだ科目

内容が、どのようにして専門的な科目の基礎

をなすか、また専門的科目の内容がどのよう

にして社会にどのように役立つかを実習科目

や総合科目を通じて学ぶ。この実感が、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の基礎となる。したがって、科

目配列は特に１年次では最初に動機付け及び

トピックへのエクスポージャを目的とした科

目によって原理や理論を深く学ぶのではな

く、何に使われているかを中心に理解する。

その後に原理や理論を学ぶ科目を配置してい

る。これは自分が持っている社会に役立ちた

いという動機が、学問によって裏付けられる

ことを経験し、実感的動機を科目学修動機に

変換させることでもある。それに基づいて、

専門的な科目は動機を満たすものとして自発

的に学習することが可能となる。これを実現

するために、実務経験のある教員から何を学

ぶかを知り、また実習、演習、インターンシ

ップなども、漫然と課題に向かうのでなく、

自発的に学習するものとして位置づけること

ができるものとなる。 
 
＜学修成果の評価＞ 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の 8 割以上の出

席・課題提出を前提とし、その上で、各授業

に応じて評価することとする。詳細の評価に

ついては、各種シラバスで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先

の企業との連携の重要性から、必ずルーブリ

ック評価表を用い、公平で客観的かつ厳格な

成績評価を行うこととする。詳細の評価につ

いては、各種シラバスで明示する。 
 
4.1.1.3 情報工学科のカリキュラム・ポリシー 
情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 

【展開科目】 
卒業後専門職として歩む道として、専門職の

能力を高めつつ、さらに別な視点や学問領域

からの取り組みが必要となる。例えば社会の

リーダーとして活躍するために必要な知識

や、世界的視野からの問題解決のためのアプ

ローチも必要となる。職業専門科目に直接隣

接する分野ではなく、学修成果を広範な視点

から取り組み、入学時の動機を成熟させて卒

業時の動機となる科目である。 
【総合科目】 
個別対象を離れた総合的視点から俯瞰し、新

たなデザイン思考や共創行為が可能となる。

これらの学修は卒業研究制作の学修を通して

社会の課題解決を実際に経験することにより

強化される。 
 
＜教育内容・方法＞ 
（教育方法） 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う。 
（学習方法） 
各科目群は、学年の進行に従って学習が容易

なように配置される。よって、その時々に強

調されるのが、入学から卒業までに、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”という基本を身に着けることで

ある。科目が初歩的なものから専門的なもの

へと進行する配置の中で、初歩的過程で学ん

だ科目が、専門的な科目においてはその科学

や技術が社会にどのように役立つかを学ぶこ

と。この実感が、“Designer in Society（社

会とともにあるデザイナー）”の基礎とな

る。したがって、学習はまず初年度一学期に

自分が持っている社会に役立ちたいという動

機が、学問によって裏付けられることを経験

し、実感的動機を科目学習動機に変換させ

る。それに基づいて、専門的な科目は動機を

満たすものとして自発的に学習することが可

能となる。これを実現するために、実務経験

のある教員から何を学ぶかを知り、また実

習、演習、インターンシップなども、漫然と

課題に向かうのでなく、自発的に学習するも

のとして位置づけることができるものとな

る。 
 



9 
 

 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支

援する知識・理解の科目を置く 
 “Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の根幹に当たる倫理観

を確立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミ

ュニケーションの汎用的技能を育成する

科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を分析するためのモデル

構築及び解法の理論科目として数学や、

物理学と共に、情報技術の基礎的な知識

に関する理論科目を配置する。「電子回

路基礎」「コンピュータシステム基礎」

「情報数学」「線形代数」「解析学」

「確率統計論」「データベース基礎と応

用」「技術英語」「情報セキュリティ応

用」「力学」「人工知能数学」「自然言

語処理」「人工知能数学」「制御工学基

礎」「センサ・アクチュエータ」「材料

力学・材料工学」「データ解析」「技術

英語」 
 問題解決のために情報技術を統合し、価

値創造の方法論を学ぶ科目を配する。

「C 言語基礎」「組込み C,C++言語」

「回路・プリント基板設計」「プログラ

ミング概論」「ソフトウェアシステム開

発」「Python プログラミング」「機械学

習」「デバイス・ネットワーク」「IoT
デバイスプログラミングⅠ」「機械設

計」「深層学習」「画像・音声認識」

「サーバ・ネットワーク」「IoT デバイ

スプログラミングⅡ」「ロボット機構」

「ロボット制御」 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 デザイン思考の実践を含む実習の反復を

通し、学生が持つ知的好奇心を向上させ

ながら探究心を身につけるとともに、チ

ャレンジ精神を養成する。 
 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロ

ボット）と対象領域が抱える問題を見つ

けるための俯瞰力と問題発見力、その問

題を解決するための知識の総合力を養成

する科目を配する。 
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開

発Ⅰ、Ⅱ」「地域共創デザイン実習」「人工

＜学修成果の評価＞ 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の 8 割以上の出

席・課題提出を前提とし、その上で、各授業

に応じて評価することとする。詳細の評価に

ついては、各種シラバスで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先

の企業との連携の重要性から、必ずルーブリ

ック評価表を用い、公平で客観的かつ厳格な

成績評価を行うこととする。詳細の評価につ

いては、各種シラバスで明示する。 
 
 
4.1.1.3 情報工学科のカリキュラム・ポリシー 
情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
基礎科目群に外国語科目を入学年から卒業年

まで配し、グローバルコミュニケーション力

を養成する。さらに社会倫理、コミュニケー

ション、人の感性など生涯継続して学修する

素養を身につける。 
【職業専門科目】 
職業専門科目群には、専門技術領域を体系的

に修得する科目群とそれを修得するための基

礎的な科目群を配し基礎力とスキルを修得す

る。主に実習科目で行われるプロトタイプ制

作を通して、問題発見力、解決過程でのデザ

イン的思考能力を育成し、新たな価値創造に

重きを置いた教育を行う。 
【展開科目】 
 グローバルな市場化戦略、知的財産、企業

経営論などの将来の専門的活動分野に発展さ

せるのに有効な科目群を配し、本学がめざす

ビジネスリーダの素養を身につける。また、

地域貢献を目的として地域共創デザイン実習

科目を配し、社会や異分野に対し専門性を活

かした強いアンテナを持つ人材育成を行う。 
【総合科目】 
卒業研究制作科目を配する。グローバル展開

の拠点である東京の強みを活かしたビジネス

につながる応用研究をテーマとする。 
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知能システムⅠ、Ⅱ」「メディア情報処理」

「人工知能応用」「IoT システム開発Ⅰ、

Ⅱ」「IoT サービスデザイン」「組込みシス

テム制御実習」「産業用ロボット実習」 
【展開科目】 
 専門職人材として、主体的にかつ協調性

を持って行動する手法を講義と演習を組

み合わせて学ぶ 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解を

生み出すための知識を養成する 
 社会人として相応しい志向と態度を身に

つけるために、経営資産についての知識

を習得する科目を配する。 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制

作を実施する。この科目は、英語での発

表を義務付けている。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え「個

に対する教育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに予め記された評価の方法

によって科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用した教育方法

論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 

＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに記された評価の方法によ

って科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用し、先端技術

を背景とした教育方法論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
4.1.1.4 デジタルエンタテインメント学科のカ

リキュラム・ポリシー 
デジタルエンタテインメント学科ではディプ

ロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるこ

とができるように、以下のように教育課程を

編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
 
 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
基礎科目群に外国語科目を入学年から卒業年

まで配し、グローバルコミュニケーション力
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4.1.1.4 デジタルエンタテインメント学科のカ

リキュラム・ポリシー 
デジタルエンタテインメント学科ではディプ

ロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるこ

とができるように、以下のように教育課程を

編成する。このように体系立てられ編成され

る教育課程に対し、学修方法･学修過程、学修

成果の評価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支

援する知識・理解の科目を置く 
 “Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の根幹に当たる倫理観

を確立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミ

ュニケーションの汎用的技能を育成する

科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を分析するためのモデル

構築及び解法の理論科目として数学とと

もに、技術の基礎的な知識に関する理論

科目を配置する。「コンピュータグラフ

ィックスⅠ」「電子情報工学概論」「ゲ

ーム構成論Ⅰ」「線形代数」「解析学」

「コンピュータグラフィックスⅡ」「統

計論」「ゲームアルゴリズム」「コンテ

ンツ制作マネジメント」「映像論」「ゲ

ーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」

「技術英語」 
 問題解決のためにデジタルゲーム、およ

びコンピュータグラフィックス技術を統

合し、価値創造の方法論を学び芸術的感

性を涵養する科目を配する。「ゲームプ

ログラム構成基礎Ⅰ」「デジタル造形

Ⅰ」「CG デザイン基礎」「プログラミ

ング言語基礎」「デジタル造形Ⅱ」「ゲ

ーム AIⅠ」「エンタテインメント設計」

「ゲームプログラム構成基礎Ⅱ」「デジ

タル映像表現技法基礎」「ゲームプログ

ラム構成基礎Ⅲ」「デジタル映像表現技

法応用」「ゲームプログラミングⅠ」

「ゲームデザイン実践演習」「デジタル

キャラクタ実践演習」「ゲームプログラ

ミングⅡ」「インターフェースデザイ

ン」「ゲームプログラミングⅢ」「ゲー

ム AI Ⅱ」「CG アニメーション総合演

習」 
【職業専門科目と展開科目における実習科

を養成する。さらに社会倫理、コミュニケー

ション、人の感性など生涯継続して学修する

素養を身につける。 
【職業専門科目】 
（学科内共通） 
論理的思考の基盤となる、計算機幾何学やコ

ンピュータ言語の学修と共に芸術的感性及び

論理的思考との関連を重視した科目、例えば

数理造形論や生態の観察と表現を体系的に学

修する。当該学科において必要な論理的思考

のための学修として数理造形論や計算機幾何

学、プログラム言語等を設置している。  
（ゲームプロデュースコース） 
ゲームプロデュースコースでは、デジタルコ

ンテンツの主要産業であるゲームを具体化す

るために、人間の感覚・知覚的特性とマシン

に対する反応や行動などを考慮しながら、ゲ

ームの手順を考えプログラム化する過程を学

ぶ。またゲーム流通にかかわるビジネス戦略

やコンテンツの流通や権利に関する知的財産

等の外的要因についても学ぶ。講義・演習と

ともに PBL を通してトータルなゲームクリエ

ータ・設計家を目指すためのカリキュラムを

構成する。 また、本コースは、プランナーと

プログラマーにさらに細分化される。 
（CG アニメーションコース） 
CG アニメーションコースでは創作イメージ

を具体化するために、対象の観察や法則性の

理解などを基盤として制作までの過程を論理

化する。さらに論理化された創作イメージを

アルゴリズムとして手続化し、その結果を映

像やサウンドなどに表出することで具体化す

る。また出来上がったコンテンツを評価しア

イデアやプログラムを修正しながら作品を得

る過程を学修する。これらの学修の成果は、

広範な分野における CG の応用に展開するこ

とができる。芸術的感性の育成においても、

文理、芸術系の融合を図ったプログラムの工

夫を行っている、CG デザイン・デジタル造

形系科目群の生体の観察と表現では、従来の

美術系教育にみられる観察能力を主としたデ

ッサンとともにデジタルデータやドローイン

グによる平面立体表現も含めて行う。さらに

仮想身体制作では本格的な産業応用に対応す

る時系列モーションデータや身体アニメーシ

ョンデータを制作し、プログラミング能力と

芸術的感性の育成を融合した新しい指向の特

徴的授業を行う。 
【展開科目】 
展開科目では、創業し自立していくための基
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目】 
 デザイン思考の実践を含む実習の反復

を通し、学生が持つ知的好奇心を向上

させながら探究心を身につけるととも

に、チャレンジ精神を養成する。 
 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、

CG）と対象領域が抱える問題を見つけ

るための俯瞰力と問題発見力、その問

題を解決するための知識の総合力を養

成する科目を配する。 
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテン

ツ創造実習」「デジタルコンテンツ総合実

習」「地域共創デザイン実習」「ゲーム制作

技術創造実習Ⅰ、Ⅱ」「CG アニメーション

総合実習Ⅰ、Ⅱ」 
【展開科目】 
 専門職人材として、主体的にかつ協調

性を持って行動する手法を講義と演習

を組み合わせて学ぶ 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解

を生み出すための知識を養成する 
 社会人として相応しい志向と態度を身

につけるために、経営資産についての

知識を習得する科目を配する 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制

作を実施する。この科目は、英語での発

表を義務付けている。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え「個

に対する教育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに予め記された評価の方法

によって科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用した教育方法

礎となる企画・発想法やリーダーシップ論、

経営論などについて学ぶ。 
【総合科目】 
４年間の学修の総合的な結果としての卒業研

究制作を行う。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに記された評価の方法によ

って科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用し、先端技術

を背景とした教育方法論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
 
4.1.2 教育課程の体系本学は学生が持つ知的好

奇心を起点とした「理念的ものづくり」力を

育成する教育課程の体系をとる。それがデザ

イン学的な教育体系であって、具体的には 1
年次前期に動機を定着させる科目を配し、一

年次後期に理論の科目を配する。 
 
近年、技術系教育では自ら起業して新しい市

場を開拓するなど、現在の産業活動の発展に

寄与する人材が想定されるようになった。こ
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論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
4.1.2 教育課程の体系本学は学生が持つ知的好

奇心を起点とした教育課程の体系をとる。具

体的には 1 年次前期に動機を定着させる科目

を配し、一年次後期に理論の科目を配する。 
 
本学の教育課程の編成における考え方と特色

は以下である。 
まず１年次については、1 年次前期に学修の

動機づけ及び専門技術の紹介（エクスポージ

ャ）に当たる科目（学科包括科目）を基本的

に配置し、理論的な内容等を学ぶ科目につい

ては 1 年次後期から基本的に学修が始まるよ

うにしている。このような教育課程にした理

由は、従来の大学では 1 年次前期から、卒業

に向けて段階的に理論を積み上げていくが、

数学などの基礎的科目の関連性の欠如から学

習興味が喪失することが往々にしてある。そ

こでこれらの科目の前に動機付け科目を配す

ることで、学生が入学時に持つ学修の動機、

好奇心、興味関心をより鮮明にさせるととも

に、理論が未定着であるがゆえに可能になる

創造的な制作・開発の体験をする。その体験

を一度経た上で、学生は工科学部に相応しい

線形代数や解析学などの理論を学ぶ。 
2 年次以降は、極力 PBL を意識し、ディプロ

マ・ポリシーにある「分析」と「判断」を涵

養する理論系科目と、ディプロマ・ポリシー

にある「創造（力）」と「プロトタイプ開

発」を涵養する演習科目と同時に学べるよう

に留意するとともに、講義・演習が実習と交

互に配置されるように配慮した。このよう

に、教育課程が体系立てられることによっ

て、分析、判断、創造、プロトタイプ開発と

いう 4 つの項目が効果的に学べる。よって、

本学の科目には、講義や演習といった区分が

明確化された授業のみならず、講義・演習科

目が混在している。  
加えて、実習系の教育課程にも留意した。情

報工学科では 1 年次前期の動機づけと 1 年次

れは重要な進歩である。しかし本学の設置の

目的は、より大きな課題の達成に置く。それ

は未来の社会的期待に応える産業の創出を目

標としつつ働く専門職に必要な、新しい思考

形式を持つ人材の育成である。この人材の思

考形式とは、課題を発見してその解決策を創

出する思考である。 
従来の大学では、専門が理系、文系の二つの

柱のもとに、それぞれ学問の構造に従って学

部、学科などの組織が作られ、各組織で自立

した教育が行われる。それは基礎科学である

法（基礎）、経（基礎）などの社会科学、文

学などの文系科学、物理などの理系科学と、

専門職に対応する法、経、医、工、農、薬な

どの臨床科学の教育である。その結果、教育

を受けたものは、特定の学問分野における独

自の視点を持つ専門家となる。例えば工学で

いえば、熱力学、電磁気学などの専門家とな

り、企業に入れば様々な製品の創出にその専

門的視点で広く寄与するのが専門的な仕事と

される。このような専門職で構成される我が

国の企業は、高性能、長寿命、低価格の製品

で世界を制覇したのであった。この専門家の

思考形式は、与えられた対象を専門的に分析

し、性能の高度化に必要な事項を指摘するこ

とであり、教育はそれを可能にするように行

われてきたのである。 
本学の目標とする思考形式はこれと逆であ

る。思考の出発は分析する対象としてのもの

ではなく、社会に存在する多様な期待であ

る。ここで顕在する期待だけでなく潜在する

期待も含めて「社会的期待」と呼ぶ。まず期

待を探索し、それを実現するための知識を収

集あるいは創出し、それを統合して製品・サ

ービスや技術システム・社会システムなどの

“もの”をデザインする。従来の大学ではもの

から知識を抽出する分析科学的な能力を身に

つけるのに対し、本学では知識から“もの”を
創出するデザイン能力を身につける。 
この生み出す“もの”は「人工物」である。す

ると伝統的な科学が「自然物を思索して知識

を生み出す（Create knowledge through the 
think of existence〈nature〉」のに対し、

「知識を思索して人工物を生み出す（Create 
existence〈artifacts〉through the think of 
knowledge）」と表現することができて、科

学とデザインが逆の構造を持つことが端的に

示される。 
社会的期待はいつの時代にも存在したが、そ

れが学問の世界で明示的に議論されることは
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後期の理論の定着を踏んだ後に始まる 2 年次

以降の教育課程は、コースごとの履修モデル

も始まるため、それに特化した実習が配され

ている。一方で、展開科目に配した学部横断

の実習科目である「地域共創デザイン実習」

によって、特定の学問領域に囚われることな

く、課題を俯瞰し問題解決を体感的に同時に

学ぶことも可能となっている。さらに、2 年

間の学びの集大成として、2 年次の最終科目

を「臨地実務実習Ⅰ」とすることによって、

最低限のコースごとの知識と教養とともに、

社会を俯瞰し問題解決する前に重要な問題発

見のための社会のプロセスを、実社会での学

びを通して学ぶという段階的な教育となっ

た。 
 3 年次からは、これまでに学修した知識や

能力のさらなる深化とともに、実社会に対し

ての理解を深めることのできるような教育課

程に変更することで、専門職人材の養成によ

り近づく体系になった。例えば、情報工学科

で言えば、実社会でソフトウェア・インテン

シブな製品を開発する場合、システムエンジ

ニア、プログラマー、データ分析者、企画

者、ソフトウェア開発部門とハードウェア開

発部門、といった具合に、それぞれの専門職

が集まりプロジェクトを進める。そこで、情

報工学科の実習科目においては、AI 分野、

IoT 分野、ロボット分野のコースごとの実習

科目を 3 年次で高度化するが、引続いて実施

する 3 年次後期の「ソリューション開発

Ⅰ」、4 年次前期の「ソリューション開発

Ⅱ」では、これらの専門職グループの共同作

業として 1 つのプロジェクトに取り組むこと

を体験するために、学科横断でのチーム編成

を行う。これはデジタルエンタテインメント

学科でも同様で、例えば、実社会でデジタル

ゲームを開発する場合、ゲームプランナー、

プログラマー、アーティスト、ビジュアルエ

フェクトエンジニア、ソフトウェア開発部門

とハードウェア開発部門、といった具合に、

それぞれの専門職が集まりプロジェクトを進

める。そこで、デジタルエンタテインメント

学科の実習科目においては、ゲーム分野と

CG分野のコースごとの実習科目を 3年次で高

度化するが、引続いて実施する 3 年次後期の

「デジタルコンテンツ制作応用」、4 年次前

期の「デジタルコンテンツ総合実習」では、

これらの専門職グループの共同作業として１

つのプロジェクトに取り組むことを体験する

ために、学科横断でのチーム編成を行う。 

ほとんどなく、したがってその探索と解決に

ついての能力を獲得するための学修を可能に

する大学は存在しなかった。社会的期待は伝

統的な大学教育においては学問の外にあるも

のとされ、それは普通の個人または企業など

の、大学で身につけた学問分野を持つ専門家

を含む組織が探索し決定するものであり、基

本的には各組織に定められた目的の範囲とい

う条件のもとに決定するものとされていた。 
学問が真実の発見を目的とする以上、それは

純粋な知的好奇心のみに駆動されて行われる

思索によって進められるべきであり、社会的

期待のように個人の主観に依存しまた時代に

よって変動するような“世俗的な”ものに関心

を持てば、それが生きるために重要であるこ

とは十分認めるけれども、得られた知識は個

人や時代に影響を受けた偶発的なものとな

り、無意味あるいは貧弱な真実しか得られな

いとする考え方が学問の中心に置かれてきた

し （ Charles Sanders Peirce, Collected 
Papers of Charles Peirce, Vol.1, p.349, C. 
Hartshorne, Paul Weiss (eds.), Thoemmes 
Press, 1931）、それは現代でも根強い考え方

である。  
この思想が人類に、主義主張や立場にかかわ

らずすべての人に常に有用である科学知識を

生み出したことは紛れもない事実である。し

かし現代においてこの事情は一変した。それ

はこの定義に基づく科学の否定ではなく、科

学が無視してきた空間にもう一つ別の知識体

系が存在することの発見である。それは科学

的知識が持つ現実世界への不可避的な影響で

あり、それを探索しない限り伝統的な科学の

正当性の中に安住していることができなくな

ったという事実の出現である。科学が存在の

真実を求めてきたとすれば、もう一つの知識

体系は「影響の真実」と呼ぶべきものであ

る。 
伝統的科学においては、工学や農学などの、

有用性を目標とする分野も作られたが、それ

は物理学や生物学の応用と考えられ、独立の

科学分野とは考えられず、大学の分野として

は認知されてこなかった。我が国でいち早く

それを大学組織に取り込む政策をとったのは

特筆するべき政策であったが、それはあくま

で応用分野という定義のもとに存在していた

のである。 
いま科学技術の社会への影響が大きくなり、

多様化・複雑化するにつれ、その恩恵と脅威

に対する理解が不可欠となり、顕在するか潜
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さらに 2 学科共通の展開科目には、実社会を

理解する科目を置いている。先に述べた、コ

ース横断の実習科目は、社内の能力を結集し

創造する能力や隣接他部署とのコミュニケー

ション力を高めることはできるが、実社会で

の課題を俯瞰し創造するための知識・理解、

能力や、クライアント、顧客、仕入れ先、業

務委託先など、社外と効果的なコミュニケー

ションを取るための実社会の深い理解が不足

しているであろう。そこで、3 年次以降の展

開科目には、知的財産権、ファイナンス、企

業組織、法務、人材、CSR などを学ぶ科目を

配している。 
 3 年次からの教育課程は 1 年次や 2 年次に

見られる、学問の追及、分析ではなく、創造

（統合）にシフトされており、養成する人材

像と整合性が高いと考える。さらに、これら

を強化するために、これらの創造も講義・演

習、学内実習と臨地実務実習とを往復するこ

とでより、専門職として確かな実践力を養成

することができるような教育課程となってい

る。 
 「臨地実務実習Ⅱ」は 3 年次の後期に配さ

れ、コース別の学修が終盤に差しかかり、専

門職として必要な知識をある程度修得してい

るタイミングで取り組むことができる。加え

て、展開科目の一部によって、対象社会のビ

ジネスルールやプロセスの理解も最低限備え

ている。よって、3 年次後期に配された「臨

地実務実習Ⅱ」の到達目標は「製品、業務内

容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や

課題の理解」が相応しい。 
 先に述べた「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」

や「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジ

タルコンテンツ総合実習」は、2 年次に配さ

れた「地域共創デザイン実習」での課題を発

展させ、最終的にプロトタイプを生み出すた

めの学内実習の総まとめとして位置づけてお

り、専門技術の習得のまとめであると同時

に、最終課題と言ってもよい「臨地実務実習

Ⅲ」と「卒業研究制作」を繋ぐ科目として、

重要な位置づけとなっている。 
 先に述べた「臨地実務実習Ⅲ」は 4 年次前

期に配され、総合科目に配された、卒業研究

制作を除く全ての教育課程が履修されたタイ

ミングで行われる。「臨地実務実習Ⅲ」の到

達目標は、学部・学科以下ののディプロマ・

ポリシーの 7 項に直結している。 
 そして、今までの学びの総まとめとして位

置する科目が「卒業研究制作」である。1 年

在的かを問わず満たすべき社会的期待を探索

することが重要な仕事となる。これは目的を

定められた組織や制度によっては探索するこ

とができず、自由な個人の社会に対する感受

性を中心とする独創性によってはじめて可能

となる時代が到来した。これは現代の「知的

好奇心」である。発見された期待は、分野を

超えた知識及び新しい知識を使いこなしつつ

解を求めるデザイン型の思考によってその解

が求められる。 
社会的期待実現のために知識を使用する方法

の創出の仕事が新知識を創出する科学的仕事

と並んで重要な時代が到来したことは、既に

平成 11 年の国際科学会議 ICSU と UNESCO
が主催した世界科学会議（World Conference 
on Science, WCS, Budapest）のブダペスト宣

言で明確に述べられている（資料 11）。また

平成 27年の国連で決議された「持続可能な開

発のためのアジェンダ 2030（Sustainable 
Development Goals, SDGs）（資料 3）」に

おいては、世界においてすべての国が努力し

て実現するべきものとして 17 個の社会的期待

が合意されたものとして明示され詳述され

た。このように、もはや社会的期待は大学や

専門家の外にあるものではなく、大学をはじ

め、諸機関の専門職が重点的に取り組むべき

大きな公的課題になりつつあるのが世界的な

流れである。本学ではこの流れを受け止め、

国内のみならず世界の社会的期待を感知し、

その解決のための方法を身につけ、世界で活

躍する専門職となるべく教育を行う。 
このような従来の思考過程を逆転するデザイ

ン志向の教育は、従来の大学が持つ学部学科

組織の下で個別学問分野を専門とする教員が

行う教育とは異なるものであるが、伝統的人

事構造の中に安住する人材に対する批判が産

業を中心に広範囲に広がり、これを克服する

人材が強く求められ始めた状況に応えるもの

である。したがって、本大学の使命は、前述

の基本的に新しい教育を若者に対して実施す

るだけでなく、企業人の再教育にも大きな責

任を負っていると認識し、社会人学生の入学

も予想している。 
 
上記で明記した教育を具現化するために、例

えば、「確率統計論」「線形代数」「解析

学」等の数学における理論科目は、1 年前期

の「情報工学演習」を前段の科目として後期

に実施する。学問の追及は従来の大学が担う

べき役割であるが、専門職大学である本学は
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次の学修の動機づけと身につけた理論、2 年

次の「地域共創デザイン実習」による自治体

や地域企業などの課題を解決するプロトタイ

プのデザインを通して制作や研究を実践し、

3、4 年次の「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」、

「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジタ

ルコンテンツ総合実習」によって「地域共創

デザイン実習」での課題を専門職として発展

させ、「卒業研究制作」で学生一人一人がま

とめる。そのような重要な位置づけとなって

いるのが、「卒業研究制作」である。 
 
  
上記で明記した教育を具現化するために、例

えば、「線形代数」「解析学」「確率統計

論」等の数学における理論科目は、1 年前期

の「情報工学概論」を前段の科目として後期

に実施する。先ずは手を動かしモノに触れる

ような授業として情報工学科では「情報工学

概論」を、デジタルエンタテインメント学科

では「コンテンツデザイン概論」等を配し、

従来の工学系大学において 1 年次前期によく

見られる理論系の科目を後期に配する。これ

によって学生が入学前に持っていた創造への

期待を学修への動機へと転換する。 
さらに「情報工学演習」、と「コンテンツデ

ザイン概論」は学科包括科目として、1 年次

後期から始まる、コース体系をアナウンスす

る科目でもある。各学科内でもさらにコース

別に細分化される本学特有の教育課程ををガ

イダンスする科目である。加えて、学科の特

性上情報工学科について更に「情報工学演

習」を補佐する「デザインエンジニアリング

概論」も学科包括科目として据える。この科

目は、コース体系をアナウンスしつつ、演習

要素を含んだ科目である「情報工学概論」の

講義部分を補佐する役目を果たす。 
このような、体験かつ学科を包括する科目を

置くことで、何ができるようになるのかを体

感し、体験を通して当該技術が何に役立てら

れるのかを技術の応用側面から理解すること

ができる。これらにより、学修の動機付けと

自らが新たな利用価値を見いだす第一歩を作

り出す。 
加えて、均質な教育が入学する学生に施され

るためには、入学時の学力差について補うこ

とが重要と考えている。そこで、本学では本

申請書にある教育課程として配する科目以外

にも、入学時の学力差補助のために「基礎数

学」、「基礎物理」、「基礎英語」といった

“分析して原理を用いる”が中心ではなく、入

学時、ひいては入学してくる若者や社会人が

今までの人生の中で大事にしてきた事柄、つ

まり“知的好奇心”から生まれる突発的な発想

に基づく自由なアイデアを中心と据える。も

ちろん、多くの理論・原理を身につけている

ことで、良いモノができることは確かであ

る。しかし、必ずしも理論を修得してからで

ないと、価値創造が生み出せないとは限らな

い。先ずは手を動かしモノに触れるような授

業として情報工学科では「情報工学演習」

を、デジタルエンタテインメント学科では

「コンテンツデザイン概論」等を配し、従来

の工学系大学において 1 年次前期によく見ら

れる理論系の科目を後期に配する。 
さらに「情報工学演習」、と「コンテンツデ

ザイン概論」は学科包括科目として、1 年次

後期から始まる、コース体系をアナウンスす

る科目でもある。各学科内でもさらにコース

別に細分化される本学特有の教育課程ををガ

イダンスする科目である。加えて、学科の特

性上情報工学科について更に「情報工学演

習」を補佐する「デザインエンジニアリング

概論」も学科包括科目として据える。この科

目は、コース体系をアナウンスしつつ、演習

要素を含んだ科目である「情報工学演習」の

講義部分を補佐する役目を果たす。 
このような、体験かつ学科を包括する科目を

置くことで、何ができるようになるのかを体

感し、体験を通して当該技術が何に役立てら

れるのかを技術の利用側面から捉えることが

できる。これらにより、学修の動機付けと自

らが新たな利用価値を見いだす第一歩を作り

出す。 
加えて、均質な教育が入学する学生に施され

るためには、入学時の学力差について補うこ

とが重要と考えている。そこで、本学では本

申請書にある教育課程として配する科目以外

にも、入学時の学力差補助のために「基礎数

学」、「基礎物理」、「基礎英語」といった

補講科目を配する。 
 
 
4.1.2.1 実践的能力と応用的能力の育成・展開

本学では既に述べたカリキュラム・ポリシー

やディプロマ・ポリシーに定める専門知識と

専門技能、国際コミュニケーション力、価値

創造力、職業的倫理観等を修得させるため

に、職業に密接に関連した学際的な教育内容

を、順次性を考慮し基礎科目、職業専門科
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補講科目を配する。 
 
 
4.1.2.1 実践的能力と応用的能力の育成・展開

本学では既に述べたカリキュラム・ポリシー

やディプロマ・ポリシーに定める専門知識と

専門技能、国際コミュニケーション力、価値

創造力、職業的倫理観等を修得させるため

に、職業に密接に関連した学際的な教育内容

を、順次性を考慮し基礎科目、職業専門科

目、展開科目、総合科目の区分で編成する。 
それぞれの科目ではその教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業体

系とし、特に、実践力の育成と学修内容の定

着度向上を図るため、座学（講義）だけの科

目は極力減らし演習と講義を組み合わせた科

目とする。また、実制作実習科目は教育課程

連携協議会の協力や支援を必ず求めること

で、実社会の課題解決経験も得られる実践的

な教育体系にする。 
各授業科目の単位数は、専門職大学設置基準

第 14 条に則り、本学では講義 30 時間で 2 単

位、演習と実習は 30 時間で 1 単位を基本とす

る。講義 15 時間と演習を 15 時間合わせた授

業の場合には 1.5 単位としている。 
総合科目ではそれまでに学び得た知識、実践

力、職業倫理観等の集大成となる応用的な科

目を配し、さらに、2 学科それぞれが横断す

ることで部門を越えた応用力等も涵養される

ように配慮した。 
この教育編成によって、専門領域や特定のマ

ーケット等に縛られることのない問題発見・

解決思考回路や他業種との交流が図れるよう

な人材を育み、実社会を価値創造へ導くこと

のできる応用力を育成する教育編成とする。 
 
 
教育課程を開発・不断の見直しと反映を行う

仕組み 
本学の教育課程において、臨地実務実習を除

く全ての授業は、基本的に本学が契約した教

員によって行われている。また、臨地実務実

習先（受け入れ先）は、全て臨地実務実習施

設使用承諾書を交わすとともに、臨地実務実

習施設の概要に明記がある通り、実習指導

者・事業の概要・該当施設の選定理由等を、

本学に所属する教職員によって確認し適切と

判断できる企業や団体等に限定している。加

えて、海外臨地実務実習を除く全ての臨地実

務実習では、複数人の教職員による巡回によ

目、展開科目、総合科目の区分で編成する。 
それぞれの科目ではその教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業体

系とし、特に、実践力の育成と学修内容の定

着度向上を図るため、座学（講義）だけの科

目は極力減らし演習と講義を組み合わせた科

目とする。また、実制作実習科目は教育課程

連携協議会の協力や支援を必ず求めること

で、実社会の課題解決経験も得られる実践的

な教育体系にする。 
各授業科目の単位数は、専門職大学設置基準

第 14 条に則り、本学では講義 30 時間で 2 単

位、演習と実習は 30 時間で 1 単位を基本とす

る。講義 15 時間と演習を 15 時間合わせた授

業の場合には 1.5 単位としている。 
総合科目ではそれまでに学び得た知識、実践

力、職業倫理観等の集大成となる応用的な科

目を配し、さらに、2 学科それぞれが横断す

ることで部門を越えた応用力等も涵養される

ように配慮した。 
この教育編成によって、専門領域や特定のマ

ーケット等に縛られることのない問題発見・

解決思考回路や他業種との交流が図れるよう

な人材を育み、実社会を価値創造へ導くこと

のできる応用力を育成する教育編成とする。 
 
 
豊かな人間性と職業倫理観の涵養 
1 章で述べた通り、本法人の理念は知性と感

性の総合に支えられた「創造力」と「豊かな

人間性」を教育の根幹とした「人間教育」で

あり、本学はこの理念のもと教育を行う。 
「豊かな人間性」とは、各コースに設ける演

習・実習系の科目等で自らの興味や好奇心を

具現化することで得られる達成感や充実感と

ともに、グループワークや実社会における業

務等で出会う葛藤等を通し、集団において現

象する喜怒哀楽を感受することを通じてはぐ

くまれる人間性の育成である。さらに、変化

スピードが速い現代社会の要求に対し、人間

の感性という普遍的な要素を理解すること

は、プロフェッショナル人材の輩出のために

重要であることは明らかである。そこで、本

学では人間が持つ感性を体系的に理解するだ

けでなく、それを設計に応用できるようにす

るために、各学科に心理関係の科目も配置す

る。 
「職業倫理」の教育に関しても本学は重要視

している。従来の教育機関では座学として一

般教養を学ぶ側面と、プラクティカルに特化
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って、適切に教育が行われているかが確認さ

れる等、実習水準の確保の方策も取ってい

る。これら臨地実務実習に関する詳細につい

ては後の 11 章で言及する。以上のことから、

本学で必要な授業科目を自ら開講していると

いえる。 
教育課程連携協議会についての詳細は後の 7
章で述べるが、今回、編成・設置される教育

課程は、現代社会特有の複雑化した問題に対

峙できるように教育課程連携協議会の意見等

を反映させ、その時世に合った体系に常に変

化させることで教育課程を開発する。 
例えば、教育課程連携協議会の構成員には、

学校教育法第 11 条 2 項（エ）で定義されてい

るように、臨地実務実習先として本学と連携

を取る事業者が含まれる。この構成員によっ

て臨地実務実習の実態として教育課程に反映

すべき意見が出された場合は、必要に応じて

再検討され、所定の手続きをもって「臨地実

務実習Ⅰ～Ⅲ」に反映されるようにする。こ

のように本学では教育課程の開発を行う。 
加えて、臨地実務実習を含む全ての実習科目

は必ず教育課程連携協議会の協力や支援を求

める。教育課程連携協議会では、産業界及び

地域社会との連携による授業科目の開設や、

その他の教育課程の編成に関する基本的な事

項などについて議論される。議論に基づき設

置される臨地実務実習や各学科の職業専門科

目に配した実習科目、並びに、産学官の連携

を目的とする「地域共創デザイン実習」によ

って、学生は技術の社会性を現実的に学ぶ。

具体的な関係性は、科目ごとに以下に記す。 
 
「地域共創デザイン実習」 
報工学科とデジタルエンタテインメント学科

の双方に配置したこの科目については、教育

課程連携協議会の主に「地域」・「協力」区

分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマに取り組む際の

企画提案の場の提供等である。 
 
「ソリューション開発Ⅰ」「ソリューション

開発Ⅱ」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマを取り組む際の

共同製品・共同制作物の開発、あるいは企画

した職業倫理を学ぶ側面のどちらか一方であ

ったが、本学では生涯を通して学ぶ必要のあ

る「グローバルコミュニケーション科目」、

「倫理科目」、デザイン学教育のための「基

盤科目」といった学士力に当たる一般教養と

ともに、ビジネス展開のための実践力の養成

に必要な教養科目として、例えば「知的財産

権論」等によって実践力を通して創造された

コンテンツの流通・保護を理解する。 
 
本学の育成するデザイナー像は、仕事の結果

に対する倫理的責任を強く持ちながら、変化

する社会の要請に対して敏感に反応し対応す

る、“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”の育成を目指している。ここで

は、我々が個人としての活動に責任を持つと

ともに、日常的なデザイン行為や使用してい

る技術、社会的な規範に反しないよう高い倫

理性を持って監視する姿勢を持つことが必要

で、これは、健全な社会を維持していくため

に重要な行為である。技術が社会に打撃を与

える事例が少なからず存在するが、特に現代

において広範な分野で急速に進展する科学的

知識に依拠するデザインは、その効果が未知

の要因を含むことを認識し、新しいデザイン

が人にとって、また社会・自然環境にとっ

て、常によきものであることを希求する倫理

観を身につけることを学修の中心に置く必要

がある。そして近い将来、専門的な職業人と

して属する企業や起業する個人としても、単

に利益を追求するばかりでなく、企業の組織

的活動が社会に与える影響にも責任を持ち、

社会の発展に貢献するための倫理的な責任に

ついて注視する必要がある。この授業では具

体的な個人や組織の社会における倫理性につ

いて事例を挙げて説明するとともに、我々が

将来に向かって、困難な問題を克服し、持続

可能な社会を維持していくための責任につい

ても専門職が社会に対して持たなければなら

ない倫理について学修する。 
さらに、各臨地実務実習等の実践的な教育を

通して、社会人が持ち合わせなければならな

い職業倫観のみならず、1 章で述べた通り、

結果に対する倫理的責任を強く持ちつつ社会

の要求に敏感に応えられる高いレベルの職業

倫理観を涵養することによって、本学が目指

す、“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”を育成する。 
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提案・報告の場の提供等である。 
 
 
「デジタルコンテンツ制作応用」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力と支援を得る。ここで指す協力と

支援とは、実習テーマ等の共同策定や、その

テーマを取り組む際の共同製品・共同制作物

の開発、あるいは企画提案・報告の場の提供

等である。 
 
「人工知能応用」「IoT サービスデザイン」

「産業用ロボット実習」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力を得る。こ

こで指す協力とは、実習テーマ等の共同策定

等である。 
 
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa、Ⅰb」
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力を得る。ここで指す協力とは、実

習テーマ等の共同策定等である。 
 
以上のように、上記の科目については必ず教

育課程連携協議会との関係を持つとともに、

開発・不断の見直しを行う。不断の見直しを

行う体制についての詳細は、7 章にて説明す

る。 
 
ここまで述べてきた実習系授業と、教育課程

連携協議会が効果的に連携を取るための機能

として、本学では分科会を設置している。例

えば、「地域共創デザイン実習」の授業実施

おいては地域区分構成員だけでなく、その関

連企業・団体が複数関わることになるため、

「地域共創デザイン実習」の協力企業・団体

からなる分科会を組織し、授業運営に向けた

取り組みを行うこととしている。その分科会

の位置づけは、教育課程連携協議会規定で以

下のように示している。なお、その分科会

は、授業担当の専任教員も構成員となる。 
 
教育課程連携協議会規定に追加する規定【抜

粋】 

教育課程を開発・不断の見直しと反映を行う

仕組み 
本学の教育課程において、臨地実務実習を除

く全ての授業は、基本的に本学が契約した教

員によって行われている。また、臨地実務実

習先（受け入れ先）は、全て臨地実務実習施

設使用承諾書を交わすとともに、臨地実務実

習施設の概要に明記がある通り、実習指導

者・事業の概要・該当施設の選定理由等を、

本学に所属する教職員によって確認し適切と

判断できる企業や団体等に限定している。加

えて、海外臨地実務実習を除く全ての臨地実

務実習では、複数人の教職員による巡回によ

って、適切に教育が行われているかが確認さ

れる等、実習水準の確保の方策も取ってい

る。これら臨地実務実習に関する詳細につい

ては後の 11章で言及する。以上のことから、

本学で必要な授業科目を自ら開講していると

いえる。 
教育課程連携協議会についての詳細は後の 7
章で述べるが、今回、編成・設置される教育

課程は、現代社会特有の複雑化した問題に対

峙できるように教育課程連携協議会の意見等

を反映させ、その時世に合った体系に常に変

化させることで教育課程を開発する。 
例えば、教育課程連携協議会の構成員には、

学校教育法第 11 条 2項（エ）で定義されてい

るように、臨地実務実習先として本学と連携

を取る事業者が含まれる。この構成員によっ

て臨地実務実習の実態として教育課程に反映

すべき意見が出された場合は、必要に応じて

再検討され、所定の手続きをもって「インタ

ーンシップⅠ～Ⅳ」に反映されるようにす

る。このように本学では教育課程の開発を行

う。 
加えて、臨地実務実習を含む全ての実習科目

は必ず教育課程連携協議会の協力や支援を求

める。教育課程連携協議会では、産業界及び

地域社会との連携による授業科目の開設や、

その他の教育課程の編成に関する基本的な事

項などについて議論される。議論に基づき設

置される臨地実務実習や各学科の職業専門科

目に配した実習科目、並びに、産学官の連携

を目的とする「地域共創デザイン実習」によ

って、学生は技術の社会性を現実的に学ぶ。

具体的な関係性は、科目ごとに以下に記す。 
 
「地域共創デザイン実習」 
情報工学科とデジタルエンタテインメント学

科の双方に配置したこの科目については、教
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（分科会） 
第７条 本協議会は、教育課程の見直しなど特

定の分野・目的毎に審議するため、必要に応

じ分科会を置くことができる。 
  ２ 分科会長は、本協議会の構成員から

学長が指名する。 
  ３ 分科会に所属する者は、本協議会の

構成員、専任教員及び教育課程の実施におい

て本学と協力する事業者から学長が指名す

る。 
  ４ 分科会長は当分科会での審議の内容

について協議会に報告し、協議会の了承を得

るものとする。 
 
 
 
4.3 4 つの科目区分の目的と科目配置 
専門職大学設置基準第 13 条に規定された 4 科

目区分ごとに各種科目の配置を行い、それら

該当科目の目的が果たされるように配置され

ている（資料 8, 9）。以下、科目区分別に詳

細を記す。 
 
4.3.1 基礎科目 
 本学を卒業したものが、専門職として社会

に身を置き成長する過程において常に基礎と

するべく、学科にかかわりなく共通して学ぶ

基礎的な必修科目である。 
本学が養成する“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”を養成するために

は、学問領域の専門家になることを目標とす

るのではなく社会的期待の充足に専門職とし

て応えたいという強い意志と目標を持った人

に対し、その目標の実現に必要な論理的思考

能力とデザイン思考の涵養が必要で、モノづ

くりの経験や分析を通し社会との共創を行う

ことによって、未来志向の発想力や創造性を

期待している。 
加えて、経済産業省による「大学生の「社会

人観」の把握と 「社会人基礎力」の認知度向

上実証に関する調査」（平成 22 年（資料

12 ））によると、企業が学生に不足している

と挙げる能力と学生自身が不足していると挙

げる能力に明らかなギャップが生じている。

企業側は学生に対し、「主体性」「粘り強

さ」「コミュニケーション力」といった内面

的な基本能力の不足を感じているが、学生

は、技術・スキル系の能力要素が企業から見

たときに不足していると考えている。このギ

ャップを埋めるために、コミュニケーション

育課程連携協議会の主に「地域」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマに取り組む際の

企画提案の場の提供等である。 
 
「ソリューション開発Ⅰ」「ソリューション

開発Ⅱ」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマを取り組む際の

共同製品・共同制作物の開発、あるいは企画

提案・報告の場の提供等である。 
 
「デジタルコンテンツ制作応用」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力と支援を得る。ここで指す協力と

支援とは、実習テーマ等の共同策定や、その

テーマを取り組む際の共同製品・共同制作物

の開発、あるいは企画提案・報告の場の提供

等である。 
 
「人工知能応用」「IoT サービスデザイン」

「産業用ロボット実習」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力を得る。こ

こで指す協力とは、実習テーマ等の共同策定

等である。 
 
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa、Ⅰb」
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力を得る。ここで指す協力とは、実

習テーマ等の共同策定等である。 
 
以上のように、上記の科目については必ず教

育課程連携協議会との関係を持つとともに、

開発・不断の見直しを行う。不断の見直しを

行う体制についての詳細は、7 章にて説明す

る。 
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力といった能力の養成には注力する必要があ

る。 
そこで本学の基礎科目には、カリキュラム・

ポリシーにもある通り“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”となる為に

最低限必要な能力、例えば、ファッションや

医療といった専門職の分野に関わらず、新し

い思考形式を持ち続けられる人材に必要な能

力、つまり「生涯にわたり自らの資質を向上

させ、社会的及び職業的自立を図るために必

要な能力を育成する」科目を配置する。ま

た、基礎科目に配当する科目には、新しい教

育機関の大学として学士力の養成に必要な科

目とも捕えることができる。よって、主に従

来の大学における教養科目で一部垣間見るこ

とができる授業でもある。 
 
(1) 「専門職のための倫理学」。専門職は、

社会的期待に対する回答を社会に提供す

ることを使命とするのであるから社会に

対して責任を持つ。したがって組織内で

協調的仕事を行う場合も、個人として仕

事をする場合もともに倫理的であること

が必要条件であり、専門職が社会に対し

て持たなければならない倫理について学

修する。 
(2) 「専門職であるために必要な人格の形

成」。専門職は組織の一員として行動す

るだけでなく個人としての責任において

社会的に行動することを基本とする者で

ある。そのためには専門職に課せられる

固有の人格を持つことが求められ、社会

と人間についての洞察力、行動がもたら

す社会への影響の予測力、未来社会を描

き出す構想力などを基礎として持つ必要

がある。これは分野でいえば、文化人類

学、比較文化論、認知心理学、記号学、

科学哲学、社会哲学、など、職能人とし

て基礎的・汎用的な知識・教養を持つこ

とで達成される。 
(3) 「専門職のためのコミュニケーション

論」。社会的期待の探索のために必要な

理解力、及びデザイン結果とその背景の

思想についての社会への正確な発信力

は、専門職にとって不可欠の条件であ

り、生涯にわたり深化させるべき能力で

あって、その基礎を学修する。具体的に

は、コミュニケーションツールの修得と

ともに、国際的活動のためには英語力が

必要で、この学修も必修である。 

4.3  4 つの科目区分の目的と科目配置 
専門職大学設置基準第 13条に規定された 4 科

目区分ごとに各種科目の配置を行い、それら

該当科目の目的が果たされるように配置され

ている（資料 9, 10）。以下、科目区分別に詳

細を記す。 
 
4.3.1 基礎科目 
 本学を卒業したものが、専門職として社会

に身を置き成長する過程において常に基礎と

するべく、学科にかかわりなく共通して学ぶ

基礎的な必修科目である。 
本学が養成する“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”を養成するために

は、学問領域の専門家になることを目標とす

るのではなく社会的期待の充足に専門職とし

て応えたいという強い意志と目標を持った人

に対し、その目標の実現に必要な論理的思考

能力とデザイン思考の涵養が必要で、モノづ

くりの経験や分析を通し社会との共創を行う

ことによって、未来志向の発想力や創造性を

期待している。 
加えて、経済産業省による「大学生の「社会

人観」の把握と 「社会人基礎力」の認知度向

上実証に関する調査」（平成 22 年（資料

12 ））によると、企業が学生に不足している

と挙げる能力と学生自身が不足していると挙

げる能力に明らかなギャップが生じている。

企業側は学生に対し、「主体性」「粘り強

さ」「コミュニケーション力」といった内面

的な基本能力の不足を感じているが、学生

は、技術・スキル系の能力要素が企業から見

たときに不足していると考えている。このギ

ャップを埋めるために、コミュニケーション

力といった能力の養成には注力する必要があ

る。 
そこで本学の基礎科目には、カリキュラム・

ポリシーにもある通り“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”となる為に

最低限必要な能力、例えば、ファッションや

医療といった専門職の分野に関わらず、新し

い思考形式を持ち続けられる人材に必要な能

力、つまり「生涯にわたり自らの資質を向上

させ、社会的及び職業的自立を図るために必

要な能力を育成する」科目を配置する。ま

た、基礎科目に配当する科目には、新しい教

育機関の大学として学士力の養成に必要な科

目とも捕えることができる。よって、主に従

来の大学における教養科目で一部垣間見るこ

とができる授業でもある。 
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4.3.2 職業専門科目 
職業専門科目は、理論的かつ専門性の高い即

戦力人材を育成するために、演習・実習を重

視した実践的教育を行うための各種科目を配

置する。各学科内でもさらにコース別に細分

化され、より専門的で実践力に富んだ科目を

配置した。また、学科包括科目を職業専門科

目に配し、各学科の分野全般に精通するため

の科目を設置した(資料 9, 10)。学科包括科目

は、それら分野へのイントロダクションと同

時にデザイン思考を支える科目であって、各

学科の分野全般に精通する要素を含んだ科目

でもある。 
これらの配置によって、学生が専攻する分野

において理論的かつ実践的な能力や、専攻す

る学科の全般を俯瞰できるように配慮してい

る。 
 職業専門科目は基本的には学生本人が関心

を持つ課題、すなわち本人の学修動機を実現

するためのプロトタイプ制作を最終目標とす

る 4 年間の学修において、その実現に必要な

関連教科を、専門家になるためでなく実現に

必要なものとして学ぶ。そしてその学修が将

来にわたりより広い分野で活躍できる専門職

として有用な基礎知識を学修するように配置

される。 
 情報工学科を例にとれば、この関係は以下

のようになる。現在急速に進行中の情報通信

技術についての概説科目の履修を通じて、情

報通信技術を理解するとともにそれによって

社会の進展の可能性を知り、 “Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
倫理観のもとに自分の使命を認識する。この

使命の実現を目標として科目を学ぶ。各科目

の講義・実習を、自分の関心分野、実現した

いと考えるプロトタイプが含まれる技術分野

の背景知識と位置付けて理解し、特に制作課

題に関連する専門的理論、制作理論などの知

識を実際に使用してプロトタイプの高度化を

図ることによって個別知識の有効性を実感

し、さらに使用法について第三者に説明可能

なように理解を深める。また特に情報工学科

の学生が共通に持つ関心分野、例えば現在急

速に進歩しているビッグデータ、IoT、AI、
ロボットなどの先端分野の進展が社会に及ぼ

す影響について理解する。これらは行政、公

共サービス、企業における設計、製造、製品

 
(4) 「専門職のための倫理学」。専門職は、

社会的期待に対する回答を社会に提供す

ることを使命とするのであるから社会に

対して責任を持つ。したがって組織内で

協調的仕事を行う場合も、個人として仕

事をする場合もともに倫理的であること

が必要条件であり、専門職が社会に対し

て持たなければならない倫理について学

修する。 
(5) 「専門職であるために必要な人格の形

成」。専門職は組織の一員として行動す

るだけでなく個人としての責任において

社会的に行動することを基本とする者で

ある。そのためには専門職に課せられる

固有の人格を持つことが求められ、社会

と人間についての洞察力、行動がもたら

す社会への影響の予測力、未来社会を描

き出す構想力などを基礎として持つ必要

がある。これは分野でいえば、文化人類

学、比較文化論、認知心理学、記号学、

科学哲学、社会哲学、など、職能人とし

て基礎的・汎用的な知識・教養を持つこ

とで達成される。 
(6) 「専門職のためのコミュニケーション

論」。社会的期待の探索のために必要な

理解力、及びデザイン結果とその背景の

思想についての社会への正確な発信力

は、専門職にとって不可欠の条件であ

り、生涯にわたり深化させるべき能力で

あって、その基礎を学修する。国際的活

動のためには英語力が必要で、この学修

も必修である。 
(7) 「デザイン原論（一般設計学）」。従来

の大学では分析型論理に導かれて分科さ

れた領域ごとの教科を学んで領域を専門

とする分析型知性をもつ専門家を育成す

るが、領域を超える総合型の論理の下で

デザインを学ぶ本学では伝統的な領域ご

との学修とは別にデザインに固有の論理

と知識を学ぶことが必要で、これは伝統

的な教科にはないものであり、本学独自

の「デザイン原論」を主体とした学科包

括科目を設置して、本学で共有する。こ

の科目は性格上基礎科目であるが、カリ

キュラム編成上は各学科においてその骨

子を学科の領域に即して、職業専門科目

として教育する方法をとる。 
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サービス、物流などに及ぼす強力な効率化と

質的変化、それが人々の生活に及ぼす効果な

どが予想されるが、それについての分析、評

価、予測などを演習・実習を通じて学ぶ。こ

れらを通じて将来に起こる変化に対して的確

な判断をすることができる専門職になるため

に必要な知識を獲得すると同時に、直観力・

感受性を身につける。 
 デジタルエンタテインメント学科において

も、制作プロトタイプの高度化に必要な科目

を中心に、関心領域の背景知識に関する科

目、学科に関係する先端分野の科目を各学生

の学修計画に対応する配置を定めて学修す

る。これらの学修の実現のためには、各専門

教科において学術的な実績を持つ教員が協力

しつつ専門知識を教育することと並行して、

プロトタイプ制作という学生の動機にかかわ

る教育を担当する実務経験のある教員が協力

して、職業専門科目の配置や教育内容などに

ついて常時検討しつつ各学生にとってそれぞ

れ最適な教育をすることが必要である。 
  
 
4.3.3 展開科目 
本学は工科分野において日本の首都東京で国

際性を理解し、社会の発展と調和を目指した

教育・研究・実践活動を行い、真のイノベー

ションの実現者となるような人材を養成する

ことを目的としている。そのような、人材を

養成するために展開科目区分で修得すべき能

力は、『鋭敏なビジネスセンス』である。真

のイノベーションの実現者となるような人

材、つまり、“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”は社会の期待、あ

るいは自己の夢の実現を目指しているが、そ

れはビジネス原則を無視しては叶わないこと

も理解する必要があり、この能力を涵養する

べきである。 
加えて、専門職大学では、いわゆる社会人基

礎力の涵養も重要である。ここでいう社会人

基礎力とは、「前に踏み出す力（アクショ

ン）」（主体性、働きかけ力、実行力）、

「考え抜く力（シンキング）」（課題発見

力、計画力、創造力）、「チームで働く力

（チームワーク）」（発信力、傾聴力、柔軟

性、状況把握力、規律性、ストレスコントロ

ール力）の 3 つからなり、企業は学生に対し

「前に踏み出す力」をまず期待し、能力では

実行力に期待している。一方、学生は専門的

な知識やスキルに不安を感じているが、企業

4.3.2 職業専門科目 
職業専門科目は、理論的かつ専門性の高い即

戦力人材を育成するために、演習・実習を重

視した実践力的教育を行うための各種科目を

配置する。実践力の修得といった目的が達成

されるように、各学科の専門分野に特化した

授業のみならず、各学科内でもさらにコース

別に細分化され、より専門的で実践力に富ん

だ科目を配置した。また、学科包括科目を職

業専門科目に配し、各学科の分野全般に精通

するための科目を設置した(資料 9, 10)。学科

包括科目は、デザイン学を支える科目であっ

て、実践的な能力と各学科の創造力を支える

科目として配置されており、各学科の分野全

般に精通する要素を含んだ科目でもある。 
これらの配置によって、学生が専攻する分野

において理論的かつ実践的な能力や、専攻す

る学科の全般を俯瞰できるように配慮してい

る。 
 職業専門科目は基本的には学生本人が関心

を持つ課題、すなわち本人の学修動機として

の社会的期待の実現を実体験するためのプロ

トタイプ制作を軸とする 4 年間の制作学修に

おいて、その動機である実現に必要な関連教

科を、専門家になるためでなく制作に必要な

ものとして学ぶ。そしてその学修が将来にわ

たりより広い分野で活躍できる専門職として

有用な基礎知識を学修するように配置され

る。すなわち職業専門科目の学修は、「専門

職になるために知らなければならない科目

群」でなく、「制作中のプロトタイプをより

高度にするための科目群」であって、学修動

機が従来の大学とは異なるように設定され

る。 
 情報工学科を例にとれば、この関係は以下

のようになる。現在急速に進行中の情報通信

技術についての概説科目の履修を通じて、情

報通信技術を理解するとともにそれによって

社会の進展の可能性を知り、“Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
倫理観のもとに自分の使命を認識する。この

使命の実現を目標として科目を学ぶ。各論の

講義・実習を、自分の関心分野、実現したい

と考えるプロトタイプが含まれる技術分野の

背景知識と位置付けて理解し、特に制作とし

て選んだ課題に関連する専門的理論、制作理

論などの知識を実際に使用してプロトタイプ

の高度化を図ることによって個別知識の有効

性を実感し、さらに使用法について第三者に

説明可能なように理解を深める。また情報技



24 
 

側は「主体性」、「粘り強さ」、「コミュニ

ケーション能力」が不足と感じている 4。具体

的には、主体的に行動を起こし最後まで粘り

強くやり抜く力、またそのプロセスでのコミ

ュニケーション能力の涵養が求められる。 
大学生（特に学部新卒者）が卒業時に持つべ

き知識・能力についての調査結果がある 5。こ

の調査によると特に大学、企業の両方が重要

と考える能力は、「チャレンジ精神」、「チ

ームワーク能力」、「コミュニケーション能

力」などの一般的な社会人基礎力に加えて、

「問題解決・物を作り出していく能力」、

「課題を見出す能力」、「倫理観」などの専

門的能力である。企業側からは、学部新卒者

に不足する知識・能力として、「問題解決・

物を作り出していく能力」、「チャレンジ精

神」、「コミュニケーション能力」、「専門

分野に関する基礎的知識」、「文系分野も含

む幅広い教養」という指摘があった。 
さらに、日本経済再生本部第 4 次産業革命人

材育成推進会議は、IT を中心とした必要人材

のスキル・コンピテンシーを次のように設定

している 6。 
(7) 課題設定力、目的設定力 
(8) データ活用や IT にかかる能力・スキル 
(9) コンピュータ等の IT リテラシー 
(10) コミュニケーション能力 
(11) 分野を超えて専門知や技能を組み合わせ

る実践力 
(12) リーダーになる資質 
 
 よって、社会人基礎力にはビジネスの原則

を知るだけではなく、「前に踏み出す力（主

体的に行動を起こし最後まで粘り強くやり抜

く力）」、「チャレンジ精神」、「コミュニ

ケーション能力」、「チームワーク能力」、

「リーダーシップ」も重視する必要もある。 
 
以上をまとめると、展開科目を中心として

『鋭敏なビジネスセンス』を養成するその必

要性とは、 
7. ビジネスの仕組みを知らないといけな

い 

術の進展が社会に及ぼす影響について、特に

情報工学科の学生が共通に持つ関心分野に対

して現在急速に進歩しているビッグデータ、

IoT、AI などの先端分野を学ぶ。これらは行

政、公共サービス、企業における設計、製

造、製品サービス、配送などに及ぼす強力な

効率化と質的変化、それが人々の生活に及ぼ

す効果などが予想されるが、それについての

分析、評価、予測などを演習・実習を通じて

学ぶ。これらを通じて将来に起こる変化に対

して的確な判断をすることができる専門職に

なるために必要な知識を獲得すると同時に、

直観力・感受性を身につける。 
 デジタルエンタテインメント学科において

も、制作プロトタイプの高度化に必要な科目

を中心に、関心領域の背景知識に関する科

目、学科に関係する先端分野の科目を各学生

の学修計画に対応する配置を定めて学修す

る。これらの学修の実現のためには、各専門

教科において学術的な実績を持つ教員が協力

しつつ専門知識を教育することと並行して、

プロトタイプ制作という学生の動機にかかわ

る教育を担当する実務経験のある教員が協力

して、職業専門科目の配置や教育内容などに

ついて常時検討しつつ各学生にとってそれぞ

れ最適な教育をすることが必要である。 
  
 
4.3.3 展開科目 
本学が養成する“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”を養成するために

は、学問領域の専門家になることを目標とす

るのではなく社会的期待の充足に専門職とし

て応えたいという強い意志と目標を持った人

に対し、その目標の実現に必要な論理的思考

能力とデザイン思考の涵養が必要で、モノづ

くりの経験や分析を通し社会との共創を行う

ことによって、未来志向の発想力や創造性を

期待している。 
そこで本学の展開科目には、カリキュラム・

ポリシーにもある通り“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”となる為

に、日本の産業界を固定化してしまった学問

                                                   
4大学生の「社会人観」の把握と「社会人基礎力」の認知度向上実証に関する調査、経済産業

省、平成 22 年 6 月 
5平成 28 年度文部科学省「理工系プロフェッショナル教育推進委託事業」工学分野における理工

系人材育成の在り方に関する調査研究、千葉大学(2016) 
6第 4 次産業革命 人材育成推進会議（第 2 回）配布資料、日本経済再生本部、平成 29 年 2 月 
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8. 協調性を持って行動できないといけな

い 
9. リーダーになる資質を持っていないと

いけない 
10. 新しいものでも躊躇せず、新しい働き

や変化に好んで対応できないといけな

い 
11. 机上のデータのみならず、働きかけら

れないといけない 
12. 社会の問題解決だけではなく、真のイ

ノベータとして持続可能かつ発展性ま

で考慮できないといけない 
が列挙でき、そのために具体的には 

7. 経営資源の知識・理解 
8. チームワーク力 
9. リーダーシップ力 
10. チャレンジ精神 
11. 三現主義 
12. 社会倫理 

といった、「知識・理解」、「能力」、「志

向・態度」を養成するべきである。 
 
これらの能力の養成の内、本学では展開科目

に最も重要な科目として「地域共創デザイン

実習」を配する。この科目は実体験に則する

ことが重要で、実際には産学官連携の授業と

して本学が配する。本学が立地する地域が抱

える問題に対して産学官連携で取り組み、授

業評価については指導教員のみならず、連携

した企業や地域団体にも評価を求める。この

実体験によって、我が国の将来において、制

度、社会、産業、国際協力、そして人々の生

活などあらゆる側面への寄与を肌で感じるこ

とが可能となる。加えて、この「地域共創デ

ザイン実習」は 2 学科が協力して学ぶ展開的

な科目で、学部横断で取り組むことによっ

て、それぞれの学科における創造的な役割を

担うための能力を展開させるための授業であ

る。 
 
 
4.3.4 総合科目 
総合科目は、それまでに学んだことを、変化

する社会の要請に対し主体的に、また結果に

対する倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応え

る“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”となるべく、実践的かつ応用的な

能力を総合的に高めるための集大成となる科

目を配置する。 
 

分野でいう工学、産業界では ICT と呼ばれる

ような領域において、その職種が、次々と出

現する技術の可能性を、社会と矛盾すること

なく利用する主役として、これからの社会の

繁栄に大きく貢献するために必要な能力を涵

養する科目を配置する。つまり「専攻する特

定の職業分野に関連する他分野の応用的な能

力であって、当該職業の分野において創造的

な役割を果たすために必要なものを育成す

る」科目を配置する。また、展開科目に配当

する科目には、新しい専門職養成機関として

ビジネス展開のための実践力の養成に必要な

科目とも捕えることができる。よって、既設

の専門学校HAL東京で取り扱う科目で一部垣

間見ることできる授業でもある。 
この展開科目はビジネス教養として、専攻分

野における価値創造といった能力が、実社会

において遺憾なく発揮できるよう、工学分野

ではない科学研究費助成事業 「審査区分表」

（平成 30 年度助成に係る審査より適用）で大

区分 A に該当するような、マーケティングを

学ぶ授業を配置するだけではなく、職業専門

科目で培った実践的かつ専門的な能力で価値

創造を生み出す職能人としてスムーズに社会

で実力が評価されるように、プレゼンテーシ

ョン技術や制作したものを評価し、それをも

って再度制作に取り組むことのできる職業倫

理観等を涵養する科目を配置した。加えて、

2 年次において、実習科目として今まで培っ

てきた実践力のみで価値創造を行う科目を各

学科別に配することで、企画発想、制作、評

価といった一貫した制作過程を実践すること

を通して、価値創造を生み出す過程を体感で

きるように配する。 
この科目は実体験に則することが重要で、実

際には産学官連携の授業として本学が配する

「地域共創デザイン実習」が該当する。本学

が立地する地域が抱える問題に対して産学官

連携で取り組み、授業評価については指導教

員のみならず、連携した企業や地域団体にも

評価を求める。この実体験によって、我が国

の将来において、制度、社会、産業、国際協

力、そして人々の生活などあらゆる側面への

寄与を肌で感じることが可能となる。加え

て、この「地域共創デザイン実習」は 2 学科

が協力して学ぶ展開的な科目で、学科横断で

取り組むことによって、それぞれの学科にお

ける創造的な役割を担うための能力を展開さ

せるための授業である。 
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4.4 4 つの科目区分の観点と体系的教育課程

の編成 
体系的教育課程の編成については資料 8、9に

概念図を記すとともに、以下に説明する。 
 

 4 つの科目区分における体系的教育課

程の編成 
4.1.1.1 基礎科目における体系的教育課程の編

成 
本学の基礎科目は、４本柱として以下を配置

する。教養にあたる基礎的科目のため、英語

を除く科目は主として 1, 2 年次に配置され

る。国際的コミュニケーション力の養成に重

きを置く本学における英語に関連する科目に

ついては 4 年間の学びの場を配置している。 
 
① グローバルコミュニケーション科目 
グローバルに活躍するための汎用的技能を育

成する科目で構成される。専門職にとって国

際的活動のためには英語力が必要で、この学

修は必修である。以下の配置による、臨地実

務実習の期間と卒業間近の 4 年次後期を除く

期間において、2 単元/週以上英語を学ぶこと

が可能となる。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「英語コミュニケーションⅠ

a」後期：「英語コミュニケーションⅠb」 
2 年次 前期：「英語コミュニケーションⅡ

a」後期：「英語コミュニケーションⅡb」 
3 年次 前期：「英語コミュニケーションⅢ

a」後期：「英語コミュニケーションⅢb」 
4 年次 前期：「英語コミュニケーション

Ⅳ」 
 
 
② コミュニケーションツール科目 
①の能力を最大限に生かすためには、社会へ

の正確な発信力が重要である。そこで、発信

力を養成する科目を配する。この科目は、プ

レゼンテーションスキルなどを養成し、単な

る発信力のみではなく、効果的な発信力の養

成を目指す。 
＜配置科目＞ 
1 年次 後期：「コミュニケーションツー

ル」 
 
 
③ 倫理科目 
“Designer in Society（社会とともにあるデザ

 
4.3.4 総合科目 
総合科目は、それまでに学んだことを、変化

する社会の要請に対し主体的に、また結果に

対する倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応え

る“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”となるべく、実践的かつ応用的な

能力を総合的に高めるための集大成となる科

目を配置する。 
 
 
4.4 4 つの科目区分の観点と体系的教育課程

の編成 
体系的教育課程の編成については資料 9, 10に

概念図を記すとともに、以下に説明する。 
 
 
 
 
 

 4 つの科目区分における体系的教育課

程の編成 
基礎科目における体系的教育課程の編成 
上記で述べた能力を養成するために、本学の

基礎科目は、伝統的な領域科学志向の考え方

と異なるデザイン志向の論理を身につける感

性的思考を支援する知識群を置くこととし、

3 本柱として以下を網羅することとする。教

養にあたる基礎的科目のため、英語を除く科

目は全て 1, 2 年次に配置される。加えて、国

際的コミュニケーション力の養成に重きを置

く本学における英語に関連する科目について

は 4 年間学びを通しての全学年に該当する科

目を配置している。 
 
① グローバルコミュニケーション科目 
グローバルに活躍するための汎用的技能を育

成する科目で構成される。 
社会的期待の探索のために必要な理解力、及

びデザイン結果とその背景の思想についての

社会への正確な発信力は、専門職にとって不

可欠の条件であり、生涯にわたり深化させる

べき能力であって、その基礎を学修する。国

際的活動のためには英語力が必要で、この学

修は必修である。以下の配置による、臨地実

務実習の期間と卒業間近の 4 年次後期を除く

期間において、2 単元/週以上英語を学ぶこと

が可能となる。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「英語コミュニケーションⅠ
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イナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科

目を据える。 
専門職は、社会的期待に対する回答を社会に

提供することを使命とするのであるから社会

に対して責任を持つ。したがって組織内で協

調的仕事を行う場合も、個人として仕事をす

る場合もともに倫理的であることが必要条件

であり、専門職が社会に対して持たなければ

ならない倫理について学修する。 
＜配置科目＞ 
3 年次 前期：「社会と倫理」 
 
 
④ 基礎科目 
広義のデザインにおける感性的思考を支援す

る知識・理解の科目を基礎科目の中に加え

る。本学で要請する専門職は情報技術分野で

あるがゆえに特有の感性に基づく判断を求め

られる。これを涵養するために、感性そのも

のの取り扱いに加え、比較文化論、記号学、

などに関する、職能人として基礎的・汎用的

な知識・教養を持つことで達成される。また

比較文化論は文化に対する感性、記号論はコ

ミュニケーションにおける基礎的な理論の役

割を果たす。これは情報工学科（例えばユー

ザーインターフェース設計などで有益）、デ

ジタルエンタテインメント学科（例えば CG
やデジタルゲーム制作では直接必要となる）

の両学科の学生に有益である。 
 
＜配置科目＞ 
1 年次  前期：「比較文化論」、「感性をは

かる」 
後期：「コミュニケーションと記号論」 
 
 
4.1.1.2 職業専門科目における体系的教育課程

の編成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ

て、職業専門科目は学科内で共通する科目を

集めた学科共通科目と、各学科に据えたコー

スに呼応したコース別科目の 2 種類に分類さ

れる。その中でも共通科目についてはデザイ

ン的思考に対し中核的な科目となる「学科包

括科目」となる「情報工学演習」、「デザイ

ンエンジニア概論」、「コンテンツデザイン

概論」を体系的に用意し編成する。プロトタ

イプを作成する能力が身につく職業専門科目

は、年次が上がるにつれ内容が高度化する。 
また、臨地実務実習科目も職業専門科目内に

a」後期：「英語コミュニケーションⅠb」 
2 年次 前期：「英語コミュニケーションⅡ

a」後期：「英語コミュニケーションⅡb」 
3 年次 前期：「英語コミュニケーションⅢ

a」後期：「英語コミュニケーションⅢb」 
4 年次 前期：「英語コミュニケーション

Ⅳ」 
 
（追加） 
 
② 倫理科目 
“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科

目を据える。 
専門職は、社会的期待に対する回答を社会に

提供することを使命とするのであるから社会

に対して責任を持つ。したがって組織内で協

調的仕事を行う場合も、個人として仕事をす

る場合もともに倫理的であることが必要条件

であり、専門職が社会に対して持たなければ

ならない倫理について学修する。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「社会と倫理」 
 
 
 
 
③ 基盤科目 
広義のデザインにおける感性的思考を支援す

る知識・理解の科目を基盤科目として添え

る。 
専門職は組織の一員として行動するだけでな

く個人としての責任において社会的に行動す

ることを基本とする者である。そのためには

専門職に課せられる固有の人格を持つことが

求められ、社会と人間についての洞察力、行

動がもたらす社会への影響の予測力、未来社

会を描き出す構想力などを基礎として持つ必

要がある。これは分野でいえば、職能人とし

て基礎的・汎用的な知識・教養を持つことで

達成される。 
＜配置科目＞ 
1 年次  前期：「比較文化論」、「感性をは

かる」 
後期：「コミュニケーションと記号論」 
 
 
4.1.2.1 職業専門科目における体系的教育課程

の編成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ
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体系的に用意し編成する。臨地実務実習科目

に当たる「臨地実務実習位置～Ⅲ」について

は、後の 11 章「実習の具体的計画」で明記す

る。 
 
職業専門科目は、各学科に特徴が出る科目で

ある。以下に、学科別に記す。 
 情報工学科は、最も大きな分類として AI、
IoT、ロボットといった、本学科が用意した 3
コースと呼応し、大きく 2 つの科目群に分か

れる。全コースに共通して修得すべき能力を

養成する科目を「共通（必修）」科目群、コ

ース別でより一層技術力を深化させる科目を

「コース別（選択）」科目群とし、「共通

（必修）」科目群はさらに、該当分野全般に

精通する「学科包括」科目群、工学に絡んだ

数学や英語の理論を修得する「数理英」科目

群の他に、「電子回路」「プログラム言語」

「情報通信」といった科目群が揃う。選択科

目は AI, IoT, ロボットといった 3 コースに呼

応する履修モデルである。AI 戦略コース（資

料 9-1-1）の特徴は、学科共通で学ぶ解析学や

確率統計論などの理論科目に続き、「人工知

能数学」という AI 戦略コースに特化した数学

が配されていることや、「人工知能基礎」と

った、学科包括科目の AI コースを俯瞰する歴

史的背景など導入部分の科目があること、加

えて、他コースとは違った実習の動きをし、

自然言語処理に特化した実習「メディア情報

処理実習」が、講義科目を踏まえた後に実施

されるように教育課程が体系だっている。

IoT システムコース（資料 9-1-2）の特徴は、

資料 9-1 を見ると分かるように、AI 戦略コー

スと、ロボット開発コースの双方に共通の科

目が配されていることが特徴である。段階的

に、ハードウェア側とソフトウェア側両方を

学びながら、最終的に IoT サービスデザイン

といった、他コースには感性も必要とする科

目が配されている。ロボット開発コース（資

料 9-1-3）の特徴は、物理の理論科目「力学」

に加え、「材料工学・材料力学」といった、

理論科目が順序だてて配されていることが他

コースには無い特徴であるといえよう。 
デジタルエンタテインメント学科も、最も大

きな分類としてゲームと CG といった、本学

科が用意した 2 コースと呼応する形で、共通

して修得すべき科目と、各コースに特化した

科目の大きく 2 つの科目群に基本的に分かれ

る。情報工学科と同様に、本学の工科学部と

して「学科包括」、「数英」、「情報通信」

て、職業専門科目は学科内で共通する科目を

集めた学科共通科目と、各学科に据えたコー

スに呼応したコース別科目の 2 種類に分類さ

れる。その中でも共通科目についてはデザイ

ン的思考に対し中核的な科目となる「学科包

括科目」となる「情報工学演習」、「デザイ

ンエンジニア概論」、「コンテンツデザイン

概論」を体系的に用意し編成する。プロトタ

イプを作成する能力が身につく職業専門科目

は、年次が上がるにつれ内容が高度化する。 
また、臨地実務実習科目も職業専門科目内に

体系的に用意し編成する。臨地実務実習科目

に当たる「インターンシップⅠ～Ⅳ」につい

ては、後の 11 章「実習の具体的計画」で明記

する。 
 
職業専門科目は、各学科に特徴が出る科目で

ある。以下に、学科別に記す。 
 情報工学科は、最も大きな分類として AI、
IoT、ロボットといった、本学科が用意した 3
コースと呼応し、大きく 2 つの科目群に分か

れる。全コースに共通して修得すべき能力を

養成する科目を「共通（必修）」科目群、コ

ース別でより一層技術力を深化させる科目を

「コース別（選択）」科目群とし、「共通

（必修）」科目群はさらに、該当分野全般に

精通する「学科包括」科目群、工学に絡んだ

数学や英語の理論を修得する「数理英」科目

群の他に、「電子回路」「プログラム言語」

「情報通信」といった科目群が揃う。 
 
（追加） 
 
デジタルエンタテインメント学科も、最も大

きな分類としてゲームと CG といった、本学

科が用意した 2 コースと呼応する形で、共通

して修得すべき科目と、各コースに特化した

科目の大きく 2 つの科目群に基本的に分かれ

る。情報工学科と同様に、本学の工科学部と

して「学科包括」、「数理英」、「情報通

信」が配され、その他はコースごとにさらに

細分化され学年の進行とともに深化してい

く。 
 
（追加） 
 
デジタルエンタテインメント学科で特徴的な

のは、ゲームと CG は関係性が強いこと、企

業側が採用時からプランナーとプログラマー

といった職種別で入り口を分けていること
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が配され、その他はコースごとにさらに細分

化され学年の進行とともに深化していく。選

択科目は、情報工学科同様、ゲームとCGの2
コースに呼応する履修モデルが配されてい

る。ゲームプロデュースコースの特徴は、こ

のコースの中でも 2 つの履修モデルが想定で

きるところが特徴である。これは、産業界が

プログラマーとプランナーそれぞれに特化し

た人事配置などを行っていることを鑑み他結

果でもある。CG アニメーションコースの特

徴は、段階的に積み上げられた最後に総合演

習が組まれていることである。CG 映像の基

礎から、表現について段階的に学び、キャラ

クタデザインのみならず、UI/UXやゲームAI
についても学び、最終的にそれらを統合する

力がより求められているといえよう。 
 
4.4.1.3 展開科目における体系的教育課程の編

成 
本学の展開科目は、社会的期待を探索しつ

つ、その実現について学ぶために、課題を達

成するための知識に加え、社会に発信し説明

するために必要な知識を学修する。国内のみ

ならず世界の社会的期待を感知し、その解決

をビジネスとして実現するためには鋭敏なビ

ジネスセンスが必要であることは言うまでも

ない。 
基礎科目、職業専門科目の学修によって得た

思考能力及び知識を身につけて卒業し、それ

を源泉として自ら専門職の仕事をする場を設

定したとき、その能力・知識を有効に発揮・

使用し、さらに能力を深化させていくために

は、その場で遭遇する多様な社会、組織、協

力者などの環境と矛盾することなく行動する

ことが必要である。これは専門職としての仕

事をする場において関与する環境とそれに対

応する方法に関する知識であるといってよ

い。 
それは卒業後専門職として歩む道として、専

門職の能力を高めつつ成長を続け、最終的に

はリーダーとして社会に寄与するという一つ

の典型を考えた時、その計画を現実化する道

で身につけてゆくべきものであり、入学時の

動機を成熟させて卒業時の動機とするために

必要な科目である。 
 

(ア)  ビジネス教養科目群 
アイデアはアイデアであって、アウトプット

によってビジネスに変換することで実社会に

初めて価値がもたらされるものである。そこ

等、エンタテインメント業界における明確な

産業界の動向を鑑みて、必修科目群と選択科

目群がコースの内外に混在していることであ

る。例えばゲームプロデュースコースを希望

すると、低学年の CG コースの授業も必修科

目として受講する。このような教育課程の体

系を取ることで、専門職として社会に飛び出

し他後、どの職種であろうとエンタテインメ

ントという比較的広範囲でない業界で連携を

取るに必要な多職種の理解につながる。 
 
 
4.4.1.3 展開科目における体系的教育課程の編

成 
本学の展開科目は本学が位置する東京都を中

心とした地域の持つ独自の産業、文化、生活

などの具体的な環境の中で、社会的期待を探

索しつつ、その実現について学ぶために、課

題を達成するための知識に加え、社会に発信

し説明するために必要な知識を学修する。国

内のみならず世界の社会的期待を感知し、そ

の解決のための方法を身につける知識群を置

くこととし、それらは以下を網羅することと

する。 
基礎科目、職業専門科目の学修によって得た

思考能力及び知識を身につけて卒業し、それ

を源泉として自ら専門職の仕事をする場を設

定したとき、その能力・知識を有効に発揮・

使用し、さらに能力を深化させて専門職とし

ての能力を向上し自らが目標とする専門職に

なるためには、その場で遭遇する多様な社

会、組織、協力者などの環境と矛盾すること

なく行動することが必要である。これは専門

職としての仕事をする場において関与する環

境とそれに対応する方法に関する知識である

といってよい。 
これらは、卒業後専門職として歩む道とし

て、専門職の能力を高めつつ成長を続け、最

終的には社長（リーダーシップ力）として社

会に寄与するという一つの典型を考えた時、

その計画を現実化する道で身につけてゆくべ

きものであり、入学時の動機を成熟させて卒

業時の動機とするために必要な科目である。 
 
① ビジネス教養科目群 
アイデアはアイデアであって、アウトプット

によって実社会に初めて価値がもたらされる

ものである。 
行動に関する知識や指針となる、企画力、発

信力、マネジメント力、市場戦略力、知的財
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で、行動に関する知識や指針となる、企画

力、発信力、マネジメント力、市場戦略力、

知的財産の保護、現在の諸問題から鑑みる潜

在的社会問題を察知するビジネス展開力など

を配する。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「企画・発想法」 
後期：「プロジェクトマネジメント」 
 2 年次 後期：「チームワークとリーダー

シップ」 
３年次 前期：「知的財産権論」 
3 年次 後期：「企業経営論」、「グローバ

ル市場化戦略」 
4 年次 前期：「ベンチャー起業経営」 
 
「企画・発想法」はプロジェクトの企画方

法、アイデアの発想法のツールやテクニック

に関する科目である。 
これに対して、プロジェクトやチームといっ

た比較的小さな組織単位におけるマネジメン

ト手法やツールについて議論する科目が２つ

あり、「プロジェクトマネジメント」は科目

の名の通り、プロジェクトマネジメントの手

法やツールに関する一般的、実践的な科目で

ある。一方、「チームワークとリーダーシッ

プ」はチーム内でのチームワーク力やリーダ

ーシップ力といった個人の能力の養成を意図

している。 
これらに対し、「知的財産権論」では特許、

著作権、意匠権などの知的財産権を取得、保

護する法令、メカニズムについて、これらに

直接かかわることの多い専門職として学修す

る。最近は個人情報の保護なども関連してき

ておりこの科目の重要性は増している。 
残りの３科目はビジネスを企業という単位で

見たときの重要なトピックをカバーする。ま

ず「企業経営論」では特に企業のビジネスプ

ラン、ビジネスモデル、経営戦略と言った経

営の根幹にかかわる事項を学修する。「グロ

ーバル市場化戦略」は商品マーケティング、

市場開拓、海外進出、海外市場戦略などにつ

いて論じる。最後に「ベンチャー起業経営」

はおそらく本学の卒業生の長い人生の中で経

験するかもしれぬベンチャー企業の起業につ

いて、特に「ヒト」「モノ」「カネ」に関す

る基本的知識を学ぶ。 
 

(イ)  地域ビジネス実践科目 
産学官連携による実習科目で、テーマ選定、

プロジェクト指導、成果評価などを教育課程

産の保護、現在の諸問題から鑑みる潜在的社

会問題を察知するビジネス展開力などを配す

る。 
 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「企画・発想法Ⅰ」 
後期：「企画・発想法Ⅱ」『マネジメント

論』 
 3 年次 前期：「知的財産権論」、『ビジ

ネス課程論』 
3 年次 後期：「グローバル市場化戦略」、

「リソースマネジメント」 
4 年次 前期：「企業経営論」 
 
上記に記した科目のうち、該当職業分野を鑑

み『マネジメント論』と『ビジネス課程論』

は学科ごとに違う科目を配する。 
『マネジメント論』については「プロジェク

トマネジメント」と「組織化とリーダーシッ

プ」科目を用意し、「プロジェクトマネジメ

ント」は情報工学科に、「組織化とリーダー

シップ」はデジタルエンタテインメント学科

に配する。ここでは科目の名の通り、プロジ

ェクトマネジメント力やリーダーシップ力と

いった能力の養成を意図しているが、デジタ

ルエンタテインメント学科においては、職業

専門科目に配した「プロジェクトマネジメン

ト（ゲーム）」を配しているため、その関係

性も考慮し、学科ごとに違う科目を配する。 
『ビジネス課程論』については、実際のビジ

ネス展開が社会でどのように行われるのか、

企業内・企業間の取引やその役割を学ぶ科目

である。該当職業分野を鑑みた時、行動に関

する知識や指針に対してより適切な科目を配

するために、情報工学科では「サプライチェ

ーンマネジメント」を、デジタルエンタテイ

ンメント学科では「ビジネスマネジメント」

を配する。 
 
 
② 地域ビジネス実践科目 
産学官連携による実習科目で、評価を実際に

外の機関にも委ねる。加えて、この授業は教

育課程連携協議会の地域（若しくは協力）に

該当するメンバーから協力と支援を得る。 
企画発想・制作・評価の一貫した制作過程を

実践することを通して、地域産業、さらに広

く社会一般において価値が創造される過程を

実感的に学び、社会の中で働く専門職として

東京から発信する真の地方創生力や国際力と
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連携協議会のメンバー機関に協力と支援を依

頼する。 
企画発想・制作・評価の一貫した制作過程を

実践することを通して、地域産業、さらに広

く社会一般において価値が創造される過程を

実感的に学び、社会の中で働く専門職として

地域創生力や国際力といった価値創造を牽引

する能力を身につける。 
 
＜配置科目＞ 
2 年次 通期：「地域共創デザイン実習」 
 
 
4.4.1.4 総合科目における体系的教育課程の編

成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ

て、「卒業研究制作」を 4 年次に配すること

で、本学の学びの集大成となるように体系的

な教育課程を編成する。 
＜配置科目＞ 
4 年次 通期：「卒業研究制作」 
 
 
4.4.2 臨地実務実習を含む実習について 
本学では専門職大学設置基準に則り、実習に

よる授業科目を 40単位以上配している。加え

て、実習科目は全て 30 時間から 45 時間まで

の範囲時間の授業をもって 1 単位としてお

り、実習が適切に教育課程に含まれている。 
また、後の 11章で詳細を述べるが、全学部全

学科に共通で配置されている臨地実務実習に

あたる「インターンシップⅠ～Ⅳ」の臨地実

務実習先の確保状況は、平成 30 年 10 月時点

で既に定員数を上回っており、十分数確保し

ているといえる。さらに、学生の希望に応じ

て実習先を選択できるよう、開学に向けてさ

らに実習先を確保する。加えて、「インター

ンシップⅢ～Ⅳ」の実習先については、海外

における臨地実務実習も一定数確保してお

り、一定の条件を満たすことで海外での実習

も参加可能である。 
 
 
 
4.5 教育課程編成上の工夫 

4.5.1 臨地実務実習実施における教育上の工

夫 
臨地実務実習に当たる「臨地実務実習Ⅰ～

Ⅳ」において、受け入れ先企業の新規開拓は

特別な期間を定めることなく実施するととも

いった価値創造を牽引する能力を身につけ

る。 
 
＜配置科目＞ 
2 年次 通期：「地域共創デザイン実習」 
 
4.4.1.4 総合科目における体系的教育課程の編

成本学では 4.3 節で言及した目的と配置をも

って、「卒業研究制作」を 4 年次に配するこ

とで、本学の学びの集大成となるように体系

的な教育課程を編成する。 
＜配置科目＞ 
4 年次 通期：「卒業研究制作」 
 
 
4.4.2 臨地実務実習を含む実習について 
本学では専門職大学設置基準に則り、実習に

よる授業科目を 40 単位以上配している。加え

て、実習科目は全て 30 時間から 45 時間まで

の範囲時間の授業をもって 1 単位としてお

り、実習が適切に教育課程に含まれている。 
また、後の 11 章で詳細を述べるが、全学部全

学科に共通で配置されている臨地実務実習に

あたる「インターンシップⅠ～Ⅳ」の臨地実

務実習先の確保状況は、平成 29 年 10 月時点

で既に定員数を上回っており、十分数確保し

ているといえる。さらに、学生の希望に応じ

て実習先を選択できるよう、開学に向けてさ

らに実習先を確保する。加えて、「インター

ンシップⅢ～Ⅳ」の実習先については、海外

における臨地実務実習も一定数確保してお

り、一定の条件を満たすことで海外での実習

も参加可能である。 
 
 
 
4.5 教育課程編成上の工夫 

4.5.1 臨地実務実習実施における教育上の工

夫 
臨地実務実習に当たる「インターンシップⅠ

～Ⅳ」において、受け入れ先企業の新規開拓

は特別な期間を定めることなく実施するとと

もに、学生が望む企業にて実習ができるよう

に受け入れ先企業の希望調査を事前に行い、

必要に応じて新規開拓に努める。加えて、海

外臨地実務実習に参加する学生について、各

インターン実施期間に対し時間的余裕をもた

せて確定させることで、ビザの取得といった

諸手続きの不足等で参加できないといった事

態にならないように配慮する。 
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に、学生が望む企業にて実習ができるように

受け入れ先企業の希望調査を事前に行い、必

要に応じて新規開拓に努める。加えて、海外

臨地実務実習に参加する学生について、各イ

ンターン実施期間に対し時間的余裕をもたせ

て確定させることで、ビザの取得といった諸

手続きの不足等で参加できないといった事態

にならないように配慮する。 
また、初めての臨地実務実習が行われる「臨

地実務実習Ⅰ」の事前指導として、名刺交

換、電話の受け答え、メールのやり取りとい

った社会人のマナー基礎や、臨地実務実習で

知り得た機密事項の取り扱い等について学内

でオリエンテーションを行い、学生が実習を

スムーズに始められるように配慮する。 
 
 

 入学時の学力差異の補助 
入学生の基礎学力格差等を解消できるよう

に、高校の数学・物理・英語を補う「基礎数

学」、「基礎物理」と「基礎英語」を開講す

る。これらは卒業要件に含まれない科目であ

るが、入学直後に基礎学力の確認を行い、各

学科の 1 年次における授業の習熟に影響が出

ると判断される学生に対しては受講を促す。

上記で説明した通り、「基礎数学」、「基礎

物理」及び「基礎英語」については、入学時

の学力差を担保するための科目であり、補講

にあたる科目である。よって、大学教育とし

て適切な水準となっていない科目に当たるた

め、卒業要件に係る単位を与えていない補講

科目として設定している。 
 
 
4.6 研究活動に関する考え方 
本学が掲げる“Designer in Society（社会とと

もにあるデザイナー）”を養成するために、数

学、物理学、制御工学、機械設計など工科に

おける基礎知識に加え、情報科学として、情

報数学、人工知能、情報システム、機械学

習、コンピュータグラフィックス、ソフトウ

ェア工学など、またより高度な階層をもつ

IoT、ロボテイックス、などを学ぶ。これら

は社会の中のデザイナーとなるために必修の

科目である。またデザイナーは、専門分野を

熟知するだけの専門家でなく、実際に社会の

中で行為する人であるから、これらの学んだ

知識を使ってデザインという行為をすると

き、それが外界に与える効果について十分な

理解を持つために、３年次に配当された「社

また、初めての臨地実務実習が行われる「イ

ンターンシップⅠ」の事前指導として、名刺

交換、電話の受け答え、メールのやり取りと

いった社会人のマナー基礎や、臨地実務実習

で知り得た機密事項の取り扱い等について学

内でオリエンテーションを行い、学生が実習

をスムーズに始められるように配慮する。 
 
 

4.1.2 入学時の学力差異の補助 
入学生の基礎学力格差等を解消できるよう

に、高校の数学・物理・英語を補う「基礎数

学」、「基礎物理」と「基礎英語」を開講す

る。これらは卒業要件に含まれない科目であ

るが、入学直後に基礎学力の確認を行い、各

学科の 1 年次における授業の習熟に影響が出

ると判断される学生に対しては受講を促す。

上記で説明した通り、「基礎数学」、「基礎

物理」及び「基礎英語」については、入学時

の学力差を担保するための科目であり、補講

にあたる科目である。よって、大学教育とし

て適切な水準となっていない科目に当たるた

め、卒業要件に係る単位を与えていない補講

科目として設定している。 
 
 
 
4.6 研究活動に関する考え方 
本学が掲げる“Designer in Society（社会とと

もにあるデザイナー）”を養成するために、機

械設計、回路設計、制御システム設計など工

科における基礎知識に加え、情報科学とし

て、情報数学、人工知能、情報システム、機

械学習、OSなど、またより高度な階層をもつ

IoT、ロボテイックス、などを学ぶ。これら

は社会の中のデザイナーとなるために必修の

科目である。またデザイナーは、専門分野を

熟知するだけの専門家でなく、実際に社会の

中で行為する人であるから、これらの学んだ

知識を使ってデザインという行為をすると

き、それが外界に与える効果について十分な

理解を持つことが求められる。そのために、

自らの制作が社会にとってどの様な意義を持

つのかを深く認識するために 1 年次に配当さ

れた「社会と倫理」、「比較文化論」などの

科目を通して、技術によってもたらされる環

境破壊などの社会問題を考察する道徳心や、

そのための広いコミュニケーションを可能に

する外国語（英語）を学ぶ。また 2 年次に配

当され産学官連携を目的とした「地域共創デ
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会と倫理」、４年次の「持続可能な社会」な

どの科目を学ぶ。さらに、自分のデザインの

ための広いコミュニケーションを可能にする

外国語（英語）を学ぶ。また 2 年次に配当さ

れ産学官連携を目的とした「地域共創デザイ

ン実習」、3 年次にはグローバルな視野を養

成する「グローバル市場化戦略」は、幅広い

連携相手、手段を知る機会である。 
このように、デザイン行為のための必要な能

力、デザイナーとして社会で行動するときに

必要なグローバルな思考や地域文化と国際性

の理解に必要な能力が習得される。それらを

前提とし、4 年間の学びの集大成の科目とし

て 4 年次に「卒業研究制作」を全学部全学科

に必修科目として配置し、研究・制作を行う

教育課程を編成している。 
 このような教育を支えるために必要な研究

をすべての教員が行う。研究は科学的知識生

産のための領域別に固有の方法による研究で

なく、「領域×IT」という応用領域において

社会的期待に対しデザイナーとして応える創

造行為のための研究である。科学的知識生産

のための研究は分析的、説明的であるが、

「領域×IT」という応用領域におけるデザイ

ンは、異なる複数の領域に関わる知識を運用

し説明ではなく新たな人工物を創造する。例

えば、電気モータの性能を電磁気学の知識を

応用して分析的に説明するのが科学的知識で

あるが、モータの設計はそのような性能を満

たすモータの諸元を電磁気学、モータの回路

理論、モータの冷却の知識、モータの制御工

学といったありとあらゆる知識を動員して導

出する。モータの設計ですらこうなのである

から、ロボットの設計ではこれをはるかに超

える量と幅の知識が必要となり、ロボットを

一つのエージェントとする IoT システムの設

計はさらに複雑になることは言うまでもな

い。そのことはロボット・デザイナーになる

ための知識量が極めて膨大となることを意味

するが、一方で幸いなことにコンピュータの

力やチームワークのおかげですべてを必ずも

知る必要もなく、チームワークやリーダシッ

プを実習の過程で学ぶことの重要性が正当化

される。 
このようないわば複合領域、多領域融合にお

ける知識の統合、それはデザイン思考に基づ

くシステムインテグレーションの結果、ソフ

トウェアとしてインプリメントする過程であ

ると言えるが、このような研究が両学科での

研究の主要な形態の一つであると予想され、

ザイン実習」、3 年次にはグローバルな視野

を養成する「グローバル市場化戦略」といっ

た科目を学ぶ。 
このように、デザイン行為のための必要な能

力、デザイナーとして社会で行動するときに

必要なグローバルな思考や地域文化と国際性

の理解に必要な能力が習得される。それらを

前提とし、4 年間の学びの集大成の科目とし

て 4 年次に「卒業研究制作」を全学部全学科

に必修科目として配置し、研究・制作を行う

教育課程を編成している。 
 
 このような教育を支えるために必要な研究

をすべての教員が行う。研究は伝統的な科学

分野で行われる、科学的知識生産のための領

域別に固有の方法による研究でなく、社会的

期待にデザイナーとして応えるデザイン行為

にとって有用なデザイン支援知識体系の創出

のための研究である。従来は、あらゆる工学

領域に存在するデザイン、あるいは設計は、

各工学領域固有の知識の適用によって行われ

てきた。例えば建築設計では、建築物の強度

や居住性などの機能とは何かが説明される。

機械設計では、機械システムの動力、安定性

などの機能が説明される。この説明は分析的

であり、独自の方法、多くは数学であるが、

それを使って体系的な説明が行われる。この

ように、従来の領域における研究・教育のい

ずれも、ものが与えられてそれを分析し、分

析結果である科学的知識を生産し学ぶことに

主眼が置かれる。この場合、それらの知識を

使用して“もの”を作るのは、発明と呼び、正

規のカリキュラムには取り上げられない。各

領域で生み出された知識は科学的知識と呼ば

れ論文として登録される。このようにして科

学的知識は常に増大して行くが、それは豊富

でありこれがその後の科学研究を知性によっ

て行うことを可能にしている。 
 一方、本学のザインを主体とする教育・研

究では、一般には言葉で述べられる期待を出

発点とし、“もの”を創出することが目的であ

る。このとき、このデザインを支援する体系

的知識がない。したがってデザインは感性に

よって行われるといわれることが多い。デザ

インも、もちろん科学的知識を使って知性に

よって行われるが、科学的知識の及ばない部

分を多く含み、特に独創的デザインには感性

が重要な働きをする。この感性を支援する体

系知識の欠落は、人工物が自然及び社会と矛

盾する状況を生むが、これは現代の深刻な問
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4 年次総合科目「卒業研究制作」において行

う学生の研究でも、スケールは小さくなるも

ののそのことは変わらないであろう。つま

り、その時点までに修得した基礎科目、職業

専門科目、展開科目に関する技術・知識を集

結し、テーマ選定におけるニーズ調査、分析

においては学術論文・特許調査、学会等での

研究発表の聴講、専門技術展での情報収集、

アンケート等によるユーザー調査を基に行

う。これまでに学んできたグローバル性や地

域性を考慮しビジネスとの接点に重きを置い

た応用研究がテーマとなるのである。 
学生の研究成果は卒業制作や卒業論文として

まとめ、制作物つまりプロトタイプは学内に

展示し継承するが、研究成果を対外コンペテ

ィションや企業向けプレゼンテーション、学

会などで公開し評価を受け、参加者との交流

により情報交換及び人脈作りを行うことも本

人の成長のために重要である。 
 一方、特にデジタルエンタテインメント学

科での作品制作は人工物の設計とは、やや色

合いが異なる。これは科学的知識、工学的知

識だけを統合してプログラムの動作原理とし

てインプリメントするのが情報工学科におけ

る研究であるのに対比して、デジタルエンタ

テインメント学科での作品制作は、科学的知

識、工学的知識に加えて感性に基づく判断が

大きな役割を果たす。もちろん、感性に基づ

く判断は情報工学科の人工物設計でも必要で

ある。例えばユーザーインターフェースの設

計やユーザビリティの考慮といった時、客観

的に計測できる物理量以外のファクタを考慮

せねばならない。それは情報工学科でも同様

の事情であり、したがって両学科ともに感性

を涵養する科目群を学び、また演習や実習、

卒業研究制作でも感性に基づく判断を求めら

れ、最終的には研究にも反映していく。 
 
 

題である。本学教育の中心に据えるデザイン

学は、この体系化を目標とするものである

が、これは各教員研究のみならず、学生の制

作においても重要な課題と位置づけ、制作に

おいては“もの”を作るとともに、その過程で

得られたデザイン学の要素を表現することを

求める。 
 本学における研究領域の具体的な説明につ

いては、後の 8 章でも述べるが、『Getting 
started with the SDGs in Universities（資料

13）』を参考に、SDGs の指針に合った研究

を推奨する。加えて、研究家と実務家が連携

することは、後の 5 章でふれる教員組織のう

ち、特に研究実務家や研究家を目指す実務家

教員の育成にもつながる。 
 
学生の研究は、4 年次総合科目「卒業研究制

作」において行う。これまでに修得した基礎

科目、職業専門科目、展開科目に関する技

術・知識を集結して取り組む。テーマ選定に

おけるニーズ調査、分析においては学術論

文・特許調査、学会等での研究発表の聴講、

専門技術展での情報収集、アンケート等によ

るユーザー調査を基に行う。これまでに学ん

できたグローバル性や地域性を考慮しビジネ

スとの接点に重きを置いた応用研究をテーマ

とする。デザイン思考に基づき得られた成果

を対外コンペティションや企業向けプレゼン

テーション、学会などで公開し評価を受け

る。参加者との交流により情報交換及び人脈

作りを行う。成果は卒業制作や卒業論文とし

てまとめ制作物は学内に展示し継承する。 
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 
新 旧 

資料 8  
カリキュラム配置 

資料 9 
カリキュラム配置 

資料 9 
カリキュラムツリー 

（追加） 

資料 10 
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリ

シーの関係 

（追加） 

 
 
 
 



シラバス （工科学部 情報工学科） 

 

新 旧 
【通番】1 

 

【通番】1 
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1

履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ
ミュニケーション

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1

英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1

英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 比較文化論

2

コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

6
単位

選択

（ｺｰｽ別）

8
単位以上

ﾛﾎﾞｯﾄ

組込みシステ
ム制御実習 3

自動制御機
械開発実習 3

産業用ロ
ボット実習 2

情報工学概
論 2

デザインエ
ンジニアリ
ング概論

3

職業専門
科目

情報数学
2

確率統計論
2

技術英語
2

79.5

線形代数
2

単位
以上

必修

解析学
2

36.5

プログラミ
ング

C言語基礎

3

組込みC,
C++言語 3

プログラミング
概論 1.5

ソフトウェ
アシステム
開発

2

単位
情報
通信

コンピュータシ
ステム基礎 2

データベー
ス基礎と応
用

2

情報セキュ
リティ応用 2

電子
回路

電子回路基
礎 3

回路・プリ
ント基板設
計

3

人工知能基
礎 1.5

機械学習

2

深層学習

2

自然言語処
理 1.5

画像・音声
認識 2

人工知能数
学 1.5

デバイス・ネッ
トワーク 1.5

サーバ・
ネットワー
ク

1.5

9.0

IoTデバイス
プログラミ
ングⅠ

1

IoTデバイス
プログラミング
Ⅲ

2

単位以上 制御工学基
礎 2

IoTデバイス
プログラミング
Ⅱ

1

力学

2

制御工学基
礎 2

材料力学・材
料工学 2

ロボット機
構 2

機械設計

2

ロボット制
御 2

展開科目 必修

企画・発想法

1.5
プロジェク
トマネジメ
ント

2
知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会 2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ 1.5

企業経営論

2

ベンチャー起
業経営 1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目

4
単位

卒業要件 計 124 単位以上 選択科目

卒業研究制作 4

AI

IoT

必修科目

ﾛﾎﾞｯﾄ

演習
必修
4単位

研究
制作

講義
・

演習

ビジネス
教養

地域共創デザイン実習

講義
・

演習

Pythonプロ
グラミング

数学
物理
英語

選択

学科
包括

1.5

センサ・アク
チュエータ 2

カリキュラム配置  工科学部　情報工学科 資料　8

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期 前期 後期科目種別 前期 後期 前期 後期 前期

基盤

IoT
IoTシステム
開発Ⅰ 3

学科
共通

32

単位

臨地実務実習Ⅱ 7.5 臨地実務実習Ⅲ

ソリュー
ション開発
Ⅱ

4

AI

講義
・

演習

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5.0

人工知能シ
ステム開発
Ⅰ

1
メディア情報
処理実習

人工知能シ
ステム開発
Ⅱ

データ解析

IoTシステム
開発Ⅱ 3

IoTサービス
デザイン 2

2
人工知能応
用

7.5

ソリュー
ション開発
Ⅰ

2

1.5

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



2

履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ

ミュニケーショ

ン

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 単位 比較文化論

2
コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

9
単位

選択

5
単位以上

学科包括

コンテンツ
デザイン概
論

2

職業専門
科目

線形代数

2
統計論

2
技術英語

2

解析学

2

必修

コンピュータ
グラフィックス
Ⅰ 2

コンピュータ
グラフィックス
Ⅱ 2

79.5 39

情報
通信

電子情報工
学概論 2

単位
以上

単位 ゲーム構成論
Ⅰ 2

プログラミング
言語基礎 1.5

ゲームアルゴ
リズム 2

ゲームAI Ⅰ

1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅰ 3

コンテンツ制
作マネジメント 2

エンタテインメ
ント設計 1.5

デジタル造形
Ⅰ 3

デジタル造
形Ⅱ 3

映像論

2

CGデザイン
基礎 1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅱ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅠ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅡ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅢ 1

選択

6.5
単位以上 ゲーム構成論

Ⅱ 1.5
ゲームデザイ
ン実践演習 1

インターフェー
スデザイン 1

デジタル映像
表現技法基
礎 1.5

デジタル映像
表現技法応
用 3

デジタルキャ
ラクタ実践演
習 3

インターフェー
スデザイン 1

CGアニメー
ション総合
演習

1

展開科目 必修

企画・発想法

1.5

プロジェク
トマネジメ
ント

2

知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会

2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ 1.5

企業経営論

2

ベンチャー起
業経営

1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目 必修

4 4
単位 単位

卒業要件 計 124 単位以上

デジタルコンテンツ制作応用

6 3
デジタルコン
テンツ総合実
習

臨地実務実習Ⅲ

CGアニメー
ション総合実
習Ⅰ

3 2
CGアニメー
ション総合実
習Ⅱ

カリキュラム配置　工科学部 デジタルエンタテインメント学科 資料　8

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期前期後期 前期 後期科目種別 前期 後期 前期

講義
・

演習

基盤

臨地実務実習Ⅱ 7.5

ｹﾞｰﾑ

ゲーム制作技
術総合実習
Ⅰ

3

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5

ゲーム制作技
術総合実習
Ⅱ

2

CG

学科
共通

講義
・

演習

ｹﾞｰﾑ

CG

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾏｰ）

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾗﾝﾅｰ）

数学
物理
英語

3
ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅲ

3
ゲームAI Ⅱ

演習
研究
制作

CG

講義
・

演習

ビジネス
教養

1.5

地域共創デザイン実習

7.5

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

ゲームハード
概論

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



資料9-1【工科学部 情報工学科】 カリキュラムツリー

1
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資料9-1-1
【工科学部 情報工学科 ＡＩ戦略コース】 カリキュラムツリー



資料9-1-2

3

【工科学部 情報工学科 ＩｏＴシステムコース】 カリキュラムツリー



資料9-1-3

4

【工科学部 情報工学科 ロボット開発コース】 カリキュラムツリー



資料9-1-4

5

【工科学部 情報工学科】 理論科目の学習体系について
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資料10-1

ディプロマ・ポリシー
（学位授与の方針）

カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成・実施の

方針）

冒
頭

　本学は、卓越した機能によ
る技術的価値と優れた芸術的
表現による文化的価値を備
え、ビジネス上の成功を目指
しつつ社会や環境への配慮を
欠かさない人工物の創造をす
る“Designer in Society（社
会とともにあるデザイ
ナー）”となるために、定め
られた在籍期間、及び、所定
の単位を取得し、必修等の条
件を満たすこと等を卒業要件
とし、卒業を認定し学位を授
与する。

東京国際工科専門職大学
では、ディプロマ・ポリ
シーに掲げた学修成果を
得るために、デザイン思
考の教育課程を編成す
る。
学修方法･学修過程、学修
成果の評価の在り方は以
下のように定める。

冒
頭

本学部は情報技術を応用する領域におけ
る専門職を養成する。そのため、本学の
「ディプロマ・ポリシー」を踏まえた上
で、定められた課程において以下の知
識・能力を修得し、教育の理念である
「Designer in Society（社会とともに
あるデザイナー）」に従い、ものを創る
ことができる学生に対し、卒業を認定し
学位を授与する。

工科学部では、ディプロマ・ポリシー
に掲げた能力を身につけることができ
るように、以下のように教育課程を編
成する。
このように体系立てられ編成される教
育課程に対し、学修方法･学修過程、学
修成果の評価の在り方は以下のように
定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

主な
授業形
態

DP
No.

keywords ＜教育課程の区分＞

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学など
の基礎知識とともに、コンピュータシス
テムの構成に関する知識を有している

3
創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を
支援する知識・理解の科目を置く

2 創造

AI, IoT, ロボットの各分野において、
価値創造のためのソフトウェアアルゴリ
ズムやシステム構成方法論について理解
している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工
知能システムに関する論理的・数学的知
識を有している
・IoTシステムコースに所属する学生
は、ソフトウェア、ハードウェア、ネッ
トワークとデータ解析の知識を有してい
る
・ロボット開発コースに所属する学生
は、ハードウェアとソフトウェアのバラ
ンスした知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともに
あるデザイナー）”の根幹に当たる倫
理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解
している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコ
ミュニケーションの汎用的技能を育成
する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロ
ボット）と社会との接点を理解し、情報
システム技術をコアとして、システムイ
ンテグレーションに関する知識を総合的
に俯瞰することができる 1 分析

5
問題発見
力

情報工学を主導する専門職人材として問
題を発見する力を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現
力を有している

演習 2 創造

問題・課題解決のために知識を総合
し、価値創造の方法論を学ぶ科目を配
する。

7
プロトタ
イプ開発
力

情報技術を応用して対象領域の課題を解
決するソリューションのプロトタイプを
開発する能力を有している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工
知能システムの応用に着目する
・IoTシステムコースに所属する学生
は、IoTシステムのプロトタイプ開発を
行い、サービスデザインにも着目する
・ロボット開発コースに所属する学生
は、ロボットの応用に関する実践的プロ
トタイプ開発に着目する

7
プロトタ
イプ開発
力

プロトタイプ開発を主軸とする実習科
目を配置する

8 判断力

論理的思考能力と科学的知識によって最
適解を判断することができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション
能力を有している 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供する
ことができる 3

ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を養
成する科目を配置する

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択す
る能力を有している 12 倫理観

環境や社会への配慮し、持続可能な解
を生み出すための知識を学ぶ

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エ
ラーを厭わず最後までやり遂げる

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三
現主義（現場、現実、現物）で行動でき
る

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究
制作を実施します。この科目は、英語
での発表を義務付けている

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

工科学部東京国際工科専門職大学

東京国際工科専門職大学　工科学部
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

10

態
度
・
志
向

倫理観

1. 豊かな創造力
　対象領域を俯瞰し、問題・
課題を発見し科学的根拠を
もって分析するとともに、分
析した結果問題の本質を精査
できる総合力と、解決を複数
考案できる創造力、感性、倫
理観を有している。

2. 確かな実践力
　問題・課題解決に対し、実
際にプロトタイプを開発し複
数インプリメントすることで
実際に解決案を創造するとと
もに、最適解を選択できる社
会的倫理観を持ちながら判断
できる知識・能力を有してい
る

3. 鋭いビジネスセンス
　専門職人材として、顧客や
品質を第一に考えられるとと
もに、現実的判断をもって遂
行することのできるビジネス
スキルと共に、自身が持つ好
奇心の実現に向け協調性を
もって、主体的に行動するこ
とができる。

4. 高い倫理観
　倫理観をもって社会の責務
を認識した行動指針を有して
いるとともに、顕在する問題
解決のみならず、社会の持続
性・発展性まで考慮すること
のできる専門職人材である。

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

講義

講義

展開
科目

＜教育課程の区分＞
1. 教育課程は①対象領域
を俯瞰し、②問題・課題
を発見し、③解決策を考
え、④プロトタイプを開
発し、⑤評価から①に戻
る一連の過程に必要な知
識、能力を得られる教育
課程とする。

2. 専門職人材としてプロ
トタイプ開発を行う実践
力とビジネスセンスを磨
き倫理観をもって対象領
域にアプローチするため
に必要な科目を配する。

3．実習科目を中心として
志向・態度を学び、チャ
レンジ精神、向上心、探
究心を涵養する

＜教育内容・方法＞
本学では「担任制度」を
設け、学生10名程度に1名
以上の担当教員を配し、
学修計画・履修登録のみ
ならず、より良い教育及
び学修を円滑に運営する
ための人間環境を整え
「個に対する教育」を行
う。
（学修方法）
科目が初歩的なものから
専門的なものへと進行す
る配置の中で、初歩的過
程で学んだ科目内容が、
どのようにして専門的な
科目の基礎をなすか、ま
た専門的科目の内容がど
のようにして社会にどの
ように役立つかを実習科
目や総合科目を通じて学
ぶ。この実感が、
“Designer in Society
（社会とともにあるデザ
イナー）”の基礎とな
る。したがって、科目配
列は特に１年次では最初
に動機付け及びトピック
へのエクスポージャを目
的とした科目によって原
理や理論を深く学ぶので
はなく、何に使われてい
るかを中心に理解する。
その後に原理や理論を学
ぶ科目を配置している。
これは自分が持っている
社会に役立ちたいという
動機が、学問によって裏
付けられることを経験
し、実感的動機を科目学
修動機に変換させること
でもある。それに基づい
て、専門的な科目は動機
を満たすものとして自発
的に学習することが可能
となる。これを実現する
ために、実務経験のある
教員から何を学ぶかを知
り、また実習、演習、イ
ンターンシップなども、
漫然と課題に向かうので
なく、自発的に学習する
ものとして位置づけるこ
とができるものとなる。

実習

講義・
演習

多くの実習科目を通し、新しいモノ・
コトでも躊躇せず、変化を好んで対応
し、対話を通じて他者と協力し、机上
のデータだけではなく、自分の目で見
て耳で聞く行動指針を養成する

基礎
科目

職業
専門
科目

協調性をもって、主体的に行動すること
ができる。加えて、リーダーシップを発
揮することができる

設定された問題を解決するための理論
科目と、正確な判断力を養成する科目
を置く。これらの科目は職業専門科目
の講義科目として配する

職業
専門
科目

展開
科目

俯瞰力と問題発見力を涵養する実習科
目を配置する

実習による実践だけではなく、協調性
をもって、チームメンバーとして主体
的に行動する、または、リーダーとし
て、指導力を発揮する原理を学ぶ科目
を配する

知
識
・
理
解

能
力

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力
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資料10-2

冒
頭

情報工学科では、人工知能システム、IoTシステム、ロ
ボット中心とした情報工学における教育・研究・実践活
動を通して、情報工学分野における基礎及び専門技術に
関する知識と創造力を身につける。さらに、それらを俯
瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニケーション能
力を有し、グローバルに活躍できる技術者を養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生
に学位を授与する。

情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身に
つけることができるように、以下のように教育課程を編成
する。
　このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学
修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のよう
に定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

授業
形態

DP
No.

keywords

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とと
もに、コンピュータシステムの構成に関する知識を有し
ている 3

創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理
解の科目を置く

2 創造

AI, IoT, ロボットの各分野において、価値創造のため
のソフトウェアアルゴリズムやシステム構成方法論につ
いて理解している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムに
関する論理的・数学的知識を有している
・IoTシステムコースに所属する学生は、ソフトウェ
ア、ハードウェア、ネットワークとデータ解析の知識を
有している
・ロボット開発コースに所属する学生は、ハードウェア
とソフトウェアのバランスした知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともにあるデザイ
ナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの
汎用的技能を育成する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロボット）と社会
との接点を理解し、情報システム技術をコアとして、シ
ステムインテグレーションに関する知識を総合的に俯瞰
することができる

1 分析

5
問題発見
力

情報工学を主導する専門職人材として問題を発見する力
を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している

演習 2 創造

問題解決のために情報技術を統合し、価値創造の方法論を
学ぶ科目を配する。「C言語基礎」「組込みC,C++言語」
「回路・プリント基板設計」「プログラミング概論」「ソ
フトウェアシステム開発」「Pythonプログラミング」「機
械学習」「デバイス・ネットワーク」「IoTデバイスプロ
グラミングⅠ」「機械設計」「深層学習」「画像・音声認
識」「サーバ・ネットワーク」「IoTデバイスプログラミ
ングⅡ」「ロボット機構」「ロボット制御」

7
プロトタ
イプ開発
力

情報技術を応用して対象領域の課題を解決するソリュー
ションのプロトタイプを開発する能力を有している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムの
応用に着目する
・IoTシステムコースに所属する学生は、IoTシステムの
プロトタイプ開発を行い、サービスデザインにも着目す
る
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロボットの応
用に関する実践的プロトタイプ開発に着目する

7
プロトタ
イプ開発
力

8 判断力
論理的思考能力と科学的知識によって最適解を判断する
ことができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有してい
る 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供することができる

3
ビジネス
の仕組み

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有して
いる

12 倫理観

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最
後までやり遂げる

環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知
識を養成する

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、
現実、現物）で行動できる

社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経
営資産についての知識を習得する科目を配する。

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究制作を実施する。こ
の科目は、英語での発表を義務付けている。

東京国際工科専門職大学　工科学部　情報工学科
　ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

情報工学科

知
識
・
理
解

基礎
科目

能
力

職業
専門
科目

講義

講義

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

態
度
・
志
向

倫理観

展開
科目

職業
専門
科目
展開
科目

実習

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加え
て、リーダーシップを発揮することができる

講
義・
演習

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する
手法を講義と演習を組み合わせて学ぶ

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理
論科目として数学や、物理学と共に、情報技術の基礎的な
知識に関する理論科目を配置する。「電子回路基礎」「コ
ンピュータシステム基礎」「情報数学」「線形代数」「解
析学」「確率統計論」「データベース基礎と応用」「技術
英語」「情報セキュリティ応用」「力学」「人工知能基
礎」「自然言語処理」「人工知能数学」「制御工学基礎」
「センサ・アクチュエータ」「材料力学・材料工学」
「データ解析」「技術英語」

デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ
知的好奇心を向上させながら探究心を身につけるととも
に、チャレンジ精神を養成する。

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロボット）と対象領
域が抱える問題を見つけるための俯瞰力と問題発見力、そ
の問題を解決するための知識の総合力を養成する科目を配
する。
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」
「地域共創デザイン実習」「人工知能システムⅠ、Ⅱ」
「メディア情報処理」「人工知能応用」「IoTシステム開
発Ⅰ、Ⅱ」「IoTサービスデザイン」「組込みシステム制
御実習」「自動制御機械開発実習」「産業用ロボット実
習」



3

資料10-3

冒
頭

デジタルエンタテインメント学科では、デジタルコンテ
ンツ分野における歴史的・社会的背景、および、デジタ
ルコンテンツの役割や職能を理解し、プロトタイプ開発
を行うことで、グローバルに発信可能なデジタルコンテ
ンツのクリエイターを養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生
に学位を授与する。

デジタルエンタテインメント学科ではディプロマ・ポリ
シーに掲げた能力を身につけることができるように、以下
のように教育課程を編成する。
　このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学
修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のように
定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

授業
形態

DP
No.

keywords

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とと
もに、コンピュータシステムの基本構成やデジタルコン
テンツに関する知識を有している 6

創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理解
の科目を置く

2 創造

デジタルゲーム、およびコンピュータグラフィックス技
術を用いた価値創造のためのアルゴリズムや表現方法論
について理解している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コン
ピュータゲームに関するデジタルコンテンツ制作に特化
した知識を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、映像制
作、キャラクターデザイン等、コンピュータグラフィッ
クスに特化した知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”
の根幹に当たる倫理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの
汎用的技能を育成する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と社会との接
点を理解し、デジタルコンテンツ、情報システム技術、
ビジネスに関する知識などを総合的に俯瞰することがで
きる

1 分析

5
問題発見
力

デジタルコンテンツを主導する専門職人材として問題を
発見し設定する能力を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有してい
る。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コン
ピュータゲームデザインおよびプログラミングなどゲー
ム開発に関する総合力を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、CG映像に
関する一連のプロセスと制作のための総合力を有してい
る 演習 2 創造

問題解決のためにデジタルゲーム、およびコンピュータグ
ラフィックス技術を統合し、価値創造の方法論を学び芸術
的感性を涵養する科目を配する。「ゲームプログラム構成
基礎Ⅰ」「デジタル造形Ⅰ」「CGデザイン基礎」「プログ
ラミング言語基礎」「デジタル造形Ⅱ」「ゲームAIⅠ」
「エンタテインメント設計」「ゲームプログラム構成基礎
Ⅱ」「デジタル映像表現技法基礎」「ゲームプログラム構
成基礎Ⅲ」「デジタル映像表現技法応用」「ゲームプログ
ラミングⅠ」「ゲームデザイン実践演習」「デジタルキャ
ラクタ実践演習」「ゲームプログラミングⅡ」「インター
フェースデザイン」「ゲームプログラミングⅢ」「ゲーム
AI Ⅱ」「CGアニメーション総合演習」

7
プロトタ
イプ開発
力

デジタルコンテンツのプロトタイプを開発する能力を有
している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、プロト
タイプを制作する目的を理解し、デジタルゲームに関し
て企画・開発する能力を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、プロトタ
イプを制作する目的を理解し、CG映像に関して企画・制
作する能力を有している

7
プロトタ
イプ開発
力

8 判断力
論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最適解を判断す
ることができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有してい
る 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供することができる

3
ビジネス
の仕組み

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有して
いる

12 倫理観

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最
後までやり遂げる

環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知
識を養成する

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、
現実、現物）で行動できる

社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経
営資産についての知識を習得する科目を配する

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究制作を実施する。こ
の科目は、英語での発表を義務付けている。

東京国際工科専門職大学　工科学部　デジタルエンタテインメント学科
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

デジタルエンタテインメント学科

知
識
・
理
解

基礎
科目

講義

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

能
力

職業
専門
科目

講義

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理
論科目として数学とともに、技術の基礎的な知識に関する
理論科目を配置する。「コンピュータグラフィックスⅠ」
「電子情報工学概論」「ゲーム構成論Ⅰ」「線形代数」
「解析学」「コンピュータグラフィックスⅡ」「統計論」
「ゲームアルゴリズム」「コンテンツ制作マネジメント」
「映像論」「ゲーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」「技
術英語」

職業
専門
科目
展開
科目

実習

デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ
知的好奇心を向上させながら探究心を身につけるととも
に、チャレンジ精神を養成する。

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と対象領域が抱え
る問題を見つけるための俯瞰力と問題発見力、その問題を
解決するための知識の総合力を養成する科目を配する。
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテンツ総合実習」
「デジタルコンテンツ総合実習」「地域共創デザイン実
習」「ゲーム制作技術総合実習Ⅰ、Ⅱ」「CGアニメーショ
ン総合実習Ⅰ、Ⅱ」

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加え
て、リーダーシップを発揮することができる

態
度
・
志
向

倫理観

展開
科目

専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する
手法を講義と演習を組み合わせて学ぶ

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

講
義・
演習
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（是正事項） 工科学部   情報工学科

７．＜臨地実務実習に関する疑義＞

臨地実務実習について以下の点を是正し、専門職大学としてふさわしい水準内容

の計画とすること。【２学科共通】

（１）臨地実務実習施設について、施設の選定理由が不明確であり、当該学科の

教育にふさわしい施設か疑義がある。

（対応）

 臨地実務実習先施設について選定理由が不明確であり、選定が不適切であったため、実習先選

定理由を改めるとともに実習先について見直しを行い、一覧および集計表にまとめた（資料 29-
1、資料 30）。 

審査意見 1、 2、 3、4、 5、 7 等から、臨地実務実習についても改めて見直しを行い、臨地実

務実習にあたる科目「インターンシップⅠ～Ⅳ」について、到達目標、実施内容、実習時期、実

施期間等について修正を行い「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」に改めた。その上で、改めて臨地実務実

習施設が、各学科、各科目それぞれでふさわしい施設かどうか選定理由を明確にし、改めて、

実習先施設を精査し、その基準に満たない場合は削除した。以下に、その詳細を記す。

■臨地実務実習の見直し

審査意見 1、 3、 5、 7(3、 4)等を鑑み、臨地実務実習を以下のように見直す。

表 1 臨地実務実習における変更前後の比較 
変更前 変更後

科目名 実施時期 実施日数 科目名 実施時期 実施日数

「インターンシッ

プⅠ」

2 年次 
7～8 月 

10 日間 （削除） ― ―

「インターンシッ

プⅡ」

2 年次 
1～2 月 

30 日間 「臨地実務実習

Ⅰ」

2 年次 
1～2 月 

20 日間 

「インターンシッ

プⅢ」

3 年次 
10 月～

11 月 

20 日間 「臨地実務実習

Ⅱ」

3 年次 
10 月～ 
11 月 

30 日間 

「インターンシッ

プⅣ」

4 年次 
1～2 月 

20 日間 「臨地実務実習

Ⅲ」

4 年次 
7～9 月 

30 日間 

※卒業研究制作の終了時期を年度末に変更する

□修正の全体方針

①科目名の変更について

『専門職大学等の臨地実務実習の手引き（平成 31 年 1 月）』では、臨地実務実習及びイ

ンターンシップを以下の通り定義している（4 ページ）。

「臨地実務実習」：専門職大学設置基準等の規定に基づいて行われる「企業その他の事業者

の事業所又はこれに類する場所において、当該事業者の実務に従事する

ことにより行う実習による授業科目」

「インターンシップ」：インターンシップ保険等、専門職大学等の臨地実務実習でないもの

も含めて幅広く企業等の事業所において行われる実習等

 本学が配置する企業等における実習は、専門職大学設置基準等の規定に基づいて行われる

授業科目である。そこで混乱を避けるために、当該科目名については、従来使用してきた

1



「インターンシップ」から「臨地実務実習」へと改める。 
 
②臨地実務実習の科目構成、到達目標、実施日数の見直しについて 
 複数年にわたって実施する臨地実務実習については、教育課程全体の到達目標を踏まえな

がら、各段階の到達目標・教育内容を設定する必要がある。そこで、審査意見 1 及び 5 にお

ける指摘事項である養成人材像や教育課程の抜本的な見直しと併せて、臨地実務実習の科目

構成、到達目標、実施日数などについても以下の通り変更する。 

1. 「インターンシップⅠ」の削除 
  「インターンシップⅠ」の到達目標（要約）は、① 社会人としてのビジネスマナーの修

得、② 社会人、専門職人材としての認識、③学科ごとに学ぶべき業種と、職種特有の技術

などにおけるプロセスへの理解、としてきた。 
  このうち、①及び②の重要性そのものについて疑問を挟む余地はないものの、専門職大

学として相応しい学修基準といった指標や、事前学習において実施期間前指導を徹底する

ことなどを考慮した結果、「インターンシップⅠ」は「臨地実務実習Ⅰ（旧：インターン

シップⅡ）」へ集約する。この変更に対応して、「インターンシップⅢ」は「臨地実務実

習Ⅱ」と、「インターンシップⅣ」は「臨地実務実習Ⅲ」へと科目名を改める。 

2. 「インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ」の到達目標及び実施日数の変更 
  従前の「インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ」における授業の到達目標を簡潔にまとめると、

それぞれ以下の通りであった。 

  インターンシップⅡ：業務プロセスの理解（実施日数：30 日間） 
  インターンシップⅢ：プロトタイプの開発（実施日数：20 日間） 
  インターンシップⅣ：価値創造の創出（実施日数：20 日間） 

このように到達目標の難易度は段階的に高まることとなっており、本来であれば難易度

に相応する実施日数を配分するのが適切である。ところが従前は、徐々に実施日数を短く

する計画を立てていたうえ、授業の到達目標についても不明確であった。加えて、他の教

育課程の進行に対して到達目標の難易度が非常に高かった。 
そこで、「臨地実務実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（旧、インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ）」における授

業の到達目標及び実施日数については、以下の通り改める。 

臨地実務実習Ⅰ：相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解（実施日数：

20 日間） 
臨地実務実習Ⅱ：製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や課題の理解

（実施日数：30 日間） 
臨地実務実習Ⅲ：プロトタイプの実現および評価を理解する（実施日数：30 日間） 

 
 
 
 
■選定理由の明確化 
 上記のように臨地実務実習に当たる科目は「臨地実務実習Ⅰ」、「臨地実務実習Ⅱ」、「臨地

実務実習Ⅲ」に修正になったため、選定理由を改める。以下、選定理由を記す。 
 
 □全科目、全学科、全コースで満たされるべき基準  

① 臨地実務実習先となるそれぞれの企業が、専門職大学の授業科目水準として相応しい実

習指導を行うことができる人物を、実習指導者として配置できるか。 
② 臨地実務実習先となるそれぞれの企業は、本学が主体的に学修内容を決定すること、ま

た、実習を大学教育の一環として行うことについて十分な理解を示している。 
③ 臨地実務実習先となるそれぞれの企業及び施設が、『専門職大学等の臨地実務実習の手

引き（平成 31 年 1 月）』等で定められているその他の要件についても満たしている。 
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 □各学科で満たされるべき基準 

① 臨地実務実習先となるそれぞれの企業の事業内容が、情報工学科の学生が専攻する AI、
IoT、ロボット分野に該当している。加えて、科目の到達目標の全てを達成する指導を

行うことができる。 
 
ここでいう、『科目の到達目標の全てを達成する指導を行うことができる。』とは、

例えば、「臨地実務実習Ⅲ」の場合、シラバスにある到達目標の一つにある『専攻する

学科・コースの技術（AI、 IoT、ロボット）を主に用いた最適解に対し部分的であって

もプロトタイプを実現し、評価することができる。』に対し、実際の実習指導者が指導

を行えるかどうかである。審査意見 7(6)も加味し、例えば、実習指導者によっては、AI
戦略コースの学生の制作物に対して適切なアドバイスや評価を行うことが難しいため、

その場合に該当すると判断した場合、AI 戦略コースの学生は当該施設を選択すること

の内容にリストから外す。 
以上の事柄を精査し、それぞれの科目と企業ごとにコース別で実施可否を資料 29-1

にまとめる。 
 
 □各科目で満たされるべき基準 

「臨地実務実習Ⅰ」 
本学の臨地実務実習として初めて取り組む「臨地実務実習Ⅰ」は本学の教育課程の比較的早期

段階にある。よって、学生に対しての技術指導や課題提示に対して、高度な技術レベルを教えら

れるのではなく、指導の充実が求められる。 
加えて、当該科目の到達目標は、「相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解」

である。ここで言う相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスは企業ごとに様々であるが、当

該科目では特殊なビジネスプロセスではなく一般的なビジネスプロセスの理解を求めている。 
以上の事から、ビジネスプロセスが特殊になりがちな小企業は適切な実習先に満たない可能性

が高い。 
 
「臨地実務実習Ⅱ」 
「臨地実務実習Ⅱ」は本学の教育課程の 3 年次後期に配されている。よって、実習科目で産学

連携等を経験してきた学生へ適切な難度の目標設定などを指導できることが求められる。 
加えて、当該科目の到達目標は、「製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見

や課題の理解」である。よって、企業の性質だけ見れば「臨地実務実習Ⅰ」ほど、学生の専攻

分野にマッチングしている必要性や一般的なビジネスプロセスを踏んでいる企業に限定されるよ

うな基準は必要ない。一方で、課題解決のために学生が専攻する分野の技術を用いた提案をする

手前の段階である課題の発見・理解に位置づけられる当該科目は、課題解決のために学生が専攻

する分野の技術を用いた提案を目的としていないが、それを想定して指導できる必要性はあるた

め、指導者の資質として学生へ適切な難度の目標設定などが指導できる必要性がある。 
以上の事から、実習指導者の資質が重要である。別審査意見 7(2)で詳細は述べるが、指導者に

ついて適切に見直しを計ったため、既に申請している企業で現状問題ないと考える。ただし、教

育課程の進行度から、学生の語学（特に英語）関する能力が当該科目の実習内容を国外で行った

としても同等でできるレベルに達していないと判断したため、「臨地実務実習Ⅱ」から、海外実

習先を全て外す。 
 
「臨地実務実習Ⅲ」 
「臨地実務実習Ⅲ」は本学の教育課程の終盤にある学生に対し、相応に程度の高い要求をしな

がら指導することが求められる。 
当該科目の到達目標は「プロトタイプの実現及び評価を理解する」である。よって、学生が

専攻する分野に置ける制作物に対し、的確な評価ができること求められる。加えて、学生のプロ

トタイプ開発に対し、適切な指導を行う必要性があるため、当該科目の実習先や実習指導者は学
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生の専攻に対して「臨地実務実習Ⅰ、Ⅱ」と同等かそれ以上のマッチング度が求められる。 
 
 
■臨地実務実習先の見直し 
上記で述べたとおり、企業と指導者の基準、学科・コースとの適合性、各科目の適合性から、

改めて実習先の精査を行い、複数の企業が実習先から外れた。ただし、精査を行った上でも、各

学科・各コースの定員を充足した（審査意見7(6)も加味し、コース毎の充足率も記載）。資料30 
に、各臨地実務実習における充足率について、各学科・各コースで記す。 
 加えて、審査意見 2 や 5 等から、教育課程を学生の外国語（英語）における習熟度を改めて確

認した結果、「臨地実務実習Ⅱ」を行う 3 年次後期のタイミングでは、「英語コミュニケーショ

ンⅢb」と「英語コミュニケーションⅣ」の履修が完了しておらず、国内臨地実務実習と同等レ

ベルで実習を行うのに必要な英語レベルに学生が達していない可能性が高いため、「臨地実務実

習Ⅱ（旧インターンシップⅢ）」から、海外実習先を外す。 
 
 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
 

11. 実習の具体的な計画 
11.1 実習の目的 

本学の実習の位置づけは、特にディプロ

マ・ポリシーの以下の項目の養成である。 
＜工科学部ディプロマ・ポリシー【抜粋】

＞ 
4. 情報技術を応用する領域を主導する専門

職人材として、対象領域を俯瞰する能力を有

する 
5. 情報技術を応用する領域を主導する専門

職人材として、問題を発見・設定する力を有

している 
7. プロトタイプを実際に開発する能力を有

している 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・

エラーを厭わず最後までやり遂げる 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、

三現主義（現場、現実、現物）で行動できる 
 
＜情報工学科ディプロマ・ポリシー【抜

粋】＞ 
4. 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロ

ボット）と社会との接点を理解し、情報シス

テム技術をコアとして、システムインテグレ

ーションに関する知識を総合的に俯瞰するこ

とができる 
5. 情報工学を主導する専門職人材として問

題を発見する力を有している 
7. 情報技術を応用して対象領域の課題を解

決するソリューションのプロトタイプを開発

 
11. 実習の具体的な計画 
11.1 実習の目的 
本学の実習の主な目的は東京国際工科専門職

大学 DP（ディプロマ・ポリシー）の「仕事

の結果に対する倫理的責任を強く持ちなが

ら、社会的課題（顕在的・潜在的社会的期

待）に対して敏感に、しかも主体的に応える

ことができる“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”である。」に対

し、学生がその時々で自身の実力を理解する

とともに、制作に対する責任感といった職業

倫理観を養育することと、「工科系産業分野

において、大きな実践力といった感覚を持っ

て活躍できる職業専門知識・技能を修得し、

価値創造を実現するためにプロトタイプを作

り出すことができる。」に対し、4 年次の後

期に配した「インターンシップⅣ」で実際に

価値創造を体験させることである。加えて、

一定の英語力における水準等をクリアし海外

臨地実務実習に参加する学生に対しては、特

に DP（ディプロマ・ポリシー）の「グロー

バルに活躍する、若しくは地域社会で同様に

活躍できるコミュニケーション力などの適応

力を有し、新技術や国際情勢の変化を察知で

きる視野を兼ね備えている。」に対し、実体

験をもって国際情勢やグローバル視野を育成

することも目的となる。 
「インターンシップⅣ」では、具体的に受け

入れ先企業が扱っているサービスやコンテン

ツ、製品に付加価値を高めるための新たな機
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する能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・

エラーを厭わず最後までやり遂げる 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、

三現主義（現場、現実、現物）で行動できる 
 
＜デジタルエンタテインメント学科ディプ

ロマ・ポリシー＞ 
4. 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、

CG）と社会との接点を理解し、デジタルコン

テンツ、情報システム技術、ビジネスに関す

る知識などを総合的に俯瞰することができる 
5. デジタルコンテンツを主導する専門職人

材として問題を発見し設定する能力を有して

いる。 
7. デジタルコンテンツのプロトタイプを開

発する能力を有している 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・

エラーを厭わず最後までやり遂げる 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、

三現主義（現場、現実、現物）で行動できる 
 

つまり、keywordsは「俯瞰力」、「問題発見

力」、「プロトタイプ開発力」、「チャレン

ジ精神」「三現則」である。本学では以下に

詳細を記すが、「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」を配

し、それらは二年次～四年次まで段階的に配

され、上記の keywords が段階的にクリアで

きるように設定されているところである。別

途、実習の内容で具体的に説明する。 
加えて、一定の英語力等における水準等を

クリアし海外臨地実務実習に参加する学生に

対しては、ディプロマ・ポリシーの「9. 異分

野・他文化とのコミュニケーション能力を有

している」に対し、実体験をもって国際情勢

やグローバル視野を育成することも目的とな

る。 
 
 

 

能の追加やカスタマイズを学生が提案するこ

ととしており、受け入れ先企業の指導者のも

と、プロトタイプの作成及び各種仕様書やテ

スト結果等の資料提出を義務付けており、価

値創造を実現しそれを活用するためのプログ

ラムを用意している。 
 

  
11.2 実習先の確保状況 
11.2.1 実習先の確保状況について 
全学部全学科に共通で配置されている臨地実

務実習「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」における、臨

地実務実習先の確保状況は、定員数を上回っ

ており、十分数確保していると言える。加え

て、コース別の上限にも達している。又、本

学では学生の希望に応じて実習先を選択でき

るよう、開学に向けてさらに実習先を確保す

  
11.2 実習先の確保状況 
11.2.1 実習先の確保状況について 
4 章で既に言及した通り、全学部全学科に共

通で配置されている臨地実務実習「インター

ンシップⅠ～Ⅳ」における、臨地実務実習先

の確保状況は、定員数を上回っており、十分

数確保していると言える。さらに、本学では

学生の希望に応じて実習先を選択できるよ

う、開学に向けてさらに実習先を確保する。
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る。また、「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」の実習先

については、海外における臨地実務実習も一

定数確保しており、条件を満たすことで海外

での実習も参加が可能である。企業の選定理

由については資料 29 に、その結果の実習先の

確保状況については資料 30 に記す。実習先の

選定（妥当性）については、次の項で説明す

る。 
ちなみに、本学は情報工学科とデジタルエ

ンタテインメント学科の 2 学科構成であるた

め、企業によっては 2 学科の学生を同時に受

け入れる企業もあるが、「臨地実務実習先の

確保状況の説明書」にある受け入れ人数は、

学科ごとの最大受け入れ人数である。つま

り、例えば、ある企業で「臨地実務実習Ⅲ」

における受け入れ学生数が情報工学科で 3
名、デジタルエンタテインメント学科で 2 名

であるとすると、その企業は「臨地実務実習

Ⅲ」では最大 5 名の学生を受け入れるという

ことである。加えて、詳細は後述するが、臨

地実務実習先の受け入れ人数は基本的に実習

指導者 1 名に対し学生 6 名、最大学生数 8 名

としているため、9 名以上になる場合は、8 名

増加ごとに 1 名の指導教員をつけることにし

ており、本学は教育の質が担保できるように

重複も加味して各企業に承諾書を得ている。 
もちろん、「臨地実務実習先の確保状況の

説明書」にある各施設の学生受け入れ人数は

最大受け入れ人数として設定・記載している

が、受け入れ先の業務・業績状況によって実

際の受け入れ可能人数が変動する可能性があ

るため、毎年必ず配属先調整前に確認を行

い、学生 6 人に対し 1 名、最大でも学生 8 名

に対し 1 名以上の実習指導者という体系を必

ず維持する。加えて、本学は開学後も実習先

の新規確保に努め、実習先の質と量の更なる

向上を図る。 
 

また、「インターンシップⅢ～Ⅳ」の実習先

については、海外における臨地実務実習も一

定数確保しており、条件を満たすことで海外

での実習も参加が可能である。履修予定学生

数等の詳細については、本大学設置認可申請

の「臨地実務実習先の確保状況の説明書」に

明記するとともに、臨地実務実習先の確保状

況の詳細については学科ごとにインターンシ

ップⅠ～Ⅳ別に資料 24 に記す。 
ちなみに、本学は情報工学科とデジタルエン

タテインメント学科の 2 学科構成であるた

め、企業によっては 2 学科の学生を同時に受

け入れる企業もあるが、「臨地実務実習先の

確保状況の説明書」にある受け入れ人数は、

学科ごとの最大受け入れ人数である。つま

り、例えば、ある企業で「インターンシップ

Ⅳ」における受け入れ学生数が情報工学科で

3名、デジタルエンタテインメント学科で2名
であるとすると、その企業は「インターンシ

ップⅣ」では最大 5 名の学生を受け入れると

いうことである。加えて、詳細は後述する

が、臨地実務実習先の受け入れ人数は基本的

に実習指導者 1 名に対し学生 6 名、最大学生

数 8 名としているため、9 名以上になる場合

は、8 名増加ごとに 1 名の指導教員をつける

ことにしており、本学は教育の質が担保でき

るように重複も加味して各企業に承諾書を得

ている。 
もちろん、「臨地実務実習先の確保状況の説

明書」にある各施設の学生受け入れ人数は最

大受け入れ人数として設定・記載している

が、受け入れ先の業務・業績状況によって実

際の受け入れ可能人数が変動する可能性があ

るため、毎年必ず配属先調整前に確認を行

い、学生 6 人に対し 1 名、最大でも学生 8 名

に対し 1 名以上の実習指導者という体系を必

ず維持する。加えて、本学は開学後も実習先

の新規確保に努め、実習先の質と量の更なる

向上を図る。 
 

 
11.2.2 実習先の妥当性 
以下に、実習先の選定理由について明記す

る。 
 

 
11.2.2 実習先の妥当性 
以下に、実習先の妥当性について明記する。 
 実習先の妥当性を明確にするためには、①

「本学の臨地実務実習に対する考え方」や、

それを満たす企業を抽出するための②「選定

基準」、③「企業で行われる実習内容の正当

性」といった各項目を明確にする必要があ

る。以下、既に記載した内容も含まれるが、

改めて説明する。 
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11.2.2.1 全科目、全学科、全コースで満たさ

れるべき基準  
① 臨地実務実習先となるそれぞれの企業

が、専門職大学の授業科目水準として相応し

い実習指導を行うことができる人物を、実習

指導者として配置できるか。 
② 臨地実務実習先となるそれぞれの企業

は、本学が主体的に学修内容を決定するこ

と、また、実習を大学教育の一環として行う

ことについて十分な理解を示しているか。 
③ 臨地実務実習先となるそれぞれの企業

及び施設が、『専門職大学等の臨地実務実習

の手引き（平成 31 年 1 月）』等で定められて

いるその他の要件についても満たしている

か。 

 
11.2.2.1 実習先企業選定の考え方 
本学では、専門知識・技術を活かし、職業倫

理観を持って、新しい価値を創り出すイノベ

ーション人材の育成を目指している。臨地実

務実習を通して、各企業の製品化に向けた組

織的な開発テクニックを学び、関連業務を体

験する。一人一人の社会的・職業的自立に向

けてコミュニケーション能力や職業倫理観な

どの必要な基盤となる能力や態度を身につけ

る。また、独創的な技術やノウハウ等がもた

らす産業のダイナミズムを目の当たりにする

ことにより、未来に向けた新規産業の担い手

となる意識と未知の分野に挑戦する意欲を醸

成する。これらの目的を達成可能な受け入れ

先企業の選定を行っている。 
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11.2.2.2各学科で満たされるべき基準 

＜情報工学科＞ 
② 臨地実務実習先となるそれぞれの企

業の事業内容が、情報工学科の学生

が専攻する AI、IoT、ロボット分野

に該当している。加えて、科目の到

達目標の全てを達成する指導を行う

ことができる。 
＜デジタルエンタテインメント学科＞ 

① 臨地実務実習先となるそれぞれの企

業の事業内容が、デジタルエンタテ

インメント学科の学生が専攻するゲ

ームプロデュース、CG アニメーシ

ョン分野に該当している。加えて、

科目の到達目標の全てを達成する指

導を行うことができる。 
 
ここでいう、『科目の到達目標の

全てを達成する指導を行うことがで

きる。』とは、例えば、情報工学科

における「臨地実務実習Ⅲ」の場

合、シラバスにある到達目標の一つ

にある『専攻する学科・コースの技

術（AI、 IoT、ロボット）を主に用

いた最適解に対し部分的であっても

プロトタイプを実現し、評価するこ

とができる。』に対し、実際の実習

指導者が指導を行えるかどうかであ

る。審査意見 7(6)も加味し、例え

ば、実習指導者によっては、AI 戦略

コースの学生の制作物に対して適切

なアドバイスや評価を行うことが難

しいため、その場合に該当すると判

断した場合、AI 戦略コースの学生は

当該施設を選択することの内容にリ

ストから外す。 
以上の事柄を精査し、それぞれの

科目と企業ごとにコース別で実施可

否を資料 29-1 にまとめる。 
 

 
11.2.2.2 受け入れ先企業の選定基準 
以下の 4 つの観点から達成目標を立て、到達

度の評価基準となるルーブリック評価（資料

25-1、資料 25-2、資料 25-3、資料 25-4）を作

成している。 
(1) 関心・意欲・態度 ・・・担い手となる意

識と挑戦する意欲 
(2) 思考・判断・表現 ・・・開発関連業務 
(3) 専門知識・技術  ・・・企業の製品化に

向けた開発技法 
(4) 組織的行動力   ・・・組織的な開発技

法、コミュニケーション能力、職業倫理観 
受け入れ先企業の選定は、表に記載された基

準をすべて評価可能かで判定する。 

 
11.2.3 実習施設における適切な指導者の配置 
基本的に実習施設に本学の担当指導教員は配

置せず受け入れ先の企業が用意することとす

る。本学における実習指導者とは、受け入れ

先の実務経験年数が必ず 5 年以上であり、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ者とする。また、責任者として人事部など

の後方部門が実習指導責任者となる場合があ

 
11.2.3 実習施設における適切な指導者の配置 
基本的に実習施設に本学の担当指導教員は配

置せず受け入れ先の企業が用意することとす

る。本学における実習指導者とは、受け入れ

先の実務経験年数が必ず 5 年以上であり、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ者とする。また、責任者として人事部など

の後方部門が実習指導責任者となる場合があ
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るが、実際の指導にあたる者は、先に述べた

条件をクリアしている、受け入れ先の実務経

験年数が必ず 5 年以上の実務経験を有し、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ、指導者として相応しい者とする。 
既に述べたが、施設の実習指導者と学生の人

数比率については、実習指導者 1 名につき 6
名程度までを基本とし、多人数受け入れの場

合には実習指導者を増員するよう施設に要請

し、実習指導者 1 名につき最大で 8 名とす

る。 
ここでいう実習指導者について、本学では一

部企業について、代表取締役を据えている。

こうした企業はすべて、必然的に従業員規模

が 20名以下の企業になった。当該実習先の代

表取締役は技術者でもあり、各臨地実務実習

にある到達目標にある項目を学生が達成する

ために必要な専門的（この場合は、各学科、

各コース）指導も可能なため、実習内容に適

した実習指導を行うことが十分にできる実習

指導者であると判断した。 
 

るが、実際の指導にあたる者は、先に述べた

条件をクリアしている、受け入れ先の実務経

験年数が必ず 5 年以上の実務経験を有し、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ、指導者として相応しい者とする。 
既に述べたが、施設の実習指導者と学生の人

数比率については、実習指導者 1 名につき 6
名程度までを基本とし、多人数受け入れの場

合には実習指導者を増員するよう施設に要請

し、実習指導者 1 名につき最大で 8 名とす

る。 
(追加) 
 
 

 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 

新 旧 
資料 27 （追加） 
資料 28 （追加） 
資料 29 （追加） 
資料 30 資料 24 
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（是正事項） 工科学部   情報工学科 
  

７．＜臨地実務実習に関する疑義＞ 
臨地実務実習について以下の点を是正し、専門職大学としてふさわしい水準内容

の計画とすること。【２学科共通】 

（２）実習指導者について、代表取締役や人事担当者を配置しており、実習内容

に適した実習指導を行うことができるか疑義がある。 

 
（対応） 
 代表取締役や人事担当者を実習指導者に配置していた臨地実務実習先について、当該実習

指導者が実習内容に適した実習指導を行うことができるか、その妥当性を改めて検討した。

結果は以下のとおりである。 
 
 
■実習指導者を変更する企業 
 実習指導者に代表取締役や人事担当者の配置を予定していた企業について、実習内容に適

した実習指導を行うことができるか、その妥当性を改めて検討した。その結果、一部企業に

おいて変更が妥当であるという結論に至った。そういった企業については、例えば「代表取

締役」から「システム開発責任者」に、あるいは「人材戦略室長」を「ITサービスマネジメ

ント部長」へと変更している。 
なお、指導者を変更できない、あるいは実習指導者に相応しい人物を確保できないと判断

した企業については、実習先から外すこととした。 
 
 
■実習指導者を変更しない企業 
 実習指導者に代表取締役や人事担当者の配置を予定していた企業について、実習内容に適

した実習指導を行うことができるか、その妥当性を改めて検討した。その結果、変更を加え

なかった企業も若干数残った。こうした企業はすべて、必然的に従業員規模が 20 名以下の

企業になった。当該実習先の代表取締役は技術者でもあり、各臨地実務実習にある到達目標

にある項目を学生が達成するために必要な専門的（この場合は、各学科、各コース）指導も

可能なため、実習内容に適した実習指導を行うことが十分にできる実習指導者であると判断

した。 
 
 

 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
11.2.3 実習施設における適切な指導者の配置 
基本的に実習施設に本学の担当指導教員は配

置せず受け入れ先の企業が用意することとす

る。本学における実習指導者とは、受け入れ

先の実務経験年数が必ず 5 年以上であり、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ者とする。また、責任者として人事部など

の後方部門が実習指導責任者となる場合があ

るが、実際の指導にあたる者は、先に述べた

条件をクリアしている、受け入れ先の実務経

験年数が必ず 5 年以上の実務経験を有し、そ

11.2.3 実習施設における適切な指導者の配置 
基本的に実習施設に本学の担当指導教員は配

置せず受け入れ先の企業が用意することとす

る。本学における実習指導者とは、受け入れ

先の実務経験年数が必ず 5 年以上であり、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ者とする。また、責任者として人事部など

の後方部門が実習指導責任者となる場合があ

るが、実際の指導にあたる者は、先に述べた

条件をクリアしている、受け入れ先の実務経

験年数が必ず 5 年以上の実務経験を有し、そ
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の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ、指導者として相応しい者とする。 
既に述べたが、施設の実習指導者と学生の人

数比率については、実習指導者 1 名につき 6
名程度までを基本とし、多人数受け入れの場

合には実習指導者を増員するよう施設に要請

し、実習指導者 1 名につき最大で 8 名とす

る。 
ここでいう実習指導者について、本学では一

部企業について、代表取締役を据えている。

こうした企業はすべて、必然的に従業員規模

が 20名以下の企業になった。当該実習先の代

表取締役は技術者でもあり、各臨地実務実習

にある到達目標にある項目を学生が達成する

ために必要な専門的（この場合は、各学科、

各コース）指導も可能なため、実習内容に適

した実習指導を行うことが十分にできる実習

指導者であると判断した。 

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ、指導者として相応しい者とする。 
既に述べたが、施設の実習指導者と学生の人

数比率については、実習指導者 1 名につき 6
名程度までを基本とし、多人数受け入れの場

合には実習指導者を増員するよう施設に要請

し、実習指導者 1 名につき最大で 8 名とす

る。 
（追加） 
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（是正事項） 工科学部   情報工学科 
  

７．＜臨地実務実習に関する疑義＞ 
臨地実務実習について以下の点を是正し、専門職大学としてふさわしい水準内容

の計画とすること。【２学科共通】 

（３）「インターンシップⅣ」について、実施時期が４年次１～２月であるが、

「卒業研究制作」を行う時期でもあるため、実現可能性に疑義がある。学生が不

利益なく実施できるか明確に説明するか、適切に改めること。 

 
（対応） 
 「インターンシップⅣ」の実施時期は 4 年次 1 月から 2 月としていたものの、これが「卒

業研究制作」の繁忙期直後（卒業研究制作は 12 月末にて終了）という点を鑑みると実現可

能性は薄いとの認識に達し、「インターンシップⅣ」の実施時期を見直すこととした。 
その上で、臨地実務実習を全面的に再検証し、科目名、配当年次、実施時期・日数、到達目標

などを見直した。結果は以下の通りである。 
 
 
■臨地実務実習の見直し 
 審査意見 1、5、 7(3)等を鑑み、臨地実務実習を以下のように見直す。 
 

表 1 臨地実務実習における変更前後の比較 
変更前 変更後 

科目名 実施時期 実施日数 科目名 実施時期 実施日数 
「インターンシッ

プⅠ」 
2 年次 
7～8 月 

10 日間 （削除） ―  ― 

「インターンシッ

プⅡ」 
2 年次 
1～2 月 

30 日間 「臨地実務実習

Ⅰ」 
2 年次 

1～2 月 
20 日間 

「インターンシッ

プⅢ」 
3 年次 
10 月～

11 月 

20 日間 「臨地実務実習

Ⅱ」 
3 年次 

10 月～ 
11 月 

30 日間 

「インターンシッ

プⅣ」 
4 年次 
1～2 月 

20 日間 「臨地実務実習

Ⅲ」 
4 年次 

7～9 月 
30 日間 

※卒業研究制作の終了時期を年度末に変更する 
 

□修正の全体方針 
①科目名の変更について 
 『専門職大学等の臨地実務実習の手引き（平成 31 年 1 月）』では、臨地実務実習及びイ

ンターンシップを以下の通り定義している（4 ページ）。 

「臨地実務実習」：専門職大学設置基準等の規定に基づいて行われる「企業その他の事業者

の事業所又はこれに類する場所において、当該事業者の実務に従事する

ことにより行う実習による授業科目」 
「インターンシップ」：インターンシップ保険等、専門職大学等の臨地実務実習でないもの

も含めて幅広く企業等の事業所において行われる実習等 

 本学が配置する企業等における実習は、専門職大学設置基準等の規定に基づいて行われる

授業科目である。そこで混乱を避けるために、当該科目名については、従来使用してきた

「インターンシップ」から「臨地実務実習」へと改める。 
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②臨地実務実習の科目構成、到達目標、実施日数の見直しについて 
 複数年にわたって実施する臨地実務実習については、教育課程全体の到達目標を踏まえな

がら、各段階の到達目標・教育内容を設定する必要がある。そこで、審査意見 1 及び 5 にお

ける指摘事項である養成人材像や教育課程の抜本的な見直しと併せて、臨地実務実習の科目

構成、到達目標、実施日数などについても以下の通り変更する。 

1. 「インターンシップⅠ」の削除 
  「インターンシップⅠ」の到達目標（要約）は、① 社会人としてのビジネスマナーの修

得、② 社会人、専門職人材としての認識、③学科ごとに学ぶべき業種と、職種特有の技術

などにおけるプロセスへの理解、としてきた。 
  このうち、①及び②の重要性そのものについて疑問を挟む余地はないものの、専門職大

学として相応しい学修基準といった指標や、事前学習において実施期間前指導を徹底する

ことなどを考慮した結果、「インターンシップⅠ」は「臨地実務実習Ⅰ（旧：インターン

シップⅡ）」へ集約する。この変更に対応して、「インターンシップⅢ」は「臨地実務実

習Ⅱ」と、「インターンシップⅣ」は「臨地実務実習Ⅲ」へと科目名を改める。 

2. 「インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ」の到達目標及び実施日数の変更 
  従前の「インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ」における授業の到達目標を簡潔にまとめると、

それぞれ以下の通りであった。 

  インターンシップⅡ：業務プロセスの理解（実施日数：30 日間） 
  インターンシップⅢ：プロトタイプの開発（実施日数：20 日間） 
  インターンシップⅣ：価値創造の創出（実施日数：20 日間） 

このように到達目標の難易度は段階的に高まることとなっており、本来であれば難易度

に相応する実施日数を配分するのが適切である。ところが従前は、徐々に実施日数を短く

する計画を立てていたうえ、授業の到達目標についても不明確であった。加えて、他の教

育課程の進行に対して到達目標の難易度が非常に高かった。 
そこで、「臨地実務実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（旧、インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ）」における授

業の到達目標及び実施日数については、以下の通り改める。 

臨地実務実習Ⅰ：相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解（実施日数：

20 日間） 
臨地実務実習Ⅱ：製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や課題の理解

（実施日数：30 日間） 
臨地実務実習Ⅲ：プロトタイプの実現及び評価を理解する（実施日数：30 日間） 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
 

11. 実習の具体的な計画 
11.1 実習の目的 

本学の実習の位置づけは、特にディプロ

マ・ポリシーの以下の項目の養成である。 
＜工科学部ディプロマ・ポリシー【抜粋】

＞ 
4. 情報技術を応用する領域を主導する専門

職人材として、対象領域を俯瞰する能力を有

する 
5. 情報技術を応用する領域を主導する専門

職人材として、問題を発見・設定する力を有

している 
7. プロトタイプを実際に開発する能力を有

 
11. 実習の具体的な計画 
11.1 実習の目的 
本学の実習の主な目的は東京国際工科専門職

大学 DP（ディプロマ・ポリシー）の「仕事

の結果に対する倫理的責任を強く持ちなが

ら、社会的課題（顕在的・潜在的社会的期

待）に対して敏感に、しかも主体的に応える

ことができる“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”である。」に対

し、学生がその時々で自身の実力を理解する

とともに、制作に対する責任感といった職業

倫理観を養育することと、「工科系産業分野

において、大きな実践力といった感覚を持っ
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している 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・

エラーを厭わず最後までやり遂げる 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、

三現主義（現場、現実、現物）で行動できる 
 
＜情報工学科ディプロマ・ポリシー【抜

粋】＞ 
4. 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロ

ボット）と社会との接点を理解し、情報シス

テム技術をコアとして、システムインテグレ

ーションに関する知識を総合的に俯瞰するこ

とができる 
5. 情報工学を主導する専門職人材として問

題を発見する力を有している 
7. 情報技術を応用して対象領域の課題を解

決するソリューションのプロトタイプを開発

する能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・

エラーを厭わず最後までやり遂げる 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、

三現主義（現場、現実、現物）で行動できる 
 
＜デジタルエンタテインメント学科ディプ

ロマ・ポリシー＞ 
4. 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、

CG）と社会との接点を理解し、デジタルコン

テンツ、情報システム技術、ビジネスに関す

る知識などを総合的に俯瞰することができる 
5. デジタルコンテンツを主導する専門職人

材として問題を発見し設定する能力を有して

いる。 
7. デジタルコンテンツのプロトタイプを開

発する能力を有している 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・

エラーを厭わず最後までやり遂げる 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、

三現主義（現場、現実、現物）で行動できる 
 

つまり、keywordsは「俯瞰力」、「問題発見

力」、「プロトタイプ開発力」、「チャレン

ジ精神」「三現則」である。本学では以下に

詳細を記すが、「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」を配

し、それらは二年次～四年次まで段階的に配

され、上記の keywords が段階的にクリアで

きるように設定されているところである。別

途、実習の内容で具体的に説明する。 
加えて、一定の英語力等における水準等を

クリアし海外臨地実務実習に参加する学生に

対しては、ディプロマ・ポリシーの「9. 異分

て活躍できる職業専門知識・技能を修得し、

価値創造を実現するためにプロトタイプを作

り出すことができる。」に対し、4 年次の後

期に配した「インターンシップⅣ」で実際に

価値創造を体験させることである。加えて、

一定の英語力における水準等をクリアし海外

臨地実務実習に参加する学生に対しては、特

に DP（ディプロマ・ポリシー）の「グロー

バルに活躍する、若しくは地域社会で同様に

活躍できるコミュニケーション力などの適応

力を有し、新技術や国際情勢の変化を察知で

きる視野を兼ね備えている。」に対し、実体

験をもって国際情勢やグローバル視野を育成

することも目的となる。 
「インターンシップⅣ」では、具体的に受け

入れ先企業が扱っているサービスやコンテン

ツ、製品に付加価値を高めるための新たな機

能の追加やカスタマイズを学生が提案するこ

ととしており、受け入れ先企業の指導者のも

と、プロトタイプの作成及び各種仕様書やテ

スト結果等の資料提出を義務付けており、価

値創造を実現しそれを活用するためのプログ

ラムを用意している。 
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野・他文化とのコミュニケーション能力を有

している」に対し、実体験をもって国際情勢

やグローバル視野を育成することも目的とな

る。 
 
 

 
  
11.2 実習先の確保状況 
11.2.1 実習先の確保状況について 
全学部全学科に共通で配置されている臨地実

務実習「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」における、臨

地実務実習先の確保状況は、定員数を上回っ

ており、十分数確保していると言える。加え

て、コース別の上限にも達している。又、本

学では学生の希望に応じて実習先を選択でき

るよう、開学に向けてさらに実習先を確保す

る。また、「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」の実習先

については、海外における臨地実務実習も一

定数確保しており、条件を満たすことで海外

での実習も参加が可能である。企業の選定理

由については資料 29 に、その結果の実習先の

確保状況については資料 30 に記す。実習先の

選定（妥当性）については、次の項で説明す

る。 
ちなみに、本学は情報工学科とデジタルエ

ンタテインメント学科の 2 学科構成であるた

め、企業によっては 2 学科の学生を同時に受

け入れる企業もあるが、「臨地実務実習先の

確保状況の説明書」にある受け入れ人数は、

学科ごとの最大受け入れ人数である。つま

り、例えば、ある企業で「臨地実務実習Ⅲ」

における受け入れ学生数が情報工学科で 3
名、デジタルエンタテインメント学科で 2 名

であるとすると、その企業は「臨地実務実習

Ⅲ」では最大 5 名の学生を受け入れるという

ことである。加えて、詳細は後述するが、臨

地実務実習先の受け入れ人数は基本的に実習

指導者 1 名に対し学生 6 名、最大学生数 8 名

としているため、9 名以上になる場合は、8 名

増加ごとに 1 名の指導教員をつけることにし

ており、本学は教育の質が担保できるように

重複も加味して各企業に承諾書を得ている。 
もちろん、「臨地実務実習先の確保状況の

説明書」にある各施設の学生受け入れ人数は

最大受け入れ人数として設定・記載している

が、受け入れ先の業務・業績状況によって実

際の受け入れ可能人数が変動する可能性があ

るため、毎年必ず配属先調整前に確認を行

い、学生 6 人に対し 1 名、最大でも学生 8 名

  
11.2 実習先の確保状況 
11.2.1 実習先の確保状況について 
4 章で既に言及した通り、全学部全学科に共

通で配置されている臨地実務実習「インター

ンシップⅠ～Ⅳ」における、臨地実務実習先

の確保状況は、定員数を上回っており、十分

数確保していると言える。さらに、本学では

学生の希望に応じて実習先を選択できるよ

う、開学に向けてさらに実習先を確保する。

また、「インターンシップⅢ～Ⅳ」の実習先

については、海外における臨地実務実習も一

定数確保しており、条件を満たすことで海外

での実習も参加が可能である。履修予定学生

数等の詳細については、本大学設置認可申請

の「臨地実務実習先の確保状況の説明書」に

明記するとともに、臨地実務実習先の確保状

況の詳細については学科ごとにインターンシ

ップⅠ～Ⅳ別に資料 24 に記す。 
ちなみに、本学は情報工学科とデジタルエン

タテインメント学科の 2 学科構成であるた

め、企業によっては 2 学科の学生を同時に受

け入れる企業もあるが、「臨地実務実習先の

確保状況の説明書」にある受け入れ人数は、

学科ごとの最大受け入れ人数である。つま

り、例えば、ある企業で「インターンシップ

Ⅳ」における受け入れ学生数が情報工学科で

3名、デジタルエンタテインメント学科で2名
であるとすると、その企業は「インターンシ

ップⅣ」では最大 5 名の学生を受け入れると

いうことである。加えて、詳細は後述する

が、臨地実務実習先の受け入れ人数は基本的

に実習指導者 1 名に対し学生 6 名、最大学生

数 8 名としているため、9 名以上になる場合

は、8 名増加ごとに 1 名の指導教員をつける

ことにしており、本学は教育の質が担保でき

るように重複も加味して各企業に承諾書を得

ている。 
もちろん、「臨地実務実習先の確保状況の説

明書」にある各施設の学生受け入れ人数は最

大受け入れ人数として設定・記載している

が、受け入れ先の業務・業績状況によって実

際の受け入れ可能人数が変動する可能性があ
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に対し 1 名以上の実習指導者という体系を必

ず維持する。加えて、本学は開学後も実習先

の新規確保に努め、実習先の質と量の更なる

向上を図る。 
 

るため、毎年必ず配属先調整前に確認を行

い、学生 6 人に対し 1 名、最大でも学生 8 名

に対し 1 名以上の実習指導者という体系を必

ず維持する。加えて、本学は開学後も実習先

の新規確保に努め、実習先の質と量の更なる

向上を図る。 
 

 
11.2.2 実習先の妥当性 
以下に、実習先の選定理由について明記す

る。 
 

 
11.2.2 実習先の妥当性 
以下に、実習先の妥当性について明記する。 
 実習先の妥当性を明確にするためには、①

「本学の臨地実務実習に対する考え方」や、

それを満たす企業を抽出するための②「選定

基準」、③「企業で行われる実習内容の正当

性」といった各項目を明確にする必要があ

る。以下、既に記載した内容も含まれるが、

改めて説明する。 
 
11.2.2.1 全科目、全学科、全コースで満たさ

れるべき基準  
① 臨地実務実習先となるそれぞれの企業

が、専門職大学の授業科目水準として相応し

い実習指導を行うことができる人物を、実習

指導者として配置できるか。 
② 臨地実務実習先となるそれぞれの企業

は、本学が主体的に学修内容を決定するこ

と、また、実習を大学教育の一環として行う

ことについて十分な理解を示しているか。 
③ 臨地実務実習先となるそれぞれの企業

及び施設が、『専門職大学等の臨地実務実習

の手引き（平成 31 年 1 月）』等で定められて

いるその他の要件についても満たしている

か。 

 
11.2.2.1 実習先企業選定の考え方 
本学では、専門知識・技術を活かし、職業倫

理観を持って、新しい価値を創り出すイノベ

ーション人材の育成を目指している。臨地実

務実習を通して、各企業の製品化に向けた組

織的な開発テクニックを学び、関連業務を体

験する。一人一人の社会的・職業的自立に向

けてコミュニケーション能力や職業倫理観な

どの必要な基盤となる能力や態度を身につけ

る。また、独創的な技術やノウハウ等がもた

らす産業のダイナミズムを目の当たりにする

ことにより、未来に向けた新規産業の担い手

となる意識と未知の分野に挑戦する意欲を醸

成する。これらの目的を達成可能な受け入れ

先企業の選定を行っている。 
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11.2.2.2各学科で満たされるべき基準 

＜情報工学科＞ 
① 臨地実務実習先となるそれぞれの企

業の事業内容が、情報工学科の学生

が専攻する AI、IoT、ロボット分野

に該当している。加えて、科目の到

達目標の全てを達成する指導を行う

ことができる。 
＜デジタルエンタテインメント学科＞ 

① 臨地実務実習先となるそれぞれの企

業の事業内容が、デジタルエンタテ

インメント学科の学生が専攻するゲ

ームプロデュース、CG アニメーシ

ョン分野に該当している。加えて、

科目の到達目標の全てを達成する指

導を行うことができる。 
 
ここでいう、『科目の到達目標の

全てを達成する指導を行うことがで

きる。』とは、例えば、情報工学科

における「臨地実務実習Ⅲ」の場

合、シラバスにある到達目標の一つ

にある『専攻する学科・コースの技

術（AI、 IoT、ロボット）を主に用

いた最適解に対し部分的であっても

プロトタイプを実現し、評価するこ

とができる。』に対し、実際の実習

指導者が指導を行えるかどうかであ

る。審査意見 7(6)も加味し、例え

ば、実習指導者によっては、AI 戦略

コースの学生の制作物に対して適切

なアドバイスや評価を行うことが難

しいため、その場合に該当すると判

断した場合、AI 戦略コースの学生は

当該施設を選択することの内容にリ

ストから外す。 
以上の事柄を精査し、それぞれの

科目と企業ごとにコース別で実施可

否を資料 29-1 にまとめる。 
 

 
11.2.2.2 受け入れ先企業の選定基準 
以下の 4 つの観点から達成目標を立て、到達

度の評価基準となるルーブリック評価（資料

25-1、資料 25-2、資料 25-3、資料 25-4）を作

成している。 
(1) 関心・意欲・態度 ・・・担い手となる意

識と挑戦する意欲 
(2) 思考・判断・表現 ・・・開発関連業務 
(3) 専門知識・技術  ・・・企業の製品化に

向けた開発技法 
(4) 組織的行動力   ・・・組織的な開発技

法、コミュニケーション能力、職業倫理観 
受け入れ先企業の選定は、表に記載された基

準をすべて評価可能かで判定する。 

 
11.2.3 実習施設における適切な指導者の配置 
基本的に実習施設に本学の担当指導教員は配

置せず受け入れ先の企業が用意することとす

る。本学における実習指導者とは、受け入れ

先の実務経験年数が必ず 5 年以上であり、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ者とする。また、責任者として人事部など

の後方部門が実習指導責任者となる場合があ

 
11.2.3 実習施設における適切な指導者の配置 
基本的に実習施設に本学の担当指導教員は配

置せず受け入れ先の企業が用意することとす

る。本学における実習指導者とは、受け入れ

先の実務経験年数が必ず 5 年以上であり、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ者とする。また、責任者として人事部など

の後方部門が実習指導責任者となる場合があ
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るが、実際の指導にあたる者は、先に述べた

条件をクリアしている、受け入れ先の実務経

験年数が必ず 5 年以上の実務経験を有し、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ、指導者として相応しい者とする。 
既に述べたが、施設の実習指導者と学生の人

数比率については、実習指導者 1 名につき 6
名程度までを基本とし、多人数受け入れの場

合には実習指導者を増員するよう施設に要請

し、実習指導者 1 名につき最大で 8 名とす

る。 
ここでいう実習指導者について、本学では一

部企業について、代表取締役を据えている。

こうした企業はすべて、必然的に従業員規模

が 20名以下の企業になった。当該実習先の代

表取締役は技術者でもあり、各臨地実務実習

にある到達目標にある項目を学生が達成する

ために必要な専門的（この場合は、各学科、

各コース）指導も可能なため、実習内容に適

した実習指導を行うことが十分にできる実習

指導者であると判断した。 
 

るが、実際の指導にあたる者は、先に述べた

条件をクリアしている、受け入れ先の実務経

験年数が必ず 5 年以上の実務経験を有し、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ、指導者として相応しい者とする。 
既に述べたが、施設の実習指導者と学生の人

数比率については、実習指導者 1 名につき 6
名程度までを基本とし、多人数受け入れの場

合には実習指導者を増員するよう施設に要請

し、実習指導者 1 名につき最大で 8 名とす

る。 
(追加) 
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（是正事項） 工科学部   情報工学科 
  

７．＜臨地実務実習に関する疑義＞ 
臨地実務実習について以下の点を是正し、専門職大学としてふさわしい水準内容

の計画とすること。【２学科共通】 

（４）「インターンシップⅠ～Ⅳ」について、到達目標が抽象的であり、当該学

科の専門性に関する目標も明確でないため、それぞれの科目でどのレベルまでの

到達を求めるのか不明確である。また、具体的に学生が実習期間中に行う業務内

容が不明確であるため、臨地実習の目的等に照らして適切な学修内容であるか不

明である。 

 
（対応） 
 審査意見 1、2、3、5、7等の是正意見も考慮し、臨地実務実習について改めて見直しを行い、

臨地実務実習にあたる科目「インターンシップⅠ～Ⅳ」について、到達目標、実施内容、実習時

期、実施期間、等について修正を行い「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」に改めた。その上で、それぞれの

科目の到達目標の具体化、当該学科の専門性に関する目標、具体的業務内容について、各科目の

到達目標に照らして以下に説明する。 
 
 
■臨地実務実習の見直し 
 審査意見 1、3、 5、7(3、4)等を鑑み、臨地実務実習を以下のように見直す。 
 

表 1 臨地実務実習における変更前後の比較 
変更前 変更後 

科目名 実施時期 実施日数 科目名 実施時期 実施日数 
「インターンシッ

プⅠ」 
2 年次 
7～8 月 

10 日間 （削除） ―  ― 

「インターンシッ

プⅡ」 
2 年次 
1～2 月 

30 日間 「臨地実務実習

Ⅰ」 
2 年次 

1～2 月 
20 日間 

「インターンシッ

プⅢ」 
3 年次 
10 月～

11 月 

20 日間 「臨地実務実習

Ⅱ」 
3 年次 

10 月～ 
11 月 

30 日間 

「インターンシッ

プⅣ」 
4 年次 
1～2 月 

20 日間 「臨地実務実習

Ⅲ」 
4 年次 

7～9 月 
30 日間 

※卒業研究制作の終了時期を年度末に変更する 
 

□修正の全体方針 
①科目名の変更について 
 『専門職大学等の臨地実務実習の手引き（平成 31 年 1 月）』では、臨地実務実習及びイ

ンターンシップを以下の通り定義している（4 ページ）。 

「臨地実務実習」：専門職大学設置基準等の規定に基づいて行われる「企業その他の事業者

の事業所又はこれに類する場所において、当該事業者の実務に従事する

ことにより行う実習による授業科目」 
「インターンシップ」：インターンシップ保険等、専門職大学等の臨地実務実習でないもの

も含めて幅広く企業等の事業所において行われる実習等 

 本学が配置する企業等における実習は、専門職大学設置基準等の規定に基づいて行われる

授業科目である。そこで混乱を避けるために、当該科目名については、従来使用してきた
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「インターンシップ」から「臨地実務実習」へと改める。 
 
 
②臨地実務実習の科目構成、到達目標、実施日数の見直しについて 
 複数年にわたって実施する臨地実務実習については、教育課程全体の到達目標を踏まえな

がら、各段階の到達目標・教育内容を設定する必要がある。そこで、審査意見 1 及び 5 にお

ける指摘事項である養成人材像や教育課程の抜本的な見直しと併せて、臨地実務実習の科目

構成、到達目標、実施日数などについても以下の通り変更する。 

1. 「インターンシップⅠ」の削除 
  「インターンシップⅠ」の到達目標（要約）は、① 社会人としてのビジネスマナーの修

得、② 社会人、専門職人材としての認識、③学科ごとに学ぶべき業種と、職種特有の技術

などにおけるプロセスへの理解、としてきた。 
  このうち、①及び②の重要性そのものについて疑問を挟む余地はないものの、専門職大

学として相応しい学修基準といった指標や、事前学習において実施期間前指導を徹底する

ことなどを考慮した結果、「インターンシップⅠ」は「臨地実務実習Ⅰ（旧：インターン

シップⅡ）」へ集約する。この変更に対応して、「インターンシップⅢ」は「臨地実務実

習Ⅱ」と、「インターンシップⅣ」は「臨地実務実習Ⅲ」へと科目名を改める。 

2. 「インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ」の到達目標及び実施日数の変更 
  従前の「インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ」における授業の到達目標を簡潔にまとめると、

それぞれ以下の通りであった。 

  インターンシップⅡ：業務プロセスの理解（実施日数：30 日間） 
  インターンシップⅢ：プロトタイプの開発（実施日数：20 日間） 
  インターンシップⅣ：価値創造の創出（実施日数：20 日間） 

このように到達目標の難易度は段階的に高まることとなっており、本来であれば難易度

に相応する実施日数を配分するのが適切である。ところが従前は、徐々に実施日数を短く

する計画を立てていたうえ、授業の到達目標についても不明確であった。加えて、他の教

育課程の進行に対して到達目標の難易度が非常に高かった。 
そこで、「臨地実務実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（旧、インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ）」における授

業の到達目標及び実施日数については、以下の通り改める。 

臨地実務実習Ⅰ：相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解（実施日数：

20 日間） 
臨地実務実習Ⅱ：製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や課題の理解

（実施日数：30 日間） 
臨地実務実習Ⅲ：プロトタイプの実現及び評価を理解する（実施日数：30 日間） 

 
 
 
 
■臨地実務実習における科目の到達目標と具体的業務内容 
 以下に、本学の臨地実務実習にあたる「臨地実務実習Ⅰ」、「臨地実務実習Ⅱ」、「臨地

実務実習Ⅲ」の授業の到達目標及びテーマを記すとともに、これら到達目標に対して、具体

的業務内容がどのように設定されているのかを以下に説明する。 
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「臨地実務実習Ⅰ」 

授業の到達目標及びテーマ 

「相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解」 
【到達目標】 
（知識・理解） 
・実習先事業者の製品、業務内容、ビジネスプロセスを理解し説明することができる。 
（能力） 
・実習先の業務内容、ビジネスプロセスに基づいた基本技術を習得している。 
・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、期日を守って業務

を遂行することができる。 
（志向・態度） 
・社会人としての最低限のビジネスマナー身につけている。 
・三現主義（現場・現実・現物）とは何かを体感し理解している。 

臨地実務実習Ⅰのシラバス（本学の実習骨格、資料 27-1-1）にある到達目標授業の到達目

標及びテーマは上記のとおりである。「臨地実務実習Ⅰ」は初めての臨地実務実習として 2
年次の後期に配されており、基本的なビジネスプロセス等の理解に主題を置いている。その

中でも、専門性に関する到達目標に関しては『ビジネスプロセスに基づいた基本技術を習得

している』という項目で、これを充たすために実施計画（臨地実務実習先個別実施計画）で

は、その企業の業務を実践してみることが業務に盛り込まれることになる。 
それが満たされていることを示すために、情報工学科における受け入れ企業の一例として、

実際の実施計画書を資料 28-1-1 として添付する。この会社を例にとると、実習の内容は 
 
① 企業が対応可能な業務の理解（15 時間） 
② 企業が納入したシステムの簡易版の開発計画（22.5 時間） 
③ 企業が納入したシステムの簡易版における要求分析、ソフトウェア設計業務の実践

（45 時間） 
④ 企業が納入したシステムの簡易版におけるソフトウェアテスト、ソフトウェア保守

業務の実践（45 時間） 
⑤企業が納入したシステムの簡易版の製作発表（22.5 時間） 
 

となっており、『ビジネスプロセスに基づいた基本技術を習得している』を充たすために、

ソフトウェア設計業務の実践やソフトウェアテスト、ソフトウェア保守業務の実践といった

基本技術を実践する授業内容が盛り込まれている。 
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「臨地実務実習Ⅱ」 

授業の到達目標及びテーマ 

「製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や課題の理解」 
【到達目標】 
（知識・理解） 
・実習先事業者の既存サービスが抱える課題を理解して要点を説明することができる。 
・実習先事業者の既存サービスが抱える課題解決に必要な手法やツールには可能性としてど

のようなものが存在するかの知識を修得して文言でまとめることができる。 
（能力） 
・所属する受け入れ先の部署やチームが担当業務において抱える課題を、局所的に限定せず

に全体を俯瞰しつつ分析することができる。 
・既存サービスにおける課題を専攻する学科・コースの技術（AI、 IoT、ロボット）を主に

用いて解決する案を複数提示することができる。 
・改善策を実現する手法やツール（のプロトタイプ）を探索、考察することができる。 
（思考・態度） 
・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、自分が担当するプ

ロセスの要求条件を明確に理解し期日を守って業務を遂行することができる。 
・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組むことができる。 
・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、他人に説明することができる。 

臨地実務実習Ⅱのシラバス（本学の実習骨格、資料 27-1-2）にある到達目標授業の到達目

標及びテーマは上記のとおりである。「臨地実務実習Ⅱ」の到達目標は問題点や課題を発見

し、それについて理解することである。「臨地実務実習Ⅱ」は「臨地実務実習Ⅲ」の最終目

的である社会の問題・課題解決のために、学生が専攻する領域（コース）のプロトタイプ開

発が正しく実践されるために必要な、問題・課題発見に主軸が置かれている。 
よって、専門性に関する到達目標に関しては『既存サービスにおける課題を専攻する学

科・コースの技術（AI、 IoT、ロボット）を主に用いて解決する案を複数提示することがで

きる。』ということや、『改善策を実現する手法やツール（のプロトタイプ）を探索、考察

することができる。』という項目で、これを充たすために実施計画（臨地実務実習先個別実

施計画）では、その企業の業務を実践してみるだけではなく、改善点の発見といった項目が

業務に盛り込まれることになる。 
それが満たされていることを示すために、情報工学科における受け入れ企業の一例として、

実際の実施計画書を資料 28-1-2 として添付する。この会社を例にとると、実習の内容は 
 
 
① 企業が納入実績のあるシステムの開発計画（30 時間） 
② 企業が納入実績のあるシステムにおける要求分析、ソフトウェア設計業務の実践

（75 時間） 
③ 企業が納入実績のあるシステムにおけるソフトウェアテスト、ソフトウェア保守業

務の実践（75 時間） 
④ 企業が納入実績のあるシステムの製作発表（22.5 時間） 
⑤  企業が納入実績のあるシステムの改善点の発見（22.5 時間） 
 

となっており『既存サービスにおける課題を専攻する学科・コースの技術（AI、 IoT、ロボ

ット）を主に用いて解決する案を複数提示することができる。』を充たすために、企業が納

入実績のあるシステムの製作発表を通し、複数案を考えその中の最善案を実際に制作する他、

『改善策を実現する手法やツール（のプロトタイプ）を探索、考察することができる。』を

充たすために、制作のみならず実際に改善点を発見させる期間が実習内容に盛り込まれてい

る。 
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「臨地実務実習Ⅲ」 
「プロトタイプを実現して評価する」 

【到達目標】 

（知識・理解） 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な技術上の条件を理解して要点を説明できる。 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な手法やツールには可能性としてどのようなものが存

在するかの知識を修得して要点を説明できる。 

（能力） 

・所属する受け入れ先の部署やチームの担当業務のさらなる成果向上手段について、情報工学技術

をもちいた複数の解候補から最適性を考慮しながら解を選択することができる。 

・専攻する学科・コースの技術（AI、IoT、ロボット）を主に用いた最適解に対し部分的であっても

プロトタイプを実現し、評価することができる。 

・実現したプロトタイプに対して得られた評価を理解し、修正を加えてより良い問題解決案を考え

ることができる。 

（思考・態度） 

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、自分が担当するプロセス

の要求条件を明確に理解し期日を守って業務を遂行することができる。 

・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組むことができる。 

・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、それに沿った行動をすることができる。 
臨地実務実習Ⅲのシラバス（本学の実習骨格、資料 27-1-3）にある到達目標授業の到達目

標及びテーマは上記のとおりである。「臨地実務実習Ⅲ」はディプロマ・ポリシーにある

“プロトタイプの開発”を実践するだけでなく、評価を正しく理解することで、改めて問題

発見につながるように考えられることを到達目標に定めている。 
よって、専門性に関する到達目標に関しては『専攻する学科・コースの技術（AI、IoT、ロボ

ット）を主に用いた最適解に対し部分的であってもプロトタイプを実現し、評価することができ

る。』ということや、『実現したプロトタイプに対して得られた評価を理解し、修正を加えてより

良い問題解決案を考えることができる』という項目が特に重要で、これを充たすために実施計

画（臨地実務実習先個別実施計画）では、例えば、システム改良版の制作と発表などの項目

が業務に盛り込まれることになる。 
それが満たされていることを示すために、情報工学科における受け入れ企業の一例として、

実際の実施計画書を資料 28-1-3 として添付する。この会社を例にとると、実習の内容は 
 
① 企業が納入実績のあるシステムの改良版の開発計画（37.5 時間） 
② 企業が納入実績のあるシステムの改良版における要求分析、ソフトウェア設計業務

の実践（82.5 時間） 
③ 企業が納入実績のあるシステムの改良版におけるソフトウェアテスト、ソフトウェ

ア保守業務の実践（82.5 時間） 
④ 企業が納入実績のあるシステムの改良版の製作発表（22.5 時間） 
 

となっており『専攻する学科・コースの技術（AI、IoT、ロボット）を主に用いた最適解に対し部

分的であってもプロトタイプを実現し、評価することができる。』ということや、『実現したプロ

トタイプに対して得られた評価を理解し、修正を加えてより良い問題解決案を考えることができる』

を充たすために、納入実績のあるシステムの改良版の製作発表が実習内容に盛り込まれてい

る。 
 
 
 
 
 

23



（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 
新 旧 

 
11.3 実習水準確保の方策 
大学教育としてふさわしい実習水準を確保す

るために、本学では臨地実務実習実施準備期

間を十分に確保すると同時に体制を整える。

以下、詳細を明記する。 
 
 
11.3.1 実習内容について 
本学の臨地実務実習については、全学科とも

2 年次に「臨地実務実習Ⅰ」、3 年次に「臨地

実務実習Ⅱ」、4 年次に「臨地実務実習Ⅲ」

を段階的に編成している。以下に、本学の臨

地実務実習にあたる「臨地実務実習Ⅰ」、

「臨地実務実習Ⅱ」、「臨地実務実習Ⅲ」の

授業の到達目標及びテーマを記すとともに、

これら到達目標に対して、具体的業務内容が

どのように設定されているのかを以下に説明

する。 
 
 
 
＜情報工学科＞ 
「臨地実務実習Ⅰ」 

授業の到達目標及びテーマ 

「相手先の製品、業務内容、ビジネスプロ

セスなどの理解」 
【到達目標】 
（知識・理解） 
・実習先事業者の製品、業務内容、ビジネ

スプロセスを理解し説明することができ

る。 
（能力） 
・実習先の業務内容、ビジネスプロセスに

基づいた基本技術を習得している。 
・所属する受け入れ先の部署やチームメン

バーと協調性を持って行動し、期日を守っ

て業務を遂行することができる。 
（志向・態度） 
・社会人としての最低限のビジネスマナー

身につけている。 
・三現主義（現場・現実・現物）とは何か

を体感し理解している。 
臨地実務実習Ⅰのシラバス（本学の実習

骨格）にある到達目標授業の到達目標及び

テーマは上記のとおりである。「臨地実務

実習Ⅰ」は初めての臨地実務実習として 2
年次の後期に配されており、基本的なビジ

 
11.3 実習水準確保の方策 
大学教育としてふさわしい実習水準を確保す

るために、本学では臨地実務実習実施準備期

間を十分に確保すると同時に体制を整える。

以下、詳細を明記する。 
 
 
11.3.1 実習内容について 
本学の臨地実務実習については、全学科とも

2 年次に「インターンシップⅠ」「インター

ンシップⅡ」、3 年次に「インターンシップ

Ⅲ」、4 年次に「インターンシップⅣ」を段

階的に編成している。それぞれの臨地実務実

習における「実習の具体的内容」と、それを

通して習得される具体的な「知識・技能」に

ついて、以下に一例を記す。ただし、本学が

中心的に学ぶ工学分野は、時代の変化が激し

い事業領域であるため、毎年実習内容につい

ては見直しを行うとともに、十分な期間をも

って事前に担当教員や職員が受け入れ先企業

と綿密な打ち合わせをすることを基本とし、

詳細な実習要項を作成することとする。 
 
＜インターンシップⅠ＞ 
【得られる知識・技能】 
インターンシップⅠは全学科で実施され、そ

れぞれの学科に応じた臨地実習先で行うが、

実習を通じて習得しようとする知識・技能は

共通している。 
① 社会人としてのビジネスマナー ＜2 学科

共通＞ 
社会人としてのビジネスマナーは業種、業界

を問わず身につける必要がある。 
挨拶、名刺交換、メール利用マナー、電話の

受け答えといった、社会人・ビジネスパーソ

ンとしての基本的なビジネスマナーを臨地実

務実習先で実践し実際の職場で実践できる技

能を身につける。実習施設の実習指導者は、

新人社員教育における指導者と同様のポジシ

ョンとして指導する。 
 
② 社会人、専門職人材としての自覚 ＜2 学

科共通＞ 
モノづくりの現場では、多くの専門職を含む

人材や部署、他の企業などが自らの責任を果

たし、連携することで、新たな製品やサービ

ス、コンテンツなどが生み出されている。こ
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ネスプロセス等の理解に主題を置いてい

る。その中でも、専門性に関する到達目標

に関しては『ビジネスプロセスに基づいた

基本技術を習得している』という項目で、

これを充たすために実施計画（臨地実務実

習先個別実施計画）では、その企業の業務

を実践してみることが業務に盛り込まれる

ことになる。 
それが満たされていることを示すため

に、情報工学科における受け入れ企業の一

例として、実際の実施計画書を資料 27-1-1
として添付する。この会社を例にとると、

実習の内容は 
 
① 企業が対応可能な業務の理解（15 時

間） 
② 企業が納入したシステムの簡易版の

開発計画（22.5 時間） 
③ 企業が納入したシステムの簡易版に

おける要求分析、ソフトウェア設計業務の

実践（45 時間） 
④ 企業が納入したシステムの簡易版に

おけるソフトウェアテスト、ソフトウェア

保守業務の実践（45 時間） 
⑤企業が納入したシステムの簡易版の製

作発表（22.5 時間） 
 

となっており、『ビジネスプロセスに基づ

いた基本技術を習得している』を充たすた

めに、ソフトウェア設計業務の実践やソフ

トウェアテスト、ソフトウェア保守業務の

実践といった基本技術を実践する授業内容

が盛り込まれている。 
 
 
＜情報工学科＞ 
「臨地実務実習Ⅱ」 

授業の到達目標及びテーマ 

「製品、業務内容、ビジネスプロセスなど

の問題点の発見や課題の理解」 
【到達目標】 
（知識・理解） 
・実習先事業者の既存サービスが抱える課

題を理解して要点を説明することができ

る。 
・実習先事業者の既存サービスが抱える課

題解決に必要な手法やツールには可能性と

してどのようなものが存在するかの知識を

修得して文言でまとめることができる。 
（能力） 

のような実践の場において、それぞれの専門

職が担っている役割や責任、また、本学が目

指す“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”になるために、社会に対し

てどのような貢献ができるのかなどについて

実体験し、専門職人材としての自覚を持たせ

る。実習施設の実習指導者は、新人社員教育

における指導者と同様のポジションとして指

導する。 
 
③ 学部学科ごとに学ぶべき業種、職種特有の

技術など ＜学科別＞ 
インターンシップⅠでは①と②に加えて、

様々な業界におけるモノづくりのプロセスを

実際の制作現場での実習を通じて学ぶことを

目的としている。各プロセスに特化した詳細

レベルの学修ではなく概括的なレベルとす

る。実習施設の実習指導者は、新人社員教育

における指導者と同様のポジションとして指

導。必要に応じて分野ごとの有識者を指導に

加えるなどする。 
 
【実習内容例】 
・情報工学科 
AI、IoT、ロボットの技術は新たな産業を生

み出すとともに、既存の産業にも浸透してき

ている。従来の製品やサービスに AI 、IoT、
ロボットの技術が導入され、より便利に、よ

り安全に、またはそれ以上の価値を創造する

に至っている。インターンシップⅠでは、前

述したような AI、IoT、ロボットの技術を製

品やサービスに応用することで、新たな製品

やサービスを開発、製造している企業での臨

地実習を行う。どのように製品が開発されて

いくのかを実際の制作現場で体験することに

よって、そのプロセスの理解を深める。 
 
・デジタルエンタテインメント学科 
エンタテインメントを目的としたコンテンツ

である、デジタルゲーム、アナログゲーム、

映像作品などがどのようなプロセスによって

生み出されているのかを実際の制作現場にお

いて学ぶ。これらのプロセスにおける一般的

なモデルは存在するが、実際のところはコン

テンツの特性、また人材や機材などのリソー

スの確保状況によって千差万別であり、その

難しさや重要性は実際の制作現場でしか学ぶ

ことができない。 
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・所属する受け入れ先の部署やチームが担

当業務において抱える課題を、局所的に限

定せずに全体を俯瞰しつつ分析することが

できる。 
・既存サービスにおける課題を専攻する学

科・コースの技術（AI、 IoT、ロボット）

を主に用いて解決する案を複数提示するこ

とができる。 
・改善策を実現する手法やツール（のプロ

トタイプ）を探索、考察することができ

る。 
（思考・態度） 
・所属する受け入れ先の部署やチームメン

バーと協調性を持って行動し、自分が担当

するプロセスの要求条件を明確に理解し期

日を守って業務を遂行することができる。 
・社会的倫理観と責務をもって業務に取り

組むことができる。 
・三現主義（現場・現実・現物）を理解

し、他人に説明することができる。 
臨地実務実習Ⅱのシラバス（本学の実習

骨格）にある到達目標授業の到達目標及び

テーマは上記のとおりである。「臨地実務

実習Ⅱ」の到達目標は問題点や課題を発見

し、それについて理解することである。

「臨地実務実習Ⅱ」は「臨地実務実習Ⅲ」

の最終目的である社会の問題・課題解決の

ために、学生が専攻する領域（コース）の

プロトタイプ開発が正しく実践されるため

に必要な、問題・課題発見に主軸が置かれ

ている。 
よって、専門性に関する到達目標に関し

ては『既存サービスにおける課題を専攻す

る学科・コースの技術（AI、 IoT、ロボッ

ト）を主に用いて解決する案を複数提示す

ることができる。』ということや、『改善

策を実現する手法やツール（のプロトタイ

プ）を探索、考察することができる。』と

いう項目で、これを充たすために実施計画

（臨地実務実習先個別実施計画）では、そ

の企業の業務を実践してみるだけではな

く、改善点の発見といった項目が業務に盛

り込まれることになる。 
それが満たされていることを示すため

に、情報工学科における受け入れ企業の一

例として、実際の実施計画書を資料 27-1-2
として添付する。この会社を例にとると、

実習の内容は 
 
 

＜インターンシップⅡ＞ 
インターンシップⅡは全学科で実施され、そ

れぞれの学科に応じた臨地実習先で行うが、

実習を通じて習得しようとするものは共通し

ている。 
インターンシップⅠで学んだ実際の制作現場

での開発、製造プロセスの知識と学内で学ん

だプロジェクトマネジメントの知識に基づ

き、実際の制作現場での開発、製造プロセス

に具体的に関連するツールやシステムの制作

を行う。制作テーマについては事前に臨地実

務実習指導教員と実習施設の実習指導者によ

って検討し、インターンシップⅡの目的に沿

ったものを設定する。また、個々の参加学生

のレベルも考慮したものとする。 
この実習では、開発、製造プロセスの概括的

な理解に基づいた機能デザインや限られた時

間を有効に使うためのプロジェクトマネジメ

ント能力が要求されるため、モノづくりのプ

ロセスや技術面におけるより深い理解を得る

ことができる。 
 
① 開発プロセスをより深く理解する ＜2 学

科共通＞ 
モノづくりに関連する全てのプロセスを深く

理解することは、限られた臨地実務実習の期

間では不可能だが、その一部分についてなら

可能である。最も長い期間であるインターン

シップⅡでは、実習先企業それぞれの開発、

製造プロセスにおいて、特に重要な部分に対

する理解を深めることを目的とする。加え

て、開発、製造プロセスにおいて、具体的に

関連するツールやシステムの制作を行う。実

習施設の実習指導者は学生の制作物が、実態

に即したものとなるよう企画段階から適切な

指導を行う。 
 
② プロジェクトマネジメントの実践学習 ＜

2 学科共通＞ 
情報工学科は 1 年次後期、デジタルエンタテ

インメント学科は 2 年次前期に、プロジェク

トマネジメントを学んでいる。これらの科目

で学んだプロジェクトマネジメントの技法を

①のツール、システム制作において活用する

ことでより実践な理解を深める。実習施設の

実習指導者は工数の見積もりについて現場目

線での指導を行う。限られた工数を効果的に

スケジューリングする手法、また制作物に対

する工数の妥当性など実践的な指導を行う。 
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① 企業が納入実績のあるシステムの開

発計画（30 時間） 
② 企業が納入実績のあるシステムにお

ける要求分析、ソフトウェア設計業務の実

践（75 時間） 
③ 企業が納入実績のあるシステムにお

けるソフトウェアテスト、ソフトウェア保

守業務の実践（75 時間） 
④ 企業が納入実績のあるシステムの製

作発表（22.5 時間） 
⑤  企業が納入実績のあるシステムの改

善点の発見（22.5 時間） 
 

となっており『既存サービスにおける課題

を専攻する学科・コースの技術（AI、 
IoT、ロボット）を主に用いて解決する案を

複数提示することができる。』を充たすた

めに、企業が納入実績のあるシステムの製

作発表を通し、複数案を考えその中の最善

案を実際に制作する他、『改善策を実現す

る手法やツール（のプロトタイプ）を探

索、考察することができる。』を充たすた

めに、制作のみならず実際に改善点を発見

させる期間が実習内容に盛り込まれてい

る。 
 
 
＜情報工学科＞ 
「臨地実務実習Ⅲ」 
「プロトタイプを実現して評価する」 

【到達目標】 

（知識・理解） 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な

技術上の条件を理解して要点を説明できる。 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な

手法やツールには可能性としてどのようなもの

が存在するかの知識を修得して要点を説明でき

る。 

（能力） 

・所属する受け入れ先の部署やチームの担当業

務のさらなる成果向上手段について、情報工学

技術をもちいた複数の解候補から最適性を考慮

しながら解を選択することができる。 

・専攻する学科・コースの技術（AI、IoT、ロ

ボット）を主に用いた最適解に対し部分的であ

ってもプロトタイプを実現し、評価することが

できる。 

・実現したプロトタイプに対して得られた評価

を理解し、修正を加えてより良い問題解決案を

考えることができる。 

③ 学部学科ごとに学ぶべき業種、職種特有の

技術など ＜学科別＞ 
インターンシップⅡでは①と②を通じて、

様々な業界におけるモノづくりのプロセス

を、実制作現場での実習を通じてより深く学

ぶとともに、それぞれの業種に特化した専門

的で重要なプロセスについての理解を目的と

している。 
 
 
 
 
【実習内容例】 
・情報工学科 
AI、IoT、ロボットの技術を取り入れた製品

開発、また自動車を構成する多くの部品を開

発する現場においては、MBD（Model Based 
Development）開発手法が広く普及してい

る。 
この開発手法は製品全体レベルの大規模なも

のから、単一部品レベルの小規模なものまで

に用いることができるため、学生のレベルに

応じて難易度を設定した MBD 開発手法を用

いた課題テーマを臨地実務実習指導教員と実

習施設の実習指導者によって検討し設定す

る。MBD 開発手法においては、製品に求め

られる機能や制約を正しく理解し、それをモ

デル化する必要があるため、MBD 開発手法

の実践とともに、モノづくりに対するより深

い理解を得ることができる。 
 
・デジタルエンタテインメント学科 
ゲーム開発のプロセスは大きく分けるとその

大半が、企画の後、仕様を決定し、シナリ

オ・原画・音楽・効果音を付加したプログラ

ムを作成、最終工程としてデバッグ、レベル

デザインを確認し完成に至るが、それぞれの

工程の中でも詳細なプロセスが存在してい

る。これらの一部分のプロセスを学生のレベ

ルに応じて臨地実務実習指導教員と実習施設

の実習指導者によって検討し課題として設定

する。具体的な内容としては開発を支援する

ツールの開発やレベルデザインにおける難易

度検討、プランナーの指示に従ってのキャラ

クターアニメーション制作などがある。 
 
＜インターンシップⅢ＞ 
インターンシップⅢは全学科で実施され、そ

れぞれの学部学科に応じた臨地実習先で行う

が、実習を通じて習得しようとするものは共
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（思考・態度） 

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバー

と協調性を持って行動し、自分が担当するプロ

セスの要求条件を明確に理解し期日を守って業

務を遂行することができる。 

・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組む

ことができる。 

・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、そ

れに沿った行動をすることができる。 
臨地実務実習Ⅲのシラバス（本学の実習

骨格）にある到達目標授業の到達目標及び

テーマは上記のとおりである。「臨地実務

実習Ⅲ」はディプロマ・ポリシーにある

“プロトタイプの開発”を実践するだけで

なく、評価を正しく理解することで、改め

て問題発見につながるように考えられるこ

とを到達目標に定めている。 
よって、専門性に関する到達目標に関し

ては『専攻する学科・コースの技術（AI、
IoT、ロボット）を主に用いた最適解に対し部

分的であってもプロトタイプを実現し、評価す

ることができる。』ということや、『実現し

たプロトタイプに対して得られた評価を理解

し、修正を加えてより良い問題解決案を考える

ことができる』という項目が特に重要で、こ

れを充たすために実施計画（臨地実務実習

先個別実施計画）では、例えば、システム

改良版の制作と発表などの項目が業務に盛

り込まれることになる。 
それが満たされていることを示すため

に、情報工学科における受け入れ企業の一

例として、実際の実施計画書を資料 27-1-3
として添付する。この会社を例にとると、

実習の内容は 
 
① 企業が納入実績のあるシステムの改

良版の開発計画（37.5 時間） 
② 企業が納入実績のあるシステムの改

良版における要求分析、ソフトウェア設計

業務の実践（82.5 時間） 
③ 企業が納入実績のあるシステムの改

良版におけるソフトウェアテスト、ソフト

ウェア保守業務の実践（82.5 時間） 
④ 企業が納入実績のあるシステムの改

良版の製作発表（22.5 時間） 
 

となっており『専攻する学科・コースの技術

（AI、IoT、ロボット）を主に用いた最適解に

対し部分的であってもプロトタイプを実現し、

評価することができる。』ということや、

通している。 
また、2 年次までの英語コミュニケーション

科目の成績及び英語テスト（TOEIC 等）によ

り一定の基準を満たす学生については、海外

での実習を選択することが可能となってい

る。ただし、受け入れ企業が独自に行う試験

（スカイプなどのインターネット電話を利用

した面接）に合格する必要がある。 
インターンシップⅢでは、インターンシップ

Ⅰ、Ⅱで学んできた、実際の制作現場での開

発プロセス、プロジェクトマネジメント、業

種ごとに特化した実際の制作現場でのツール

やシステムなどの開発に基づいたより高度な

臨地実習を行う。 
 
① 実習先企業の業務プロセスを理解した改善

提案 ＜学科共通＞ 
インターンシップⅢでは実習先企業に対して

改善提案を行う。そのためには、現状プロセ

スの正しい理解と、それに基づいて問題点を

発見する能力が求められるが、これまでの学

内での学習、実習、インターンシップⅠ、Ⅱ

で得た知識や経験を活用することで対応する

よう指導する。また、改善提案は業務の見直

しといったワークフロー改善などを含んでも

よいが、それを支援するためのツールやシス

テムを併せて提案することを義務付ける。こ

の提案には実習施設の実習指導者によってア

ドバイスを行い、実際の制作現場ならではの

視点や観点を学ぶ。 
 
② 改善提案に基づいたプロトタイプの開発 

＜学科別＞ 
①の提案に基づいて、プロトタイプの開発を

行う。上流工程としてプロトタイプを使用す

る人達へのヒアリングを行い更なる詳細な要

件定義をまとめる、要件定義に基づいた仕様

の見直しなど実際の制作現場でしか体験でき

ない経験によってより理解を深める。これら

の学習は学生が主体となって行うが、実習施

設の実習指導者によってアドバイスを行い、

実際の制作現場ならではの視点や観点を学

ぶ。 
 
【実習内容例】 
・情報工学科 
AI、IoT、ロボットといった先端情報工学分

野を学ぶ時、AI 領域は主に Python といった

プログラミング言語の知識、IoT 分野ではサ

ーバでの情報処理方法、ロボット領域では 3D
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『実現したプロトタイプに対して得られた評価

を理解し、修正を加えてより良い問題解決案を

考えることができる』を充たすために、納入

実績のあるシステムの改良版の製作発表が

実習内容に盛り込まれている。 
 
 

 
＜デジタルエンタテインメント学科＞ 
「臨地実務実習Ⅰ」 

授業の到達目標及びテーマ 

「相手先の製品、業務内容、ビジネスプロ

セスなどの理解」 
【到達目標】 
（知識・理解） 
・実習先事業者の製品、業務内容、ビジネ

スプロセスを理解し説明することができ

る。 
（能力） 
・実習先の業務内容、ビジネスプロセスに

基づいた基本技術を習得している。 
・所属する受け入れ先の部署やチームメン

バーと協調性を持って行動し、期日を守っ

て業務を遂行することができる。 
（志向・態度） 
・社会人としての最低限のビジネスマナー

身につけている。 
・三現主義（現場・現実・現物）とは何か

を体感し理解している。 
臨地実務実習Ⅰのシラバス（本学の実習

骨格、資料 27-2-1）にある到達目標授業の

到達目標及びテーマは上記のとおりであ

る。「臨地実務実習Ⅰ」は初めての臨地実

務実習として 2 年次の後期に配されてお

り、基本的なビジネスプロセス等の理解に

主題を置いている。その中でも、専門性に

関する到達目標に関しては『ビジネスプロ

セスに基づいた基本技術を習得している』

という項目で、これを充たすために実施計

画（臨地実務実習先個別実施計画）では、

その企業の業務を実践してみることが業務

に盛り込まれることになる。 
それが満たされていることを示すため

に、デジタルエンタテインメント学科にお

ける受け入れ企業の一例として、実際の実

施計画書を資料 28-2-1 として添付する。こ

の会社を例にとると、実習の内容は 
 
① オリエンテーションとして、実習説

プリンタ技術等、それぞれの要素を個々に修

得することが多い。一方、実際の制作現場で

はそれぞれの領域が複合的に入り組んだサー

ビスがほとんどであって、プロジェクト単位

で取り組む際には横断的な知識と教養が必要

になる。インターンシップⅢでは、AI、
IoT、ロボットといったそれぞれのコースが

主体となって取り組んでいる技術範囲だけで

はなく、他コースの技術要素を利用したサー

ビスを制作、若しくは全く異なる事業領域に

対し AI、IoT、ロボット領域における技術を

付加したサービスを制作するといった、専門

にとらわれない実業務に近い実践的なスキル

を身につける。 
 
・デジタルエンタテインメント学科 
ゲームや映像作品に登場する CG モデルは 3D 
CG ソフトを用いて制作されているが、実際

の制作現場においては制作するモデルや目的

によって、これらのソフトウェアのカスタマ

イズを行っている。また業務に応じたオリジ

ナルのツールソフトウェア上で開発し、作業

の効率化を図っている。これらはソフトウェ

ア特有のスクリプト言語や、Python を用いる

ことで実装することができる。この機能を活

かし、現場観察によって見出した問題点を改

善するためのツールを作成し、実習先企業で

リリースまで行う。リリース時にはインスト

ールマニュアルや操作説明書、更なるカスタ

マイズのための基本仕様書なども配布するな

ど、より実践的なスキルを身につける。 
 
＜インターンシップⅣ＞ 
インターンシップⅣは全学科で実施され、そ

れぞれの学科に応じた臨地実習先で行うが、

実習を通じて習得しようとするものは共通し

ている。 
また、3 年次までの英語コミュニケーション

科目の成績及び英語テスト（TOEIC 等）によ

り一定の基準を満たす学生については、海外

での実習を選択することが可能となってい

る。ただし、受け入れ企業が独自に行う試験

（スカイプなどのインターネット電話を利用

した面接）に合格する必要がある。 
インターンシップⅣでは、これまでの学びの

集大成として、社会が求める価値を敏感に捉

え、新しい価値を生み出す一連のプロセスを

実践する。実習先が取り扱うサービスやコン

テンツ、製品、あるいは有する技術を基にし

た、社会が求める新しい価値をプロトタイプ
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明、環境構築及び企業業務を理解する。

（7.5 時間） 
② 企業が提示した課題（プロジェクト

分析、アセット制作、プログラム開発等）

を実現するための必要技術を理解し、実習

計画を立案する。（30 時間） 
③ 計画に沿って実習を進める。適宜、

企業担当者に報告しフィードバックを受け

ながら、成果物を制作する。（75 時間） 
④ 最終プレゼンテーションに向け、成

果物のブラッシュアップ、資料作成を進め

る。（30 時間） 
⑤ 最終プレゼンテーション、及びフィ

ードバックを受ける。（7.5 時間） 
  

となっており、『ビジネスプロセスに基づ

いた基本技術を習得している』を充たすた

めに、 企業が提示した課題（プロジェクト

分析、アセット制作、プログラム開発等）

を実現するための必要技術を理解し、実習

計画を立案するといった基本技術を実践す

る授業内容が盛り込まれている。 
 
＜デジタルエンタテインメント学科＞ 
「臨地実務実習Ⅱ」 

授業の到達目標及びテーマ 

「製品、業務内容、ビジネスプロセスなど

の問題点の発見や課題の理解」 
【到達目標】 
（知識・理解） 
・実習先事業者の既存サービスが抱える課

題を理解して要点を説明することができ

る。 
・実習先事業者の既存サービスが抱える課

題解決に必要な手法やツールには可能性と

してどのようなものが存在するかの知識を

修得して文言でまとめることができる。 
（能力） 
・所属する受け入れ先の部署やチームが担

当業務において抱える課題を、局所的に限

定せずに全体を俯瞰しつつ分析することが

できる。 
・既存サービスにおける課題を専攻する学

科・コースの技術（ゲームプロデュース、

CGアニメーション）を主に用いて解決する

案を複数提示することができる。 
・改善策を実現する手法やツール（のプロ

トタイプ）を探索、考察することができ

る。 

とともに提案する。支援ツールや支援システ

ムによる改善提案ではなくコンテンツやサー

ビス、製品そのものの提案であることがイン

ターンシップⅢとの大きな違いである。 
 
① 実習先企業に関する調査と理解 ＜2 学科

共通＞ 
実習先企業がどのようなサービスやコンテン

ツ、製品を作っているのか、どのような技術

を有しているのか、また、それらの強みは何

かを正しく理解する。それだけではなく、ク

ライアントや物によっては一般ユーザー、販

路、関連企業、グループ企業、企業ブラン

ド、保有施設など、利用できそうなあらゆる

情報を調査し理解する。これらの調査は学生

主体で行わせ、実習施設の実習指導者は、状

況に応じた調査方法のアドバイスするレベル

にとどめ、具体的な回答は行わないようにす

る。 
 
② マーケティング調査 ＜2 学科共通＞ 
3 年次後期の『グローバル市場化戦略』で学

んだ知識を主に用いて市場動向を調査する。

実習先企業と、そのサービスやコンテンツ、

製品をとりまく市場を調査し戦略を考える。 
 
③ プロトタイプを用いた新たなサービスやコ

ンテンツ、製品などの提案 ＜学科別＞ 
①②の調査結果に基づいて、新たな価値を有

するサービスやコンテンツ、製品をプロトタ

イプを用いて提案する。本学が養成する

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”に相応しいデザイン思考を骨格

として持ちつつ、それらは理論にも裏打ちさ

れた社会が求めるモノである必要性がある。

よって、今までの知識・教養だけではなく、

①②の調査結果に基づいた理論的な提案であ

ることが重要となる。 
 
【実習内容例】 
・情報工学科 
AI、IoT、ロボットといった技術の集合体と

言える人型ロボットは、市場に応じて、介

護・教育・警備・接客といった様々なニーズ

が存在する。一方で、ヒトに直接的に触れる

ことから高い倫理観や完成度が求められると

ともに、高コストといった様々な障壁が存在

する。 
学生がそれぞれのコースで学んできた専門性

を生かしその企業の人型ロボットに対し、AI
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（思考・態度） 
・所属する受け入れ先の部署やチームメン

バーと協調性を持って行動し、自分が担当

するプロセスの要求条件を明確に理解し期

日を守って業務を遂行することができる。 
・社会的倫理観と責務をもって業務に取り

組むことができる。 
・三現主義（現場・現実・現物）を理解

し、他人に説明することができる。 
臨地実務実習Ⅱのシラバス（本学の実習

骨格、資料 27-2-2）にある到達目標授業の

到達目標及びテーマは上記のとおりであ

る。「臨地実務実習Ⅱ」の到達目標は問題

点や課題を発見し、それについて理解する

ことである。「臨地実務実習Ⅱ」は「臨地

実務実習Ⅲ」の最終目的である社会の問

題・課題解決のために、学生が専攻する領

域（コース）のプロトタイプ開発が正しく

実践されるために必要な、問題・課題発見

に主軸が置かれている。 
よって、専門性に関する到達目標に関し

ては『既存サービスにおける課題を専攻す

る学科・コースの技術（ゲームプロデュー

ス、CGアニメーション）を主に用いて解決

する案を複数提示することができる。』と

いうことや、『改善策を実現する手法やツ

ール（のプロトタイプ）を探索、考察する

ことができる。』という項目で、これを充

たすために実施計画（臨地実務実習先個別

実施計画）では、その企業の業務を実践し

てみるだけではなく、改善点の発見といっ

た項目が業務に盛り込まれることになる。 
それが満たされていることを示すため

に、デジタルエンタテインメント学科にお

ける受け入れ企業の一例として、実際の実

施計画書を資料 28-2-2 として添付する。こ

の会社を例にとると、実習の内容は 
① オリエンテーションとして、実習説

明、環境構築及び企業業務（コンテンツ、

サービス）を理解する。（7.5 時間） 
② 既存業務の改善提案（サービス、プ

ロセス等）をもとに、目的と実施手段、必

要技術、計画をまとめる。（30 時間） 
③ 立案した計画に基づき、改善に向け

た実習を遂行する。中間発表に向けての準

備及び発表を行い、フィードバックを受け

る。（75 時間） 
④ フィードバックを受けて計画を修正

し、修正後の計画に基づき実習を遂行す

る。（75 時間） 

戦略コース出身の学生は例えば“感情”とい

った学習システムの要件定義追加による顧客

ニーズの新規戦略提案、IoT システムコース

出身の学生はスマートフォンでの遠隔操作シ

ステムの新システム開発、ロボット開発コー

スの学生は姉妹ロボットとなるような新たな

ロボットのプロトタイプの開発などを行うこ

ととする。決まった期間で PDCA サイクルが

回り、価値創造がなされるように、実習施設

の実習指導者は、状況に応じて具体的なアド

バイスを与えたり、相談できるスタッフを紹

介したりするなど、学生の上司的なポジショ

ンで指導を行う。 
 
・デジタルエンタテインメント学科 
現状でも、リハビリなどにおいてデジタルソ

フトを用いたゲームコンテンツのようなもの

が使われているが、洗練されたものではな

く、大きな改善の余地が存在している。この

点に着目し、エンタテインメントとしてのコ

ンテンツを医療現場におけるリハビリのため

のコンテンツとして開発する。現在のリハビ

リ手法について調査し、その要件を満たし、

かつ、新しい機能を追加する。実習施設の実

習指導者は、状況に応じて具体的なアドバイ

スを与えたり、相談できるスタッフを紹介し

たりするなど、学生の上司的なポジションで

指導を行う。 
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⑤ 最終プレゼンテーションに向けて、

成果物のブラッシュアップ及び資料作成を

行う。（30 時間） 
⑥  最終プレゼンテーションを行い、フ

ィードバックを受ける。（7.5 時間） 
となっており『既存サービスにおける課題

を専攻する学科・コースの技術（ゲームプ

ロデュース、CGアニメーション）を主に用

いて解決する案を複数提示することができ

る。』を充たすために、既存業務の改善提

案（サービス、プロセス等）をもとに、目

的と実施手段、必要技術、計画をまとめる

他、『改善策を実現する手法やツール（の

プロトタイプ）を探索、考察することがで

きる。』を充たすために、立案した計画に

基づき、改善に向けた実習を遂行する。中

間発表に向けての準備及び発表を行い、フ

ィードバックを受ける期間が実習内容に盛

り込まれている。 
 
＜デジタルエンタテインメント学科＞ 
「臨地実務実習Ⅲ」 
「プロトタイプを実現して評価する」 

【到達目標】 

（知識・理解） 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な

技術上の条件を理解して要点を説明できる。 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な

手法やツールには可能性としてどのようなもの

が存在するかの知識を修得して要点を説明でき

る。 

（能力） 

・所属する受け入れ先の部署やチームの担当業

務のさらなる成果向上手段について、情報工学

技術をもちいた複数の解候補から最適性を考慮

しながら解を選択することができる。 

・専攻する学科・コースの技術（ゲームプロ

デュース、CG アニメーション）を主に用い

た最適解に対し部分的であってもプロトタイプ

を実現し、評価することができる。 

・実現したプロトタイプに対して得られた評価

を理解し、修正を加えてより良い問題解決案を

考えることができる。 

（思考・態度） 

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバー

と協調性を持って行動し、自分が担当するプロ

セスの要求条件を明確に理解し期日を守って業

務を遂行することができる。 

・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組む

ことができる。 
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・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、そ

れに沿った行動をすることができる。 
臨地実務実習Ⅲのシラバス（本学の実習

骨格、資料 27-2-3）にある到達目標授業の

到達目標及びテーマは上記のとおりであ

る。「臨地実務実習Ⅲ」はディプロマ・ポ

リシーにある“プロトタイプの開発”を実

践するだけでなく、評価を正しく理解する

ことで、改めて問題発見につながるように

考えられることを到達目標に定めている。 
よって、専門性に関する到達目標に関し

ては『専攻する学科・コースの技術（ゲーム

プロデュース、CG アニメーション）を主に

用いた最適解に対し部分的であってもプロトタ

イプを実現し、評価することができる。』とい

うことや、『実現したプロトタイプに対して

得られた評価を理解し、修正を加えてより良い

問題解決案を考えることができる』という項

目が特に重要で、これを充たすために実施

計画（臨地実務実習先個別実施計画）で

は、例えば、競合会社を意識した改善提案

などの項目が業務に盛り込まれることにな

る。 
それが満たされていることを示すため

に、デジタルエンタテインメント学科にお

ける受け入れ企業の一例として、実際の実

施計画書を資料 28-2-3 として添付する。こ

の会社を例にとると、実習の内容は 
①オリエンテーションとして、本実習の

目的、環境構築、業務内容の説明（業界説

明と企業の位置や価値とビジネス、コンテ

ンツ構築プロセスにおける受入部署の役割

等）を理解する。（7.5 時間） 
②扱っているサービスや構築プロセスを

対象に、競合会社を意識した改善提案及び

計画を立案する。（30 時間） 
③計画に基づき、改善に向けた実習を遂

行する。中間発表に向けての準備及び発表

を行い、フィードバックを受ける。（75 時

間） 
④フィードバックを受けて計画を修正

し、修正後の計画に基づき実習を遂行す

る。（75 時間） 
⑤最終プレゼンテーションに向けて、成

果物のブラッシュアップ及び資料作成を行

う。（30 時間） 
⑥最終プレゼンテーションを行い、フィ

ードバックを受ける。（7.5 時間） 
  

となっており『専攻する学科・コースの技術
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（ゲームプロデュース、CG アニメーショ

ン）を主に用いた最適解に対し部分的であって

もプロトタイプを実現し、評価することができ

る。』ということや、『実現したプロトタイ

プに対して得られた評価を理解し、修正を加え

てより良い問題解決案を考えることができる』

を充たすために、フィードバックを受けて

計画を修正し、修正後の計画に基づき実習

を遂行するといった内容が実習内容に盛り

込まれている。 
 

 
 

 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 

新 旧 
（資料27） （追加） 

（資料28） （追加） 

(削除) 
 

(資料25-1) 

(資料31-1,2,3) 
 

(資料25-2,3,4) 
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（是正事項） 工科学部   情報工学科 
  

７．＜臨地実務実習に関する疑義＞ 
臨地実務実習について以下の点を是正し、専門職大学としてふさわしい水準内容

の計画とすること。【２学科共通】 

（５）臨地実務実習施設として海外の施設も含まれているが、巡回指導を行わな

い計画であるため、国内の施設と同等の質で実習を行うことができるのか不明確

であるとともに、学生の安全確保等の点でも懸念がある。また、海外の実習施設

との事前の協議等をどのように行うのか不明確である。 

 
（対応） 
 本学が計画する海外での臨地実務実習について、国内の施設と同等の質で実習を行うこと

ができるのか、学生の安全確保等、海外の実習施設との事前の協議等、不明確もしくは懸念

とされている点について再検証した。 
その結果、実施施設を大幅に削減することとなったものの、一部の海外施設では国内と同

等の質・環境を確保の上で、臨地実務実習を行うことができるという結論に達した。その根拠

を説明する。 
 
 
■国内の施設と同等の質で実習を行うことができるか 

1. 海外の臨地実務実習施設の再検証 
海外の臨地実務実習施設において国内の施設と同等の質で実習を行えるかどうかにつ

いて、①事前協議の実現性、②実習指導者の確保、③適切な指導の実現性、④依頼内容

が実習指導者へ正しく伝わるか、加えて、加えて、以下に詳細を記すが、学生の安全面

の確保できるように、⑤現地に日本語対応ができる指導員、若しくは指導員の補助（メ

ンター）が確保できるのか、といった点や、⑥学生のトラブルに対応できるのか（実習

先の施設から数時間で学生のもとにかけつけることのできるエージェントが確保できる

のか等）などを再検証した結果、従前より予定していた海外実習施設の概ね 3 分の 1 に

ついては、同等の質を確保できると確認できた。 
一方、残り 3 分の 2 の施設については、同等の質を確保できるどうかについて、現時

点では十分な確認ができなかったことにより、今回の申請において臨地実務実習施設の

対象から外す。ただし、特別プログラム（単位は与えない、オプション海外授業）とし

て「海外インターンシップⅠ～Ⅲ」として用意し実施する。「海外インターンシップⅠ

～Ⅲ」として実施し、これらテスト期間を経ることで、今回、対象から外れた施設にお

いても国内と同等の質で実習を行えると確認できた場合、改めて「臨地実務実習Ⅲ」に

配置する、もしくは新たに科目を配置する予定である。 
 

2. 海外の臨地実務実習における質の確保 
 海外の臨地実務実習においても、国内の施設と同等の質で実習を行うことができるよ

う、本学では担当教員による指導方法を工夫する。国内の臨地実務実習では①担当教員

による巡回指導（最低 1 回）、②2 週間ごとの帰校、を定めている。一方、海外の臨地

実務実習では巡回指導が困難であるという実状を踏まえて、国内よりも実質的に多くの

指導時間を確保する。具体的には、週 1 回以上のテレビ電話会議を開く。 

 
 
 
■学生の安全確保等について 
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 海外施設での臨地実務実習における学生の安全確保等については、以下の対策を講ずる。 

 ①教職員が、実習開始前に現地を視察する（最低 1 回）。 
 ②本学に据えるキャリア・サポートセンターが、現地の留学エージェント等も活用して、

実習開始前に実習先国及び実習施設が存在する地域の治安情勢（テロや暴動の発生、衛

生状態、社会問題等）に問題がないことを確認する。さらに、実習期間中、治安情勢の

モニターを継続する。 
 ③学生に何らかのトラブルが生じたあるいはトラブルに巻き込まれた場合、数時間以内に

現地の留学エージェントが、実習施設もしくは学生の宿泊先に駆けつけることのできる

態勢を整備する。さらに、必要に応じて教職員が現地に赴き対応にあたる。ここで言う

エージェントは、実施する海外臨地実務実習先に必ず準備する。 
④本学の学生は入学時から、臨地実務実習活動中やその往復において、物損や他者への怪

我も含め補償するような保険に加入する。ただし、海外臨地実務実習に参加する場合に

おいては、その範囲も保証となる保険に追加で加入する。 
 
 

■海外の実習施設との事前の協議について 
実施是非の再確認や事前協議については、以下の通り国内の実施企業とほぼ同様に行うこ

とができる。 

①教職員は、事前にメールや電話などを通じて実習指導者と連絡を取り合うほか、現地を

視察する（最低 1 回）。 
②学生自身も実習先事業者の調査を行い、事前に実習施設を訪問することを基本とする。

ただし、実習指導者の都合などで訪問が難しい場合のほか、通常授業との兼ね合いや学

生の交通費負担などの観点から訪問が困難であると認められる場合に限り、テレビ電話

やメールなどを代替手段として認める。なお、事前訪問を省略する学生に対しては、実

習先事業者の認識を深める課題を追加的に課すとともに、臨地実務実習初日の出勤にか

かる認識を担当教員及びキャリア・サポートセンターの職員と共有する。 
 

 
■実習指導者について 
 海外臨地実務実習での指導者は、学生への指導の充実やフォロー、安全面の確保などの観

点から日本語にも対応できる指導者としている。特に完成年度までは、学生のさらなる安全

面を考慮し、指導者全員を日本人としている。勿論、現地での学修は基本的に全て英語で行

われるが、学生の安全面等に何か生じた場合は、日本語でも対応可能となっている。 
 

 
■学生の選考について 

海外臨地実務実習は、希望する学生全てが参加することはできない。参加を希望する学生

の内、一定の基準を満たし、かつ、受け入れ先企業による面接（必要に応じて実施する）に

合格し、海外臨地実務実習でかかる追加の学費（海外臨地実務実習用の保険への追加加入な

どが必要なため）が払える学生のみが参加することができる。よって、海外臨地実務実習を

希望しない学生が海外の実習先に配属されることはない。 
ここでいう、一定の基準とは、3 年次前期までの「英語コミュニケーション」の成績や

TOEIC®テストの成績をクリアしたものが受講可能とする。加えて、受け入れ先企業による

面接とは、「受け入れ先企業による学生の危機管理能力の判定」を主に測るための面接であ

って、企業が学生を選抜する面接ではない。 
海外臨地実務実習の選考は実際に実習が始まる半年～1 年程度前に実施し、国内の臨地実務

実習先選考が行われる前に、海外臨地実務実習の可否が確定させる。よって、選考から漏れた学

生は海外企業を希望しなかった学生と同タイミングで、国内臨地実務実習の希望調査に参加でき

る。よって、選考に漏れた場合でも学生に不利益が生じることは基本的にない。 
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
11.5 その他、特記事項 
11.5.1 保険加入による安全の確保と守秘義務

について 
本学の学生は入学時から、臨地実務実習活動

中やその往復において、物損や他者への怪我

も含め補償するような保険に加入する。ただ

し、海外臨地実務実習に参加する場合におい

ては、その範囲も保証となる保険に追加で加

入することとする。 
加えて、受け入れ先企業で得た情報が外部に

知られることのないように学生に注意喚起を

行うことはもちろん、企業側が不要とする場

合を除いて、秘密保持契約をそれぞれの臨地

実務実習先と学生が結ぶ。この書類における

書式は本学が既に確保した受け入れ先企業が

海外も含め多種多様に及ぶため、基本的に企

業側のフォーマットに合わせることとする。 
 
 
11.5.2 単位認定方法と適切な単位数の設定 
情報工学科、デジタルエンタテインメント学

科は、教育課程において定めた「インターン

シップⅠ～Ⅳ」を履修する。この「インター

ンシップⅠ～Ⅳ」は「インターンシップの更

なる充実に向けて 議論の取りまとめ」（文部

科学省Webページ インターンシップの推進等

に関する調査研究協力者会議（掲載日：平成

29 年 6 月 16 日 ）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chous
a/koutou/076/gaiyou/1386864.htm ）にも明

記があるように、就業体験を満たすことはも

ちろんのこと、社会の発展に寄与する人材を

輩出するために、少なくとも 2 週間以上の期

間とし、学生の目的を明確化させた上で行う

こととする。それぞれの概要、成績評価方

法、単位認定方法を下記に記す。また、「実

習日誌」や「臨地実習報告書」といった実習

授業で主に使用する書類を資料 28 に添付す

る。 
成績評価方法は、80%以上の出席率を前提と

し、評価が 60点以上を取得した場合に単位を

認定する。単位数は「インターンシップⅠ」

は期間が 2 週間で実働時間が 75 時間以上とい

う観点から 2.5 単位、「インターンシップ

Ⅱ」は期間が 6 週間で実働時間が 225 時間以

11.5 その他、特記事項 
11.5.1 保険加入による安全の確保と守秘義務

について 
本学の学生は入学時から、臨地実務実習活動

中やその往復において、物損や他者への怪我

も含め補償するような保険に加入する。ただ

し、海外臨地実務実習に参加する場合におい

ては、その範囲も保証となる保険に追加で加

入することとする。 
加えて、受け入れ先企業で得た情報が外部に

知られることのないように学生に注意喚起を

行うことはもちろん、企業側が不要とする場

合を除いて、秘密保持契約をそれぞれの臨地

実務実習先と学生が結ぶ。この書類における

書式は本学が既に確保した受け入れ先企業が

海外も含め多種多様に及ぶため、基本的に企

業側のフォーマットに合わせることとする。 
 
 
11.5.2 単位認定方法と適切な単位数の設定 
情報工学科、デジタルエンタテインメント学

科は、教育課程において定めた「インターン

シップⅠ～Ⅳ」を履修する。この「インター

ンシップⅠ～Ⅳ」は「インターンシップの更

なる充実に向けて 議論の取りまとめ」（文部

科学省Webページ インターンシップの推進等

に関する調査研究協力者会議（掲載日：平成

29 年 6 月 16 日 ）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chous
a/koutou/076/gaiyou/1386864.htm ）にも明

記があるように、就業体験を満たすことはも

ちろんのこと、社会の発展に寄与する人材を

輩出するために、少なくとも 2 週間以上の期

間とし、学生の目的を明確化させた上で行う

こととする。それぞれの概要、成績評価方

法、単位認定方法を下記に記す。また、「実

習日誌」や「臨地実習報告書」といった実習

授業で主に使用する書類を資料 28 に添付す

る。 
成績評価方法は、80%以上の出席率を前提と

し、評価が 60 点以上を取得した場合に単位を

認定する。単位数は「インターンシップⅠ」

は期間が 2週間で実働時間が 75 時間以上とい

う観点から 2.5 単位、「インターンシップ

Ⅱ」は期間が 6 週間で実働時間が 225 時間以
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上という観点から 7.5 単位、「インターンシ

ップⅢ、Ⅳ」は期間が 4 週間で実働時間が

150時間以上という観点から、5単位を与える

こととする。 
 
 
11.5.3 国外における臨地実習について 
以下、海外の臨地実務実習について記す。海

外臨地実務実習は学生の英語に関する学修度

を考慮し「臨地実務実習Ⅲ」にのみ実施を行

う。 
11.5.3.1 国内での実習との同等性について 
 海外の臨地実務実習施設において国内の施

設と同等の質で実習を行えるかどうかについ

て、①事前協議の実現性、②実習指導者の確

保、③適切な指導の実現性、④依頼内容が実

習指導者へ正しく伝わるか、加えて、加え

て、以下に詳細を記すが、学生の安全面の確

保できるように、⑤現地に日本語対応ができ

る指導員、若しくは指導員の補助（メンタ

ー）が確保できるのか、といった点や、⑥学

生のトラブルに対応できるのか（実習先の施

設から数時間で学生のもとにかけつけること

のできるエージェントが確保できるのか等）

などを再検証した結果、従前より予定してい

た海外実習施設の概ね 3 分の 1 については、

同等の質を確保できると確認できた。 
一方、残り 3 分の 2 の施設については、同等

の質を確保できるどうかについて、現時点で

は十分な確認ができなかったことにより、今

回の申請において臨地実務実習施設の対象か

ら外す。ただし、通常授業に影響のないプロ

グラム、かつ、単位を与えないオプション授

業として「海外インターンシップⅠ～Ⅲ」と

して用意する。「海外インターンシップⅠ～

Ⅲ」として実施することで、開学後に、これ

らの施設においても国内と同等の質で実習を

行えることを確認できるようになった場合、

改めて「臨地実務実習Ⅲ」に配置する、もし

くは新たに科目を配置する予定である。 
 
11.5.3.2 学生の選考について 
海外臨地実務実習は、希望する学生全てが参

加することはできない。参加を希望する学生

の内、一定の基準を満たし、かつ、受け入れ

先企業による面接（必要に応じて実施する）

に合格し、海外臨地実務実習でかかる追加の

学費（海外臨地実務実習用の保険への追加加

入などが必要なため）が払える学生のみが参

加することができる。よって、海外臨地実務

上という観点から 7.5 単位、「インターンシ

ップⅢ、Ⅳ」は期間が 4 週間で実働時間が

150時間以上という観点から、5単位を与える

こととする。 
 
 
（追加） 
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実習を希望しない学生が海外の実習先に配属

されることはない。 
ここでいう、一定の基準とは、3 年次前期ま

での「英語コミュニケーション」の成績や

TOEIC®テストの成績をクリアしたものが受

講可能とする。加えて、受け入れ先企業によ

る面接とは、「受け入れ先企業による学生の

危機管理能力の判定」を主に測るための面接

であって、企業が学生を選抜する面接ではな

い。 
海外臨地実務実習の選考は実際に実習が始ま

る半年～1 年程度前に実施し、国内の臨地実

務実習先選考が行われる前に、海外臨地実務

実習の可否が確定させる。よって、選考から

漏れた学生は海外企業を希望しなかった学生

と同タイミングで、国内臨地実務実習の希望

調査に参加できる。よって、選考に漏れた場

合でも学生に不利益が生じることは基本的に

ない。 
 
11.5.3.3 学生の安全確保等について 
 海外施設での臨地実務実習における学生の

安全確保等については、以下の対策を講ず

る。 
 ①教職員が、実習開始前に現地を視察する

（最低 1 回）。 
 ②本学に据えるキャリア・サポートセンタ

ーが、現地の留学エージェント等も活用し

て、実習開始前に実習先国及び実習施設が存

在する地域の治安情勢（テロや暴動の発生、

衛生状態、社会問題等）に問題がないことを

確認する。さらに、実習期間中、治安情勢の

モニターを継続する。 
 ③学生に何らかのトラブルが生じたあるい

はトラブルに巻き込まれた場合、数時間以内

に現地の留学エージェントが、実習施設もし

くは学生の宿泊先に駆けつけることのできる

態勢を整備する。さらに、必要に応じて教職

員が現地に赴き対応にあたる。ここで言うエ

ージェントは、実施する海外臨地実務実習先

に必ず準備する。 
④本学の学生は入学時から、臨地実務実習活

動中やその往復において、物損や他者への怪

我も含め補償するような保険に加入する。た

だし、海外臨地実務実習に参加する場合にお

いては、その範囲も保証となる保険に追加で

加入する。 
 
11.5.3.4 海外の実習施設との事前の協議につ

いて 
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実施是非の再確認や事前協議については、以

下の通り国内の実施企業とほぼ同様に行うこ

とができる。 
①教職員は、事前にメールや電話などを通じ

て実習指導者と連絡を取り合うほか、現地を

視察する（最低 1 回）。 
②学生自身も実習先事業者の調査を行い、事

前に実習施設を訪問することを基本とする。

ただし、実習指導者の都合などで訪問が難し

い場合のほか、通常授業との兼ね合いや学生

の交通費負担などの観点から訪問が困難であ

ると認められる場合に限り、テレビ電話やメ

ールなどを代替手段として認める。なお、事

前訪問を省略する学生に対しては、実習先事

業者の認識を深める課題を追加的に課すとと

もに、臨地実務実習初日の出勤にかかる認識

を担当教員及びキャリア・サポートセンター

の職員と共有する。 
 
11.5.3.5 実習指導者について 
 海外臨地実務実習での指導者は、学生への

指導の充実やフォロー、安全面の確保などの

観点から日本語にも対応できる指導者として

いる。特に完成年度までは、学生のさらなる

安全面を考慮し、指導者全員を日本人として

いる。勿論、現地での学修は基本的に全て英

語で行われるが、学生の安全面等に何か生じ

た場合は、日本語でも対応可能となってい

る。 
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（是正事項） 工科学部   情報工学科 
  

７．＜臨地実務実習に関する疑義＞ 
臨地実務実習について以下の点を是正し、専門職大学としてふさわしい水準内容

の計画とすること。【２学科共通】 

（６）学科の中にコースを設ける計画であるが、コースの目標を達成するため

に、コースごとの適切な臨地実務実習施設に学生を配置する必要があるが、どの

コースの学生をどの臨地実務実習施設に配置するか不明である。 

 
（対応） 
 審査意見 7(1)と同様、臨地実務実習先施設について選定理由が不明確であり、選定が不適切で

あったため、実習先選定理由を改めるとともに、実習先について改める。 
審査意見 1、2、3、4、5、7 等から、臨地実務実習について改めて見直しを行い、臨地実務実

習にあたる科目「インターンシップⅠ～Ⅳ」について、到達目標、実施内容、実習時期、実施期

間、等について修正を行い「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」に改めた。その上で、改めて臨地実務実習

施設が、各学科とともに、各コース、加えて、各科目それぞれでふさわしい施設かどうか、

その選定理由を明確にし、改めて、実習先施設を精査し、その基準に満たない場合は削除し

た。以下に、その詳細を記す。 
 
 
■臨地実務実習の見直し 
 審査意見 1、3、5、7(3、4)等を鑑み、臨地実務実習を以下のように見直す。 
 

表 1 臨地実務実習における変更前後の比較 
変更前 変更後 

科目名 実施時期 実施日数 科目名 実施時期 実施日数 
「インターンシッ

プⅠ」 
2 年次 
7～8 月 

10 日間 （削除） ―  ― 

「インターンシッ

プⅡ」 
2 年次 
1～2 月 

30 日間 「臨地実務実習

Ⅰ」 
2 年次 

1～2 月 
20 日間 

「インターンシッ

プⅢ」 
3 年次 
10 月～

11 月 

20 日間 「臨地実務実習

Ⅱ」 
3 年次 

10 月～ 
11 月 

30 日間 

「インターンシッ

プⅣ」 
4 年次 
1～2 月 

20 日間 「臨地実務実習

Ⅲ」 
4 年次 

7～9 月 
30 日間 

※卒業研究制作の終了時期を年度末に変更する 
 

□修正の全体方針 
①科目名の変更について 
 『専門職大学等の臨地実務実習の手引き（平成 31 年 1 月）』では、臨地実務実習及びイ

ンターンシップを以下の通り定義している（4 ページ）。 

「臨地実務実習」：専門職大学設置基準等の規定に基づいて行われる「企業その他の事業者

の事業所又はこれに類する場所において、当該事業者の実務に従事する

ことにより行う実習による授業科目」 
「インターンシップ」：インターンシップ保険等、専門職大学等の臨地実務実習でないもの

も含めて幅広く企業等の事業所において行われる実習等 

 本学が配置する企業等における実習は、専門職大学設置基準等の規定に基づいて行われる
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授業科目である。そこで混乱を避けるために、当該科目名については、従来使用してきた

「インターンシップ」から「臨地実務実習」へと改める。 
 
②臨地実務実習の科目構成、到達目標、実施日数の見直しについて 
 複数年にわたって実施する臨地実務実習については、教育課程全体の到達目標を踏まえな

がら、各段階の到達目標・教育内容を設定する必要がある。そこで、審査意見 1 及び 5 にお

ける指摘事項である養成人材像や教育課程の抜本的な見直しと併せて、臨地実務実習の科目

構成、到達目標、実施日数などについても以下の通り変更する。 

1. 「インターンシップⅠ」の削除 
  「インターンシップⅠ」の到達目標（要約）は、① 社会人としてのビジネスマナーの修

得、② 社会人、専門職人材としての認識、③学科ごとに学ぶべき業種と、職種特有の技術

などにおけるプロセスへの理解、としてきた。 
  このうち、①及び②の重要性そのものについて疑問を挟む余地はないものの、専門職大

学として相応しい学修基準といった指標や、事前学習において実施期間前指導を徹底する

ことなどを考慮した結果、「インターンシップⅠ」は「臨地実務実習Ⅰ（旧：インターン

シップⅡ）」へ集約する。この変更に対応して、「インターンシップⅢ」は「臨地実務実

習Ⅱ」と、「インターンシップⅣ」は「臨地実務実習Ⅲ」へと科目名を改める。 

2. 「インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ」の到達目標及び実施日数の変更 
  従前の「インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ」における授業の到達目標を簡潔にまとめると、

それぞれ以下の通りであった。 

  インターンシップⅡ：業務プロセスの理解（実施日数：30 日間） 
  インターンシップⅢ：プロトタイプの開発（実施日数：20 日間） 
  インターンシップⅣ：価値創造の創出（実施日数：20 日間） 

このように到達目標の難易度は段階的に高まることとなっており、本来であれば難易度

に相応する実施日数を配分するのが適切である。ところが従前は、徐々に実施日数を短く

する計画を立てていたうえ、授業の到達目標についても不明確であった。加えて、他の教

育課程の進行に対して到達目標の難易度が非常に高かった。 
そこで、「臨地実務実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（旧、インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ）」における授

業の到達目標及び実施日数については、以下の通り改める。 

臨地実務実習Ⅰ：相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解（実施日数：

20 日間） 
臨地実務実習Ⅱ：製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や課題の理解

（実施日数：30 日間） 
臨地実務実習Ⅲ：プロトタイプの実現及び評価を理解する（実施日数：30 日間） 

 
 
 
 
■選定理由の明確化 
 上記のように臨地実務実習に当たる科目は「臨地実務実習Ⅰ」、「臨地実務実習Ⅱ」、「臨地

実務実習Ⅲ」に修正になったため、選定理由を改める。以下、選定理由を記す。 
 
 □全科目、全学科、全コースで満たされるべき基準  

① 臨地実務実習先となるそれぞれの企業が、専門職大学の授業科目水準として相応しい実

習指導を行うことができる人物を、実習指導者として配置できるか。 
② 臨地実務実習先となるそれぞれの企業は、本学が主体的に学修内容を決定すること、ま

た、実習を大学教育の一環として行うことについて十分な理解を示している。 
③ 臨地実務実習先となるそれぞれの企業及び施設が、『専門職大学等の臨地実務実習の手
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引き（平成 31 年 1 月）』等で定められているその他の要件についても満たしている。 
 
 □各学科、各コースで満たされるべき基準 

① 臨地実務実習先となるそれぞれの企業の事業内容が、情報工学科の学生が専攻する AI、
IoT、ロボット分野に該当している。加えて、科目の到達目標の全てを達成する指導を

行うことができる。 
 

ここでいう、『科目の到達目標の全てを達成する指導を行うことができる。』とは、例

えば、「臨地実務実習Ⅲ」の場合、シラバスにある到達目標の一つにある『専攻する学

科・コースの技術（AI、IoT、ロボット）を主に用いた最適解に対し部分的であってもプ

ロトタイプを実現し、評価することができる。』に対し、実際の実習指導者が指導を行え

るかどうかである。実習指導者によっては、AI 戦略コースの学生の制作物に対して適切な

アドバイスや評価を行うことが難しいため、その場合に該当すると判断した場合、AI 戦略

コースの学生は当該施設を選択することの内容にリストから外す。 
以上の事柄を精査し、それぞれの科目と企業ごとにコース別で実施可否を資料 29にまと

める。 
 

 
 □各科目で満たされるべき基準 

「臨地実務実習Ⅰ」 
本学の臨地実務実習として初めて取り組む「臨地実務実習Ⅰ」は本学の教育課程の比較的早期

段階にある。よって、学生に対しての技術指導や課題提示に対して、高度な技術レベルを教えら

れるのではなく、指導の充実が求められる。 
加えて、当該科目の到達目標は、「相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解」

である。ここでいう相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスは企業ごとに様々であるが、当

該科目では特殊なビジネスプロセスではなく一般的なビジネスプロセスの理解を求めている。 
以上の事から、ビジネスプロセスが特殊になりがちな小企業は適切な実習先に満たない可能性

が高い。 
 
「臨地実務実習Ⅱ」 
「臨地実務実習Ⅱ」は本学の教育課程の 3 年次後期に配されている。よって、実習科目で産学

連携等を経験してきた学生へ適切な難度の目標設定などを指導できることが求められる。 
加えて、当該科目の到達目標は、「製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見

や課題の理解」である。よって、企業の性質だけ見れば「臨地実務実習Ⅰ」ほど、学生の専攻

分野にマッチングしている必要性や一般的なビジネスプロセスを踏んでいる企業に限定されるよ

うな基準は必要ない。一方で、課題解決のために学生が専攻する分野の技術を用いた提案をする

手前の段階である課題の発見・理解に位置づけられる当該科目は、課題解決のために学生が専攻

する分野の技術を用いた提案を目的としていないが、それを想定して指導できる必要性はあるた

め、指導者の資質として学生へ適切な難度の目標設定などが指導できる必要性がある。 
以上の事から、実習指導者の資質が重要である。別審査意見 7(2)で詳細は述べるが、指導者に

ついて適切に見直しを計ったため、既に申請している企業で現状問題ないと考える。ただし、教

育課程の進行度から、学生の語学（特に英語）関する能力が当該科目の実習内容を国外で行った

としても同等でできるレベルに達していないと判断したため、「臨地実務実習Ⅱ」から、海外実

習先を全て外す。 
 
「臨地実務実習Ⅲ」 
「臨地実務実習Ⅲ」は本学の教育課程の終盤にある学生に対し、相応に程度の高い要求をしな

がら指導することが求められる。 
当該科目の到達目標は「プロトタイプの実現及び評価を理解する」である。よって、学生が

専攻する分野に置ける制作物に対し、的確な評価ができること求められる。加えて、学生のプロ
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トタイプ開発に対し、適切な指導を行う必要性があるため、当該科目の実習先や実習指導者は学

生の専攻に対して「臨地実務実習Ⅰ、Ⅱ」と同等かそれ以上のマッチング度が求められる。 
 
 
■臨地実務実習先の見直し 
上記で述べたとおり、企業と指導者の基準、学科・コースとの適合性、各科目の適合性から、

改めて実習先の精査を行い、複数の企業が実習先から外れた。ただし、精査を行った上でも、各

学科・各コースの定員を充足した。資料 30 に、各臨地実務実習における充足率について、各学

科・各コースで記す。 
 加えて、審査意見 2 や 5 等から、教育課程を学生の外国語（英語）における習熟度を改めて確

認した結果、「臨地実務実習Ⅱ」を行う三年次後期のタイミングでは、「英語コミュニケーショ

ンⅢb」と「英語コミュニケーションⅣ」の履修が完了しておらず、国内臨地実務実習と同等レ

ベルで実習を行うのに必要な英語レベルに学生が達していない可能性が高いため、「臨地実務実

習Ⅱ（旧インターンシップⅢ）」から、海外実習先を外す。 
 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
 

11. 実習の具体的な計画 
11.1 実習の目的 

本学の実習の位置づけは、特にディプロ

マ・ポリシーの以下の項目の養成である。 
＜工科学部ディプロマ・ポリシー【抜粋】

＞ 
4. 情報技術を応用する領域を主導する専門

職人材として、対象領域を俯瞰する能力を有

する 
5. 情報技術を応用する領域を主導する専門

職人材として、問題を発見・設定する力を有

している 
7. プロトタイプを実際に開発する能力を有

している 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・

エラーを厭わず最後までやり遂げる 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、

三現主義（現場、現実、現物）で行動できる 
 
＜情報工学科ディプロマ・ポリシー【抜

粋】＞ 
4. 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロ

ボット）と社会との接点を理解し、情報シス

テム技術をコアとして、システムインテグレ

ーションに関する知識を総合的に俯瞰するこ

とができる 
5. 情報工学を主導する専門職人材として問

題を発見する力を有している 
7. 情報技術を応用して対象領域の課題を解

決するソリューションのプロトタイプを開発

 
11. 実習の具体的な計画 
11.1 実習の目的 
本学の実習の主な目的は東京国際工科専門職

大学 DP（ディプロマ・ポリシー）の「仕事

の結果に対する倫理的責任を強く持ちなが

ら、社会的課題（顕在的・潜在的社会的期

待）に対して敏感に、しかも主体的に応える

ことができる“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”である。」に対

し、学生がその時々で自身の実力を理解する

とともに、制作に対する責任感といった職業

倫理観を養育することと、「工科系産業分野

において、大きな実践力といった感覚を持っ

て活躍できる職業専門知識・技能を修得し、

価値創造を実現するためにプロトタイプを作

り出すことができる。」に対し、4 年次の後

期に配した「インターンシップⅣ」で実際に

価値創造を体験させることである。加えて、

一定の英語力における水準等をクリアし海外

臨地実務実習に参加する学生に対しては、特

に DP（ディプロマ・ポリシー）の「グロー

バルに活躍する、若しくは地域社会で同様に

活躍できるコミュニケーション力などの適応

力を有し、新技術や国際情勢の変化を察知で

きる視野を兼ね備えている。」に対し、実体

験をもって国際情勢やグローバル視野を育成

することも目的となる。 
「インターンシップⅣ」では、具体的に受け

入れ先企業が扱っているサービスやコンテン

ツ、製品に付加価値を高めるための新たな機
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する能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・

エラーを厭わず最後までやり遂げる 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、

三現主義（現場、現実、現物）で行動できる 
 
＜デジタルエンタテインメント学科ディプ

ロマ・ポリシー＞ 
4. 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、

CG）と社会との接点を理解し、デジタルコン

テンツ、情報システム技術、ビジネスに関す

る知識などを総合的に俯瞰することができる 
5. デジタルコンテンツを主導する専門職人

材として問題を発見し設定する能力を有して

いる。 
7. デジタルコンテンツのプロトタイプを開

発する能力を有している 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・

エラーを厭わず最後までやり遂げる 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、

三現主義（現場、現実、現物）で行動できる 
 

つまり、keywordsは「俯瞰力」、「問題発見

力」、「プロトタイプ開発力」、「チャレン

ジ精神」「三現則」である。本学では以下に

詳細を記すが、「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」を配

し、それらは二年次～四年次まで段階的に配

され、上記の keywords が段階的にクリアで

きるように設定されているところである。別

途、実習の内容で具体的に説明する。 
加えて、一定の英語力等における水準等を

クリアし海外臨地実務実習に参加する学生に

対しては、ディプロマ・ポリシーの「9. 異分

野・他文化とのコミュニケーション能力を有

している」に対し、実体験をもって国際情勢

やグローバル視野を育成することも目的とな

る。 
 
 

 

能の追加やカスタマイズを学生が提案するこ

ととしており、受け入れ先企業の指導者のも

と、プロトタイプの作成及び各種仕様書やテ

スト結果等の資料提出を義務付けており、価

値創造を実現しそれを活用するためのプログ

ラムを用意している。 
 

  
11.2 実習先の確保状況 
11.2.1 実習先の確保状況について 
全学部全学科に共通で配置されている臨地実

務実習「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」における、臨

地実務実習先の確保状況は、定員数を上回っ

ており、十分数確保していると言える。加え

て、コース別の上限にも達している。又、本

学では学生の希望に応じて実習先を選択でき

るよう、開学に向けてさらに実習先を確保す

  
11.2 実習先の確保状況 
11.2.1 実習先の確保状況について 
4 章で既に言及した通り、全学部全学科に共

通で配置されている臨地実務実習「インター

ンシップⅠ～Ⅳ」における、臨地実務実習先

の確保状況は、定員数を上回っており、十分

数確保していると言える。さらに、本学では

学生の希望に応じて実習先を選択できるよ

う、開学に向けてさらに実習先を確保する。
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る。また、「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」の実習先

については、海外における臨地実務実習も一

定数確保しており、条件を満たすことで海外

での実習も参加が可能である。企業の選定理

由については資料 29 に、その結果の実習先の

確保状況については資料 30 に記す。実習先の

選定（妥当性）については、次の項で説明す

る。 
ちなみに、本学は情報工学科とデジタルエ

ンタテインメント学科の 2 学科構成であるた

め、企業によっては 2 学科の学生を同時に受

け入れる企業もあるが、「臨地実務実習先の

確保状況の説明書」にある受け入れ人数は、

学科ごとの最大受け入れ人数である。つま

り、例えば、ある企業で「臨地実務実習Ⅲ」

における受け入れ学生数が情報工学科で 3
名、デジタルエンタテインメント学科で 2 名

であるとすると、その企業は「臨地実務実習

Ⅲ」では最大 5 名の学生を受け入れるという

ことである。加えて、詳細は後述するが、臨

地実務実習先の受け入れ人数は基本的に実習

指導者 1 名に対し学生 6 名、最大学生数 8 名

としているため、9 名以上になる場合は、8 名

増加ごとに 1 名の指導教員をつけることにし

ており、本学は教育の質が担保できるように

重複も加味して各企業に承諾書を得ている。 
もちろん、「臨地実務実習先の確保状況の

説明書」にある各施設の学生受け入れ人数は

最大受け入れ人数として設定・記載している

が、受け入れ先の業務・業績状況によって実

際の受け入れ可能人数が変動する可能性があ

るため、毎年必ず配属先調整前に確認を行

い、学生 6 人に対し 1 名、最大でも学生 8 名

に対し 1 名以上の実習指導者という体系を必

ず維持する。加えて、本学は開学後も実習先

の新規確保に努め、実習先の質と量の更なる

向上を図る。 
 

また、「インターンシップⅢ～Ⅳ」の実習先

については、海外における臨地実務実習も一

定数確保しており、条件を満たすことで海外

での実習も参加が可能である。履修予定学生

数等の詳細については、本大学設置認可申請

の「臨地実務実習先の確保状況の説明書」に

明記するとともに、臨地実務実習先の確保状

況の詳細については学科ごとにインターンシ

ップⅠ～Ⅳ別に資料 24 に記す。 
ちなみに、本学は情報工学科とデジタルエン

タテインメント学科の 2 学科構成であるた

め、企業によっては 2 学科の学生を同時に受

け入れる企業もあるが、「臨地実務実習先の

確保状況の説明書」にある受け入れ人数は、

学科ごとの最大受け入れ人数である。つま

り、例えば、ある企業で「インターンシップ

Ⅳ」における受け入れ学生数が情報工学科で

3名、デジタルエンタテインメント学科で2名
であるとすると、その企業は「インターンシ

ップⅣ」では最大 5 名の学生を受け入れると

いうことである。加えて、詳細は後述する

が、臨地実務実習先の受け入れ人数は基本的

に実習指導者 1 名に対し学生 6 名、最大学生

数 8 名としているため、9 名以上になる場合

は、8 名増加ごとに 1 名の指導教員をつける

ことにしており、本学は教育の質が担保でき

るように重複も加味して各企業に承諾書を得

ている。 
もちろん、「臨地実務実習先の確保状況の説

明書」にある各施設の学生受け入れ人数は最

大受け入れ人数として設定・記載している

が、受け入れ先の業務・業績状況によって実

際の受け入れ可能人数が変動する可能性があ

るため、毎年必ず配属先調整前に確認を行

い、学生 6 人に対し 1 名、最大でも学生 8 名

に対し 1 名以上の実習指導者という体系を必

ず維持する。加えて、本学は開学後も実習先

の新規確保に努め、実習先の質と量の更なる

向上を図る。 
 

 
11.2.2 実習先の妥当性 
以下に、実習先の選定理由について明記す

る。 
 

 
11.2.2 実習先の妥当性 
以下に、実習先の妥当性について明記する。 
 実習先の妥当性を明確にするためには、①

「本学の臨地実務実習に対する考え方」や、

それを満たす企業を抽出するための②「選定

基準」、③「企業で行われる実習内容の正当

性」といった各項目を明確にする必要があ

る。以下、既に記載した内容も含まれるが、

改めて説明する。 
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11.2.2.1 全科目、全学科、全コースで満たさ

れるべき基準  
① 臨地実務実習先となるそれぞれの企業

が、専門職大学の授業科目水準として相応し

い実習指導を行うことができる人物を、実習

指導者として配置できるか。 
② 臨地実務実習先となるそれぞれの企業

は、本学が主体的に学修内容を決定するこ

と、また、実習を大学教育の一環として行う

ことについて十分な理解を示しているか。 
③ 臨地実務実習先となるそれぞれの企業

及び施設が、『専門職大学等の臨地実務実習

の手引き（平成 31 年 1 月）』等で定められて

いるその他の要件についても満たしている

か。 

 
11.2.2.1 実習先企業選定の考え方 
本学では、専門知識・技術を活かし、職業倫

理観を持って、新しい価値を創り出すイノベ

ーション人材の育成を目指している。臨地実

務実習を通して、各企業の製品化に向けた組

織的な開発テクニックを学び、関連業務を体

験する。一人一人の社会的・職業的自立に向

けてコミュニケーション能力や職業倫理観な

どの必要な基盤となる能力や態度を身につけ

る。また、独創的な技術やノウハウ等がもた

らす産業のダイナミズムを目の当たりにする

ことにより、未来に向けた新規産業の担い手

となる意識と未知の分野に挑戦する意欲を醸

成する。これらの目的を達成可能な受け入れ

先企業の選定を行っている。 
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11.2.2.2各学科で満たされるべき基準 

＜情報工学科＞ 
② 臨地実務実習先となるそれぞれの企

業の事業内容が、情報工学科の学生

が専攻する AI、IoT、ロボット分野

に該当している。加えて、科目の到

達目標の全てを達成する指導を行う

ことができる。 
＜デジタルエンタテインメント学科＞ 

① 臨地実務実習先となるそれぞれの企

業の事業内容が、デジタルエンタテ

インメント学科の学生が専攻するゲ

ームプロデュース、CG アニメーシ

ョン分野に該当している。加えて、

科目の到達目標の全てを達成する指

導を行うことができる。 
 
ここでいう、『科目の到達目標の

全てを達成する指導を行うことがで

きる。』とは、例えば、情報工学科

における「臨地実務実習Ⅲ」の場

合、シラバスにある到達目標の一つ

にある『専攻する学科・コースの技

術（AI、 IoT、ロボット）を主に用

いた最適解に対し部分的であっても

プロトタイプを実現し、評価するこ

とができる。』に対し、実際の実習

指導者が指導を行えるかどうかであ

る。審査意見 7(6)も加味し、例え

ば、実習指導者によっては、AI 戦略

コースの学生の制作物に対して適切

なアドバイスや評価を行うことが難

しいため、その場合に該当すると判

断した場合、AI 戦略コースの学生は

当該施設を選択することの内容にリ

ストから外す。 
以上の事柄を精査し、それぞれの

科目と企業ごとにコース別で実施可

否を資料 29-1 にまとめる。 
 

 
11.2.2.2 受け入れ先企業の選定基準 
以下の 4 つの観点から達成目標を立て、到達

度の評価基準となるルーブリック評価（資料

25-1、資料 25-2、資料 25-3、資料 25-4）を作

成している。 
(1) 関心・意欲・態度 ・・・担い手となる意

識と挑戦する意欲 
(2) 思考・判断・表現 ・・・開発関連業務 
(3) 専門知識・技術  ・・・企業の製品化に

向けた開発技法 
(4) 組織的行動力   ・・・組織的な開発技

法、コミュニケーション能力、職業倫理観 
受け入れ先企業の選定は、表に記載された基

準をすべて評価可能かで判定する。 

 
11.2.3 実習施設における適切な指導者の配置 
基本的に実習施設に本学の担当指導教員は配

置せず受け入れ先の企業が用意することとす

る。本学における実習指導者とは、受け入れ

先の実務経験年数が必ず 5 年以上であり、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ者とする。また、責任者として人事部など

の後方部門が実習指導責任者となる場合があ

 
11.2.3 実習施設における適切な指導者の配置 
基本的に実習施設に本学の担当指導教員は配

置せず受け入れ先の企業が用意することとす

る。本学における実習指導者とは、受け入れ

先の実務経験年数が必ず 5 年以上であり、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ者とする。また、責任者として人事部など

の後方部門が実習指導責任者となる場合があ
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るが、実際の指導にあたる者は、先に述べた

条件をクリアしている、受け入れ先の実務経

験年数が必ず 5 年以上の実務経験を有し、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ、指導者として相応しい者とする。 
既に述べたが、施設の実習指導者と学生の人

数比率については、実習指導者 1 名につき 6
名程度までを基本とし、多人数受け入れの場

合には実習指導者を増員するよう施設に要請

し、実習指導者 1 名につき最大で 8 名とす

る。 
ここでいう実習指導者について、本学では一

部企業について、代表取締役を据えている。

こうした企業はすべて、必然的に従業員規模

が 20名以下の企業になった。当該実習先の代

表取締役は技術者でもあり、各臨地実務実習

にある到達目標にある項目を学生が達成する

ために必要な専門的（この場合は、各学科、

各コース）指導も可能なため、実習内容に適

した実習指導を行うことが十分にできる実習

指導者であると判断した。 
 

るが、実際の指導にあたる者は、先に述べた

条件をクリアしている、受け入れ先の実務経

験年数が必ず 5 年以上の実務経験を有し、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ、指導者として相応しい者とする。 
既に述べたが、施設の実習指導者と学生の人

数比率については、実習指導者 1 名につき 6
名程度までを基本とし、多人数受け入れの場

合には実習指導者を増員するよう施設に要請

し、実習指導者 1 名につき最大で 8 名とす

る。 
(追加) 
 
 

 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 

新 旧 
資料 27 （追加） 
資料 28 （追加） 
資料 29 （追加） 
資料 30 資料 24 
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（是正事項） 工科学部   情報工学科 
  

７．＜臨地実務実習に関する疑義＞ 
臨地実務実習について以下の点を是正し、専門職大学としてふさわしい水準内容

の計画とすること。【２学科共通】 

（７）「インターンシップⅡ」について、実施日数がシラバスと設置の趣旨等を

記載した書類で整合していないため、修正すること。 

 
（対応） 
 「インターンシップⅡ」を含めた臨地実務実習全般について、実施回数、科目名、実施時

期・日数などを大幅に見直す。その見直し対応において、実施日数がシラバスと設置の趣旨

等を記載した書類で整合していない点などを修正するとともに、シラバス及び設置の趣旨な

どを記載した書類を改める。 
 
 
■臨地実務実習の見直し 
 審査意見 1、5、7（3）に鑑み、臨地実務実習について以下のように見直した。 
 

変更前 変更後 
科目名 実施日数 科目名 実施日数 

「インターンシップⅠ」 10 日間 （削除）  ― 
「インターンシップⅡ」 30 日間 「臨地実務実習Ⅰ」 20 日間 
「インターンシップⅢ」 20 日間 「臨地実務実習Ⅱ」 30 日間 
「インターンシップⅣ」 20 日間 「臨地実務実習Ⅲ」 30 日間 

 
 
■臨地実務実習のシラバスの修正 
 臨地実務実習の実施日数の変更に伴い、設置の趣旨書及びシラバスを以下の通り改める。 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
 
11.2.4 実習中の教員の指導について 
「臨地実務実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（削除）」におけ

る実習中の指導は受け入れ先企業の立地、教

職員のスケジュール、臨地実務実習に参加す

る学生の特徴等を踏まえ、海外臨地実務実習

を除き、教職員が協力して巡回し、企業側の

担当者による指導がいきわたっているのか等

を確認する。 
原則、実習先への移動方法は徒歩、若しくは

公共交通機関を利用する。加えて、2週間に 1
回は学生と担当教員が本学の校地に集まって

コミュニケーションを取り、不測の事態が起

こっていないか、臨地実務実習先で水準をク

リアしたレベルの教育が施されているのか等

を確認する。また、海外臨地実務実習につい

ては現地視察を行わない代わりに、電話やメ

 
11.2.4 実習中の教員の指導について 
「インターンシップⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ」におけ

る実習中の指導は受け入れ先企業の立地、教

職員のスケジュール、臨地実務実習に参加す

る学生の特徴等を踏まえ、海外臨地実務実習

を除き、教職員が協力して巡回し、企業側の

担当者による指導がいきわたっているのか等

を確認する。 
原則、実習先への移動方法は徒歩、若しくは

公共交通機関を利用する。加えて、2 週間に 1
回は学生と担当教員が本学の校地に集まって

コミュニケーションを取り、不測の事態が起

こっていないか、臨地実務実習先で水準をク

リアしたレベルの教育が施されているのか等

を確認する。また、海外臨地実務実習につい

ては現地視察を行わない代わりに、電話やメ
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ールといった手段を利用して綿密に学生や企

業と連絡を取り合い教員が指導をすることと

する。具体的な教員による巡回指導方法につ

いては、以下に臨地実務実習授業ごとに記す

とともに、実際の巡回計画（臨地実務実習）

（案）を資料 30 に記す。 
 
（削除） 
 
 ・臨地実務実習Ⅰ 
実施時期は 2 年次 1～2 月、実施日数は 20 日

間（期間は 4 週間）であり、その間に 2 回の

巡回指導と 2 回の帰校日指導（本学キャンパ

スにおいて教員が学生に対して行う実習指

導）を実施する。 
 
 ・臨地実務実習Ⅱ 
実施時期は 3 年次 10 月～11 月、実施日数は

30 日間（期間は 6 週間）であり、実習先が国

内の場合は、その間に 3 回の巡回指導と 3 回

の帰校日指導を実施する。 
実習先が海外の場合は、スカイプといったイ

ンターネットを介したビデオ通話等の通信手

段を用いて面談を週 1 回実施する。帰校日は

設けない。 
 
・臨地実務実習Ⅲ 
実施時期は 4 年次 7～9 月、実施日数は 30 日

間（期間は 6 週間）であり、実習先が国内の

場合は、その間に 3 回の巡回指導と 3 回の帰

校日指導（削除）を実施する。 
実習先が海外の場合は、スカイプといったイ

ンターネットを介したビデオ通話等の通信手

段を用いて面談を週 1 回実施する。帰校日は

設けない。 

ールといった手段を利用して綿密に学生や企

業と連絡を取り合い教員が指導をすることと

する。具体的な教員による巡回指導方法につ

いては、以下に臨地実務実習授業ごとに記す

とともに、実際の巡回計画（臨地実務実習）

（案）を資料 26 に記す。 
 
 ・インターンシップⅠ  
実施時期は 2 年次 7～8 月、実施日数は 10 日

間（期間は 2 週間）であり、その間に 1 回の

巡回指導と 1 回の帰校日指導（本学キャンパ

スにおいて教員が学生に対して行う実習指

導）を実施する。 
 
 ・インターンシップⅡ 
実施時期は 2 年次 1～2 月、実施日数は 30 日

間（期間は 6 週間）であり、その間に 3 回の

巡回指導と 3 回の帰校日指導（追加）を実施

する。 
 
 ・インターンシップⅢ 
実施時期は 3 年次 10 月（追加）、実施日数は

20 日間（期間は 4 週間）であり、実習先が国

内の場合は、その間に 2 回の巡回指導と 2 回

の帰校日指導を実施する。 
実習先が海外の場合は、スカイプといったイ

ンターネットを介したビデオ通話等の通信手

段を用いて面談を週 1 回実施する。帰校日は

設けない。 
 
・インターンシップⅣ 
実施時期は 4 年次 1～2 月、実施日数は 20 日

間（期間は 4 週間）であり、実習先が国内の

場合は、その間に 2 回の巡回指導と 2 回の帰

校日指導（本学キャンパスにおいて教員が学

生に対して行う実習指導）を実施する。 
実習先が海外の場合は、スカイプといったイ

ンターネットを介したビデオ通話等の通信手

段を用いて面談を週 1 回実施する。帰校日は

設けない。 
11.2.5 臨地実務実習実施期間 
大学での授業運用との兼ね合いから、インタ

ーンシップⅠ～Ⅳの臨地実務実習は、基本的

にそれぞれ決められた時期に実施される。

（削除）「臨地実務実習Ⅰ」は 1 月から 2 月

末まで、「臨地実務実習Ⅱ」は 10 月から 11
月下旬まで、「臨地実務実習Ⅲ」は 7 月から

9 月末までとし、その期間内に規定時間以上

の実習時間を確保する。そのため、臨地実務

実習受講日時は受け入れ先施設や団体によっ

11.2.5 臨地実務実習実施期間 
大学での授業運用との兼ね合いから、インタ

ーンシップⅠ～Ⅳの臨地実務実習は、基本的

にそれぞれ決められた時期に実施される。

「インターンシップⅠ」は 7 月の第 4 週目か

ら 8 月末まで、「インターンシップⅡ」は 1
月から 3 月末まで、「インターンシップⅢ」

は 10 月から 11 月下旬まで、「インターンシ

ップⅣ」は 1 月から 2 月末までとし、その期

間内に規定時間以上の実習時間を確保する。
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て異なる。 
ただし、臨地実務実習はそれぞれ通年で配当

する。これは、学生が希望する受け入れ先の

受け入れ態勢などを考慮したためであり、企

業や学生の都合に合わせてフレキシブルに実

習実施を可能とするためである。よって、上

記期間に限定されるものではない。 
(中略) 
 

そのため、臨地実務実習受講日時は受け入れ

先施設や団体によって異なる。 
ただし、臨地実務実習はそれぞれ通年で配当

する。これは、学生が希望する受け入れ先の

受け入れ態勢などを考慮したためであり、企

業や学生の都合に合わせてフレキシブルに実

習実施を可能とするためである。よって、上

記期間に限定されるものではない。 
(中略) 
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（新旧対照表）シラバス 
新 旧 

【通番】9 
 

 

【通番】10 
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27-1-1 
授業科目名： 

臨地実務実習Ⅰ 

必修／選択の別： 

必修 選択 

期間： 

２０日間 
※事前・後指導を除く 

担当教員名： 

 

授業科目区分： 

基礎 職業専門 展開 総合 

履修配当年次： 

２年通期 

単位数： 

５単位 

講義形態： 

講義 演習 実験 実習 実技 

授業の到達目標及びテーマ 

「相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解」 

【到達目標】 

（知識・理解） 

・実習先事業者の製品、業務内容、ビジネスプロセスを理解し説明することができる。 

（能力） 

・実習先の業務内容、ビジネスプロセスに基づいた基本技術を習得している。 

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、期日を守って業務を

遂行することができる。 

（志向・態度） 

・社会人としての最低限のビジネスマナー身につけている。 

・三現主義（現場・現実・現物）とは何かを体感し理解している。 

授業の概要 

学生がはじめて取り組む臨地実務実習となるこの授業は、実習先事業者が扱っているサービスやコ

ンテンツ、ソフトウェア・インテンシブな製品、またはそれらを作り出すために必要とされる

ツールやシステムなどを対象とし、それに関する業務内容、ビジネスプロセスなどを理解する

ことを主たる目的とする。事前学習は、主に実習先事業者についての事前調査を行い、実習期間で

体得すべき内容の認識を深める。実習期間中は、実習先事業者の指導のもと、実習先事業者の業

務内容や基本的な技術を学ぶ。また、事後指導として、実習指導者によって得た評価をもとに、問

題点について原因と対策をまとめ、プレゼンテーション形式で発表することで、次の臨地実務

実習などにつなげる授業とする。 

授業計画 

【事前指導期間】 

学内オリエンテーション①（準備・心構え） 

実習の心構えや機密情報の扱いなどについて学ぶ。また、臨地実務実習に必要な書類について事前

アナウンスする。加えて、実習先事業者の情報を公開し、実習先の希望調査を行う。 

 

―実習先確定－ 

※必要に応じて、学内選考を実施する 

 

学内オリエンテーション②（事前調査） 

各実習先事業者に合わせた必要書類の作成、実習期間中のルールなどについて説明し、実習先事業者

実習骨格 シラバス  (情報工学科） 
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についての事前調査を行う。 

 

学外オリエンテーション③（事前訪問） 

実習先事業者に訪問してオリエンテーションを実施する。ただし、実習指導者の都合上訪問が難し

い場合は、電話やメールなどで行う。その場合は、実習先事業者について同実習先事業者に参加する

メンバーが集まり、実習先事業者の認識を深めるとともに、臨地実務実習初日の出勤について認識を

合わせる。 

 

【実習期間】 

業務の遂行（実習期間：7.5時／日×20日間（合計：150時間）） 

１． オリエンテーションとして、本実習の目的、実習先事業者の業務内容の説明を受け、

業務環境を構築する。（初日） 

２． 実習先事業者の実習内容に応じて業務に着手し、開発・製造プロジェクトを理解するととも

に、基本的な技術を学ぶ。加えて、課題の進捗状況にも留意し、定められた納期までに成果物

を完成させることを目標とする。進捗管理など、与えられた業務に職業的倫理観を持って臨

む。（第1週～第4週） 

３．実習指導者からフィードバックを受け、到達目標への達成度合いを振り返る。（最終 

日） 

 

また、2週間に１回本学に通学し、本学の担当教員に対して経過報告を行う。 

 

【事後指導期間】 

学外オリエンテーション④（事後報告） 

臨地実務実習の報告も兼ね、実習した体験について相互プレゼンテーションを実施する。臨地実務

実習の振り返りを行い、次回の臨地実務実習等につなげる。 

また、実習先事業者へのお礼状の送付や、機密情報の取り扱いなどについて再度アナウンス

する。 

学生に対する評価 

科目評価方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導者から担当教員に報告があ

った学生評価を参考とし科目評価を行う。実習先事業者における実習指導者の評価は、ルーブリック

評価表を用い、実習先事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、評価する。評価点は

事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：30％、ルーブリック評価表による評価

点：70％とする。 
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実習骨格 シラバス  (情報工学科） 
授業科目名： 

臨地実務実習Ⅱ 

必修／選択の別： 

必修 選択 

期間： 

３０日間 
※事前・後指導を除く 

担当教員名： 

 

授業科目区分： 

基礎 職業専門 展開 総合 

履修配当年次： 

３年通期 

単位数： 

７.５単位 

講義形態： 

講義 演習 実験 実習 実技 

授業の到達目標及びテーマ 

「製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や課題の理解」 

【到達目標】 
（知識・理解） 

・実習先事業者の既存サービスが抱える課題を理解して要点を説明することができる。 

・実習先事業者の既存サービスが抱える課題解決に必要な手法やツールには可能性としてどの

ようなものが存在するかの知識を修得して文言でまとめることができる。 

（能力） 

・所属する受け入れ先の部署やチームが担当業務において抱える課題を、局所的に限定せずに

全体を俯瞰しつつ分析することができる。 

・既存サービスにおける課題を専攻する学科・コースの技術（AI、 IoT、ロボット）を主に用

いて解決する案を複数提示することができる。 

・改善策を実現する手法やツール（のプロトタイプ）を探索、考察することができる。 

（思考・態度） 

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、自分が担当するプロ

セスの要求条件を明確に理解し期日を守って業務を遂行することができる。 

・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組むことができる。 

・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、他人に説明することができる。 

授業の概要 

実習先事業者が扱っているサービスやコンテンツ、ソフトウェア・インテンシブ製品、また

はそれに付随する業務内容やビジネスプロセスなどに存在する課題や問題点を、隣接他部署や

取引先企業、ライバル会社など受け入れ部署の枠を超えて全体を俯瞰しながら発見する能力を

修得する。次に、その問題点を理解し分析し、改善案を複数探索、考案する。例えば、実習先

事業者が扱っているサービスやコンテンツを補助するシステムや、業務時間の効率化を上げる

ツール制作を実施する。実習先事業者の指導のもと、自ら企画し計画を立案、運用し成果物を

提出する。学生は実習指導者から随時評価を受けることで、必要に応じて予定を立て直し、制

作物を修正するという過程を通し、ベストを追求するためには失敗や繰り返しを恐れない態度

が必要であることを学ぶ。 

授業計画 

【事前指導期間】 

学内オリエンテーション①（準備・心構え）  

実習の心構えや機密情報の扱いなどについて学ぶ。また、臨地実務実習に必要な書類につい
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実習骨格 シラバス  (情報工学科） 
て事前アナウンスする。加えて、実習先事業者の情報を公開し、実習先の希望調査を行う。 

 
―実習先確定－ 

※必要に応じて、学内選考を実施する 

 
学内オリエンテーション②（事前調査） 

各実習先事業者に合わせた必要書類の作成、実習期間中のルールなどについて説明し、実習先

事業者についての事前調査を行う。 

 
学外オリエンテーション③（事前訪問） 

実習先事業者に訪問してオリエンテーションを実施する。ただし、実習指導者の都合上訪問

が難しい場合は、電話やメールなどで行う。その場合は、実習先事業者について同実習先事業

者に参加するメンバーが集まり、実習先事業者の認識を深めるとともに、臨地実務実習初日の

出勤について認識を合わせる。 

 
【実習期間】 

業務の遂行（実習期間：7.5時／日×30日間（合計：225時間）） 

１． オリエンテーションとして、本実習の目的、実習先事業者の実習内容説明を受け、現

状の開発・製造・サービス構築プロセスを正しく理解する。実習環境の構築を行う。

（初日） 

２． 既存サービス、サービス構築プロセスの改善提案を行う。その提案に基づき、詳細な

要件定義をまとめ、仕様の見直しなどを行い実習計画を構築する。（第1週） 

３． 実習指導者のもと、自ら改善を企画し開発・実行計画を立案、運用する。（第2週～第

3週） 

４． 中間報告を行い、実習先からの意見をもとに計画と最終成果を見直す。 

５． 実習指導者のもと、修正した実行計画に基づき、実習を遂行する。（第4週~第6週） 

６． 実習指導者からフィードバックを受け、到達目標への達成度合いを振り返る。（最終

日） 

また、2週間に1回は本学に通学し、本学の科目担当に対して経過報告を行う。 

 
【事後指導期間】 

学外オリエンテーション④（事後報告） 

臨地実務実習の報告も兼ね、実習した体験について相互プレゼンテーションを実施する。臨

地実務実習の振り返りを行い、次回の臨地実務実習等につなげる。 

また、実習先事業者へのお礼状の送付や、機密情報の取り扱いなどについて再度アナウンス

する。 

学生に対する評価 
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実習骨格 シラバス  (情報工学科） 
科目評価方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導者から担当教員に報

告があった学生評価を参考とし科目評価を行う。実習先事業者における実習指導者の評価は、

ルーブリック評価表を用い、実習先事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、

評価する。評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：30％、ルー

ブリック評価表による評価点：70％とする。 
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実習骨格 シラバス  (情報工学科） 
授業科目名： 

臨地実務実習Ⅲ 

必修／選択の別： 

必修 選択 

期間： 

３０日間 
※事前・後指導を除く 

担当教員名： 

 

授業科目区分： 

基礎 職業専門 展開 総合 

履修配当年次： 

４年通年 

単位数： 

７.５単位 

講義形態： 

講義 演習 実験 実習 実技 

授業の到達目標及びテーマ 

「プロトタイプを実現して評価する」 

【到達目標】 

（知識・理解） 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な技術上の条件を理解して要点を説明できる。 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な手法やツールには可能性としてどのようなもの

が存在するかの知識を修得して要点を説明できる。 

（能力） 

・所属する受け入れ先の部署やチームの担当業務のさらなる成果向上手段について、情報工学

技術をもちいた複数の解候補から最適性を考慮しながら解を選択することができる。 

・専攻する学科・コースの技術（AI、 IoT、ロボット）を主に用いた最適解に対し部分的であ

ってもプロトタイプを実現し、評価することができる。 

・実現したプロトタイプに対して得られた評価を理解し、修正を加えてより良い問題解決案を

考えることができる。 

（思考・態度） 

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、自分が担当するプロ

セスの要求条件を明確に理解し期日を守って業務を遂行することができる。 

・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組むことができる。 

・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、それに沿った行動をすることができる。 

授業の概要 

臨地実務実習の集大成となる本授業は、実習先事業者が扱っているサービスやコンテンツ、ソフ

トウェア・インテンシブな製品、またはそれに付随する業務内容やビジネスプロセスなどに対し、

隣接他部署や取引先企業、ライバル会社など、受け入れ部署の枠を超えた社会全体も考慮して

問題の所在をとらえ、何らかのプロトタイプを制作する。加えて、臨地実務実習Ⅱと同様に、学生は

実習指導者から随時評価を受けることで、実現したプロトタイプの有用性や価値、開発で得た経

験や今後の課題も含めて評価を客観的に理解するとともに、臨地実務実習Ⅲでは実習期間内で

修正案を考えより良い解決案を提示することで、実践的な問題解決力を修得することを目的と

する。 

授業計画 

【事前指導期間】 

学内オリエンテーション①（準備・心構え） 
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実習骨格 シラバス  (情報工学科） 
臨地実務実習Ⅰ・Ⅱの背景をもって、実習目的の明確化を行う。また、臨地実務実習に必

要な書類について事前アナウンスする。加えて、実習先事業者の情報を公開し、実習先の希望

調査を行う。候補の提示をする。 

 
―実習先確定－ 

※必要に応じて、選考を実施する 

 
学内オリエンテーション②（事前調査） 

各実習先事業者に合わせた必要書類の作成、実習期間中のルールなどについて説明し、実習先

事業者についての事前調査を行う。加えて、隣接他部署や取引先企業、ライバル会社など受け

入れ部署の枠を超えた社会全体の事前調査も行う。 

 
学外オリエンテーション③（事前訪問） 

実習先事業者に訪問してオリエンテーションを実施する。ただし、実習指導者の都合上訪問

が難しい場合は、電話やメールなどで行う。その場合は、実習先事業者について同実習先事業

者に参加するメンバーが集まり、実習先事業者の認識を深めるとともに、臨地実務実習初日の

出勤について認識を合わせる。 

 
【実習期間】 

業務の遂行（実習期間：7.5時/日×30日間（合計：225時間）） 

１． オリエンテーションとして、本実習の目的、実習先事業者の業務内容の説明を受け、

業務環境を構築する。（初日） 

２． 実習先事業者が扱っているサービスやコンテンツ、ソフトウェア・インテンシブな製

品、またはそれに付随する業務内容やビジネスプロセスなどに対し、隣接他部署や取引

先企業、ライバル会社など、受け入れ部署の枠を超えた社会全体も考慮して問題既存サ

ービスの改良可能性を模索し、実習テーマを決定する。（第1週） 

３． 実習テーマに基づき既存サービスの改良版プロトタイプを制作する。（第2週～第3

週） 

４． 中間報告を行い、実習先から意見をもとに計画と最終成果を見直す。 

５． 最終成果に向けて計画を基づき、業務を遂行する。（第4週～第6週） 

６． 実習指導者からフィードバックを受け、到達目標への達成度合いを振り返る。（最終

日） 

 また、2週間に1回は本学に通学し、本学の科目担当に対して経過報告を行う。 

 
【事後指導期間】 

学外オリエンテーション④（事後報告） 
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27-1-3 
 

実習骨格 シラバス  (情報工学科） 
 臨地実務実習の報告とともに、臨地実務実習全3回の学びを振り返る。実習先事業者へのお

礼状の送付や、機密情報の取り扱い等について再度アナウンスする。 

学生に対する評価 

科目評価方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導者から担当教員に報

告があった学生評価を参考とし科目評価を行う。実習先事業者における実習指導者の評価は、

ルーブリック評価表を用い、実習先事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、

評価する。評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：30％、ルー

ブリック評価表による評価点：70％とする。 
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 東京国際工科専門職大学情報工学科 「臨地実務実習Ⅰ」実施計画 

（No.xx） 

 
臨地実務実習施設（主たる実習場所） 

コンピューター○○○株式会社 

（所在地・・東京都品川区○○○XXXX１－２－３ ○○ビル５F） 

 

１ 実習の内容 

 
① 企業が対応可能な業務の理解（15時間） 

② 企業が納入したシステムの簡易版の開発計画（22.5時間） 

③ 企業が納入したシステムの簡易版における要求分析、ソフトウェア設計

業務の実践（45時間） 

④ 企業が納入したシステムの簡易版におけるソフトウェアテスト、ソフト

ウェア保守業務の実践（45時間） 

⑤企業が納入したシステムの簡易版の製作発表（22.5時間） 

  
 

２ 実習の期間 

２０２２年１月１８日  ～  ２０２２年２月１５日（２０日間） 

土曜・日曜・祝日は休日とする。 

 
３ 一日当たりの実習時間 

７時間３０分（休憩時間を除く） 

 
４ 受け入れる学生の数

最大５人 

 
５ 実習指導者及び実習補助者の配置 

第１期 主任指導者 〇〇 太郎 （第一開発部 部長） 

指導者   △△ 次郎 （第一開発部 ユニットリーダー） 

  このほか、１記載の実習内容ごとに実習補助者を配置する。 
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６ 成績評価の基準及び方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導者

から担当教員に報告があった学生評価を参考とし科目評価を行う。実習先

事業者における実習指導者の評価は、ルーブリック評価表を用い、実習先

事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、評価する。 

評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：

30％、ルーブリック評価表による評価点：70％とする。 

 
７ 担当教員による巡回指導等の実施 

担当教員は、実習期間中に最低１回臨地実務実習施設を巡回し、実習生 

との面談および指導、実習指導者との情報交換等を行う。 

 
８ 実習生による日報の提出 

実習生は、実習期間中、別に定める様式により日報を作成し、実習指導者

の確認を経て、別に定める方法により担当教員に提出する。 

 

９ 雇用形態 

コンピューター○○○株式会社（以下「事業者」という。）は、実習生を以下の

形態で受け入れる。 

 

雇用型    ・    非雇用型 

  

10 実習生に対する報酬及び交通費支給等の取扱い 

①事業者は、実習生と有期雇用契約を締結し、労働関係法令等の適用対象として取

扱う。 

②事業者は実習生に対し、別に定めるところにより、賃金、交通費を支給する。 

 
11 実習中の災害補償及び損害賠償責任 

①実習生は、専門職大学が指定するインターンシップ保険（災害補償保険及

び賠償責任保険）へ加入するものとする。 

②実習中における実習生の事故等については、事業者の故意又は重過失によ

る場合を除き、実習生が加入するインターンシップ保険をもって補償に充

てる。 

③実習中における実習生による事業者又は第三者への損害については、実習

生の故意又は重過失による場合を除き、実習生が加入するインターンシッ

プ保険をもって補償に充てる。 

 

 

2



 

 

 
 

資料 28-1-1 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
12 知的財産権の帰属等の取扱い 

①臨地実務実習の実施の過程で実習生が創出した発明等に係る知的財産権

は、事業者に帰属するものとし、事業者は、社内規程に基づき、実習生に

対し応分の報奨を与える。 

②専門職大学又は実習生が、学会発表、論文発表その他の方法により実習生が創出

した発明等について第三者に公表・開示しようとする場合は、事前に事業者の同

意を得るものとする。 
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 東京国際工科専門職大学情報工学科 「臨地実務実習Ⅱ」実施計画 

（No.xx） 

 
臨地実務実習施設（主たる実習場所） 

コンピューター○○○○株式会社 

（所在地・・東京都品川区○○○XXXX１－２－３ ○○ビル５F） 

 

１ 実習の内容 

 
① 企業が納入実績のあるシステムの開発計画（30時間） 

② 企業が納入実績のあるシステムにおける要求分析、ソフトウェア設計業

務の実践（75時間） 

③ 企業が納入実績のあるシステムにおけるソフトウェアテスト、ソフトウ

ェア保守業務の実践（75時間） 

④ 企業が納入実績のあるシステムの製作発表（22.5時間） 

⑤ 企業が納入実績のあるシステムの改善点の発見（22.5時間） 

 
 

２ 実習の期間 

２０２２年１０月４日  ～  ２０２２年１１月１５日（３０日間） 

土曜・日曜・祝日は休日とする。 

 
３ 一日当たりの実習時間 

7時間30分（休憩時間を除く） 

 
４ 受け入れる学生の数

最大５人 

 
５ 実習指導者及び実習補助者の配置 

第１期 主任指導者 〇〇 太郎 （第一開発部 部長） 

指導者   △△ 次郎 （第一開発部 ユニットリーダー） 

このほか、１記載の実習内容ごとに実習補助者を配置する。 
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６ 成績評価の基準及び方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導者

から担当教員に報告があった学生評価を参考とし科目評価を行う。実習先

事業者における実習指導者の評価は、ルーブリック評価表を用い、実習先

事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、評価する。 

評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：

30％、ルーブリック評価表による評価点：70％とする。 

 
７ 担当教員による巡回指導等の実施 

担当教員は、実習期間中に最低１回臨地実務実習施設を巡回し、実習生 

との面談および指導、実習指導者との情報交換等を行う。  

 
８ 実習生による日報の提出 

実習生は、実習期間中、別に定める様式により日報を作成し、実習指導者

の確認を経て、別に定める方法により担当教員に提出する。 

 
９ 雇用形態 

コンピューター○○○株式会社（以下「事業者」という。）は、実習生を以下の

形態で受け入れる。 

 

雇用型    ・    非雇用型 

  

10 実習生に対する報酬及び交通費支給等の取扱い 

①事業者は、実習生と有期雇用契約を締結し、労働関係法令等の適用対象として取

扱う。 

②事業者は、実習生に対し、別に定めるところにより、賃金、交通費を支給する。 

 
11 実習中の災害補償及び損害賠償責任 

①実習生は、専門職大学が指定するインターンシップ保険（災害補償保険及

び賠償責任保険）へ加入するものとする。 

②実習中における実習生の事故等については、事業者の故意又は重過失によ

る場合を除き、実習生が加入するインターンシップ保険をもって補償に充

てる。 

③実習中における実習生による事業者又は第三者への損害については、実習

生の故意又は重過失による場合を除き、実習生が加入するインターンシッ

プ保険をもって補償に充てる。 
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12 知的財産権の帰属等の取扱い 

①臨地実務実習の実施の過程で実習生が創出した発明等に係る知的財産権

は、事業者に帰属するものとし、事業者は、社内規程に基づき、実習生に

対し応分の報奨を与える。 

②専門職大学又は実習生が、学会発表、論文発表その他の方法により実習生が創出

した発明等について第三者に公表・開示しようとする場合は、事前に事業者の同

意を得るものとする。 
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 東京国際工科専門職大学情報工学科 「臨地実務実習Ⅲ」実施計画 

（No.xx） 

 
臨地実務実習施設（主たる実習場所） 

コンピューター○○○○株式会社 

（所在地・・東京都品川区○○○XXXX１－２－３ ○○ビル５F） 

 

１ 実習の内容 

 
① 企業が納入実績のあるシステムの改良版の開発計画（37.5時間） 

② 企業が納入実績のあるシステムの改良版における要求分析、ソフトウェ

ア設計業務の実践（82.5時間） 

③ 企業が納入実績のあるシステムの改良版におけるソフトウェアテスト、

ソフトウェア保守業務の実践（82.5時間） 

④ 企業が納入実績のあるシステムの改良版の製作発表（22.5時間） 

 

 

 

２ 実習の期間 

２０２３年７月１８日  ～  ２０２３年９月５日（３０日間） 

土曜・日曜・祝日と実習先事業者休業日は休日とする。 

 
３ 一日当たりの実習時間 

7時間30分（休憩時間を除く） 

 
４ 受け入れる学生の数

最大５人 

 
５ 実習指導者及び実習補助者の配置 

第１期 主任指導者 〇〇 太郎 （第一開発部 部長） 

指導者   △△ 次郎 （第一開発部 ユニットリーダー） 

このほか、１記載の実習内容ごとに実習補助者を配置する。 
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６ 成績評価の基準及び方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導者

から担当教員に報告があった学生評価を参考とし科目評価を行う。実習先

事業者における実習指導者の評価は、ルーブリック評価表を用い、実習先

事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、評価する。 

評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：

30％、ルーブリック評価表による評価点：70％とする。 

 
７ 担当教員による巡回指導等の実施  

担当教員は、実習期間中に最低１回臨地実務実習施設を巡回し、実習生 

との面談および指導、実習指導者との情報交換等を行う。  

 
８ 実習生による日報の提出 

実習生は、実習期間中、別に定める様式により日報を作成し、実習指導者

の確認を経て、別に定める方法により担当教員に提出する。 

 
９ 雇用形態 

コンピューター○○○株式会社（以下「事業者」という。）は、実習生を以下の

形態で受け入れる。 

 

雇用型    ・    非雇用型 

  

10 実習生に対する報酬及び交通費支給等の取扱い 

①事業者は、実習生と有期雇用契約を締結し、労働関係法令等の適用対象として取

扱う。 

②事業者は、実習生に対し、別に定めるところにより、賃金、交通費を支給する。 

 
11 実習中の災害補償及び損害賠償責任 

①実習生は、専門職大学が指定するインターンシップ保険（災害補償保険及

び賠償責任保険）へ加入するものとする。 

②実習中における実習生の事故等については、事業者の故意又は重過失によ

る場合を除き、実習生が加入するインターンシップ保険をもって補償に充

てる。 

③実習中における実習生による事業者又は第三者への損害については、実習

生の故意又は重過失による場合を除き、実習生が加入するインターンシッ

プ保険をもって補償に充てる。 
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12 知的財産権の帰属等の取扱い 

①臨地実務実習の実施の過程で実習生が創出した発明等に係る知的財産権

は、事業者に帰属するものとし、事業者は、社内規程に基づき、実習生に

対し応分の報奨を与える。 

②専門職大学又は実習生が、学会発表、論文発表その他の方法により実習生が創出

した発明等について第三者に公表・開示しようとする場合は、事前に事業者の同

意を得るものとする。 
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1

工科学部　　情報工学科

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

1
株式会社
オプティマ
イザー

広告代理事業、電気通
信事業、エネルギー・マ
ネジメント事業、海外流
通最適化事業

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、BtoB、BtoCのWEBサー
ビスの設計やプロトタイプの制作が可能なた
め。本学の教育課程の比較的早期段階にあ
る学生に対する技術指導や課題提示、実習
科目で産学連携等を経験してきた学生に対
する適切な難度の目標設定指導、教育課程
の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可
能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

2
株式会社
テクノロー
ド

制御システム設計・組み
込み機器開発/販売

ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野で習得す
る技術、知識に基づき、制御システムや組み
込み機器などに関するプロトタイプの制作が
可能なため。本学の実習科目で産学連携等
を経験してきた学生に対する適切な難度の
目標設定指導と、教育課程の終盤にある学
生に対する相応に程度の高い要求をしなが
らの指導が可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○

3
株式会社
クオラス

各種メディア広告取扱代
理店業務、広告コンテン
ツ企画提案、コンサル
ティング等

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野で習
得する技術、知識に基づき、プロモーション
施策提案やコンテンツ制作などが可能なた
め。本学の教育課程の比較的早期段階にあ
る学生に対する技術指導や課題提示、実習
科目で産学連携等を経験してきた学生に対
する適切な難度の目標設定指導、教育課程
の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可
能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4
株式会社
システムリ
ンク

ＩＴベンチャー・中小企業
向け人材育成及びス
クール事業・求人求職支
援・ＳＥＳ事業

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ＩＴベンチャー・中小企業
向け人材育成研修コンテンツなどの改善提
案やコンテンツ制作などが可能なため。本学
の教育課程の比較的早期段階にある学生に
対する技術指導や課題提示、実習科目で産
学連携等を経験してきた学生に対する適切
な難度の目標設定指導、教育課程の終盤に
ある学生に対する相応に程度の高い要求を
しながらの指導、いずれにも対応可能な実習
施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

5
有限会社
オレンジ

ＴＶアニメや劇場アニメ、
ＯＶＡ、ゲームムービー
等ＣＧアニメーション制
作.

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野で習
得する技術、知識に基づき、アニメーション
に登場するサイエンスフィクションに対する検
証が可能なほか、制作したアニメのプロモー
ション・分析が可能なため。本学の教育課程
の比較的早期段階にある学生に対する技術
指導や課題提示、実習科目で産学連携等を
経験してきた学生に対する適切な難度の目
標設定指導、教育課程の終盤にある学生に
対する相応に程度の高い要求をしながらの
指導、いずれにも対応可能な実習施設のた
め。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6
株式会社
クリーブ

大規模システムの開発、
中小企業向けのＩＴコン
サルティング、システム
エンジニア育成研修等
のＩＴサービス

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ＡＩ・ＩｏＴ技術を駆使した
システムなどのプロトタイプ制作が可能なた
め。本学の教育課程の比較的早期段階にあ
る学生に対する技術指導や課題提示、実習
科目で産学連携等を経験してきた学生に対
する適切な難度の目標設定指導、教育課程
の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可
能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

臨地実務実習Ⅲ臨地実務実習Ⅱ

臨地実務実習の選定理由とコース配置

施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ
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7
サン電子
株式会社

モバイルデータソリュー
ション事業、エンターテイ
ンメント関連事業、その
他（M2M事業、ゲームコ
ンテンツ事業、業務支援
ソリューション、O2Oソ
リューション）

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野にもと
づく知識・技能から、同社サービスの改良提
案・プロトタイプ制作などが可能なため。本学
の教育課程の比較的早期段階にある学生に
対する技術指導や課題提示、実習科目で産
学連携等を経験してきた学生に対する適切
な難度の目標設定指導、教育課程の終盤に
ある学生に対する相応に程度の高い要求を
しながらの指導、いずれにも対応可能な実習
施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8
株式会社
コスメル

官公庁、医療、運輸、通
信・放送・メディア向けＩＴ
サービス。システム企画
およびコンサルティン
グ、プロジェクトマネージ
メント、システム設計、開
発、運用・保守事業。

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ＡＩ・ＩｏＴ技術を駆使した
システムなどのプロトタイプ制作が可能なた
め。本学の教育課程の比較的早期段階にあ
る学生に対する技術指導や課題提示、実習
科目で産学連携等を経験してきた学生に対
する適切な難度の目標設定指導、教育課程
の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可
能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

9
株式会社
アトラスコ
ンピュータ

コンピュータソフトウェア
の企画、設計、開発、輸
出入及び販売
コンピュータ及びその周
辺機器の設計、製造、輸
出入及び販売
コンピュータソフトウェ
ア、コンピュータ及びそ
の周辺機器の保守

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ソフトウェア開発などのプ
ロトタイプ制作が可能なため。本学の教育課
程の比較的早期段階にある学生に対する技
術指導や課題提示、実習科目で産学連携等
を経験してきた学生に対する適切な難度の
目標設定指導、教育課程の終盤にある学生
に対する相応に程度の高い要求をしながら
の指導、いずれにも対応可能な実習施設の
ため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

10

グローバ
ル・アスピ
レーション
ズ株式会
社

システム開発・保守、コ
ンサルタント業務、シス
テムインテグレーション、
クラウディングサービス、
グローバル展開サービ
ス、プロダクト販売、技術
者・オペレータの派遣・
仲介

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野にもと
づく知識・技能から、ＡＩ・ＩｏＴ技術を駆使した
システムなどのプロトタイプ制作が可能なた
め。本学の教育課程の比較的早期段階にあ
る学生に対する技術指導や課題提示、実習
科目で産学連携等を経験してきた学生に対
する適切な難度の目標設定指導、教育課程
の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可
能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11
ランドシス
テム株式
会社

モバイルアプリ開発事
業、受託ソフトウエア開
発事業、ＳＥＳ事業

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野にもと
づく知識・技能から、モバイルアプリやソフト
ウェアなどのプロトタイプ制作が可能なため。
本学の教育課程の比較的早期段階にある学
生に対する技術指導や課題提示、実習科目
で産学連携等を経験してきた学生に対する
適切な難度の目標設定指導、教育課程の終
盤にある学生に対する相応に程度の高い要
求をしながらの指導、いずれにも対応可能な
実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12
株式会社
ワールド
ウェーブ

遊戯電子機器の設計・
製造
コンピュータソフトウェア
の企画、制作、管理、運
営、販売
ウェブサイトの企画、制
作、管理、運営、販売

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野にもと
づく知識・技能から、電子機器やコンピュータ
ソフトウェアなどのプロトタイプ制作が可能な
ため。本学の実習科目で産学連携等を経験
してきた学生に対する適切な難度の目標設
定指導と、教育課程の終盤にある学生に対
する相応に程度の高い要求をしながらの指
導が可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○
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13

富士イン
フォックス・
ネット株式
会社

ソリューション・サービス
（ＩＴコンサルティング、ＩＴ
インフラ設計・構築、クラ
ウドサービス、業務アプリ
ケーションの開発）

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、業務アプリケーションなど
のプロトタイプ制作が可能なため。本学の実
習科目で産学連携等を経験してきた学生に
対する適切な難度の目標設定指導と、教育
課程の終盤にある学生に対する相応に程度
の高い要求をしながらの指導が可能な実習
施設のため。

○ ○ ○ ○

14
株式会社
意匠計画

３ＤＣＧ・パース制作、商
業施設・建築・イベント等
のプレゼンテーション
ツールの制作

ＡＩの専攻分野にもとづく知識・技能から、３Ｄ
ＣＧ自動描画システムなどの提案からシステ
ム開発までが可能なため。本学の教育課程
の比較的早期段階にある学生に対する技術
指導や課題提示、実習科目で産学連携等を
経験してきた学生に対する適切な難度の目
標設定指導、教育課程の終盤にある学生に
対する相応に程度の高い要求をしながらの
指導、いずれにも対応可能な実習施設のた
め。

○ ○ ○

15
株式会社
アスリード

広告・マーケティング事
業、リクルーティング事
業、イベント企画運営事
業、アパレル・グッズ事
業

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、インターネット上で行う
マーケティング施策などの提案・コンテンツ制
作が可能なため。本学の実習科目で産学連
携等を経験してきた学生に対する適切な難
度の目標設定指導と、教育課程の終盤にあ
る学生に対する相応に程度の高い要求をし
ながらの指導が可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○

16

ジェイズ・
コミュニ
ケーション
株式会社

情報通信システムに係る
システムインテグレーショ
ン業務、情報セキュリ
ティシステムに係るコン
サルティング業務、ネット
ワークシステム・情報セ
キュリティシステムの構
築、情報通信機器・情報
セキュリティ機器・ソフト
ウェアの保守業務等

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、情報通信システムやセ
キュリティシステムなどのプロトタイプ制作が
可能なため。本学の教育課程の比較的早期
段階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた
学生に対する適切な難度の目標設定指導、
教育課程の終盤にある学生に対する相応に
程度の高い要求をしながらの指導、いずれ
にも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

17
株式会社
ルクサ

プレミアム・タイムセール
サイト「ＬＵＸＡ」の企画・
運営、高級レストランの
会員制予約サービス「Ｌ
ＵＸＡ　ＲＥＳＥＲＶＥ」の
企画・運営、ワークライフ
シーンを提案するセレク
ト雑貨ショップ「Ｔｉｍｅ　ｍ
ａｒｔ」の企画・運営、タイ
ムセールサイト「ａｕ　ＷＡ
ＬＬＥＴ　Ｍａｒｋｅｔ」の仕
入れ・卸

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、同社運営サービスの改
善提案からそれに基づいたシステム制作な
どが可能なため。本学の教育課程の比較的
早期段階にある学生に対する技術指導や課
題提示、実習科目で産学連携等を経験して
きた学生に対する適切な難度の目標設定指
導、教育課程の終盤にある学生に対する相
応に程度の高い要求をしながらの指導、い
ずれにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

18
anbx株式
会社

電気通信事業および通
信ネットワーク、システム
の設計およびソフトウェ
アの開発業務

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、通信ネットワーク、システ
ムなどの設計や、ソフトウェアなどのプロトタイ
プ制作が可能なため。本学の実習科目で産
学連携等を経験してきた学生に対する適切
な難度の目標設定指導と、教育課程の終盤
にある学生に対する相応に程度の高い要求
をしながらの指導が可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○
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19

コンピュー
ターサイエ
ンス株式
会社

システムインテグレーショ
ン、システムデベロップメ
ント 、ソリューションサー
ビス 、セキュリティソ
リューション

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、組み込み・制御系システ
ム設計やなどのプロトタイプ制作が可能なた
め。本学の教育課程の比較的早期段階にあ
る学生に対する技術指導や課題提示、実習
科目で産学連携等を経験してきた学生に対
する適切な難度の目標設定指導、教育課程
の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可
能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

20
株式会社
トラスト・
テック

技術者派遣、受託、委
託、請負、有料職業紹
介事業

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野にもと
づく知識・技能から、同社が受託した開発業
務の一部を開発することなどが可能なため。
本学の教育課程の比較的早期段階にある学
生に対する技術指導や課題提示、実習科目
で産学連携等を経験してきた学生に対する
適切な難度の目標設定指導、教育課程の終
盤にある学生に対する相応に程度の高い要
求をしながらの指導、いずれにも対応可能な
実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21
株式会社
ソアーシス
テム

ＩＴシステム開発/組込み
システム開発/簡易外観
検査装置開発

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ＩＴシステムや組込みシス
テムなどのプロトタイプ制作が可能なため。
本学の教育課程の比較的早期段階にある学
生に対する技術指導や課題提示、実習科目
で産学連携等を経験してきた学生に対する
適切な難度の目標設定指導、教育課程の終
盤にある学生に対する相応に程度の高い要
求をしながらの指導、いずれにも対応可能な
実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

22
株式会社
アイエン
ター

システムコンサルティン
グ・開発・構築・運用／ス
マートフォンアプリ企画・
構築・運用／
IoT／XR(VR・MR・AR)／
AI／Drone／RPA／ビッ
グデータ解析
UI・UXデザイン／動画
制作／スマートフォン向
けカジュアルゲーム開発

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野で習
得する技術、知識に基づき、ＩｏＴやアプリな
どのプロトタイプ制作が可能なため。本学の
教育課程の比較的早期段階にある学生に対
する技術指導や課題提示、実習科目で産学
連携等を経験してきた学生に対する適切な
難度の目標設定指導、教育課程の終盤にあ
る学生に対する相応に程度の高い要求をし
ながらの指導、いずれにも対応可能な実習
施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23
株式会社
UNIWOR
X

マーケティング・企画制
作、ＥＣ事業、ＳＩ事業、
システム構築、インター
ネットサービス開発

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、マーケテイング用のアプ
リケーションやＷＥＢシステムなどのプロトタイ
プ制作が可能なため。本学の教育課程の比
較的早期段階にある学生に対する技術指導
や課題提示、実習科目で産学連携等を経験
してきた学生に対する適切な難度の目標設
定指導、教育課程の終盤にある学生に対す
る相応に程度の高い要求をしながらの指導、
いずれにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

24

GMOアド
パート
ナーズ株
式会社

総合ネットメディア・広告
事業
メディア・アドテク事業
エージェンシー事業

ＡＩの専攻分野で習得する技術、知識に基づ
き、インターネット上で行う広告サービスの改
善提案からコンテンツ制作が可能なため。本
学の教育課程の比較的早期段階にある学生
に対する技術指導や課題提示、実習科目で
産学連携等を経験してきた学生に対する適
切な難度の目標設定指導、教育課程の終盤
にある学生に対する相応に程度の高い要求
をしながらの指導、いずれにも対応可能な実
習施設のため。

○ ○ ○
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臨地実務実習の選定理由とコース配置

施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ

資料 29-1

25
アイハーツ
株式会社

インターネットならびにモ
バイル・スマートフォン分
野において、プロモー
ションを提案する総合企
業

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、インターネット上で行うプ
ロモーション施策の改善提案からコンテンツ
制作が可能なため。本学の教育課程の比較
的早期段階にある学生に対する技術指導や
課題提示、実習科目で産学連携等を経験し
てきた学生に対する適切な難度の目標設定
指導、教育課程の終盤にある学生に対する
相応に程度の高い要求をしながらの指導、
いずれにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

26
株式会社
モンス
ター・ラボ

音楽サービス、モバイル
ゲーム・アプリケーション
開発

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野で習
得する技術、知識に基づき、同社サービスの
ユーザーが使用するハードウェアも含むユー
ザーインターフェースの改善提案からコンテ
ンツ制作などが可能なため。本学の教育課
程の比較的早期段階にある学生に対する技
術指導や課題提示、実習科目で産学連携等
を経験してきた学生に対する適切な難度の
目標設定指導、教育課程の終盤にある学生
に対する相応に程度の高い要求をしながら
の指導、いずれにも対応可能な実習施設の
ため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27

株式会社
まくびーイ
ンターナ
ショナル

インターネットメディアの
企画・運営、インターネッ
ト広告代理店、食品・衣
料品・化粧品・雑貨など
の卸販売、ベンチャー企
業への投資及び事業育
成支援、金融・証券取引
にかかわる全般業務

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、インターネットメディア運
営、インターネット広告、卸販売などの改善
提案からコンテンツ制作が可能なため。本学
の教育課程の比較的早期段階にある学生に
対する技術指導や課題提示、実習科目で産
学連携等を経験してきた学生に対する適切
な難度の目標設定指導、教育課程の終盤に
ある学生に対する相応に程度の高い要求を
しながらの指導、いずれにも対応可能な実習
施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

28
株式会社
エー・アン
ド・ディ

コンサルティング、システ
ムエンジニアリングサー
ビス、ソリューション
（PMO,BPO,AMO)

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野にもと
づく知識・技能から、PMO,BPO,AMOソリュー
ションの改良提案・プロトタイプ試作などが可
能なため。本学の教育課程の比較的早期段
階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた
学生に対する適切な難度の目標設定指導、
教育課程の終盤にある学生に対する相応に
程度の高い要求をしながらの指導、いずれ
にも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29
株式会社
アズテック
ス

アプリ開発ソリューショ
ン、運用監視ソリューショ
ン。システムエンジニアリ
ングサービス、エンジニ
ア教育の企画・運営・仕
事紹介

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、最先端のＩＴ製品などの
プロトタイプ制作が可能なため。本学の教育
課程の比較的早期段階にある学生に対する
技術指導や課題提示、実習科目で産学連携
等を経験してきた学生に対する適切な難度
の目標設定指導、教育課程の終盤にある学
生に対する相応に程度の高い要求をしなが
らの指導、いずれにも対応可能な実習施設
のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

30
株式会社
トリプルア
イズ

ＩＴコンサルティング、シ
ステムインテグレーショ
ン、クラウドサービス

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野で習
得する技術、知識に基づき、ＡＩ、ＩｏＴ、ドロー
ンシステムなどのプロトタイプ制作が可能な
ため。本学の教育課程の比較的早期段階に
ある学生に対する技術指導や課題提示、実
習科目で産学連携等を経験してきた学生に
対する適切な難度の目標設定指導、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の
高い要求をしながらの指導、いずれにも対応
可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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工科学部　　情報工学科

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

臨地実務実習Ⅲ臨地実務実習Ⅱ

臨地実務実習の選定理由とコース配置

施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ

資料 29-1

31
株式会社
ジオコード

法人企業向けのWeb
マーケティングサービ
ス、クラウド型業務支援
ツールを展開

ＩｏＴの専攻分野で習得する技術、知識に基
づきクラウド型業務支援ツールなどのの分析
や開発が可能なため。本学の教育課程の比
較的早期段階にある学生に対する技術指導
や課題提示、実習科目で産学連携等を経験
してきた学生に対する適切な難度の目標設
定指導、教育課程の終盤にある学生に対す
る相応に程度の高い要求をしながらの指導、
いずれにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○

32
ヴイストン
株式会社

ロボット関連製品の開
発・製造・販売

ロボットの専攻分野にもとづく知識・技能か
ら、様々なロボットなどの企画から開発まで、
プロトタイプ制作が可能なため。本学の教育
課程の比較的早期段階にある学生に対する
技術指導や課題提示、実習科目で産学連携
等を経験してきた学生に対する適切な難度
の目標設定指導、教育課程の終盤にある学
生に対する相応に程度の高い要求をしなが
らの指導、いずれにも対応可能な実習施設
のため。

○ ○ ○

33
チームラ
ボ株式会
社

IT、サイエンス、テクノロ
ジー、デザイン、アートの
横断的なソリューションコ
ンサルティング

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、サイエンス、テクノロ
ジー、デザイン、アートの横断的なソリュー
ションコンサルティングに基づいたコンテンツ
の企画・制作が可能なため。本学の教育課
程の比較的早期段階にある学生に対する技
術指導や課題提示、実習科目で産学連携等
を経験してきた学生に対する適切な難度の
目標設定指導、教育課程の終盤にある学生
に対する相応に程度の高い要求をしながら
の指導、いずれにも対応可能な実習施設の
ため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

34

NTTソフト
ウェアイノ
ベーション
センタ

オープンソースソフトウェ
ア(OSS)による基盤開発
を中心に、オープンイノ
ベーションを推進し、ソフ
トウェア技術の研究から
プラットフォームの開発、
運用、保守

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、オープンイノベーション
の推進を意識しながら、各種ソフトウェアなど
のプロトタイプ制作が可能なため。本学の教
育課程の比較的早期段階にある学生に対す
る技術指導や課題提示、実習科目で産学連
携等を経験してきた学生に対する適切な難
度の目標設定指導、教育課程の終盤にある
学生に対する相応に程度の高い要求をしな
がらの指導、いずれにも対応可能な実習施
設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

35

Hitachi
Consumer
Products(
Thailand),
Ltd.
（日立アプ
ライアンス
株式会社）

タイやＡＳＥＡＮ諸国向
けの家電製品の製造

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野にもと
づく知識・技能から、家電製品製造業務サ
ポートや改良提案、提案に基づいたコンテン
ツ制作が可能なため。本学の教育課程の終
盤にある学生に対し、相応に程度の高い要
求をしながら指導することが可能な実習施設
のため。

○ ○ ○

36

KAGA
COMPON
ENTS
（MALAYS
IA）
SDN.BHD
.
(加賀マイ
クロソ
リューショ
ン株式会
社)

民生用から産業用まで
の各種電源機器および
電子機器完成品の開
発、製造、販売及び基
板アッセンブル等の受託

ＩｏTの専攻分野にもとづく知識・技能から、
様々な電子機器などのプロトタイプ制作が可
能なため。本学の教育課程の終盤にある学
生に対し、相応に程度の高い要求をしながら
指導することが可能な実習施設のため。

○
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工科学部　　情報工学科

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

臨地実務実習Ⅲ臨地実務実習Ⅱ

臨地実務実習の選定理由とコース配置

施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ

資料 29-1

37

KAGA
ELECTRO
NICS
（USA）
INC.
(加賀電子
株式会社
（USA))

市場調査、加賀電子株
式会社製造の電子部品
の輸出入及び販売

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野にもと
づく知識・技能から、加賀電子株式会社製品
の差別化ポイントの分析、他社競合製品の
調査などを行い、販売促進用ツールなどの
制作が可能なため。本学の教育課程の終盤
にある学生に対し、相応に程度の高い要求
をしながら指導することが可能な実習施設の
ため。

○ ○ ○

38

TAXAN
MEXICO
S.A. de
C.V.
(加賀電子
株式会社
（メキシコ))

ＥＭＳ事業及び電子部
品・半導体の販売など

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野にもと
づく知識・技能から、ＥＭＳ事業における製造
工程の業務改善の提案から改善案のプロト
タイプ制作などが可能なため。本学の教育課
程の終盤にある学生に対し、相応に程度の
高い要求をしながら指導することが可能な実
習施設のため。

○ ○ ○

39

KAGA
AMUSEM
ENT
MALAYSI
A
SDN.BHD
.
(加賀ア
ミューズメ
ント株式会
社)

アミューズメント機器の販
売、保守サービス及びア
ミューズメント施設の運
営など

ロボットの専攻分野にもとづく知識・技能か
ら、機器の保守サービス補助が可能なため。
本学の教育課程の終盤にある学生に対し、
相応に程度の高い要求をしながら指導する
ことが可能な実習施設のため。

○

40
フォイスベ
トナム有限
会社

システム、アプリケーショ
ンを開発する部署

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、システム開発の提案から
プロトタイプの制作が可能なため。本学の教
育課程の終盤にある学生に対し、相応に程
度の高い要求をしながら指導することが可能
な実習施設のため。

○ ○

41

株式会社
エスワイシ
ステム
（PT.SYS
INDONESI
A）

日本自動車部品メー
カーのソフトウェア開発
及び評価業務

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ソフトウェア開発や評価
業務の改善提案からプロトタイプの制作が可
能なため。本学の教育課程の終盤にある学
生に対し、相応に程度の高い要求をしながら
指導することが可能な実習施設のため。

○ ○

42

株式会社
アルタ
(フィリピン
支社)

ホームページ制作、EC
ショップサイト構築、Web
アプリケーション開発

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ＥＣショップサイトやＷｅｂ
アプリケーションの機能追加提案やコンテン
ツ制作などが可能なため。本学の教育課程
の終盤にある学生に対し、相応に程度の高
い要求をしながら指導することが可能な実習
施設のため。

○ ○
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工科学部　　情報工学科

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

AI
戦略

IoT
ｼｽﾃﾑ

ﾛﾎﾞｯﾄ
開発

臨地実務実習Ⅲ臨地実務実習Ⅱ

臨地実務実習の選定理由とコース配置

施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ

資料 29-1

43
Ateam
Vietnam
Co.,Ltd.

インターネットやスマート
デバイスを通じ、コン
シューマーに向けゲーム
やアプリの企画・開発・
運営

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、インターネットやスマート
デバイスの活用方法改良提案やコンテンツ
制作などが可能なため。本学の教育課程の
終盤にある学生に対し、相応に程度の高い
要求をしながら指導することが可能な実習施
設のため。

○ ○

44

株式会社
コスモ・コ
ンピュー
ティングシ
ステム
（Cosmo
ITS, Inc.）

パッケージ/自社開発
社内受託開発 業務系シ
ステム開発 次世代映像
研究開発 コンサルティ
ング スマートデバイス用
アプリ開発 WEBインテグ
レーション 海外ビジネス
アウトソーシングサービ
ス メディアサービス

ＡＩ、ＩｏＴそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、システム開発業務の改善
提案や改善案のプロトタイプ制作が可能なた
め。本学の教育課程の終盤にある学生に対
し、相応に程度の高い要求をしながら指導す
ることが可能な実習施設のため。

○ ○

45

株式会社
アイエン
ター（ハノ
イ支店）

システムコンサルティン
グ・開発・構築・運用／ス
マートフォンアプリ企画・
構築・運用／
IoT／XR(VR・MR・AR)／
AI／Drone／RPA／UI・
UXデザイン／動画制作

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットそれぞれの専攻分野で習
得する技術、知識に基づき、ＡＩ、ＩｏＴなどを
利用したシステムやアプリケーションなどの制
作が可能なため。本学の教育課程の終盤に
ある学生に対し、相応に程度の高い要求をし
ながら指導することが可能な実習施設のた
め。

○ ○ ○
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臨地実務実習施設確保状況

学部

学科

定員

科目 確保数 確保比率 確保数 確保比率

臨地実務実習Ⅰ 123 103% 104 130%

臨地実務実習Ⅱ 144 120% 116 145%

臨地実務実習Ⅲ 178 148% 134 168%

（人）

学部

学科

コース

履修学生数上限

科目 確保数 確保比率 確保数 確保比率 確保数 確保比率 確保数 確保比率 確保数 確保比率

臨地実務実習Ⅰ 107 134% 104 130% 43 108% 85 142% 82 137%

臨地実務実習Ⅱ 123 154% 125 156% 53 133% 87 145% 93 155%

臨地実務実習Ⅲ 153 191% 158 198% 63 158% 105 175% 109 182%

（人）

80名 40名 60名 60名

工科学部

80名

資料30

ＡＩ戦略コース ＩｏＴシステムコース ロボット開発コース ゲームプロデュースコース

情報工学科 デジタルエンタテインメント学科

ＣＧアニメーションコース

情報工学科 デジタルエンタテインメント学科

120名 80名

工科学部



1 
 

（是正事項） 工科学部   情報工学科 
  

８．＜授業科目の実現可能性に疑義＞ 
「地域共創デザイン実習」について、教育課程連携協議会の協力と支援のもとに

実施すると説明しているが、教育課程連携協議会の構成員としては、地域の関係

者が 1 名しか配置されておらず、実現可能性に疑義がある。当該授業科目の教員

の関わり方や想定される連携先等の実施方法を改めて説明し、実現可能性がある

ことを明確に説明するか、適切に改めること。【２学科共通】 

 
（対応） 
 教育課程連携協議会の「地域」区分の構成員について見直しを行い、「地域共創デザイン実

習」の実施が確実に行われるよう、東京商工会議所の 1 名を追加した。 
 「地域共創デザイン実習」の授業実施おいては地域区分構成員だけでなく、その関連企

業・団体が複数関わることになるため、「地域共創デザイン実習」の協力企業・団体からな

る分科会を組織し、授業運営に向けた取り組みを行うこととしている。その分科会の位置づ

けを明確にするため、教育課程連携協議会規定を見直し、分科会を設置できる旨の規定を追

加した。なお、その分科会は、授業担当の専任教員も構成員となる。 
 
教育課程連携協議会規定に追加する規定【抜粋】 

（分科会） 
第７条 本協議会は、教育課程の見直しなど特定の分野・目的毎に審議するため、必要に応じ

分科会を置くことができる。 
  ２ 分科会長は、本協議会の構成員から学長が指名する。 
  ３ 分科会に所属する者は、本協議会の構成員、専任教員及び教育課程の実施において本

学と協力する事業者から学長が指名する。 
  ４ 分科会長は当分科会での審議の内容について協議会に報告し、協議会の了承を得るも

のとする。 
 
 担当教員については、①課題精査、②進捗指導・管理、③フィードバック、といった関わ

りをもつこととしており、計画の実現可能性は十分に高いと判断する。詳細は以下の通りで

ある。 
 
 
■「地域共創デザイン実習」の協力企業・団体について 

新宿区文化観光産業部の関連団体には、新宿区商店会連合会、東京中小企業家同友会、財

団法人東京都中小企業振興公社などがあり、新宿区商店会連合会だけとっても 100 近い商店

会が加入している。東京商工会議所は 23 区内で合計 80,000 社の会員企業が存在する。今後、

こうした関連企業・団体から授業にかかわる協力企業・団体を選定する。 
 
 
■「地域共創デザイン実習」における協力企業・団体の関わり方について 
 担当教員は、授業開始に先立ち、教育課程連携協議会の「地域の関係者」区分の構成員からの

紹介を受け、「地域共創デザイン実習」が取り組むべき地域課題を抱える企業・団体をピッ

クアップする。分科会にて課題内容や実施の難易度などを考慮して検討し、複数の課題を選

定する。 
1. 協力企業・団体は、オリエンテーションにて学生全体に対し課題についての説明を行う。 
2. 中間報告等で学生の取り組みに対して中間チェックを行う。 
3. 最終成果物に対して、評価を行う。 



2 
 

4. 学期末には分科会にて教育課程連携協議会の構成員及び担当教員などと当該授業科目を

振り返り、翌年度に向けて授業の質の向上を図る。 
 
 
 
■「地域共創デザイン実習」における教員の関わり方について 
 教員は主として、以下の 3 つの役割をもって当該授業科目と関わる。 
 
 ①設定する課題の精査等 
  担当教員は、各学生グループが選択する課題について、本授業科目のテーマに照らして

妥当であるか、その課題の達成がシラバスに定められている到達目標を達成できるか、目

標達成に向けたスケジュールは妥当かなどについて精査する。 
  なお、担当教員は必要に応じて、学生に対して秘密保持契約について説明するのと併せ

て、必要書類の精査を行う。 
 ②進捗指導・管理 
  ①で定まった課題の達成に向けて、教員は定期的に学生の進捗管理、制作の指導、協力

企業・団体からの評価のフィードバックなどを行う。 
 ③フィードバック 
  担当教員は、シラバスに定める「科目評価方法」の実施時期において都度、学生に対し

て適切なフィードバックを実施する。また、学期末には分科会にて教育課程連携協議会の

構成員及び協力企業・団体などと当該授業科目を振り返り、翌年度に向けて授業の質の向

上を図る。 
 
 
■新たに追加する教育課程連携協議会の「地域の関係者」に該当する構成員について 
 当該科目が計画する「教育課程連携協議会の協力と支援のもとに実施する」という計画の

実現性をより高めるため、「地域の関係者」に該当する構成員として新たに、東京商工会議

所新宿支部事務局長、中臺浩正氏に承諾いただいている。 
中臺氏は東京商工会議所における業務の経験が長く、新宿支部としても若年層を対象とし

たビジネスプランコンテスト「SHINJUKU DREAM ACTIVATION」を主導し、区内所在

の大学で参加促進セミナーを実施するなど、産学公連携の実績が豊富な人物である。東京商

工会議所新宿支部の協力を得ることにより、地元企業とより密接な関係を構築できることで、

当該科目が計画する「教育課程連携協議会の協力と支援のもとに実施」の実現性が高まると

もに、本授業科目に相応しい課題が広く集まると見込んでいる。 
 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
4.2 教育課程を開発・不断の見直しと反映を

行う仕組み 
本学の教育課程において、臨地実務実習を除

く全ての授業は、基本的に本学が契約した教

員によって行われている。また、臨地実務実

習先（受け入れ先）は、全て臨地実務実習施

設使用承諾書を交わすとともに、臨地実務実

習施設の概要に明記がある通り、実習指導

者・事業の概要・該当施設の選定理由等を、

本学に所属する教職員によって確認し適切と

判断できる企業や団体等に限定している。加

4.2 教育課程を開発・不断の見直しと反映を

行う仕組み 
本学の教育課程において、臨地実務実習を除

く全ての授業は、基本的に本学が契約した教

員によって行われている。また、臨地実務実

習先（受け入れ先）は、全て臨地実務実習施

設使用承諾書を交わすとともに、臨地実務実

習施設の概要に明記がある通り、実習指導

者・事業の概要・該当施設の選定理由等を、

本学に所属する教職員によって確認し適切と

判断できる企業や団体等に限定している。加
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えて、海外臨地実務実習を除く全ての臨地実

務実習では、複数人の教職員による巡回によ

って、適切に教育が行われているかが確認さ

れる等、実習水準の確保の方策も取ってい

る。これら臨地実務実習に関する詳細につい

ては後の 11 章で言及する。以上のことから、

本学で必要な授業科目を自ら開講していると

いえる。 
教育課程連携協議会についての詳細は後の 7
章で述べるが、今回、編成・設置される教育

課程は、現代社会特有の複雑化した問題に対

峙できるように教育課程連携協議会の意見等

を反映させ、その時世に合った体系に常に変

化させることで教育課程を開発する。 
例えば、教育課程連携協議会の構成員には、

学校教育法第 11 条 2 項（エ）で定義されてい

るように、臨地実務実習先として本学と連携

を取る事業者が含まれる。この構成員によっ

て臨地実務実習の実態として教育課程に反映

すべき意見が出された場合は、必要に応じて

再検討され、所定の手続きをもって「臨地実

務実習Ⅰ～Ⅲ」に反映されるようにする。こ

のように本学では教育課程の開発を行う。 
加えて、臨地実務実習を含む全ての実習科目

は必ず教育課程連携協議会の協力や支援を求

める。教育課程連携協議会では、産業界及び

地域社会との連携による授業科目の開設や、

その他の教育課程の編成に関する基本的な事

項などについて議論される。議論に基づき設

置される臨地実務実習や各学科の職業専門科

目に配した実習科目、並びに、産学官の連携

を目的とする「地域共創デザイン実習」によ

って、学生は技術の社会性を現実的に学ぶ。

具体的な関係性は、科目ごとに以下に記す。 
 
 
「地域共創デザイン実習」 
情報工学科とデジタルエンタテインメント学

科の双方に配置したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「地域」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマに取り組む際の

企画提案の場の提供等である。 
 
「ソリューション開発Ⅰ」「ソリューション

開発Ⅱ」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

えて、海外臨地実務実習を除く全ての臨地実

務実習では、複数人の教職員による巡回によ

って、適切に教育が行われているかが確認さ

れる等、実習水準の確保の方策も取ってい

る。これら臨地実務実習に関する詳細につい

ては後の 11章で言及する。以上のことから、

本学で必要な授業科目を自ら開講していると

いえる。 
教育課程連携協議会についての詳細は後の 7
章で述べるが、今回、編成・設置される教育

課程は、現代社会特有の複雑化した問題に対

峙できるように教育課程連携協議会の意見等

を反映させ、その時世に合った体系に常に変

化させることで教育課程を開発する。 
例えば、教育課程連携協議会の構成員には、

学校教育法第 11 条 2項（エ）で定義されてい

るように、臨地実務実習先として本学と連携

を取る事業者が含まれる。この構成員によっ

て臨地実務実習の実態として教育課程に反映

すべき意見が出された場合は、必要に応じて

再検討され、所定の手続きをもって「インタ

ーンシップⅠ～Ⅳ」に反映されるようにす

る。このように本学では教育課程の開発を行

う。 
加えて、臨地実務実習を含む全ての実習科目

は必ず教育課程連携協議会の協力や支援を求

める。教育課程連携協議会では、産業界及び

地域社会との連携による授業科目の開設や、

その他の教育課程の編成に関する基本的な事

項などについて議論される。議論に基づき設

置される臨地実務実習や各学科の職業専門科

目に配した実習科目、並びに、産学官の連携

を目的とする「地域共創デザイン実習」によ

って、学生は技術の社会性を現実的に学ぶ。

具体的な関係性は、科目ごとに以下に記す。 
 
「地域共創デザイン実習」 
情報工学科とデジタルエンタテインメント学

科の双方に配置したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「地域」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマに取り組む際の

企画提案の場の提供等である。 
 
「ソリューション開発Ⅰ」「ソリューション

開発Ⅱ」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得
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る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマを取り組む際の

共同製品・共同制作物の開発、あるいは企画

提案・報告の場の提供等である。 
 
「デジタルコンテンツ制作応用」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力と支援を得る。ここで指す協力と

支援とは、実習テーマ等の共同策定や、その

テーマを取り組む際の共同製品・共同制作物

の開発、あるいは企画提案・報告の場の提供

等である。 
 
「人工知能応用」「IoT サービスデザイン」

「産業用ロボット実習」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力を得る。こ

こで指す協力とは、実習テーマ等の共同策定

等である。 
 
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa、Ⅰb」
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力を得る。ここで指す協力とは、実

習テーマ等の共同策定等である。 
 
以上のように、上記の科目については必ず教

育課程連携協議会との関係を持つとともに、

開発・不断の見直しを行う。不断の見直しを

行う体制についての詳細は、7 章にて説明す

る。 
 
ここまで述べてきた実習系授業と、教育課程

連携協議会が効果的に連携を取るための機能

として、本学では分科会を設置している。例

えば、「地域共創デザイン実習」の授業実施

おいては地域区分構成員だけでなく、その関

連企業・団体が複数関わることになるため、

「地域共創デザイン実習」の協力企業・団体

からなる分科会を組織し、授業運営に向けた

取り組みを行うこととしている。その分科会

の位置づけは、教育課程連携協議会規定で以

下のように示している。なお、その分科会

は、授業担当の専任教員も構成員となる。 
 

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマを取り組む際の

共同製品・共同制作物の開発、あるいは企画

提案・報告の場の提供等である。 
 
「デジタルコンテンツ制作応用」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力と支援を得る。ここで指す協力と

支援とは、実習テーマ等の共同策定や、その

テーマを取り組む際の共同製品・共同制作物

の開発、あるいは企画提案・報告の場の提供

等である。 
 
「人工知能応用」「IoT サービスデザイン」

「産業用ロボット実習」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力を得る。こ

こで指す協力とは、実習テーマ等の共同策定

等である。 
 
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa、Ⅰb」
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力を得る。ここで指す協力とは、実

習テーマ等の共同策定等である。 
 
以上のように、上記の科目については必ず教

育課程連携協議会との関係を持つとともに、

開発・不断の見直しを行う。不断の見直しを

行う体制についての詳細は、7 章にて説明す

る。 
 
（追加） 
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教育課程連携協議会規定に追加する規定【抜

粋】 
（分科会） 
第７条 本協議会は、教育課程の見直しなど特

定の分野・目的毎に審議するため、必要に応

じ分科会を置くことができる。 
  ２ 分科会長は、本協議会の構成員から

学長が指名する。 
  ３ 分科会に所属する者は、本協議会の

構成員、専任教員及び教育課程の実施におい

て本学と協力する事業者から学長が指名す

る。 
  ４ 分科会長は当分科会での審議の内容

について協議会に報告し、協議会の了承を得

るものとする。 
 
7.2.2 「地域」区分における構成員の正当性 
 
（4） 新宿区文化観光産業部 産業振興課長 
 
新宿区は、本学立地の自治体であり、地域社

会との連携を図るものである。同区は東京都

庁を始め、都市機能の中枢を担う存在であ

り、企業オフィス群と我が国有数の商業地を

併せ持つ、世界的にも特異な地域といえる。

また、近年はインバウンドの急増から一層の

グローバル化が進み、多種多様な文化の集合

地でもある。ローカル及びグローバルでの情

報収集・発信をおこなうためにも同区との密

な連携は必要不可欠である。 
当該人物は、同区産業振興課で従事してお

り、専門職大学の根幹たる産業界との連携を

円滑に図るためにも有効な人選である。 
以上の事柄から、本学における「地域」区分

の構成員として合致している。 
 
（5） 京商工会議所 新宿支部 事務局長 
当該事務局長は東京商工会議所における業務

の経験が長く、新宿支部としても若年層を対

象 と し た ビ ジ ネ ス プ ラ ン コ ン テ ス ト

「SHINJUKU DREAM ACTIVATION」を

主導し、区内所在の大学で参加促進セミナー

を実施するなど、産学公連携の実績が豊富な

人物である。東京商工会議所新宿支部の協力

を得ることにより、地元企業とより密接な関

係を構築できることで、「地域共創デザイン

実習」が計画する「教育課程連携協議会の協

力と支援のもとに実施」の実現性が高まると

もに、本授業科目に相応しい課題が広く集ま

7.2.2 「地域」区分における構成員の正当性 
 
（4） 新宿区文化観光産業部 産業振興課長 
 
新宿区は、本学立地の自治体であり、地域社

会との連携を図るものである。同区は東京都

庁を始め、都市機能の中枢を担う存在であ

り、企業オフィス群と我が国有数の商業地を

併せ持つ、世界的にも特異な地域といえる。

また、近年はインバウンドの急増から一層の

グローバル化が進み、多種多様な文化の集合

地でもある。ローカル及びグローバルでの情

報収集・発信をおこなうためにも同区との密

な連携は必要不可欠である。 
当該人物は、同区産業振興課で従事してお

り、専門職大学の根幹たる産業界との連携を

円滑に図るためにも有効な人選である。 
以上の事柄から、本学における「地域」区分

の構成員として合致している。 
 
 
（追加） 
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ると見込んでいる。 
 
7.3.1.2 「地域」にかかる連携機能 
本学の地域の課題にも取り組むという方針を

踏まえ、「地域」に区分される構成員には、

地域課題に取り組む教育課程に関して意見を

得る他、産学官連携先、若しくは産学官連携

先の紹介窓口としての役割を期待している。

実際には、それを教育課程に落とし込むため

に、学科問わず本学の展開科目に配された

「地域共創デザイン実習」で扱うテーマにつ

いての助言を貰うこと等を想定している。こ

れによって、地域が抱える問題や、取り組ん

でいる現状の課題を直接的に吸い上げるとと

もに、それを実際に取り扱う実習に取り組む

ことで地域に還元する実践知が養成される。 
 担当教員は、授業開始に先立ち、教育課程

連携協議会の「地域の関係者」区分の構成員

からの紹介を受け、「地域共創デザイン実

習」が取り組むべき地域課題を抱える企業・

団体をピックアップする。分科会にて課題内

容や実施の難易度などを考慮して検討し、複

数の課題を選定する。 
1. 協力企業・団体は、オリエンテーショ

ンにて学生全体に対し課題についての説明を

行う。 
2. 中間報告等で学生の取り組みに対して

中間チェックを行う。 
3. 最終成果物に対して、評価を行う。 
4. 学期末には分科会にて教育課程連携協

議会の構成員及び担当教員などと当該授業科

目を振り返り、翌年度に向けて授業の質の向

上を図る。 
以上の事柄から、この区分における構成員は

本学が立地する地域課題に実際にかかわるよ

うな行政若しくはそれに準ずる団体の役職員

が望ましい。よって、本学における職業区分

の構成員には、申請時現在、新宿区文化観光

産業部の産業振興の役職者が協議会構成員と

して、「地域」に係る機能を十分に担うこと

ができる。 
 

7.3.1.2 「地域」にかかる連携機能 
本学の地域の課題にも取り組むという方針を

踏まえ、「地域」に区分される構成員には、

地域課題に取り組む教育課程に関して意見を

得る他、産学官連携先、若しくは産学官連携

先の紹介窓口としての役割を期待している。

実際には、それを教育課程に落とし込むため

に、学科問わず本学の展開科目に配された

「地域共創デザイン実習」で扱うテーマにつ

いての助言を貰うこと等を想定している。こ

れによって、地域が抱える問題や、取り組ん

でいる現状の課題を直接的に吸い上げるとと

もに、それを実際に取り扱う実習に取り組む

ことで地域に還元する実践知が養成される。 
  
（追加） 
 
以上の事柄から、この区分における構成員は

本学が立地する地域課題に実際にかかわるよ

うな行政若しくはそれに準ずる団体の役職員

が望ましい。よって、本学における職業区分

の構成員には、申請時現在、新宿区文化観光

産業部の産業振興の役職者が協議会構成員と

して、「地域」に係る機能を十分に担うこと

ができる。 
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 

新 旧 

  
 
 



1 
 

（是正事項） 工科学部   情報工学科 
  

９．＜学部長及び学科長予定者が不明＞ 
学部長及び学科長予定者についての説明がないため、どのような者を配置する計

画であるのか、明確に説明すること。【２学科共通】 

 
（対応） 

学部長及び学科長予定者について回答するとともに、どのような基準で選考したのかを説

明する。 
 
 
■学部長及び学科長予定者の配置計画について 
 
学部長及び情報工学科の学科長については、学長により下記の専任教授が予定者として選抜され

ている。 
 
  学部長予定者  冨山 哲男  （情報工学科 専任教授、副学長兼務） 
  学科長予定者  藤井 竜也  （情報工学科 研究実務家 専任教授） 
 
ちなみに開学後も「学長等選考規定（案）」により、学部長・学科長は学長が任命することとし

ている。 
 
【参考】 
東京国際工科専門職大学 学長等選考規定（案）抜粋 

（学長の任命） 
第 ６ 条 学長の任命は、理事会が前条により推薦を受けた学長候補者のうちから適任者を決定

し、理事長がこれを任命する。 
 （副学長の任命） 
第１０条 理事会は学長から推薦を受けた候補者から副学長を決定し、理事長がこれを任命す

る。 
（学部長の資格） 
第１１条 学部長は、当該学部の専任教授で、人格、識見ともに優れ、かつ、本学での教育、研

究等において指導力を発揮し得る能力を有する者でなければならない。 
（学部長の任命） 
第１４条 学部長は、学長が任命する。 
（学科長の資格） 
第１５条 学科長は、当該学科の専任教授で、人格、識見ともに優れ、かつ、本学での教育、研

究等において指導力を発揮し得る能力を有する者でなければならない。 
（学科長の任命） 
第１８条 学科長は、学長が任命する。 
 
 
■学部長予定者について 

「学長等選考規定（案）」は、学部長について「当該学部の専任教授で、人格、識見ともに

優れ、かつ、本学での教育、研究等において指導力を発揮し得る能力を有する者でなければなら

ない。」と定めており、その基準を満たしている者を予定者としている。 
より具体的な学長方針として、学部長が教員組織のトップとして両学科をまとめてマネジメン

トすることを求めているため、大学教授の経験者（アカデミア教員）から選ぶことを予定してい

る。学部長はその大学組織での経験を活かして本学の教員組織をまとめ上げ、円滑に開学業務を
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進める。 
 

 
■学科長予定者について 

「学長等選考規定（案）」は、学科長について「当該学科の専任教授で、人格、識見ともに

優れ、かつ、本学での教育、研究等において指導力を発揮し得る能力を有する者でなければなら

ない。」と定めており、その基準を満たしている者を予定者としている。 
より具体的な学長方針として、アカデミア教員から選抜される学部長に対し、専門職大学の制

度趣旨を鑑み、学科長は実務家教員の専任教授を配置し、産業界からの意見を反映させやすい組

織を目指している。さらに完成年度まで学科長の業務を継続し安定した組織づくりを率先できる

よう、完成年度までに定年を迎えることがない（高）教員から選ぶこととしている。 
 
 

■教育課程連携協議会のメンバーについて 
専門職大学として重要な位置づけにある教育課程連携協議会のメンバーは、上記学部長・学科

長と同様の選考基準で選ぶべき位置づけと考え、副学長兼学部長予定者をメンバーに選定してい

る。教育課程連携協議会でも、上記の役職配置と同様にバランスを鑑み、アカデミア教員と実務

家教員を適正配置している。これにより教育課程連携協議会・教授会・大学評議会の連携による

学校づくりの推進ができる配置となっている。 
 
 

 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
5. 教員組織の編成の考え方及び特色 
 
（中略） 
 
5.10 リーダーシップを発揮できる教員組織体

制の整備 
学長の選考と異なり、学部長の選考について

法令上は規定されていないが、本学では学長

等選考規定（案）によって、学部長、学科長

についても基準を設けている。特に完成年度

までは、以下のような方針としている。 
 
■学部長予定者について 
学部長は教員組織のトップとして工科学部に

ある 2 学科をまとめてマネジメントすること

を求めているため、大学教授の経験者（アカ

デミア教員）から選ぶことを予定している。

学部長はその大学組織での経験を活かして本

学の教員組織をまとめ上げ、円滑に開学業務

を進める。 
 
■学科長予定者について 
学科長はアカデミア教員から選抜される学部

長に対し、専門職大学の制度趣旨を鑑み、実

務家教員の専任教授を配置し、産業界からの

意見を反映させやすい組織を目指す。さらに

完成年度まで学科長の業務を継続し安定した

5. 教員組織の編成の考え方及び特色 
 
（中略） 
 
（追加） 
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組織づくりを率先できるよう、完成年度まで

に定年をむかえることがない教員から選ぶこ

ととしている。 
 
 
 
 
7.2 構成員の規定区分 
 本学の教育課程連携協議会は、専門職大学

設置基準第 11 条第 2 項に規定する各区分の要

件に合致した構成員で組織する。 
本学は教育課程連携協議会を編成・開催し、

各学科に関する専門職能分野の団体の職員

（職業区分）、自治体若しくはそれに準ずる

地域に関係する団体の職員（地域区分）、教

育課程編成や臨地実務実習等に協力する事業

者（協力）、本学の教育課程編成にかかわる

専任教授（教職員）、及び統轄責任者（教職

員）で構成する。構成員の所属・役職一覧を

資料 17 に示すとともに、各構成員の正当理由

を以下に説明する。なお、教育課程連携協議

会構成員名簿にある番号と統一して記載す

る。 
 
（中略） 
 
 
7.2.4 「教職員」区分における構成員の正当性 
 
（11） 東京国際工科専門職大学（仮称） 副学

長 兼 工科学部長 
工科学部情報工学科 教授 
当該教員は情報工学科の教授として就任予定

であるとともに、教育課程編成に関わってい

る。これまで、東京大学及びオランダ・イギ

リスの大学での教育経験があり、教育課程編

成に関する審議を行うことができる教員とし

て適している。 
65 
（12） 東京国際工科専門職大学（仮称）工科

学部デジタルエンタテインメント学科 学科

長、教授 
当該教員は、ゲーム業界で長らく実務家とし

て活躍するとともに、一般社団法人コンピュ

ータエンターテインメント協会（CESA）や

コンピュータエンターテインメントデベロッ

パーズカンファレンス（CEDEC）での技術

委員、人材育成部会副部長などを歴任し、業

界での技術教育に関しての深い知見を有して

おり、本学のデジタルエンタテインメント学

7.2 構成員の規定区分 
 本学の教育課程連携協議会は、専門職大学

設置基準第 11条第 2項に規定する各区分の要

件に合致した構成員で組織する。 
本学は教育課程連携協議会を編成・開催し、

各学科に関する専門職能分野の団体の職員

（職業区分）、自治体若しくはそれに準ずる

地域に関係する団体の職員（地域区分）、教

育課程編成や臨地実務実習等に協力する事業

者（協力）、本学の教育課程編成にかかわる

専任教授（教職員）、及び統轄責任者（教職

員）で構成する。構成員の所属・役職一覧を

資料 17に示すとともに、各構成員の正当理由

を以下に説明する。なお、教育課程連携協議

会構成員名簿にある番号と統一して記載す

る。 
 
（中略） 
 
 
7.2.4 「教職員」区分における構成員の正当性 
 
（10） 東京国際工科専門職大学（仮称） 副学

長 兼 工科学部長 
工科学部情報工学科 教授 
当該教員は情報工学科の教授として就任予定

であるとともに、教育課程編成に関わってい

る。これまで、東京大学及びオランダ・イギ

リスの大学での教育経験があり、教育課程編

成に関する審議を行うことができる教員とし

て適している。 
65 
（11） 東京国際工科専門職大学（仮称）工科

学部デジタルエンタテインメント学科（追

加）教授 
当該教員は、ゲーム業界で長らく実務家とし

て活躍するとともに、一般社団法人コンピュ

ータエンターテインメント協会（CESA）や

コンピュータエンターテインメントデベロッ

パーズカンファレンス（CEDEC）での技術

委員、人材育成部会副部長などを歴任し、業

界での技術教育に関しての深い知見を有して

おり、本学のデジタルエンタテインメント学
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科における「教職員」の区分の構成員として

教育課程編成に関する審議を行うことができ

る教員として適している。 
 
 
（中略） 
 

科における「教職員」の区分の構成員として

教育課程編成に関する審議を行うことができ

る教員として適している。 
 
 
（中略） 
 

 
 
 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 
新 旧 

  
 
 

 
（新旧対照表）教育課程連携協議会名簿 

新 旧 
【番号】11 

【氏名】冨山 哲男 

【現所属及び役職名】 

東京国際工科専門職大学 

(仮称）設立準備室  

室員 

※平成３２年４月 

東京国際工科専門職大学 

副学長 

工科学部 学部長 

【番号】10 

【氏名】冨山 哲男 

【現所属及び役職名】 

東京国際工科専門職大学 

(仮称）設立準備室  

室員 

※平成３２年４月 

東京国際工科専門職大学 

副学長 

（追加） 
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工科学部 情報工学科 教授 
 

工科学部 情報工学科 教授 

【番号】11 

【氏名】斎藤 直宏 

【現所属及び役職名】 

株式会社バンダイナムコスタジオ 

技術統括本部グローバルストラテジ部 

テクノロジエバンジェリスト 

※平成３２年４月 

東京国際工科専門職大学 

工科学部 デジタルエンタテインメント学科 

学科長、教授 

【番号】11 

【氏名】斎藤 直宏 

【現所属及び役職名】 

株式会社バンダイナムコスタジオ 

技術統括本部グローバルストラテジ部 

テクノロジエバンジェリスト 

※平成３２年４月 

東京国際工科専門職大学 

工科学部 デジタルエンタテインメント学科 

（追加）教授 
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（改善事項） 工科学部   情報工学科 
  

１０．＜設置計画の一層の充実＞ 
教員の年齢構成が比較的高齢に偏っていることから、教育研究の継続性を踏ま

え、今後の採用計画など教員組織編制の将来構想の明確化が望まれるので、対応

方針について回答すること。 

 
（対応） 

教員の年齢構成が比較的高齢に偏っていることに起因して、教育研究の継続性が懸案とな

っていることを踏まえ、採用計画など教員組織編成の将来構想を明確にするため、対応方針

について以下のとおり回答する。 
 
 
■完成年度における情報工学科の教員構成 
 

表１ 申請時における完成年度の 3 月 31 日時点における情報工学科の教員構成 
 

 
本学の完成年度（2024）末において、情報工学科で 65 歳以上の（高）に該当する教員は 7 名

である。こうした年齢構成の偏りの解消に向けて、以下の対策を実施あるいは計画している。 
 
 

■実施済みの対策について 
 ①50 代（就任時）の専任教員の追加 
今回の補正申請時において新たに、就任時 58 歳の専任教員を追加する。当該教員は長年、AI、

画像処理、言語処理などの研究・開発に従事してきた。この採用により、完成年度末時点におけ

る平均年齢は、従前の 60.8 歳から 60.5 歳へと下がる。 
 
②助手の追加  
助手は教員組織に属さないが、以下説明する具体的計画の②と③の実現の為、教員選考・任用

及び昇任規定に則り、主にハードウェア系の業績を有し助手の資格に該当する 30 代前半の教員

を既に採用し配置する。当該教員に対し、ベテラン教員による教育を行うことで、実績を積み上

げ、教員組織の新陳代謝にも注力する。 
仮に、当該教員の業績等が急伸し、完成年度以前に助教の資格を満たしたと判断されるように

なった場合は、大学設置・学校法人審議会による教員審査（AC 教員審査）を実施して職位を見

直す。 
 
 

 
■完成年度以降の教員組織構想に向けた具体的計画について 

完成年度以降は、教育・研究の継続および教育研究の質の向上を図るとともに、若手教授・教

   (高)該当者 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60～64 歳 65～69 歳 70 代 80 代 

教授 0 0 0 6 1 3 3 0 

准教授 0 0 0 1 1 0 0 0 

講師 0 0 0 2 0 1 0 0 

助教 0 1 0 0 0 0 0 0 

助手 0 0 0 0 0 0 0 0 
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員の積極的な採用などで適正な年齢・職位構成の教員組織を運営するように努める。具体的には、

後任者採用において以下の方針を明確にする。 
 
①公募により広く適任者を求め公正な採用を行う 
本法人や本学の採用ホームページだけではなく、民間事業者やコンサルタント会社なども利用

した公募により適任者を募る。また、教育・研究の中心となる教授については 40 代を中心に採

用することに加えて、若手教員の採用も行うことで年齢の平準化を図っていく。これにより、教

育研究の継続性の点で懸案となっている、高齢に偏っている現状の年齢構成について、徐々に解

消を図る。 
 

②学内教員の昇格によって補充する 
完成年度以降は、実績を積み上げた教員の内部昇格を行い教員組織の新陳代謝にも注力し、教

授、准教授、講師、助教授の職位のバランスに配慮した教員組織となるよう編成する。この内部

昇格に向けて、ベテラン教員による若手教員の学位取得等を支援していく。教育研究の継続性が

図られるよう、教育手法について専任の教授等が若手教員に対し直接的に指導を行うとともに、

研究水準確保や若手教員の学位取得に資するよう、専任の教授等の指導のもと、定期的に講習会

を実施する。 
 

③科目に適した教員を採用する 
 本学の教育課程の編成・体系を加味し、担当科目に適した教員を採用する。また、本学はコー

スに沿った選択科目を複数用意するため、学生の希望に添えるように教員採用を行う。 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
5.9 教員組織の年齢構成 
完成年度において高齢の教員が偏ることとな

るものの、完成年度以降は教育・研究の継続

および教育研究内容の質の向上を維持すると

ともに新規採用により適正な年齢構成、職位

構成で教員組織が保持できるよう努める。 
 
本学では、後任者について 
①公募により広く適任者を求め、科目に適し

た教員を公正な審査にて採用する 
②学内教員の昇格によって補充する 
を行う予定である。 
③科目に適した教員を採用する 
 
①公募により広く適任者を求め公正な採用を

行う 
本法人や本学の採用ホームページだけではな

く、民間事業者やコンサルタント会社なども

利用した公募により適任者を求める。教育・

研究の中心となる教授については 40 代の教員

を中心に採用することを検討し、また同時に

若手教員の採用も行うことで年齢の平準化を

図っていく。 
 
②学内教員の昇格によって補充する 

（追加） 
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完成年度以降は、実績を積み上げた教員の内

部昇格を行い教員組織の新陳代謝にも注力

し、教授、准教授、講師、助教授の職位のバ

ランスに配慮した教員組織となるよう編成す

る。この内部昇格に向けて、ベテラン教員に

よる若手教員の学位取得等を支援していく。

教育研究の継続性が図られるよう、教育手法

について専任の教授等が若手教員に対し直接

的に指導を行うとともに、研究水準確保や若

手教員の学位取得に資するよう、専任の教授

等の指導のもと、定期的に講習会を実施す

る。 
 
③科目に適した教員を採用する 
 本学の教育課程の編成・体系を加味し、担

当いただく科目に適した教員を採用すること

とする。加えて、本学はコースに沿った選択

科目を複数用意しているため、学生の希望に

添えるように学生のコース希望の変動も加味

した教員採用を行う。 
 

 
 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 
新 旧 

（資料14）

 

（資料14）
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（是正事項） 工科学部   情報工学科 
  

１１．＜研究スペースの整備が不十分＞ 
学生へのグループ研究指導や企業等とのミーティングに対応できる研究スペース

が確保されているか不明であるため、研究スペースの使用方法を具体的に説明す

るか、適切に改めること。【２学科共通】 

 
（対応） 
 学生へのグループ研究指導や企業等とのミーティングに対応できる研究スペースの確保状

況について再検討を行った結果、研究スペースを追加で確保した。さらに確保している研究

スペースすべてについて想定される使用方法について説明を行い、運用できることを明らか

にする（詳細は資料 21 参照）。 
 
 
■研究スペースの追加確保について 
 
 36 階の 366、367 教室（可動パーティションで 2 教室に分割できる大部屋 197 ㎡：資料

21の配置図 5参照）は、当初は「演習室」としていた教室であり、通常授業での利用ではな

く、イレギュラーな状況に対応するために確保していた。本審査意見を受け、この部屋を学

生へのグループ研究指導を主な目的とする教室とし、グループ指導用の机、椅子、パーティ

ションを配置し、整備を行った。レイアウトを自由に変えることができる仕様としており、

基本的な配置としては 8～10 名の 8 グループを余裕で確保できる広さがある。 
廊下側壁面には収納棚もあるため、活動途中の制作物などを仮保管する機能も有している。 
 
27階は学長室や研究個室を数多く配置しているフロアであり、それらの部屋とともに、ミー

ティングに利用可能なスペースを確保している。 
 
 
■研究スペースの確保状況と利用方法について 
 
 学生へのグループ研究指導や企業等とのミーティングに対応できる研究スペースを次の表

にまとめた。それらの配置図及び利用方法については資料 21 にまとめている。 
 
 
  表 学生へのグループ研究指導や企業等とのミーティングに対応できる研究スペース 

資料 21 エリア 室名 面積 仕様 用途 

配置図１ 27Ｆ① 教 員 エ リ ア 内 
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 22 ㎡ 固定机、椅子、ﾌﾟﾛｼﾞ

ｪｸﾀ、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 
産学企業等と
のミーティン
グ、教員間ミ
ーティング。 配置図２ 27Ｆ② 

教 員 エ リ ア 内 
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 15 ㎡ 机、椅子 
教 員 エ リ ア 内 
ｵｰﾌﾟﾝﾜｰｸ・ｿﾌｧｰ
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞｴﾘｱ 

120 ㎡ 机、椅子、ｿﾌｧｰ席 

配置図３ 30Ｆ 304 75 ㎡ 机、椅子 
ミ ー テ ィ ン
グ、プロジェ
クト単位で貸
出運用など。 

配置図４ 36Ｆ 361-363 186 ㎡ 
OA 床、3 人長机、椅
子、ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ、ﾎﾜｲﾄ
ﾎﾞｰﾄﾞ 

学生研究活動
ルーム、およ
びグループ研
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配置図５ 36Ｆ 366-367 198 ㎡ ４ 人 テ ー ブ ル 、 椅
子、ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 

究指導に利用 

 
 
■研究スペースが不足した場合の対応 
 
 27 階と 30 階には教員同士や来客者との打ち合わせのための専用ミーティングスペース・

共同研究スペースを十分に確保しているが、同時間に予定が重なった場合には、本校舎に共

用施設として、1 階の応接室 7 室と会議室 5 室、ならびに 3 階に 3 つの会議室（104 ㎡、34
㎡、34 ㎡）も利用することができる（校地校舎等の図面 6～7 ページ参照）。共用の会議室

については、共通予約表で利用を管理する運用を行っており、必要に応じて利用が可能であ

る。 
 さらにひっ迫する場合でも。同一校舎内の他校の空き会議室等も状況によって借りること

も可能であることを考えると、バックアップ体制も十分であると考えている。 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
8.2.1 教員の研究室 

専任教員については、研究執務に専念でき

るように、そのために必要な各教員専用とし

て利用できる個室研究室を 25 階、27 階、35
階、37階、38階に合計 38室（9.7～15.9㎡、

平均11.9㎡）確保している。それに加え、(追
加)、その他スペース（ミーティング・交流の

場）として 27 階に 2 か所（計 240.8 ㎡）を確

保する（資料19①、資料20①）。これらの個

室は、施錠管理ができる仕様で秘匿性は担保

される。教員が専用する研究スペースとして

合計 766.35 ㎡、36 名の専任教員１人当たり

で算出すると 21.3 ㎡のスペースを確保してい

る。 
 

 

8.2.1 教員の研究室 
専任教員については、研究執務に専念でき

るように、そのために必要な各教員専用とし

て利用できる個室研究室を 25 階、27 階、35
階、37階、38階に合計 38室（9.7～15.9㎡、

平均 11.9 ㎡）確保している。それに加え、共

同研究室（教員専用）を 30階に 2室（計 75.0
㎡）、その他スペース（ミーティング・交流

の場）として 27 階に 2 か所（計 249.8 ㎡）を

確保する（資料 18 ①、資料 19 ①）。これら

の個室は、施錠管理ができる仕様で秘匿性は

担保される。教員が専用する研究スペースと

して合計 841.38 ㎡、36 名の専任教員１人当

たりで算出すると 23.4 ㎡のスペースを確保し

ている。 
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8.2.1.3 共同研究室 
30 階に共同研究室（304）を 2 室確保する

（合計 75.0 ㎡）。この共同研究室の特徴は可

動式パーティションであり、利用状況に応じ

て結合し１室としても利用可能となる。 
本室は施錠管理できる機密性の高いスペー

スであるため、産学連携企業先とのミーティ

ングやプロジェクト推進のための占有利用を

想定している（資料 21 配置図 3）。 

8.2.1.3 共同研究室 
30 階に共同研究室（304）を 2 室確保する

（合計 75.0 ㎡）。この共同研究室の特徴は可

動式パーティションであり、利用状況に応じ

て結合し１室としても利用可能となる。加え

て、他の研究室を集約しているフロアに位置

させることで、教員が主導して進めていくプ

ロジェクトなどでの専用利用を想定してい

る。 
8.2.1.4 その他スペース 

27 階 271、274 には、個室研究室以外のス

ペースを確保している（資料 21 配置図 1、
2）。ここには、コピースペース、ロッカー

スペース、ミーティングルーム 2 室、ライブ

ラリ、パントリー（2 箇所）、オープンワー

ク（8 人席の大型テーブル 2 セット）、ソフ

ァーミーティング席（4 席）などを配置して

いる。教員、学生、企業人の交流の場とし

て、学科、分野を超えたシームレスなシナジ

ー、共創を促進させる。ミーティングルーム

については機密性を保持し、NDA（秘密保持契

約）を締結しなければならない産学連携先と

の打ち合わせなどで優先して利用する。 

打ち合わせ等の予定が同時間に重なった場合

には、本校舎に共用施設として、1 階の応接

室 7 室と会議室 5 室、ならびに 3 階に 3 つの

会議室（104 ㎡、34 ㎡、34 ㎡）も利用するこ

とができる（校地校舎等の図面 6～7 ページ参

照）。共用の会議室については、共通予約表

で利用を管理する運用を行っており、必要に

応じて利用が可能である。 

8.2.1.4 その他スペース 
27 階 271、274 には、個室研究室以外のス

ペースを確保している。ここには、コピース

ペース、ロッカースペース、ミーティングル

ーム 2 室、ライブラリ、パントリー（2 箇

所）、オープンワーク（8 人席の大型テーブ

ル 2 セット）、ソファーミーティング席（4
席）などを配置している。教員、学生、企業

人の交流の場として、学科、分野を超えたシ

ームレスなシナジー、共創を促進させる。 
 
(追加) 
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8.2.2.1 講義室、演習室、情報処理施設、実

験・実習工場などの整備 
専用の講義室として 5 室、共用の講義室 2

室の合計 7 室を確保する（資料 19②）。専用

の講義室は床固定の机・椅子がいわゆるスク

ール形式で配置されており、各席は有線 LAN
及び電源のコンセントを有する（資料 20 
②）。主に 40人以下で行う講義で使用する。

さらに共用の大講義室 2 室があり、2 学科合

同の授業（地域共創デザイン実習）や臨地実

務実習のオリエンテーション・発表会など、

大人数が一堂に会する場合に使用する。完成

年度での時間割案（資料 22）から算出した専

用講義室の授業利用の平均稼働率は 22.7％で

あり、修学上支障のない運用が可能である。 
なお、稼働率（資料 20）は、上限を設けた

コース運用で想定される授業回数を考慮した

時間割案（資料 22）から算出している。 
 
表 1 時間割案（資料 22）の前提条件 
学科 情報工学科 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ

学科 
ｺｰｽ AI 

戦略 
IoT 
ｼｽﾃﾑ 

ﾛﾎﾞｯﾄ 
開発 

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛ

ﾃﾞｭｰｽ 
CG ｱﾆ

ﾒｰｼｮﾝ 
１年 120 名 

(3 ｸﾗｽ) 
80 名 

(2 ｸﾗｽ) 
２年 50 名 

(2 ｸﾗｽ) 
50 名 

(2 ｸﾗｽ) 
20 名 50 名 

(2 ｸﾗｽ) 
30 名 

３年 50 名 
(2 ｸﾗｽ) 

50 名 
(2 ｸﾗｽ) 

20 名 50 名 
(2 ｸﾗｽ) 

30 名 

４年 50 名 
(2 ｸﾗｽ) 

50 名 
(2 ｸﾗｽ) 

20 名 50 名 
(2 ｸﾗｽ) 

30 名 

 
表 2  教室稼働率（資料 19） 
教室 
分類 

専用 
教室 

平均 
稼働率 

備考 

講義室 5 室 23％ 
別科用講義室を除く。

空き時間を自習室とし

て運用。 
演習室 9 室 57％ 授業のみで運用。 
情 報 処 理

施設 3 室 27％ 空き時間を研究活動及

び自習用に開放。 
実 験 ・ 実

習工場 3 室 16％ 空き時間を研究活動で

利用。 

上記合計 20 室 34％ 他校と共有する教室は

除外 
※完成年度における臨地実務実習が行われ

ていない前期前半（4～6 月）の時間割案から

算出。 
 
演習室はすべて専用で 9 室確保している

（資料 19 ③）。固定されていない机・椅子を

配置しており、授業に応じて配置も変更可能

な仕様となっており、アクティブラーニング

形式の演習などに利用しやすい（資料 20 

8.2.2.1 講義室、演習室、情報処理施設、実

験・実習工場などの整備 
専用の講義室として 5 室、共用の講義室 2

室の合計 7室を確保する（資料 18 ②）。専用

の講義室は床固定の机・椅子がいわゆるスク

ール形式で配置されており、各席は有線 LAN
及び電源のコンセントを有する（資料 19 
②）。主に 40 人以下で行う講義で使用する。

さらに共用の大講義室 2 室があり、2 学科合

同の授業（地域共創デザイン実習）や臨地実

務実習のオリエンテーション・発表会など、

大人数が一堂に会する場合に使用する。完成

年度での時間割(追加)から算出した専用講義

室の授業利用の平均稼働率は 34.0％であり、

修学上支障のない運用が可能である。 
(追加) 
 

 

 

 

(追加) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(追加) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
演習室はすべて専用で 11 室確保している

（資料 18 ③）。固定されていない机・椅子を

配置しており、授業に応じて配置も変更可能

な仕様となっており、アクティブラーニング

形式の演習などに利用しやすい（資料 19 
③）。37 階 371～376 の 6 教室は、床に有線
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③）。37 階 371～376 の 6 教室は、床に有線

LAN 及び電源のコンセントを整備している。

35階 354、355は机上に有線LANと電源のコ

ンセントを整備している。演習室の授業利用

の平均稼働率は 57.4％であり、修学上支障の

ない運用が可能である。 
情報処理施設はすべて専用で 3 室を確保

し、新たに整備する開発用 PC266 台を整備す

る（資料 19 ④、資料 20 ④）。情報処理施設

全体の授業利用の平均稼働率は 27.2％であ

り、修学上支障のない運用が可能である。 
実験・実習工場は専用で 3 室を確保してい

る（資料 19 ⑤）。364、351 は情報工学科で

主に利用する設備を配置している（資料 20 
⑤）。291 はデジタルエンタテインメント学

科で主に利用する設備を整備している。実

験・実習工場の授業利用の平均稼働率は

15.6％である。実験・実習工場については通

常授業での稼働率を抑えている代わりに、教

員や学生が研究や政策活動などで必要に応じ

て利用するような仕組みを想定しており、修

学上支障のない運用が可能である。 
 

LAN 及び電源のコンセントを整備している。

35 階 354、355 は机上に有線 LAN と電源の

コンセントを整備している。演習室の授業利

用の平均稼働率は 44.2％であり、修学上支障

のない運用が可能である。 
情報処理施設はすべて専用で 3 室を確保

し、新たに整備する開発用 PC266 台を整備す

る（資料 18 ④、資料 19 ④）。情報処理施設

全体の授業利用の平均稼働率は 21.7％であ

り、修学上支障のない運用が可能である。 
実験・実習工場は専用で 3 室を確保してい

る（資料 18 ⑤）。364、351 は情報工学科で

主に利用する設備を配置している（資料 19 
⑤）。291 はデジタルエンタテインメント学

科で主に利用する設備を整備している。実

験・実習工場の授業利用の平均稼働率は

43.3％であり、修学上支障のない運用が可能

である。 
(追加) 
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8.2.2.2 共同研究室（卒業制作研究用専有スペ

ース）の整備 
4 年次には、学科共通で通期科目の「卒業

研究制作」を配置しており、4 年次学生の研

究活動を推進するスペースとして、36 階に専

用室 3 室、及び共同研究スペースとして 37 階

378、36 階 365、25 階 252 の 3 室を確保して

いる（資料 19 ⑥）。 
36 階の 3 室は可動式パーティションをオー

プンにして 186 ㎡の 1 部屋としても利用でき

る（資料 20 ⑥、資料 21 配置図 4）。ここは

終日 4 年次学生が専用できる部屋として、研

究や制作活動を行ったり制作物などを保管し

たりしておくことが可能となっている。 

さらに同フロアにもう 2 室共同研究スペー

ス（366-367）を確保している（資料 21 配置

図 5）。こちらは、グループでの研究・制作

活動を行う学生に対して教員が指導をを行う

ためのグループ指導に適したスペースであ

り、8～10 名程度のグループで活動しやすい

ような机・椅子を配置している。仕切りは可

動パーティションであるため、グループ学生

人数に応じてフレキシブルな利用が可能であ

る。この部屋には収納棚も設置しており、制

作物を仮保管スペースも確保している。 
研究活動に利用する PC 設備については、

情報処理施設の設備を授業外で利用する。 
この共同研究スペースは、主に研究用の設

備を配置している。教員の個室研究室を側に

配置しており、特に教員立ち合いのもとで行

うべき実験・作業を行う場所として利用す

る。 
 

8.2.2.2 共同研究室（卒業制作研究用専有スペ

ース）の整備 
4 年次には、学科共通で通期科目の「卒業

研究制作」を配置しており、4 年次学生の研

究活動を推進するスペースとして、36 階に専

用室 3室、及び共同研究スペースとして 37階

378、36 階 365、25 階 252 の 3 室を確保して

いる（資料 18 ⑥）。 
36 階の 3 室は可動式パーティションをオー

プンにして 186 ㎡の 1 部屋としても利用でき

る（資料 19 ⑥）。ここは終日 4 年次学生が専

用できる部屋として、研究や制作活動を行っ

たり制作物などを保管したりしておくことが

可能となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究活動に利用する PC 設備については、

情報処理施設の設備を授業外で利用するが、

別途、貸出用ノート PC（200 台整備）も整備

しており、学生は貸出利用できる環境にあ

る。 
この共同研究スペースは、主に研究用の設

備を配置している。教員の個室研究室を側に

配置しており、特に教員立ち合いのもとで行

うべき実験・作業を行う場所として利用す

る。 
 

 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 

新 旧 
資料 19 資料 18 

資料 20 資料 19 

資料 21 （追加） 

資料 22 資料 20 

 



 

【資料 19_校舎施設の整備計画】 

 

 

 各教室の面積、稼働率、施設・設備の利用業況等をエリアごとに表した。 

 

（※安全性の観点により、非表示といたします。） 

 

 



 

【資料 20_施設図面及び設備設置計画】 

 

 

 各教室のフロアマップ、見取図、施設・設備等をエリアごとに表した。 

 

（※安全性の観点により、非表示といたします。） 

 

 



 

【資料 21_グループ研究指導やミーティングに活用できる研究スペース】 

 

 

 学生へのグループ研究指導や企業等とのミーティングに対応できる研究スペースの配置

図、面積、仕様、用途等を表した。 

 

（※安全性の観点により、非表示といたします。） 
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１年
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試
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９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月４月 ５月 ６月 ７月 ８月

時間割表（案）

ロボット開発コース

後期(1～2月）

1 2 ＩｏＴシステムコース 前期 後期(10～11月） 後期(1～2月）

前期 後期(10～11月）1

時間割番号

1 ＡＩ戦略コース

資料 22

後期(1～2月）プランナー系モデル

1 3

ゲームプロデュースコース プログラマー系モデル 前期 後期(10～11月） 後期(1～2月）

前期 後期(10～11月） 後期(1～2月）

後期(10～11月） 後期(1～2月）

ゲームプロデュースコース

デジタルエンタテインメント学科 2 1

2 2

2 3 ＣＧアニメーションコース 前期

前期 後期(10～11月）

1



時間割 1-1 工科学部　情報工学科 資料22
　AI戦略コース　モデル

１年前期

月 火 水 木 金 土

科　目 英語コミュニケーションⅠa C言語基礎 企画・発想法Ⅰ 情報工学演習
担　当 菅谷 菊間 爰川 冨山
教　室 354/355 374-376 353 371-373

科　目 英語コミュニケーションⅠa C言語基礎 比較文化論 情報工学演習
担　当 菅谷 菊間 蔵原 冨山
教　室 354/355 374-376 353 371-373

科　目 感性をはかる ネットワーク基礎 電子回路基礎
担　当 駒井 辻野 荒金
教　室 371-373 353 251&364

科　目 社会と倫理 デザインエンジニアリング概論 電子回路基礎
担　当 片方 冨山 荒金
教　室 353 352 251&364

科　目

担　当

教　室

２年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 情報数学応用 地域共創デザイン実習

担　当 駒井 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 354/355 Bホール&311&312

科　目 データベース基礎と応用 人工知能基礎 地域共創デザイン実習

担　当 鈴木雅 斎藤亜 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 374-376 354/355 Bホール&311&312

科　目 人工知能システム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 大関 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 257/258 Bホール&311&312

科　目 人工知能システム開発Ⅰ 英語コミュニケーションⅡa プログラミング言語概論演習 地域共創デザイン実習

担　当 大関 菅谷 三宅 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 257/258 354/355 371-373 Bホール&311&312

科　目 英語コミュニケーションⅡa

担　当 菅谷
教　室 354/355

３年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 ソフトウエアシステム開発 深層学習 情報セキュリティ応用

担　当 荒金&武本&三宅 山本裕 三宅
教　室 371-373&364 374-376 352
科　目 サプライチェーンマネジメント ソフトウエアシステム開発 深層学習
担　当 辻野 荒金&武本&三宅 山本裕
教　室 353 371-373&364 374-376
科　目 英語コミュニケーションⅢa 画像・音声認識 自然言語処理実習 技術英語
担　当 菅谷 山本裕 鈴木雅 鈴木雅
教　室 371-373 371-373 257/258 353
科　目 英語コミュニケーションⅢa 画像・音声認識 自然言語処理実習

担　当 菅谷 山本裕 鈴木雅
教　室 371-373 371-373 257/258
科　目 知的財産権論
担　当 境
教　室 353

４年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 菅谷 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 371-373 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作 企業経営論 卒業研究制作
担　当 自習 自習 菅谷 自習 本西 自習
教　室 361-363 361-363 371-373 361-363 374-376 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 冨山&大関　他 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 374-376 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 西田&山本裕&爰川 冨山&大関　他 冨山&大関　他 西田&山本裕&爰川 自習 自習
教　室 374-376 374-376 374-376 374-376 361-363 361-363
科　目 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 西田&山本裕&爰川 自習 冨山&大関　他 西田&山本裕&爰川 自習 自習
教　室 374-376 361-363 374-376 374-376 361-363 361-363

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅰ

時間帯

Ⅱ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅳ

時間帯

Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅴ

2



時間割 1-1 工科学部　情報工学科 資料22
　AI戦略コース　モデル

１年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土

科　目 コミュニケーションと記号論

担　当 中谷
教　室 353

科　目 プロジェクトマネジメント 企画・発想法Ⅱ 線形代数 解析学
担　当 小栁 斎藤亜 三宅 藤井
教　室 352 374-376 353 374-376

科　目 英語コミュニケーションⅠb 情報数学 組込みC，C++言語

担　当 菅谷 菊間 広田
教　室 374-376 374-376 371-373

科　目 英語コミュニケーションⅠb 回路・プリント基板設計 確率統計論 Pythonプログラミング 組込みC，C++言語

担　当 菅谷 山口直 辻野 斎藤亜 広田
教　室 374-376 251&364 353 371-373 371-373

科　目 回路・プリント基板設計

担　当 山口直
教　室 251&364

２年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 地域共創デザイン実習 パターン認識 人工知能システム開発Ⅱ

担　当 大関&武本&西田&駒井　他 駒井 山本裕
教　室 Bホール&311&312 374-376 257/258
科　目 地域共創デザイン実習 パターン認識 人工知能システム開発Ⅱ

担　当 大関&武本&西田&駒井　他 駒井 山本裕
教　室 Bホール&311&312 374-376 257/258
科　目 人工知能システム開発Ⅱ 地域共創デザイン実習 パターン認識 英語コミュニケーションⅡb 機械学習
担　当 山本裕 大関&武本&西田&駒井　他 駒井 菅谷 大関
教　室 257/258 Bホール&311&312 374-376 354/355 354/355
科　目 人工知能システム開発Ⅱ 地域共創デザイン実習 パターン認識 英語コミュニケーションⅡb 機械学習
担　当 山本裕 大関&武本&西田&駒井　他 駒井 菅谷 大関
教　室 257/258 Bホール&311&312 374-376 354/355 354/355
科　目

担　当

教　室

３年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

４年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 冨山&大関　他 自習 冨山&大関　他 自習 自習 自習
教　室 374-376 361-363 374-376 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 冨山&大関　他 自習 冨山&大関　他 自習 自習 自習
教　室 374-376 361-363 374-376 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅰ

時間帯

Ⅱ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅳ

時間帯

Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅴ

3



時間割 1-1 工科学部　情報工学科 資料22
　AI戦略コース　モデル

１年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土

科　目 コミュニケーションと記号論

担　当 中谷
教　室 353

科　目 プロジェクトマネジメント 企画・発想法Ⅱ 線形代数 解析学
担　当 小栁 斎藤亜 三宅 藤井
教　室 352 374-376 353 374-376

科　目 英語コミュニケーションⅠb 情報数学 組込みC，C++言語

担　当 菅谷 菊間 広田
教　室 374-376 374-376 371-373

科　目 英語コミュニケーションⅠb 回路・プリント基板設計 確率統計論 Pythonプログラミング 組込みC，C++言語

担　当 菅谷 山口直 辻野 斎藤亜 広田
教　室 374-376 251&364 353 371-373 371-373

科　目 回路・プリント基板設計

担　当 山口直
教　室 251&364

２年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

３年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 人工知能応用 リソースマネジメント

担　当 山本裕 爰川
教　室 257/258 374-376
科　目 人工知能応用 リソースマネジメント

担　当 山本裕 爰川
教　室 257/258 374-376
科　目 ソリューション開発Ⅰ 英語コミュニケーションⅢb グローバル市場化戦略 人工知能応用
担　当 小栁&鈴木雅&山口直 菅谷 辻野 山本裕
教　室 371-373&364 374-376 352 257/258
科　目 ソリューション開発Ⅰ 英語コミュニケーションⅢb ソリューション開発Ⅰ グローバル市場化戦略 人工知能応用
担　当 小栁&鈴木雅&山口直 菅谷 小栁&鈴木雅&山口直 辻野 山本裕
教　室 371-373&364 374-376 371-373&364 352 257/258
科　目 ソリューション開発Ⅰ

担　当 小栁&鈴木雅&山口直

教　室 371-373&364

４年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅰ
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Ⅲ
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時間割 1-2 工科学部　情報工学科 資料22
　IoTシステムコース　モデル

１年前期

月 火 水 木 金 土

科　目 感性をはかる 企画・発想法Ⅰ 情報工学演習 デザインエンジニアリング概論

担　当 駒井 爰川 冨山 冨山
教　室 353 353 352 352

科　目 社会と倫理 ネットワーク基礎 情報工学演習 英語コミュニケーションⅠa

担　当 片方 辻野 冨山 伊藤
教　室 352 352 352 354/355

科　目 電子回路基礎 比較文化論 英語コミュニケーションⅠa

担　当 荒金 蔵原 伊藤
教　室 251&364 352 354/355

科　目 電子回路基礎 C言語基礎
担　当 荒金 菊間
教　室 251&364 354/355

科　目 C言語基礎
担　当 菊間
教　室 354/355

２年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 プログラミング言語概論演習 英語コミュニケーションⅡa 地域共創デザイン実習

担　当 三宅 菅谷 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 371-373 354/355 Bホール&311&312

科　目 IoTデバイスプログラミングⅠ 英語コミュニケーションⅡa 地域共創デザイン実習

担　当 辻野 菅谷 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 371-373 354/355 Bホール&311&312

科　目 センサ・アクチュエータ IoTシステム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 広田 藤井 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 251&364 257/258 Bホール&311&312

科　目 デバイス・ネットワーク センサ・アクチュエータ IoTシステム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 藤井 広田 藤井 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 354/355 251&364 257/258 Bホール&311&312

科　目 データベース基礎と応用 IoTシステム開発Ⅰ

担　当 鈴木雅 藤井
教　室 353 257/258

３年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 ソフトウエアシステム開発 IoTデバイスプログラミングⅢ IoTシステム開発Ⅱ

担　当 荒金&武本&三宅 武本 藤井
教　室 371-373&364 374-376 257/258
科　目 ソフトウエアシステム開発 IoTデバイスプログラミングⅢ 技術英語 IoTシステム開発Ⅱ

担　当 荒金&武本&三宅 武本 鈴木雅 藤井
教　室 371-373&364 374-376 352 257/258
科　目 サプライチェーンマネジメント 英語コミュニケーションⅢa 知的財産権論 情報セキュリティ応用 IoTシステム開発Ⅱ

担　当 辻野 菅谷 境 三宅 藤井
教　室 352 371-373 371-373 374-376 257/258
科　目 英語コミュニケーションⅢa

担　当 菅谷
教　室 371-373
科　目

担　当

教　室

４年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 伊藤 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 371-373 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 企業経営論 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 冨山&大関　他 本西 伊藤 自習 自習
教　室 361-363 374-376 353 371-373 361-363 361-363
科　目 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 西田&山本裕&爰川 冨山&大関　他 冨山&大関　他 西田&山本裕&爰川 自習 自習
教　室 374-376 374-376 374-376 374-376 361-363 361-363
科　目 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 西田&山本裕&爰川 自習 冨山&大関　他 西田&山本裕&爰川 自習 自習
教　室 374-376 361-363 374-376 374-376 361-363 361-363

時間帯
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時間割 1-2 工科学部　情報工学科 資料22
　IoTシステムコース　モデル

１年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土

科　目 企画・発想法Ⅱ 英語コミュニケーションⅠb 線形代数
担　当 斎藤亜 伊藤 三宅
教　室 374-376 371-373 354/355

科　目 コミュニケーションと記号論 組込みC，C++言語 英語コミュニケーションⅠb Pythonプログラミング

担　当 中谷 広田 伊藤 斎藤亜
教　室 353 374-376 371-373 354/355

科　目 組込みC，C++言語 プロジェクトマネジメント 制御工学基礎 情報数学
担　当 広田 小栁 遠山 菊間
教　室 374-376 371-373 374-376 352

科　目 解析学 回路・プリント基板設計

担　当 藤井 山口直
教　室 353 251&364

科　目 確率統計論 回路・プリント基板設計

担　当 辻野 山口直
教　室 353 251&364

２年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 人工知能システム開発Ⅱ 地域共創デザイン実習 英語コミュニケーションⅡb サーバ・ネットワーク

担　当 山本裕 大関&武本&西田&駒井　他 菅谷 菊間
教　室 257/258 Bホール&311&312 354/355 354/355
科　目 人工知能システム開発Ⅱ 地域共創デザイン実習 英語コミュニケーションⅡb サーバ・ネットワーク

担　当 山本裕 大関&武本&西田&駒井　他 菅谷 菊間
教　室 257/258 Bホール&311&312 354/355 354/355
科　目 地域共創デザイン実習 人工知能システム開発Ⅱ IoTデバイスプログラミングⅡ

担　当 大関&武本&西田&駒井　他 山本裕 武本
教　室 Bホール&311&312 257/258 374-376
科　目 地域共創デザイン実習 人工知能システム開発Ⅱ IoTデバイスプログラミングⅡ

担　当 大関&武本&西田&駒井　他 山本裕 武本
教　室 Bホール&311&312 257/258 374-376
科　目

担　当

教　室

３年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

４年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 冨山&大関　他 自習 冨山&大関　他 自習 自習 自習
教　室 374-376 361-363 374-376 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 冨山&大関　他 自習 冨山&大関　他 自習 自習 自習
教　室 374-376 361-363 374-376 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363

時間帯
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Ⅲ
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時間割 1-2 工科学部　情報工学科 資料22
　IoTシステムコース　モデル

１年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土

科　目 企画・発想法Ⅱ 英語コミュニケーションⅠb 線形代数
担　当 斎藤亜 伊藤 三宅
教　室 374-376 371-373 354/355

科　目 コミュニケーションと記号論 組込みC，C++言語 英語コミュニケーションⅠb Pythonプログラミング

担　当 中谷 広田 伊藤 斎藤亜
教　室 353 374-376 371-373 354/355

科　目 組込みC，C++言語 プロジェクトマネジメント 制御工学基礎 情報数学
担　当 広田 小栁 遠山 菊間
教　室 374-376 371-373 374-376 352

科　目 解析学 回路・プリント基板設計

担　当 藤井 山口直
教　室 353 251&364

科　目 確率統計論 回路・プリント基板設計

担　当 辻野 山口直
教　室 353 251&364

２年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

３年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 IoTサービスデザイン 英語コミュニケーションⅢb グローバル市場化戦略

担　当 藤井 菅谷 辻野
教　室 257/258 371-373 352
科　目 IoTサービスデザイン 英語コミュニケーションⅢb グローバル市場化戦略

担　当 藤井 菅谷 辻野
教　室 257/258 371-373 352
科　目 ソリューション開発Ⅰ リソースマネジメント IoTサービスデザイン

担　当 小栁&鈴木雅&山口直 爰川 藤井
教　室 371-373&364 352 257/258
科　目 ソリューション開発Ⅰ リソースマネジメント ソリューション開発Ⅰ IoTサービスデザイン

担　当 小栁&鈴木雅&山口直 爰川 小栁&鈴木雅&山口直 藤井
教　室 371-373&364 352 371-373&364 257/258
科　目 ソリューション開発Ⅰ

担　当 小栁&鈴木雅&山口直

教　室 371-373&364

４年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅰ

時間帯

Ⅱ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅳ

時間帯

Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 1-3 工科学部　情報工学科 資料22
ロボット開発コース　モデル

１年前期

月 火 水 木 金 土

科　目 C言語基礎 比較文化論
担　当 菊間 蔵原
教　室 371-373 353

科　目 C言語基礎 企画・発想法Ⅰ
担　当 菊間 爰川
教　室 371-373 353

科　目 社会と倫理 英語コミュニケーションⅠa デザインエンジニアリング概論 情報工学演習
担　当 片方 須賀 冨山 冨山
教　室 353 354/355 352 371-373

科　目 ネットワーク基礎 英語コミュニケーションⅠa 電子回路基礎 情報工学演習
担　当 辻野 須賀 荒金 冨山
教　室 352 354/355 251&364 371-373

科　目 感性をはかる 電子回路基礎
担　当 駒井 荒金
教　室 353 251&364

２年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 センサ・アクチュエータ データベース基礎と応用 英語コミュニケーションⅡa 地域共創デザイン実習

担　当 広田 鈴木雅 伊藤 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 251&364 374-376 354/355 Bホール&311&312

科　目 センサ・アクチュエータ 英語コミュニケーションⅡa 機械設計 地域共創デザイン実習

担　当 広田 伊藤 荒金 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 251&364 354/355 251&364 Bホール&311&312

科　目 組込システム制御実習 プログラミング言語概論演習 機械設計 地域共創デザイン実習

担　当 小栁 三宅 荒金 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 251&364 354/355 251&364 Bホール&311&312

科　目 組込システム制御実習 地域共創デザイン実習

担　当 小栁 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 251&364 Bホール&311&312

科　目 組込システム制御実習

担　当 小栁
教　室 251&364

３年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 ロボット制御 ソフトウエアシステム開発 技術英語
担　当 遠山 荒金&武本&三宅 鈴木雅
教　室 371-373 371-373&364 353
科　目 ロボット制御 ソフトウエアシステム開発 サプライチェーンマネジメント 知的財産権論
担　当 遠山 荒金&武本&三宅 辻野 境
教　室 371-373 371-373&364 353 374-376
科　目 情報セキュリティ応用 英語コミュニケーションⅢa 自動制御機械開発実習

担　当 三宅 伊藤 小栁
教　室 354/355 371-373 251&364
科　目 英語コミュニケーションⅢa 自動制御機械開発実習

担　当 伊藤 小栁
教　室 371-373 251&364
科　目 自動制御機械開発実習

担　当 小栁
教　室 251&364

４年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 企業経営論 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 須賀 本西 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 371-373 374-376 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 須賀 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 371-373 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 冨山&大関　他 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 374-376 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 西田&山本裕&爰川 冨山&大関　他 冨山&大関　他 西田&山本裕&爰川 自習 自習
教　室 374-376 374-376 374-376 374-376 361-363 361-363
科　目 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 西田&山本裕&爰川 自習 冨山&大関　他 西田&山本裕&爰川 自習 自習
教　室 374-376 361-363 374-376 374-376 361-363 361-363

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 1-3 工科学部　情報工学科 資料22
ロボット開発コース　モデル

１年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土

科　目 回路・プリント基板設計 英語コミュニケーションⅠb プロジェクトマネジメント 組込みC，C++言語

担　当 山口直 須賀 小栁 広田
教　室 251&364 371-373 353 371-373

科　目 回路・プリント基板設計 英語コミュニケーションⅠb 組込みC，C++言語

担　当 山口直 須賀 広田
教　室 251&364 371-373 371-373

科　目 企画・発想法Ⅱ 制御工学基礎 コミュニケーションと記号論 解析学
担　当 斎藤亜 遠山 中谷 藤井
教　室 371-373 352 371-373 374-376

科　目 確率統計論 力学 線形代数 情報数学
担　当 辻野 遠山 三宅 菊間
教　室 374-376 352 374-376 374-376

科　目

担　当

教　室

２年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 地域共創デザイン実習 人工知能システム開発Ⅱ ロボット機構 ロボット機構
担　当 大関&武本&西田&駒井　他 山本裕 遠山 遠山
教　室 Bホール&311&312 257/258 371-373&364 371-373&364
科　目 地域共創デザイン実習 人工知能システム開発Ⅱ ロボット機構 ロボット機構
担　当 大関&武本&西田&駒井　他 山本裕 遠山 遠山
教　室 Bホール&311&312 257/258 371-373&364 371-373&364
科　目 地域共創デザイン実習 英語コミュニケーションⅡb 人工知能システム開発Ⅱ

担　当 大関&武本&西田&駒井　他 伊藤 山本裕
教　室 Bホール&311&312 354/355 257/258
科　目 地域共創デザイン実習 英語コミュニケーションⅡb 人工知能システム開発Ⅱ

担　当 大関&武本&西田&駒井　他 伊藤 山本裕
教　室 Bホール&311&312 354/355 257/258
科　目

担　当

教　室

３年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

４年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 冨山&大関　他 自習 冨山&大関　他 自習 自習 自習
教　室 374-376 361-363 374-376 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 冨山&大関　他 自習 冨山&大関　他 自習 自習 自習
教　室 374-376 361-363 374-376 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 1-3 工科学部　情報工学科 資料22
ロボット開発コース　モデル

１年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土

科　目 回路・プリント基板設計 英語コミュニケーションⅠb プロジェクトマネジメント 組込みC，C++言語

担　当 山口直 須賀 小栁 広田
教　室 251&364 371-373 353 371-373

科　目 回路・プリント基板設計 英語コミュニケーションⅠb 組込みC，C++言語

担　当 山口直 須賀 広田
教　室 251&364 371-373 371-373

科　目 企画・発想法Ⅱ 制御工学基礎 コミュニケーションと記号論 解析学
担　当 斎藤亜 遠山 中谷 藤井
教　室 371-373 352 371-373 374-376

科　目 確率統計論 力学 線形代数 情報数学
担　当 辻野 遠山 三宅 菊間
教　室 374-376 352 374-376 374-376

科　目

担　当

教　室

２年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

３年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 リソースマネジメント 英語コミュニケーションⅢb

担　当 爰川 伊藤
教　室 352 374-376
科　目 リソースマネジメント 産業用ロボット実習 英語コミュニケーションⅢb

担　当 爰川 西田 伊藤
教　室 352 251&364 374-376
科　目 ソリューション開発Ⅰ 産業用ロボット実習 産業用ロボット実習 グローバル市場化戦略

担　当 小栁&鈴木雅&山口直 西田 西田 辻野
教　室 371-373&364 251&364 251&364 353
科　目 ソリューション開発Ⅰ ソリューション開発Ⅰ 産業用ロボット実習 グローバル市場化戦略

担　当 小栁&鈴木雅&山口直 小栁&鈴木雅&山口直 西田 辻野
教　室 371-373&364 371-373&364 251&364 353
科　目 ソリューション開発Ⅰ

担　当 小栁&鈴木雅&山口直

教　室 371-373&364

４年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 2-1 工科学部　デジタルエンタテインメント学科 資料22
ゲームプロデュースコース　プログラマー系モデル

１年前期

月 火 水 木 金 土

科　目 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa 社会と倫理 コンテンツデザイン概論

担　当 山本浩&竹渕 片方 源田&斎藤直
教　室 313 371-373 354/355

科　目 デジタル造形Ⅰ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa 情報通信工学 比較文化論
担　当 山本浩 山本浩&竹渕 蛭田 蔵原
教　室 371-373 313 374-376 352

科　目 プログラム構成基礎Ⅰ ゲームアルゴリズムⅠ 造形の為の数理 感性をはかる デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa

担　当 竹渕 森川 山本浩 大上 山本浩&竹渕
教　室 374-376 353 374-376 374-376 313

科　目 英語コミュニケーションⅠa 企画・発想法Ⅰ
担　当 門田 中谷
教　室 371-373 353

科　目 英語コミュニケーションⅠa

担　当 門田
教　室 371-373

２年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 ゲームハード概論 地域共創デザイン実習

担　当 二村 藤田&近藤　他
教　室 374-376 Bホール&311&312

科　目 地域共創デザイン実習

担　当 藤田&近藤　他
教　室 Bホール&311&312

科　目 ゲームプログラミングⅠ デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ プログラミング言語 英語コミュニケーションⅡa 地域共創デザイン実習

担　当 水上 土居&渡部 藤田 門田 藤田&近藤　他
教　室 371-373 313 374-376 354/355 Bホール&311&312

科　目 ゲームプログラミングⅠ デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ ゲームアルゴリズムⅢ 英語コミュニケーションⅡa 地域共創デザイン実習

担　当 水上 土居&渡部 森川 門田 藤田&近藤　他
教　室 371-373 313 371-373 354/355 Bホール&311&312

科　目 ゲーム構成論Ⅰ ゲームアルゴリズムⅢ

担　当 山根 森川
教　室 352 371-373

３年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 ビジネスマネジメント デジタルコンテンツ制作応用 ゲーム構成法Ⅰ 英語コミュニケーションⅢa

担　当 齋藤長 斎藤直&近藤 山根 門田
教　室 374-376 313 374-376 354/355
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 英語コミュニケーションⅢa

担　当 斎藤直&近藤 門田
教　室 313 354/355
科　目 技術英語 デジタルコンテンツ制作応用

担　当 山根 斎藤直&近藤
教　室 374-376 313
科　目 ゲームプログラミングⅡ デジタルコンテンツ制作応用 知的財産権論
担　当 水上 斎藤直&近藤 境
教　室 371-373 313 353
科　目 知的財産権論
担　当 境
教　室 353

４年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 企業経営論 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作
担　当 自習 自習 本西 自習 門田 自習
教　室 361-363 361-363 374-376 361-363 371-373 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 門田 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 371-373 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 自習 源田&中谷　他 自習 自習
教　室 313 361-363 361-363 313 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 自習 源田&中谷　他 自習 自習
教　室 313 361-363 361-363 313 361-363 361-363

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅰ

時間帯

Ⅱ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅳ

時間帯

Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 2-1 工科学部　デジタルエンタテインメント学科 資料22
ゲームプロデュースコース　プログラマー系モデル

１年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土

科　目 企画・発想法Ⅱ 確率統計論 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 齋藤長 辻野 竹渕&山本浩
教　室 371-373 353 313

科　目 プログラム構成基礎Ⅱ プログラミング言語基礎 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 竹渕 山根 竹渕&山本浩
教　室 353 354/355 313

科　目 解析学 プログラム構成基礎Ⅱ デジタル造形Ⅱ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 藤井 竹渕 山本浩 竹渕&山本浩
教　室 352 353 371-373 313

科　目 ゲームアルゴリズムⅡ 組織化とリーダーシップ 英語コミュニケーションⅠb コミュニケーションと記号論 計算機幾何学
担　当 森川 斎藤直 門田 中谷 山根
教　室 374-376 371-373 374-376 371-373 371-373

科　目 数理造形論 英語コミュニケーションⅠb 線形代数
担　当 土居 門田 三宅
教　室 352 374-376 352

２年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 地域共創デザイン実習 ゲームプログラミングⅠ 英語コミュニケーションⅡb

担　当 藤田&近藤　他 水上 門田
教　室 Bホール&311&312 371-373 374-376
科　目 プログラミング言語 地域共創デザイン実習 ゲームプログラミングⅠ 英語コミュニケーションⅡb

担　当 藤田 藤田&近藤　他 水上 門田
教　室 354/355 Bホール&311&312 371-373 374-376
科　目 地域共創デザイン実習 ゲームアルゴリズムⅢ

担　当 藤田&近藤　他 森川
教　室 Bホール&311&312 374-376
科　目 地域共創デザイン実習 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ ゲームアルゴリズムⅢ

担　当 藤田&近藤　他 土居&渡部 森川
教　室 Bホール&311&312 313 374-376
科　目 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ

担　当 土居&渡部
教　室 313

３年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

４年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 源田&中谷　他 自習 自習 自習
教　室 313 361-363 313 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 源田&中谷　他 自習 自習 自習
教　室 313 361-363 313 361-363 361-363 361-363

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅰ

時間帯

Ⅱ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅳ

時間帯

Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 2-1 工科学部　デジタルエンタテインメント学科 資料22
ゲームプロデュースコース　プログラマー系モデル

１年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土

科　目 企画・発想法Ⅱ 確率統計論 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 齋藤長 辻野 竹渕&山本浩
教　室 371-373 353 313

科　目 プログラム構成基礎Ⅱ プログラミング言語基礎 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 竹渕 山根 竹渕&山本浩
教　室 353 354/355 313

科　目 解析学 プログラム構成基礎Ⅱ デジタル造形Ⅱ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 藤井 竹渕 山本浩 竹渕&山本浩
教　室 352 353 371-373 313

科　目 ゲームアルゴリズムⅡ 組織化とリーダーシップ 英語コミュニケーションⅠb コミュニケーションと記号論 計算機幾何学
担　当 森川 斎藤直 門田 中谷 山根
教　室 374-376 371-373 374-376 371-373 371-373

科　目 数理造形論 英語コミュニケーションⅠb 線形代数
担　当 土居 門田 三宅
教　室 352 374-376 352

２年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

３年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 グローバル市場化戦略 ゲーム構成法Ⅱ
担　当 斎藤直&近藤 小野 山根
教　室 313 354/355 371-373
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 グローバル市場化戦略 デジタルコンテンツ制作応用 ゲーム構成法Ⅱ
担　当 斎藤直&近藤 小野 斎藤直&近藤 山根
教　室 313 354/355 313 371-373
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 リソースマネジメント 英語コミュニケーションⅢb

担　当 斎藤直&近藤 爰川 門田
教　室 313 353 371-373
科　目 ゲームプログラミングⅢ 英語コミュニケーションⅢb

担　当 水上 門田
教　室 371-373 371-373
科　目 ゲームプログラミングⅢ

担　当 水上
教　室 371-373

４年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅰ

時間帯

Ⅱ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅳ

時間帯

Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 2-2 工科学部　デジタルエンタテインメント学科 資料22
ゲームプロデュースコース　プランナー系モデル

１年前期

月 火 水 木 金 土

科　目 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa 社会と倫理 コンテンツデザイン概論

担　当 山本浩&竹渕 片方 源田&斎藤直
教　室 313 371-373 354/355

科　目 デジタル造形Ⅰ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa 情報通信工学 比較文化論
担　当 山本浩 山本浩&竹渕 蛭田 蔵原
教　室 371-373 313 374-376 352

科　目 プログラム構成基礎Ⅰ ゲームアルゴリズムⅠ 造形の為の数理 感性をはかる デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa

担　当 竹渕 森川 山本浩 大上 山本浩&竹渕
教　室 374-376 353 374-376 374-376 313

科　目 英語コミュニケーションⅠa 企画・発想法Ⅰ
担　当 門田 中谷
教　室 371-373 353

科　目 英語コミュニケーションⅠa

担　当 門田
教　室 371-373

２年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 エンタテインメント心理学 ゲームアルゴリズムⅢ 地域共創デザイン実習

担　当 二村 森川 藤田&近藤　他
教　室 371-373 371-373 Bホール&311&312

科　目 エンタテインメント心理学 ゲームハード概論 プロジェクトマネジメント（ゲーム） ゲームアルゴリズムⅢ 地域共創デザイン実習

担　当 二村 二村 斎藤直 森川 藤田&近藤　他
教　室 371-373 374-376 374-376 371-373 Bホール&311&312

科　目 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ ゲーム構成論Ⅰ 英語コミュニケーションⅡa 地域共創デザイン実習

担　当 土居&渡部 山根 門田 藤田&近藤　他
教　室 313 374-376 354/355 Bホール&311&312

科　目 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ 英語コミュニケーションⅡa 地域共創デザイン実習

担　当 土居&渡部 門田 藤田&近藤　他
教　室 313 354/355 Bホール&311&312

科　目

担　当

教　室

３年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 ビジネスマネジメント デジタルコンテンツ制作応用 英語コミュニケーションⅢa

担　当 齋藤長 斎藤直&近藤 門田
教　室 374-376 313 354/355
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 英語コミュニケーションⅢa

担　当 斎藤直&近藤 門田
教　室 313 354/355
科　目 技術英語 デジタルコンテンツ制作応用

担　当 山根 斎藤直&近藤
教　室 374-376 313
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 ゲームプランニング演習Ⅰ 知的財産権論
担　当 斎藤直&近藤 川上 境
教　室 313 371-373 353
科　目 ゲームプランニング演習Ⅰ 知的財産権論
担　当 川上 境
教　室 371-373 353

４年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 企業経営論 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作
担　当 自習 自習 本西 自習 門田 自習
教　室 361-363 361-363 374-376 361-363 371-373 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 門田 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 371-373 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 自習 源田&中谷　他 自習 自習
教　室 313 361-363 361-363 313 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 自習 源田&中谷　他 自習 自習
教　室 313 361-363 361-363 313 361-363 361-363

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅰ

時間帯

Ⅱ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅳ

時間帯

Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 2-2 工科学部　デジタルエンタテインメント学科 資料22
ゲームプロデュースコース　プランナー系モデル

１年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土

科　目 企画・発想法Ⅱ 確率統計論 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb ゲームアルゴリズムⅡ

担　当 齋藤長 辻野 竹渕&山本浩 森川
教　室 371-373 353 313 374-376

科　目 プログラム構成基礎Ⅱ 映像論Ⅰ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 竹渕 渡部 竹渕&山本浩
教　室 353 352 313

科　目 解析学 プログラム構成基礎Ⅱ デジタル造形Ⅱ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb ゲームプロデュース演習

担　当 藤井 竹渕 山本浩 竹渕&山本浩 川上
教　室 352 353 371-373 313 371-373

科　目 組織化とリーダーシップ 英語コミュニケーションⅠb コミュニケーションと記号論

担　当 斎藤直 門田 中谷
教　室 371-373 374-376 371-373

科　目 数理造形論 英語コミュニケーションⅠb 線形代数
担　当 土居 門田 三宅
教　室 352 374-376 352

２年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 ゲームアルゴリズムⅢ 地域共創デザイン実習 ゲーム構成論Ⅱ 英語コミュニケーションⅡb

担　当 森川 藤田&近藤　他 二村 門田
教　室 371-373 Bホール&311&312 374-376 374-376
科　目 ゲームアルゴリズムⅢ 地域共創デザイン実習 ゲーム構成論Ⅱ 英語コミュニケーションⅡb

担　当 森川 藤田&近藤　他 二村 門田
教　室 371-373 Bホール&311&312 374-376 374-376
科　目 地域共創デザイン実習

担　当 藤田&近藤　他
教　室 Bホール&311&312

科　目 地域共創デザイン実習 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ

担　当 藤田&近藤　他 土居&渡部
教　室 Bホール&311&312 313
科　目 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ

担　当 土居&渡部
教　室 313

３年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

４年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 源田&中谷　他 自習 自習 自習
教　室 313 361-363 313 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 源田&中谷　他 自習 自習 自習
教　室 313 361-363 313 361-363 361-363 361-363

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅰ

時間帯

Ⅱ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅳ

時間帯

Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 2-2 工科学部　デジタルエンタテインメント学科 資料22
ゲームプロデュースコース　プランナー系モデル

１年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土

科　目 企画・発想法Ⅱ 確率統計論 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb ゲームアルゴリズムⅡ

担　当 齋藤長 辻野 竹渕&山本浩 森川
教　室 371-373 353 313 374-376

科　目 プログラム構成基礎Ⅱ 映像論Ⅰ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 竹渕 渡部 竹渕&山本浩
教　室 353 352 313

科　目 解析学 プログラム構成基礎Ⅱ デジタル造形Ⅱ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb ゲームプロデュース演習

担　当 藤井 竹渕 山本浩 竹渕&山本浩 川上
教　室 352 353 371-373 313 371-373

科　目 組織化とリーダーシップ 英語コミュニケーションⅠb コミュニケーションと記号論

担　当 斎藤直 門田 中谷
教　室 371-373 374-376 371-373

科　目 数理造形論 英語コミュニケーションⅠb 線形代数
担　当 土居 門田 三宅
教　室 352 374-376 352

２年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

３年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 グローバル市場化戦略

担　当 斎藤直&近藤 小野
教　室 313 354/355
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 グローバル市場化戦略 デジタルコンテンツ制作応用

担　当 斎藤直&近藤 小野 斎藤直&近藤
教　室 313 354/355 313
科　目 ゲームプランニング演習Ⅱ デジタルコンテンツ制作応用 リソースマネジメント 英語コミュニケーションⅢb

担　当 川上 斎藤直&近藤 爰川 門田
教　室 354/355 313 353 371-373
科　目 ゲームプランニング演習Ⅱ ゲームプランニング演習Ⅱ 英語コミュニケーションⅢb

担　当 川上 川上 門田
教　室 354/355 374-376 371-373
科　目 ゲームプランニング演習Ⅱ

担　当 川上
教　室 374-376

４年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅰ

時間帯

Ⅱ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅳ

時間帯

Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅴ

16



時間割 2-3 工科学部　デジタルエンタテインメント学科 資料22
ＣＧアニメーションコース　モデル

１年前期

月 火 水 木 金 土

科　目 デジタル造形Ⅰ 造形の為の数理 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa 英語コミュニケーションⅠa

担　当 山本浩 山本浩 山本浩&竹渕 門田
教　室 371-373 352 313 374-376

科　目 プログラム構成基礎Ⅰ ゲームアルゴリズムⅠ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa 英語コミュニケーションⅠa コンテンツデザイン概論

担　当 竹渕 森川 山本浩&竹渕 門田 源田&斎藤直
教　室 374-376 353 313 374-376 371-373

科　目 情報通信工学 企画・発想法Ⅰ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa

担　当 蛭田 中谷 山本浩&竹渕
教　室 371-373 352 313

科　目 比較文化論 感性をはかる
担　当 蔵原 大上
教　室 353 353

科　目 社会と倫理
担　当 片方
教　室 353

２年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 映像論Ⅱ ゲームプログラミングⅠ 地域共創デザイン実習

担　当 渡部 水上 藤田&近藤　他
教　室 374-376 374-376 Bホール&311&312

科　目 プログラミング言語 ゲームプログラミングⅠ 仮想身体実践演習 地域共創デザイン実習

担　当 藤田 水上 山本浩 藤田&近藤　他
教　室 374-376 374-376 291&313 Bホール&311&312

科　目 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ 生体の観察と表現 英語コミュニケーションⅡa 地域共創デザイン実習

担　当 土居&渡部 阿久津 須賀 藤田&近藤　他
教　室 313 377 371-373 Bホール&311&312

科　目 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ ゲーム構成論Ⅰ 英語コミュニケーションⅡa 地域共創デザイン実習

担　当 土居&渡部 山根 須賀 藤田&近藤　他
教　室 313 352 371-373 Bホール&311&312

科　目

担　当

教　室

３年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 英語コミュニケーションⅢa デジタルコンテンツ制作応用 ビジネスマネジメント

担　当 須賀 斎藤直&近藤 齋藤長
教　室 374-376 313 371-373
科　目 英語コミュニケーションⅢa デジタルコンテンツ制作応用 技術英語
担　当 須賀 斎藤直&近藤 山根
教　室 374-376 313 374-376
科　目 知的財産権論 デジタルコンテンツ制作応用 ゲームプログラミングⅡ ゲーム構成法Ⅰ
担　当 境 斎藤直&近藤 水上 山根
教　室 371-373 313 374-376 374-376
科　目 知的財産権論 デジタルコンテンツ制作応用

担　当 境 斎藤直&近藤
教　室 352 313
科　目

担　当

教　室

４年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 門田 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 371-373 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 企業経営論 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 本西 源田&中谷　他 門田 自習
教　室 313 361-363 371-373 313 371-373 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 自習 源田&中谷　他 自習 自習
教　室 313 361-363 361-363 313 361-363 361-363

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 2-3 工科学部　デジタルエンタテインメント学科 資料22
ＣＧアニメーションコース　モデル

１年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土

科　目 数理造形論 映像論Ⅰ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb 計算機幾何学
担　当 土居 渡部 竹渕&山本浩 山根
教　室 353 352 313 352

科　目 企画・発想法Ⅱ 英語コミュニケーションⅠb デジタル造形Ⅱ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 齋藤長 門田 山本浩 竹渕&山本浩
教　室 371-373 374-376 371-373 313

科　目 確率統計論 英語コミュニケーションⅠb コミュニケーションと記号論 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 辻野 門田 中谷 竹渕&山本浩
教　室 353 374-376 353 313

科　目 解析学 プログラム構成基礎Ⅱ 線形代数 プログラミング言語基礎 組織化とリーダーシップ

担　当 藤井 竹渕 三宅 山根 斎藤直
教　室 353 371-373 374-376 374-376 352

科　目 プログラム構成基礎Ⅱ

担　当 竹渕
教　室 371-373

２年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 ゲームプログラミングⅠ 地域共創デザイン実習 英語コミュニケーションⅡb

担　当 水上 藤田&近藤　他 須賀
教　室 371-373 Bホール&311&312 371-373
科　目 ゲームプログラミングⅠ 地域共創デザイン実習 英語コミュニケーションⅡb 仮想身体実践演習

担　当 水上 藤田&近藤　他 須賀 山本浩
教　室 371-373 Bホール&311&312 371-373 291&313
科　目 プログラミング言語 地域共創デザイン実習 生体の観察と表現

担　当 藤田 藤田&近藤　他 阿久津
教　室 374-376 Bホール&311&312 377
科　目 地域共創デザイン実習 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ

担　当 藤田&近藤　他 土居&渡部
教　室 Bホール&311&312 313
科　目 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ

担　当 土居&渡部
教　室 313

３年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

４年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 源田&中谷　他 自習 自習 自習
教　室 313 361-363 313 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 源田&中谷　他 自習 自習 自習
教　室 313 361-363 313 361-363 361-363 361-363

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 2-3 工科学部　デジタルエンタテインメント学科 資料22
ＣＧアニメーションコース　モデル

１年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土

科　目 数理造形論 映像論Ⅰ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb 計算機幾何学
担　当 土居 渡部 竹渕&山本浩 山根
教　室 353 352 313 352

科　目 企画・発想法Ⅱ 英語コミュニケーションⅠb デジタル造形Ⅱ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 齋藤長 門田 山本浩 竹渕&山本浩
教　室 371-373 374-376 371-373 313

科　目 確率統計論 英語コミュニケーションⅠb コミュニケーションと記号論 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 辻野 門田 中谷 竹渕&山本浩
教　室 353 374-376 353 313

科　目 解析学 プログラム構成基礎Ⅱ 線形代数 プログラミング言語基礎 組織化とリーダーシップ

担　当 藤井 竹渕 三宅 山根 斎藤直
教　室 353 371-373 374-376 374-376 352

科　目 プログラム構成基礎Ⅱ

担　当 竹渕
教　室 371-373 ｃ

２年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

３年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 ゲームプログラミングⅢ グローバル市場化戦略

担　当 斎藤直&近藤 水上 小野
教　室 313 371-373 353
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 ゲームプログラミングⅢ デジタルコンテンツ制作応用 グローバル市場化戦略

担　当 斎藤直&近藤 水上 斎藤直&近藤 小野
教　室 313 371-373 313 353
科　目 英語コミュニケーションⅢb デジタルコンテンツ制作応用 CGアニメーション総合演習

担　当 須賀 斎藤直&近藤 源田&山本浩
教　室 374-376 313 313
科　目 英語コミュニケーションⅢb リソースマネジメント CGアニメーション総合演習

担　当 須賀 爰川 源田&山本浩
教　室 374-376 353 313
科　目

担　当

教　室

４年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
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1 

（是正事項） 工科学部   情報工学科

１２．＜入学者選抜の方法が不明確＞

入学者選抜について、ＡＯ入試と一般入試の違いが不明確であり、アドミッショ

ン・ポリシーに掲げた内容を確認できる選抜方法であるか不明である。書類審査

や適性等に関する検査の内容を示した上で、アドミッション・ポリシーに掲げた

内容を確認できる選抜方法であるか明確に説明すること。【２学科共通】

（対応）

AO 入試と一般入試の違いは、各種検査項目の重みづけである。また、AO 入試と一般入試は

いずれも、見直し後のアドミッション・ポリシーに掲げた内容を確認できる選抜方法である。

以下では先ず、修正を図ったアドミッション・ポリシーそのものについて説明する。その上で、

書類審査と適性等に関する検査の内容を明らかにし、さらに AO 入試及び一般入試がいずれもア

ドミッション・ポリシーに掲げた内容を確認できる選抜方法であることを示す。

■アドミッション・ポリシーの変更

審査意見 1、2、3 等を踏まえて、養成する人材像、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポ

リシーなどを見直したことに伴い、アドミッション・ポリシーについても修正した。主な修正内

容は、①「デザイン学」に関する文言の削除・修正、②分類事項の整理、③社会と協調し主体的

に社会責務を担うのに必要な能力である、コミュニケーション力に関する事項と持続可能な社会

に対する自律的な態度、である。

以下では、修正後のアドミッション・ポリシーについて明記する。修正箇所には下線を引いて

いる。

【東京国際工科専門職大学のアドミッション・ポリシー】

本学の教育理念は“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の養成であり、こう

した人材の育成を目標にディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを見直した。これら

の方針に基づく教育内容を踏まえ、アドミッション・ポリシーにおいて以下の学習成果を確認で

きる学生を求めることを定める。

【知識・技能】

高校卒業程度の「基礎学力」、「思考力」、「読解力」を有する人。

【思考力・判断力・表現力】

社会的課題に強い関心をもつ人。

【主体性・協働性】

社会や地域に貢献したいと考える人。

グローバルな視点で世界に向けて活躍しようとする人。

【意欲】

制作意欲を含み、学修動機が明確な人。

【工科学部のアドミッション・ポリシー】

工科学部で求めるのは、本学の教育理念に共感し、「社会とともにあるデザイナー」を志すこ

とによって社会的使命を果たそうとする学生である。したがって、本学の学修課程を経ることに

よって、その実現に必要な知識・技術の修得を図ろうとする学生を受け入れる。

【知識・技能】

高校卒業程度の学習を終えている人。

【思考力・判断力・表現力】
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どのような専門職になりたいかという意志を持っている人。 
自分の考えを伝えるためのコミュニケーション力を有している人。 
【主体性・協働性】 
社会にどのような貢献をしたいかという構想と使命感を持っている人。 
【意欲】 
制作意欲を含み、学修動機が明確な人。 
  

 
 
【情報工学科のアドミッション・ポリシー】 
 情報工学科では、“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の養成という教育理

念の下、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに沿った教育を行う。 
これらの方針に基づく教育内容を踏まえ、アドミッション・ポリシーにおいて以下に掲げる基

礎的学力や目的意識・意欲等を備え、社会の発展に貢献しようとする学生を求めることを定める。 
【知識・技能】 
理数・語学の基礎的学力を有する人。 
【思考力・判断力・表現力】 
主にテクノロジー分野の学修に強い興味と意欲を持っている人。 
自分の考えを論理的に表現し、伝える能力を持つ人。 
【主体性・協働性】 
テクノロジーを通して、社会や地域に貢献したいと考える人。 
自立した姿勢で社会の改題に取り組もうと考えている人。 
【意欲】 
制作意欲を含み、学修動機が明確な人。 
 
 

 
【デジタルエンタテインメント学科のアドミッション・ポリシー】 
デジタルエンタテインメント学科では、“Designer in Society（社会とともにあるデザイナ

ー）”の養成という教育理念の下、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに沿った

教育を行う。 
これらの方針に基づく教育内容を踏まえ、アドミッション・ポリシーにおいて次に掲げる基礎

的学力や目的意識・意欲等を備え、社会の発展に貢献しようとする学生を求めることを定める。 
【知識・技能】 
理数・語学の基礎的学力を有する人。 
【思考力・判断力・表現力】 
様々な対象観察や工作、先端的な技術や芸術的な表現に対して好奇心を持っている人。 
自分の考えを論理的に表現し、伝える能力を持つ人。 
【主体性・協働性】 
多様な人々と協働して学ぶ態度を持っている人。 
自立した姿勢で社会の改題に取り組もうと考えている人。 
【意欲】 
制作意欲を含み、学修動機が明確な人。 
 
 
■書類審査と適性等に関する検査の内容について 
 書類審査は、入学資格の確認とともに、入試申請時に提出された志望理由書をもとに学修意欲

の正当性を中心に評価する検査である。 
 適性等に関する検査は、基礎学力を中心に、論理的思考力等も測るものとして実施する検査で

ある。40 分間 25 問で構成される内容で、教科・科目の別を問わずこれまでの学修成果の定着並

びにこれからの学修に向けたレディネスを横断的に確認する。 



3 
 

なお、教科・科目に即さない理由は、高校卒業生のみならず、大学卒業者や社会人経験者など

を広く受け入れることに鑑み、共通の検査をもってレディネスを確認することが公平性を担保す

るものと考えるためである。そこで、受験生の混乱を避けるために具体的な教科・科目名を明記

せず、「適性等に関する検査」としている。 
 
 
■AO 入試と一般入試の選抜方法 
１．AO 入試と一般入試の選抜方法の相違点 
 AO 入試と一般入試の違いは、各種検査項目の重みづけである。 
 従前、AO 入試と一般試験について、受け入れる人材像や実施する検査項目の重みづけを明示

していなかったため、本審査意見を踏まえて以下の通り整理する。 
 

表１ AO 入試と一般入試における各種検査項目の重みづけ 

 

選抜方法 

AO 入試 一般入試 

情報工学に強い関心を持ち、

社会的な問題を踏まえた現実

性や学習意欲の正当性といっ

た基準を有し、課題解決に向

けて意欲的に学修し、実践し

ようとする人を求める。よっ

て、アドミッション・ポリシ

ーに掲げる項目の内、「思考

力・判断力・表現力」と「主

体性・協働性」に重きを置い

た評価を行う。さらに、これ

までの学修の定着並びにこれ

からの学修に向けたレディネ

ス等も確認する。 

情報工学に強い関心を持ち、

これまでの学修の定着、並び

にこれからの学修に向けたレ

ディネス等を身に着けている

人の選抜を目的とする。よっ

て、アドミッション・ポリシ

ーにおける「知識・技能」と

「思考力・判断力・表現力」

に重きをおいた評価を行う。

さらに、社会的な問題を踏ま

えた現実性や学習意欲の正当

性なども確認する。 検査の種類 何を確認する検査方法なのか 

適性等に関

する検査 
主に「知識・技能」を確認 ○ ◎ 

受講式検査 
主に「思考力・判断力・表現

力等」を確認 
○ ◎ 

面接 
主に「主体性・協調性」と

「学修意欲の正当性」を確認 
◎ ○ 

書類審査 入学資格と、主に「学修意欲

の正当性」を確認 ◎ ○ 
※表中の○と◎は重みづけを表す。◎は○よりも重視されることを意味する。 
 
 
２．AO 入試と一般入試の内容 
【AO 入試】 
情報工学に強い関心を持っている人を求める。また、現実社会が抱える問題を直視・課題を発

見することができ、それらの解決に向けて積極的に学修し、解決を図ろうとする意欲的な人を選
抜する。 

そこで、AO 入試では書類審査及び面接に重点を置き、アドミッション・ポリシーに掲げる項
目のうち、「思考力・判断力・表現力」と「主体性・協働性」に重きを置いた評価を行う。さら
に、これまでの学修の定着並びにこれからの学修に向けたレディネス等を、適性等に関する検査
（40 分間で 25 問の問題を回答する内容）と、受講式検査（40 分程度の講義を受けて受講姿勢及
びその内容の理解度を測る）の 2 種類で確認する。 
 
【一般入試】 

情報工学に強い関心を持っている人を求める。また、本学での学修開始にあたって必要とされ
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る基礎知識を十分に修得している上、入学後の学修に向けたレディネス等を身につけている人を

選抜する。 
そこで、一般入試では適性等に関する検査と受講式検査に重点を置き、アドミッション・ポリ

シーにおける「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力」に重きをおいた評価を行う。さらに、

社会的な問題を踏まえた現実性や学修意欲の正当性などを書類審査と面接審査の 2 種類で確認す

る。 
 
 
■アドミッション・ポリシーに掲げた内容を確認できる適切な選抜方法である理由 
 上述の通り、本学がアドミッション・ポリシーにおいて定める能力は 4 項目に区分される。そ

れぞれの能力は、以下の方法によって測る。 
 

【知識・技能】：適性等に関する検査  
【思考力・判断力・表現力】：受講式検査 
【主体性・協働性】：面接       
【意欲】：書類審査、面接審査 

 
AO 及び一般入試ともに 4 項目すべての能力を測定することとするが、評価ウェイトを変えて

実質的には選抜方法を複数用意することで、受験生は自身の持つ能力に応じて入試区分を選択す

ることができる。これは、多様な受験生の確保にも資する 
以上により、アドミッション・ポリシーに掲げた内容を確認できる適切な選抜方法であると考

えている。 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
9. 入学者選抜の概要 
9.1 入学選抜における入学者の多様性の確保

への配慮 
入学選抜における入学者の多様性の確保に向

け、「入学検討者へのアナウンス」と「入学

者選抜」の 2 点を配慮することで本学は対応

する。 
「入学検討者へのアナウンス」については、

ホームページや学校案内書で本学及び学部・

学科の教育内容等を示すとともに、必要に応

じてアドミッション・センターで入学前の相

談にも応じ学修目的を明確にした上で志望動

機等を確認できるように配慮する。 
「入学者選抜」においては、学生受け入れの

方針（アドミッション・ポリシー）のもとで

行う。「入学者選抜」と AP との関係性は、

後述で詳しく説明するが、多種多様な入学者

の確保に向け、留学生・帰国生や社会人とい

った背景で入試を特別に細分化し枠を設ける

ことはせず、大枠として「アドミッション・

オフィス入試（以下、AO 入試）」「推薦入

試」「一般入試」の 3 つの枠を設けることで

広く門戸を開く。 
9.1.1 アドミッション・ポリシー 

9. 入学者選抜の概要 
9.1 入学選抜における入学者の多様性の確保

への配慮 
入学選抜における入学者の多様性の確保に向

け、「入学検討者へのアナウンス」と「入学

者選抜」の 2 点を配慮することで本学は対応

する。 
「入学検討者へのアナウンス」については、

ホームページや学校案内書で本学及び学部・

学科の教育内容等を示すとともに、必要に応

じてアドミッション・センターで入学前の相

談にも応じ学修目的を明確にした上で志望動

機等を確認できるように配慮する。 
「入学者選抜」においては、学生受け入れの

方針（アドミッション・ポリシー）のもとで

行う。「入学者選抜」と AP との関係性は、

後述で詳しく説明するが、多種多様な入学者

の確保に向け、留学生・帰国生や社会人とい

った背景で入試を特別に細分化し枠を設ける

ことはせず、大枠として「アドミッション・

オフィス入試（以下、AO 入試）」「推薦入

試」「一般入試」の 3 つの枠を設けることで

広く門戸を開く。 
9.1.1 アドミッション・ポリシー 
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以下に、本学におけるアドミッション・ポリ

シーを記す。 
 
9.1.1.1 東京国際工科専門職大学のアドミッシ

ョン・ポリシー 
“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の養成という教育理念の下、デ

ィプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリ

シーに示す教育を行っている。こうした教育

を受けるための条件として、次に掲げる基礎

的学力や目的意識・意欲等を備えた学生を入

学させる。 
【知識・技能】 
（削除）高校卒業程度の「基礎学力」「思考

力」「読解力」を有する人。 
【思考力・判断力・表現力】 
学問の追求より、社会的課題に強い関心をも

つ人。 
（削除）制作意欲を含み、学修動機が明確な

人。 
【主体性・協働性】 
（削除）社会や地域に貢献したいと考える

人。 
（削除）グローバルな視点で世界に向けて活

躍しようとする人。 
【意欲】 
制作意欲を含み、学修動機が明確な人。 
 
 
（削除） 
 
 
9.1.1.2 工科学部のアドミッション・ポリシー 
工科学部で学修する者は、本学の使命に共感

し、「社会とともにあるデザイナー」になろ

うとするものである。よって、自分は社会の

中で何をしたいのかという動機を持ち、本学

の学修過程を履修することでそれが実現され

ることを理解している学生を入学させる。 
【知識・技能】 
高校卒業程度の学習を終えている人。 
【思考力・判断力・表現力】 
どのような専門職になりたいかという意志を

持っている人。 
自分の考えを伝えるためのコミュニケーショ

ン力を有している人。 
【主体性・協働性】 
社会にどのような貢献をしたいかという構想

と使命感を持っている人。 
【意欲】 

以下に、本学におけるアドミッション・ポリ

シーを記す。 
 
9.1.1.1 東京国際工科専門職大学のアドミッシ

ョン・ポリシー 
“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”という教育理念の下、ディプロ

マ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに

示す教育を行っている。こうした教育を受け

るための条件として、次に掲げる基礎的学力

や目的意識・意欲等を備えた学生を入学させ

る。 
【知識・技能】 
基礎学力：高校卒業程度の「基礎学力」「思

考力」「読解力」を有する人。 
【思考力・判断力・表現力】 
デザイン学への共鳴：伝統的な分科に基づく

学問分野より、より顕在する社会的課題に強

い関心をもつ人。 
知的好奇心：制作意欲を含み、学修動機が明

確な人。 
【主体性・協働性】 
社会的責務：社会的責任を理解し、社会や地

域に貢献したいと考える人。 
国際性：グローバルな視点で世界に向けて活

躍しようとする人。 
（追加） 
 
 
また、そのために、入学選抜においては、以

下のような評価軸とする。 
①関心を持つ課題の現実性、正当性とその実

現に対する意欲の大きさ 
②制作を意図する対象に関する基礎的知識の

水準と想起を持つに至った経過の正当性 
③社会が持つ問題に関する知識の広さと自分

の意図との関連の正当性 
 
 
9.1.1.2 工科学部のアドミッション・ポリシー 
工科学部で学習する者は、本学の使命に共感

し、「社会とともにあるデザイナー」になろ

うとするものである。よって、自分は社会の

中で何をしたいのかという動機を持ち、本学

の学習過程を履修することでそれが実現され

ることを理解している学生を入学させる。 
【知識・技能】 
高校卒業程度の学習を終えている人。 
【思考力・判断力・表現力】 
どのような専門職になりたいかという意志を
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制作意欲を含み、学修動機が明確な人。 
 
 
9.1.1.3 情報工学科のアドミッション・ポリシ

ー 
 “Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）” の養成という教育理念の下、デ

ィプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリ

シーに示す教育を行っている。こうした教育

を受けるための条件として、次に掲げる基礎

的学力や目的意識・意欲等を備え、社会の発

展に寄与しようとする学生を求める。 
【知識・技能】 
理数・語学の基礎的学力を有する人。 
【思考力・判断力・表現力】 
主にテクノロジー分野の学修に強い興味と意

欲を持っている人。 
自分の考えを論理的に表現し、伝える能力を

持つ人。 
【主体性・協働性】 
（削除）テクノロジーを通して、社会や地域

に貢献したいと考える人。 
自立した姿勢で社会の改題に取り組もうと考

えている人。 
【意欲】 
制作意欲を含み、学修動機が明確な人。 
 
 
 
9.1.1.4 デジタルエンタテインメント学科のア

ドミッション・ポリシー 
“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）” の養成という教育理念の下、デ

ィプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリ

シーに示す教育を行っている。こうした教育

を受けるための条件として、次に掲げる基礎

的学力や目的意識・意欲等を備え、社会の発

展に寄与しようとする学生を求める。 
 
【知識・技能】 
理数・語学の基礎的学力を有する人。 
【思考力・判断力・表現力】 
（削除）様々な対象観察や工作、先端的な技

術や芸術的な表現に対して好奇心を持ってい

る人。 
自分の考えを論理的に表現し、伝える能力を

持つ人。 
【主体性・協働性】 
（削除）多様な人々と協働して学ぶ態度を持

っている人。 

持っている人。 
（追加） 
【主体性・協働性】 
社会にどのような貢献をしたいかという動機

を持っている人。  
 
9.1.1.3 情報工学科のアドミッション・ポリシ

ー 
 “Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”という教育理念の下、ディプロ

マ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに

示す教育を行っている。こうした教育を受け

るための条件として、次に掲げる基礎的学力

や目的意識・意欲等を備え、社会の発展に寄

与しようとする学生を求める。 
【知識・技能】 
理数・語学の基礎的学力を有する人。 
【思考力・判断力・表現力】 
主にテクノロジー分野の学修に強い興味と意

欲を持っており、価値創造を行う意思を有す

る人。制作意欲を含み、学修動機が明確な

人。 
（追加） 
【主体性・協働性】 
態度：テクノロジーを通して、社会や地域に

貢献したいと考える人。 
（追加） 
 
 
9.1.1.4 デジタルエンタテインメント学科のア

ドミッション・ポリシー 
“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”という教育理念の下、ディプロ

マ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに

示す教育を行っている。こうした教育を受け

るための条件として、次に掲げる基礎的学力

や目的意識・意欲等を備え、社会の発展に寄

与しようとする学生を求める。 
 
【知識・技能】 
基礎学力：知識としては理数系の知識と芸術

的な表現に興味を持っている人。 
【思考力・判断力・表現力】 
知的好奇心：様々な対象観察や工作（追加）

に対して好奇心を持っている人。先端的な技

術に対して興味を持っている人。 
【主体性・協働性】 
態度：多様な人々と協働して学ぶ態度を持っ

ている人。 
（追加） 
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自立した姿勢で社会の改題に取り組もうと考

えている人。 
【意欲】 
制作意欲を含み、学修動機が明確な人。 
 
 
 

 

9.1.2 入学者選抜方法 
上記のアドミッション・ポリシーに基づき、

本学においては入試選抜を行う。上記で既に

述べたが、それぞれの受験生の状況を鑑み、

受験生自らの判断により真の能力、十分な力

が発揮でき、それを評価できるよう複数の選

抜方式として、大枠では「AO 入試」「推薦

入試」「一般入試」を実施することとし、

「帰国生枠」「社会人枠」といった特定の入

試枠を設けないことで多種多様な人に門戸を

開く。各入試の募集人員の割合は、AO 入試

40～60％、推薦入試 10～20％、一般入試 40
～60％程度の割合のもとに計画する。 
加えて、独立行政法人日本学生支援機構によ

る、平成 29 年度 外国人留学生在籍状況調査

結果（資料 23）によると外国人留学生数は急

激な右肩上がりで、結果として学習意欲や日

本語力といった問題を抱える留学生を安易に

受け入れているのではないかという懸念が一

般的に増している（文部科学省 Web ページよ

り一部抜粋 「留学生交流の現状と課題」

（最終閲覧日：平成 30 年 10 月 16 日）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuky
o/chukyo0/gijiroku/attach/1345223.htm ）。

本学ではそれに対応するために、特段入試枠

は設けないが、例えば、留学生については日

本語能力試験 2 級相当の日本語能力を別途出

願条件の一つに課すこととする。 
 
「AO 入試」「推薦入試」「一般入試」とい

った全ての入試は、アドミッション・ポリシ

ーの方針のもと行う。どの入試区分において

も、アドミッション・ポリシーに記した「知

識・技能」については主に適性等に関する検

査、「思考力・判断力・表現力」については

主に受講式検査、「主体性・協働性」につい

ては主に面接審査、「意欲」については書類

審査と面接審査で総合的に合否を判定する。

以下、入試区分ごとにアドミッション・ポリ

シーとの関係も含め具体的な入学選抜の実施

方法を記す。 
 
因みに、本学がアドミッション・ポリシーに

9.1.2 入学者選抜方法 
上記のアドミッション・ポリシーに基づき、

本学においては入試選抜を行う。上記で既に

述べたが、それぞれの受験生の状況を鑑み、

受験生自らの判断により真の能力、十分な力

が発揮でき、それを評価できるよう複数の選

抜方式として、大枠では「AO 入試」「推薦

入試」「一般入試」を実施することとし、

「帰国生枠」「社会人枠」といった特定の入

試枠を設けないことで多種多様な人に門戸を

開く。各入試の募集人員の割合は、AO 入試

40～60％、推薦入試 10～20％、一般入試 40
～60％程度の割合のもとに計画する。 
加えて、独立行政法人日本学生支援機構によ

る、平成 29 年度 外国人留学生在籍状況調査

結果（資料 23）によると外国人留学生数は急

激な右肩上がりで、結果として学習意欲や日

本語力といった問題を抱える留学生を安易に

受け入れているのではないかという懸念が一

般的に増している（文部科学省 Web ページよ

り一部抜粋 「留学生交流の現状と課題」（最

終 閲覧 日：平 成 30 年 10 月 16 日）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuky
o/chukyo0/gijiroku/attach/1345223.htm ）。

本学ではそれに対応するために、特段入試枠

は設けないが、例えば、留学生については日

本語能力試験 2 級相当の日本語能力を別途出

願条件の一つに課すこととする。 
 
「AO 入試」「推薦入試」「一般入試」とい

った全ての入試は、アドミッション・ポリシ

ーの方針のもと行う。どの入試区分において

も、アドミッション・ポリシーに記した「知

識・技能」については主に適性等に関する検

査、「思考力・判断力・表現力」については

主に受講式検査、「主体性・協働性」につい

ては主に書類審査で総合的に合否を判定す

る。以下、入試区分ごとにアドミッション・

ポリシーとの関係も含め具体的な入学選抜の

実施方法を記す。 
 
 
（追加） 
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おいて定める能力は 4 項目に区分される。そ

れぞれの能力は、以下の方法によって測る。 
 
【知識・技能】：適性等に関する検査  
【思考力・判断力・表現力】：受講式検査 
【主体性・協働性】：面接       
【意欲】：書類審査、面接審査 
 
AO及び一般入試ともに4項目すべての能力を

測定することとするが、評価ウェイトを変え

て実質的には選抜方法を複数用意すること

で、受験生は自身の持つ能力に応じて入試区

分を選択することができる。これは、多様な

受験生の確保にも資する 
以上により、アドミッション・ポリシーに掲

げた内容を確認できる適切な選抜方法であ

る。 
 
 
【AO 入試】 
情報工学に強い関心を持っている人を求め

る。また、現実社会が抱える問題を直視・課

題を発見することができ、それらの解決に向

けて積極的に学修し、解決を図ろうとする意

欲的な人を選抜する。 
そこで、AO 入試では書類審査及び面接に重

点を置き、アドミッション・ポリシーに掲げ

る項目のうち、「思考力・判断力・表現力」

と「主体性・協働性」に重きを置いた評価を

行う。さらに、これまでの学修の定着並びに

これからの学修に向けたレディネス等を、適

性等に関する検査（40 分間で 25 問の問題を

回答する内容）と、受講式検査（40 分程度の

講義を受けて受講姿勢及びその内容の理解度

を測る）の 2 種類で確認する。 
 
【推薦入試】 
高等学校段階での良好な学習状況、真摯な学

習態度、意欲的な部活動、委員会活動、学校

内外の行事への取り組み及び基礎的学力につ

いて、調査書をもとにした書類審査を通して

確認するとともに、ガイダンス（3 つのポリ

シー及びカリキュラムの具体的な説明）を実

施した上で面接試験を実施し、本学での学修

意欲及び社会的責務に対する考えを確認す

る。適性等に関する検査（40 分間で 25 問の

問題を回答する内容）並びに受講式検査（40
分程度の講義を受けて受講姿勢及びその内容

の理解度を測る）で基本的な学習態度の習得

状況も確認し、総合的に判断する。なお、推

 
【AO 入試】 
書類審査、適性等に関する検査（40分間で25
問の問題を回答する内容）並びに受講式検査

（40 分程度の講義を受けて受講姿勢及びその

内容の理解度を測る）で基本的な学習態度の

習得状況を見極め、ガイダンス（3 つのポリ

シー及びカリキュラムの具体的な説明）を実

施した上で面接を実施し、本学での学修意欲

や適性、関心及び社会的責務に対する考えを

確認する。 
【推薦入試】 
高等学校段階での良好な学習状況、真摯な学

習態度、意欲的な部活動、委員会活動、学校

内外の行事への取り組み及び基礎的学力につ

いて、調査書をもとにした書類審査を通して

確認するとともに、ガイダンス（3 つのポリ

シー及びカリキュラムの具体的な説明）を実

施した上で面接試験を実施し、本学での学修

意欲及び社会的責務に対する考えを確認す

る。適性等に関する検査（40 分間で 25 問の

問題を回答する内容）並びに受講式検査（40
分程度の講義を受けて受講姿勢及びその内容

の理解度を測る）で基本的な学習態度の習得

状況も確認し、総合的に判断する。なお、推

薦基準については高校の教育方針・進学実

績・就職実績・学外活動実績に加え、開学後

においては本学への入学者の実績等に基づ

き、別途定めた上で、高校に通知するものと

する。 
80 
【一般入試】 
基礎学力を適性等に関する検査（40分間で25
問の問題を回答する内容）で確認するととも

に、受講式検査（40 分程度の講義を受けて受

講姿勢及びその内容の理解度を測る）で基本

的な学習態度の習得状況を見極め、ガイダン

ス（3 つのポリシー及びカリキュラムの具体

的な説明）を実施した上で面接を実施し、本

学での学修意欲及び社会的責務に対する考え

を確認する。 
 
 
（追加） 
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薦基準については高校の教育方針・進学実

績・就職実績・学外活動実績に加え、開学後

においては本学への入学者の実績等に基づ

き、別途定めた上で、高校に通知するものと

する。 
 
【一般入試】 
情報工学に強い関心を持っている人を求め

る。また、本学での学修開始にあたって必要

とされる基礎知識を十分に修得している上、

入学後の学修に向けたレディネス等を身につ

けている人を選抜する。 
そこで、一般入試では適性等に関する検査と

受講式検査に重点を置き、アドミッション・

ポリシーにおける「知識・技能」と「思考

力・判断力・表現力」に重きをおいた評価を

行う。さらに、社会的な問題を踏まえた現実

性や学修意欲の正当性などを書類審査と面接

審査の 2 種類で確認する。 
 
 
9.1.3 AO 入試と一般入試の違い 
上記試験内容において、AO 入試と一般入試

の違いをより明確にするために、以下に 
その詳細を記す。 
＜AO 入試と一般入試の選抜方法の相違点＞ 
 AO 入試と一般入試の違いは、各種検査項

目の重みづけである。詳細について、以下の

通り整理する。 
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（是正事項） 工科学部   情報工学科 
  

１３．＜学術雑誌の整備が不十分＞ 
専攻分野に照らして十分な学術雑誌が整備されているか不明確であるため、学術

雑誌の一覧を示した上で、明確に説明すること。【２学科共通】 

 
（対応） 
 審査意見 1 等を踏まえて教育課程を見直したことに伴い、学術雑誌を含む図書全般を見直すと

ともに、不足していた学術雑誌の拡充を図ることとした。 
 加えて、図書室を共用する系列校が整備している学術雑誌も利用できることを説明し、十分な

研究環境があることを示す。 
 
  ①国内/海外の学術雑誌の拡充 
  ②その他、図書利用に関する整備状況について 
  ③系列校で継続購入している学術雑誌についての明示 
  ④専任教員が所蔵・整備している主要学会誌の活用 
 
 
①国内/海外の学術雑誌の拡充 
 本是正意見をきっかけとして図書の整備状況に関して見直しをした結果、学術雑誌の数が

少ないと判断し、審査意見１を踏まえた教育課程の見直しと並行して購入図書も見直しを行った。

見直し後の蔵書数一覧を資料 23 にて示す。今回新たに情報工学科として 29 誌（うち海外書 13

誌）、デジタルエンタテインメント学科・学科共通と合わせ合計 43 誌（うち、外国書 15 誌）の

学術雑誌を整備することとした（資料 25-1,2）。具体的な新規購入図書一覧を資料 24 に示す。

購入図書についてもより専攻分野に照らして適切なものを精選したが、開学後も状況に応じて追

加・見直しを継続して行う。 

 

②図書利用に関する整備状況について 
 論文情報データベース・電子ジャーナル購読のプラットフォームは、すでに予定していた

「JDreamⅢ」「Academic OneFile」に加え、新たに「情報学広場」を追加する。「情報学広場」

によって情報処理学会発行の出版物のうち、会誌・論文誌・研究報告・シンポジウム・英文誌な

どにアクセスすることが可能となる。 

さらに国立情報学研究所が提供している図書館間相互貸借サービス（NACSIS-ILL）にも加盟し、

他大学所蔵の学術雑誌取り寄せや論文複写依頼が可能である。 
 
③系列校で継続購入している学術雑誌についての明示 
本学キャンパス内で図書室を共用する系列校がそれぞれ整備する学術雑誌も利用が可能であ

る。例として、関連分野の 30 誌を資料 25-3 に示す。 
 
④専任教員が所蔵・整備している主要学会誌の活用 
本学キャンパスの 27 階 271 にはオープンラックを配置したライブラリースペースがある。専任

教員から継続寄贈を受ける主要学会誌や書籍を配置し、他教員や学生にも閲覧できるような環境

を整えることで学術雑誌を一とする図書や研究資料の更なる充実を図る。 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
8.3.2 図書等の資料整備 8.3.2 図書等の資料整備 
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本学の図書室には、開学時に図書 65,774
冊、雑誌 206 種（電子図書含む）を配架し、

学生が図書館で閲覧できる環境を整備する。

東京国際工科専門職大学の専門図書の学科毎

の整備状況の詳細は資料 23 に添付する。あわ

せて開学時の新規購入図書一覧を資料 24 に添

付する。 
上記に加え、視聴覚資料 15 点（情報工学

科）、データベースとして「J dreamⅢ」

「Academic One File」「情報学広場」（学科

共通）を導入する。以上から、各学科に対し

て十分な図書や資料等が整備されていると言

える。 
充実に向けては教員からの提案の他、学生

向けに「リクエストカード」を設置し学生の

興味関心や意向も確認する。視聴覚資料は技

術習得に欠かせないものであり、授業での活

用の他、学生の自己学習で活用できるよう整

備を図る。管理については、既に導入してい

る図書管理システムを継続活用し、書誌情報

をデータベース化し、適切な貸出・返却サー

ビス、蔵書点検等、図書館としての機能と利

用者の利便性が担保されるシステムを維持す

る。 
 

本学の図書室には、図書 58,332 冊、雑誌

13,649 種（電子図書含む）を配架し、学生が

図書館で閲覧できる環境を整備する。東京国

際工科専門職大学の専門図書の学科毎の整備

状況の詳細は資料 21に添付する。あわせて開

学時の新規購入図書一覧を資料 22 に添付す

る。 
上記に加え、視聴覚資料 15 点（情報工学

科）、データベースとして「J dreamⅢ」

「Academic One File」（学科共通）を導入

する。以上から、各学科に対して十分な図書

や資料等が整備されていると言える。 
充実に向けては教員からの提案の他、学生向

けに「リクエストカード」を設置し学生の興

味関心や意向も確認する。視聴覚資料は技術

習得に欠かせないものであり、授業での活用

の他、学生の自己学習で活用できるよう整備

を図る。管理については、既に導入している

図書管理システムを継続活用し、書誌情報を

データベース化し、適切な貸出・返却サービ

ス、蔵書点検等、図書館としての機能と利用

者の利便性が担保されるシステムを維持す

る。 

8.3.3 学術雑誌の整備状況 
今回新たに情報工学科として 29 誌（うち海外

書 13誌）、デジタルエンタテインメント学科

として 9 誌、学科共通として 5 誌（うち海外

書 13誌）、合計 43誌（うち、外国書 15誌）

の学術雑誌を整備することとした（資料 25-
1,2）。具体的な新規購入図書一覧を資料 22
に示す。購入図書についてもより専攻分野に

照らして適切なものを精選したが、開学後も

状況に応じて追加・見直しを継続して行う。 
本学キャンパス内で図書室を共用する系列校

がそれぞれ整備する学術雑誌も利用が可能で

ある。例として、関連分野の 30 誌を資料 25-
3 に示す。 
本学キャンパスの 27階 271にはオープンラッ

クを配置したライブラリースペースがある

（資料 20）。専任教員から継続寄贈を受ける

主要学会誌や書籍を配置し、他教員や学生に

も閲覧できるような環境を整えることで学術

雑誌を一とする図書や研究資料の更なる充実

を図る。 

（追加） 

8.3.4 図書館の利活用の充実 
“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の育成には本質的に図書の利活用

は重要で、本学は既に多くの図書が導入され

8.3.3 図書館の利活用の充実 
“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の育成には本質的に図書の利活用

は重要で、本学は既に多くの図書が導入され



3 
 

ているが、さらに図書を増やすことを予定し

ている。 
8.3.2 項で説明した図書などの資料整備計画で

すでに触れたが、これらは、抄録のみならず

本文もダウンロード可能な科学技術工学・医

学関係 6000万件にアクセスできるJ-Dream 
III、自然科学から人文社会科学の論文誌

1800 誌 に ア ク セ ス で き る Academic 
OneFile、情報処理学会発行の出版物のうち

会誌・論文誌・研究報告・シンポジウム論文

集・欧文誌・英文誌の創刊号から最新号まで

すべてのデータが閲覧できる「情報学広

場」、電子書籍Maruzen eBookも含まれる。

これらや国立研究開発法人科学技術振興機構

の電子ジャーナル検索システム「J-STAGE」

によって、国内及び海外の学術文献や論文情

報を検索することが可能となる。さらに国立

情報学研究所が提供している図書館間相互貸

借サービス（NACSIS-ILL）にも加盟し、他

大学所蔵の学術雑誌取り寄せや論文複写依頼

が可能である。 

ているが、さらに図書を増やすことを予定し

ている。 
8.3.2 項で説明した図書などの資料整備計画で

すでに触れたが、これらは、抄録のみならず

本文もダウンロード可能な科学技術工学・医

学関係 6000万件にアクセスできるJ-Dream 
III、自然科学から人文社会科学の論文誌

1800 誌 に ア ク セ ス で き る 、 Academic 
OneFile、電子書籍 Maruzen eBook も含まれ

る。これらによって、国内及び海外の学術文

献や論文情報を検索することが可能となる。 
 

 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 

新 旧 
資料23 資料21 

資料24 資料22 

資料25 （追加） 
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蔵書数一覧

蔵書数一覧　（開学時）

図書 （冊） 学術雑誌 （種）

〔うち
　外国書〕

〔うち
　外国書〕

〔うち
　外国書〕

15,774 190 70 15 15 15

既存 11,167 45 2 0 0 0

新規購入 260 0 29 13 13 13

合計 11,427 45 31 13 13 13

既存 3,213 81 8 0 0 0

新規購入 238 0 9 0 0 0

合計 3,451 81 17 0 0 0

既存 857 64 17 0 0 0

新規購入 39 0 5 2 2 2

合計 896 64 22 2 2 2

既存 15,237 190 27 0 0 0

新規購入 537 0 43 15 15 15

合計 15,774 190 70 15 15 15

65,774 4,432 206 15 15 15

資料23

モード学園コクーンタワー蔵書合計

電子ジャーナル

東京国際工科専門職大学合計

情報工学科

デジタルエン
タテインメン
ト学科

学科共通

東京国際工科
専門職大学計
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No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社 数量

1 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 アジャイルコーチング  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

2 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 坂本真樹先生が教える人工知能がほぼほぼわかる本  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

3 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 人工知能の創発 ―知能の進化とシミュレーション―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

4 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ゲーム産業における人工知能 （人工知能 : journal of Japanese Society for
Artificial Intelligence Vol.32 No.2）  ＜※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

5 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 人工知能とは  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

6 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア工学  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

7 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 情報社会の「哲学」 ―グーグル・ビッグデータ・人工知能―  ＜※同時アクセス数1
台＞

勁草書房 1

8 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 MATLABによるシステムプログラミング ―プロセス・ロボット・非線形システム制御か
らDCS構築まで―  ＜※同時アクセス数1台＞

コロナ社 1

9 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 エクストリームプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

10 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 人工知能の基礎 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

11 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ゴール&ストラテジ入門 ―残念なシステムの無くし方 : GQM+Strategies―  ＜※同
時アクセス数1台＞

オーム社 1

12 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Docker コンテナ実践検証 （Think IT Books）  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

13 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 人工知能入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

14 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア開発実践 ―科学技術シミュレーションソフトの設計―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京大学出版会 1

15 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア開発 改訂2版（IT text）  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

16 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Dockerエキスパート養成読本 ―活用の基礎と実践ノウハウ満載!―（Software
design plusシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

17 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 一人称研究のすすめ ―知能研究の新しい潮流―  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

18 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Event-B ―リファインメント・モデリングに基づく形式手法―  ＜※同時アクセス数1
台＞

近代科学社 1

19 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア品質知識体系ガイド ―SQuBOK Guide V2―第2版  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

20 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェアエンジニアリング基礎知識体系 ―SWEBOK V3.0―  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

21 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 オートマトン・形式言語理論 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

22 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 入門パターン認識と機械学習 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

23 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア工学 第3版（情報科学こんせぷつ 7）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

24 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェアシステム工学入門 （未来へつなぐデジタルシリーズ）  ＜※同時アクセス
数1台＞

共立出版 1

25 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 人工知能の方法 ―ゲームからWWWまで― （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

26 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 オンラインジャッジではじめるC/C++プログラミング入門 = Online programming
challenge!  ＜※同時アクセス数1台＞

マイナビ 1

27 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 イラストで学ぶ人工知能概論  ＜※同時アクセス数1台＞ 講談社 1

28 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 人工知能と人工生命の基礎  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

29 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 AIによる大規模データ処理入門  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

新規購入図書一覧 資料　24
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30 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 リファクタリング （シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 応用編）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

31 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 テスト駆動開発 （シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 応用編）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

32 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 データベース （シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 基礎編）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

33 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 実践反復型ソフトウェア開発  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

34 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 形式手法入門 ―ロジックによるソフトウェア設計―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

35 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 学生のための画像処理プログラミング演習 ―Visual C++.NET版―  ＜※同時アク
セス数1台＞

東京電機大学出版局 1

36 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Java （シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 基礎編）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

37 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Ruby （シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 基礎編）  ＜※同時アクセス数1台
＞

東京電機大学出版局 1

38 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 アジャイル概論 （シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 応用編）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

39 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 知識システムの実装基礎 ―スライドで理解する人工知能技術―  ＜※同時アクセス
数1台＞

コロナ社 1

40 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 チームコンサート超入門 ―デスマーチ対策ツール : IBM rational team concert ―
改訂版  ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

41 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 抽象によるソフトウェア設計 ―Alloyではじめる形式手法―  ＜※同時アクセス数1台
＞

オーム社 1

42 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Gitによるバージョン管理  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

43 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 情熱プログラマー ―ソフトウェア開発者の幸せな生き方―  ＜※同時アクセス数1台
＞

オーム社 1

44 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 はじめてのAIアプリケーション ―C言語で作るネットワークエージェントと機械学習―
＜※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

45 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 知能の原理 ―身体性に基づく構成論的アプローチ―  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

46 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア工学 （情報工学レクチャーシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

47 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Cによるソフトウェア開発の基礎 ―データ構造とアルゴリズムの基礎から―  ＜※同
時アクセス数1台＞

オーム社 1

48 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 入門git  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

49 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 「要求」の基本原則 （技評SE選書 003）  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

50 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア開発はなぜ難しいのか ―人月の神話を超えて―（技評SE選書 005）
＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

51 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア開発の名著を読む 第2版（技評SE選書 004）  ＜※同時アクセス数1台
＞

技術評論社 1

52 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア開発で伸びる人、伸びない人 第2版（技評SE選書 002）  ＜※同時アク
セス数1台＞

技術評論社 1

53 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Manage It!現場開発者のための達人式プロジェクトマネジメント  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

54 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 新人工知能の基礎知識  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

55 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 SPINモデル検査 ―検証モデリング技法 = Model checking with SPIN―  ＜※同時
アクセス数1台＞

近代科学社 1

56 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Subversion実践入門 ―達人プログラマに学ぶバージョン管理― 第2版  ＜※同時
アクセス数1台＞

オーム社 1

57 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 アジャイルプラクティス ―達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣―  ＜※同時ア
クセス数1台＞

オーム社 1

58 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 アジャイルレトロスペクティブズ ―強いチームを育てる「ふりかえり」の手引き―  ＜
※同時アクセス数1台＞

オーム社 1
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59 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア品質知識体系ガイド ―SQuBOK Guide―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

60 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Ship it!ソフトウェアプロジェクト成功のための達人式ガイドブック  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

61 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 はじめてのAI (エーアイ) プログラミング ―C言語で作る人工知能と人工無能―  ＜
※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

62 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア開発へのSWEBOKの適用  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

63 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 チャンス発見の情報技術 ―ポストデータマイニング時代の意思決定支援―  ＜※
同時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

64 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 例題でわかるC++Builder ―しっかり作れるビジュアルソフト―  ＜※同時アクセス数
1台＞

東京電機大学出版局 1

65 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ニューラルネットワークとファジィ信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 9）  ＜
※同時アクセス数1台＞

コロナ社 1

66 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 学生のためのC++  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

67 臨床医学、診
断・治療

電子書籍/内国書 情報工学科 未来を動かすソフトアクチュエータ ―高分子・生体材料を中心とした研究開発―
（新材料・新素材シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞

シーエムシー出版 1

68 研究法、指導
法、技術教育

電子書籍/内国書 情報工学科 マンガでわかる技術英語  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

69 研究法、指導
法、技術教育

電子書籍/内国書 情報工学科 アクリルロボット工作ガイド  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

70 研究法、指導
法、技術教育

電子書籍/内国書 情報工学科 タミヤ工作パーツで作るしくみがわかるロボット工作教室  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

71 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 若い技術者のための機械・金属材料 第3版 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 丸善出版 1

72 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 実務に役立つ機械設計の考え方×進め方  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

73 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機構学 ―大学課程―改訂2版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

74 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学 （Professional engineer library）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

75 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 振動工学 ―振動の基礎から実用解析入門まで―新装版  ＜※同時アクセス数1台
＞

森北出版 1

76 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 回転体力学の基礎と制振  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

77 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 材料力学 （Professional engineer library） （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

78 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械・金属材料学 （Professional engineer library） （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

79 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 次世代ものづくりのための電気・機械一体モデル （共立スマートセレクション =
Kyoritsu smart selection 3）  ＜※同時アクセス数1台＞

共立出版 1

80 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械設計法 第3版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

81 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 基礎から学べる機械力学  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

82 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 技術者のためのねじの力学 ―材料力学と数値解析で解き明かす―  ＜※同時アク
セス数1台＞

コロナ社 1

83 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械材料学  ＜※同時アクセス数1台＞ 丸善出版 1

84 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 やさしい機械図面の見方・描き方 改訂2版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

85 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械設計入門 （First Stageシリーズ 機械）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

86 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械製図入門 （First Stageシリーズ 機械）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

87 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械要素入門 1 （First Stageシリーズ 機械）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1



4

No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社 数量

新規購入図書一覧 資料　24

88 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械要素入門 2 （First Stageシリーズ 機械）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

89 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 材料力学 ―機械設計の基礎― （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

90 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 実例で学ぶ機械力学・振動学 ―ロボットから身近な乗り物まで― （※）  ＜※同時
アクセス数1台＞

コロナ社 1

91 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 絵ときでわかる機械設計 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

92 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 気体軸受技術 ―設計・製作と運転のテクニック―  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

93 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 材料力学 第3版新装版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

94 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 演習で学ぶ機械力学 第3版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

95 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 入門立体形状のラピッドプロトタイピング  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

96 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 基礎から学ぶ実用機械の設計  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

97 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機構学  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

98 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 Excelで解く機械設計計算  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

99 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 実践気体軸受の設計と解析 ―有限要素法による動圧・静圧気体軸受解析―  ＜
※同時アクセス数1台＞

コロナ社 1

100 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 教科書では教えない機械設計製図  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

101 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 基礎から学ぶ機構学  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

102 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械強度設計のためのCAE入門 ―有限要素法活用のノウハウ―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

103 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機構学入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

104 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 やさしい機械設計の考え方・進め方  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

105 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 ナノスケールサーボ制御 ―高速・高精度に位置を決める技術―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

106 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学 （専門基礎ライブラリー）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

107 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械の設計考え方・解き方  第3版（わかりやすい機械教室）  ＜※同時アクセス数1
台＞

東京電機大学出版局 1

108 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 マルチボディダイナミクスの基礎 ―3次元運動方程式の立て方―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

109 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 やさしい機械図面の見方・描き方  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

110 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機構学  改訂（機械系大学講義シリーズ 12）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

111 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 振動学 （機械系大学講義シリーズ 11）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

112 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 図解機械材料  第３版  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

113 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 初めて学ぶ基礎機械システム  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

114 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学と構造  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

115 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 力学・材料・機械要素など （基礎シリーズ　. 機械要素概論 1）  ＜※同時アクセス数
1台＞

実教出版 1

116 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機構・伝達・ブレーキなど （基礎シリーズ　. 機械要素概論 2）  ＜※同時アクセス数
1台＞

実教出版 1



5

No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社 数量

新規購入図書一覧 資料　24

117 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械の力学計算法 （機械計算法シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

118 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 Mathematicaによるメカニズム  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

119 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学 ―考え方・解き方― 第3版（わかりやすい機械教室）  ＜※同時アクセス
数1台＞

東京電機大学出版局 1

120 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 大学基礎機械材料  SI単位版  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

121 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学 ―基礎と演習―  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

122 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械材料学 （機械系大学講義シリーズ 6）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

123 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学 （機械系大学講義シリーズ 10）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

124 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

125 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械要素設計  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

126 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機構学 （実教理工学全書）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

127 機械工作、工
作機械

電子書籍/内国書 情報工学科 ミニフライス盤CNC化実践マニュアル ―ものづくりをステップアップ―（Think IT
Books）  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

128 機械工作、工
作機械

電子書籍/内国書 情報工学科 ミニ旋盤マスターブック ―基礎から応用までよくわかる―  ＜※同時アクセス数1台
＞

誠文堂新光社 1

129 機械工作、工
作機械

電子書籍/内国書 情報工学科 機械加工学の基礎  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

130 機械工作、工
作機械

電子書籍/内国書 情報工学科 はじめての研磨加工  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

131 機械工作、工
作機械

電子書籍/内国書 情報工学科 機械製作法要論 （理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

132 機械工作、工
作機械

電子書籍/内国書 情報工学科 機械加工学 （機械系大学講義シリーズ 27）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

133 電気工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電気・電子入門 （First Stageシリーズ 電気・電子）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

134 電気工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電気・電子の基礎 （専門基礎ライブラリー）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

135 電気工学 電子書籍/内国書 情報工学科 マンガでわかる電気  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

136 電気工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電気・電子概論 （基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

137 電気工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電気工学概論  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

138 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 過渡現象の基礎 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

139 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 即戦力エンジニアになるための電気・電子回路入門 ―イラストと図解で回路の基礎
と応用力が身に付く―  ＜※同時アクセス数1台＞

誠文堂新光社 1

140 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 基本からわかる電気電子材料講義ノート  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

141 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 基本からわかる電気電子計測講義ノート  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

142 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 完全図解電気と電子の基礎教室 ―回路の理解から制御まで―  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

143 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気電子回路 ―アナログ・ディジタル回路―（ロボティクスシリーズ 2） （※）  ＜※
同時アクセス数1台＞

コロナ社 1

144 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気電子機能材料 改訂3版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

145 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気電子工学のための基礎数学 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1
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146 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気電子計測 （基本を学ぶ）  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

147 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 回路理論  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

148 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 現代電気電子材料  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

149 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 回路理論 （基本を学ぶ）  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

150 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気・電子計測 第3版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

151 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気・電子計測入門 新版  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

152 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 教えて?わかった!電気電子計測  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

153 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気電子数学入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

154 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 学生のための電気回路  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

155 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 基礎から学ぶ電気回路計算  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

156 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気数学 （専門基礎ライブラリー）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

157 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 数値電界計算の基礎と応用 （理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

158 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 回路理論の計算法  第2版（電気計算法シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

159 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気・電子の基礎数学  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

160 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 入門回路理論  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

161 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 複素数・三角の基礎  新訂版（電気用数学 2）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

162 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 新電磁気計測 （大学講義シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

163 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 交流理論  第3版（電気工学基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

164 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 エレクトロニクスのための過渡現象 ―理論と演習― 新訂版（理工学講座）  ＜※同
時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

165 電気機器 電子書籍/内国書 情報工学科 マンガでわかるモーター  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

166 電気機器 電子書籍/内国書 情報工学科 永久磁石同期モータの制御 ―センサレスベクトル制御技術―  ＜※同時アクセス
数1台＞

東京電機大学出版局 1

167 電気機器 電子書籍/内国書 情報工学科 原理からわかるモータ技術入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 丸善出版 1

168 電気機器 電子書籍/内国書 情報工学科 無停電電源システム実務読本  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

169 電気機器 電子書籍/内国書 情報工学科 たのしくできる単相インバータの製作と実験  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

170 電気機器 電子書籍/内国書 情報工学科 たのしくできるやさしい電源の作り方  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

171 発電 電子書籍/内国書 情報工学科 災害対応ロボットのいま ―原発の除染と廃炉の現状と展望を探る―（ロボコンマガ
ジン No.95）  ＜※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

172 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 CMOS RF回路設計  ＜※同時アクセス数1台＞ 丸善出版 1

173 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 無線工学 B  第2版（1・2陸技受験教室 3）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

174 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 無線工学の基礎  第2版（1・2陸技受験教室 1）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1
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175 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 無線工学 A  第2版（1・2陸技受験教室 2）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

176 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 電波の基礎と応用 （理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

177 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 光ファイバ通信概論 （理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

178 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 アンテナおよび電波伝搬 （理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

179 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 通信ネットワーク （理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

180 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 無線機器システム（理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

181 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 高周波電磁気学（理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

182 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 XBeeによるArduino無線ロボット工作  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

183 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 誰でも作れるセンサロボット  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

184 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ロボット機構学 （ロボティクスシリーズ 8） （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

185 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ロボットの人類学 ―二〇世紀日本の機械と人間―  ＜※同時アクセス数1台＞ 世界思想社教学社 1

186 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ロボット考学と人間 ―未来のためのロボット工学―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

187 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 アクチュエータ工学入門 ―「動き」と「力」を生み出す驚異のメカニズム―（ブルー
バックス B-1873）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

188 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 RCサーボロボット製作入門 ―PICではじめる!―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

189 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ロボット工学の基礎 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

190 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 アンドロイドを造る  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

191 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ロボットのためのC言語によるマイコン制御の考え方  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

192 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 これで歩く!二足歩行ロボット入門  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

193 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 実践ロボットプログラミング ―LEGO Mindstorms NXTで目指せロボコン!―  ＜※同
時アクセス数1台＞

近代科学社 1

194 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 メカにこだわる!オリジナルロボットD・I・Y  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

195 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 人とロボットの「間」をデザインする  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

196 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 二足歩行ロボット自作入門 ―60日でできる!―  ＜※同時アクセス数1台＞ マイナビ 1

197 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 確率ロボティクス （Mynavi advanced library）  ＜※同時アクセス数1台＞ マイナビ 1

198 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ヒューマノイド工学 ―生物進化から学ぶ2関節筋ロボット機構―  ＜※同時アクセス
数1台＞

東京電機大学出版局 1

199 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 未来型アクチュエータ材料・デバイス  ＜※同時アクセス数1台＞ シーエムシー出版 1

200 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 たのしくできるPICロボット工作  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

201 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 知能ロボット （ハイテク選書）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

202 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 回路シミュレータLTspiceで学ぶ電子回路 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

203 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 スイッチング電源の原理と設計  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1
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204 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 基本からわかるディジタル回路講義ノート  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

205 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 基本からわかる電子回路講義ノート  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

206 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電子回路概論 （First stageシリーズ 電気・電子）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

207 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 メカトロニクス入門 （First Stageシリーズ 機械）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

208 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 メカトロニクス電子回路 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

209 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 はじめてのFPGA設計 ―VHDLによる回路記述からシミュレーションまで―  ＜※同
時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

210 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 基礎から学べる論理回路 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

211 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 回路解析力が身につく電子回路入門  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

212 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 アクティブ・プラズモニクス  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

213 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 VHDLによるFPGA設計&デバッグ  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

214 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 パワーデバイス  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

215 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 半導体・MEMSのための超臨界流体  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

216 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 イメージセンサの本質と基礎  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

217 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 はじめてのメカトロニクス 新装版 ―電子回路・センサ・アクチュエータのきほん―
＜※同時アクセス数1台＞

森北出版 1

218 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 らくらく図解LED発光ダイオードのしくみ  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

219 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電子回路と組込みプログラミング ―モータ制御で学ぶ―  ＜※同時アクセス数1台
＞

マイナビ 1

220 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ディジタル回路の基礎  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

221 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 図解・つくる電子回路 ―正しい工具の使い方、うまく作るコツ―（ブルーバックス B-
1553）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

222 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ディジタル回路の計算法 （電気計算法シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

223 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 最新メカトロニクス入門 （基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

224 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 最新電子回路入門 （基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

225 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ゼロから学ぶディジタル論理回路 （ゼロから学ぶシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台
＞

講談社 1

226 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ゼロから学ぶ電子回路  ＜※同時アクセス数1台＞ 講談社 1

227 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 たのしくできるセンサ回路と制御実験  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

228 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 メカトロニクス概論 1 : 入門編 （基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

229 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 メカトロニクス概論 2 : 応用編 （基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

230 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ディジタル回路 （大学講義シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

231 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 図解電子回路の基礎 ―ポイントスタディ― 第3版  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

232 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 図解・わかる電子回路 ―基礎からDOS/V活用まで―（ブルーバックス B-1084）  ＜
※同時アクセス数1台＞

講談社 1
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233 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電子回路通論 下（理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

234 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電子回路通論 上（理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

235 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電子デバイス工学 （大学講義シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

236 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ディジタル回路の考え方・読み方 ―図解シーケンス― 第2版  ＜※同時アクセス数
1台＞

東京電機大学出版局 1

237 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 基礎電子回路 （大学講義シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

238 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電子工学概論 1 （大学講義シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

239 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミング道への招待 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 丸善出版 1

240 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C言語で学ぶコンピュータ科学とプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

241 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズムの基礎とデータ構造 ―数理とCプログラム―  ＜※同時アクセス数1台
＞

近代科学社 1

242 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

グラフ・ネットワークアルゴリズムの基礎 （数理とCプログラム）  ＜※同時アクセス数1
台＞

近代科学社 1

243 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンテンツ産業とイノベーション ―テレビ・アニメ・ゲーム産業の集積―  ＜※同時ア
クセス数1台＞

勁草書房 1

244 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

楽しく学べるBASICプログラミング ―i99-BASICによる計測・制御システム開発入門
― （※）  ＜※同時アクセス数1台＞

朝倉書店 1

245 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

楽しく学べるC言語  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

246 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

夢みるプログラム ―人工無脳・チャットボットで考察する会話と心のアルゴリズム―
＜※同時アクセス数1台＞

ラトルズ 1

247 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズムとデータ構造 第2版（情報工学レクチャーシリーズ）  ＜※同時アクセス
数1台＞

森北出版 1

248 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングElixir  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

249 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

達人プログラマー 新装版 ―職人から名匠への道―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

250 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Deep Learning Javaプログラミング ―深層学習の理論と実装―（Impress top gear）
＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

251 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Rubyで数独 ―AIプログラミング入門―  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

252 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Python機械学習プログラミング ―達人データサイエンティストによる理論と実践―
（impress top gear）  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

253 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータと数学 （現代基礎数学 2） （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

254 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Kinect v2プログラミング実践 ―医療やビジネスで注目されるKinect v2多機能セン
サーの可能性を広げる実践プログラムを学ぼう!―（Think IT Books）  ＜※同時アク
セス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

255 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Scala関数型デザイン&プログラミング ―Scalazコントリビューターによる関数型徹底
ガイド―（Impress top gear）  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

256 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ユニバーサルWindowsアプリ開発 （Think IT Books）  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

257 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータサイエンス ―計算を通して世界を観る―（サイエンス・パレット 028）  ＜
※同時アクセス数1台＞

丸善出版 1

258 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

対話システム （自然言語処理シリーズ 7）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

259 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

今すぐ使えるかんたんPhotoshop Elements 14 （Imasugu Tsukaeru Kantan Series）
＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

260 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Javaによる3DCG入門 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

261 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

量子コンピューター （今度こそわかるシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 講談社 1
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262 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C#エンジニア養成読本 ―はじめて学ぶC#から最新C#6.0まで情報満載!―
（Software design plusシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

263 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

最新iOSプログラミング徹底解説  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

264 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C言語プログラミングなるほど実験室 ―コンピュータのしくみがよくわかる!―  ＜※
同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

265 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C言語によるPICプログラミング入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

266 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータ科学とプログラミング入門 ―コンピュータとアルゴリズムの基礎―  ＜※
同時アクセス数1台＞

近代科学社 1

267 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

CGリテラシーPhotoshop & Illustrator CC+CS6 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

268 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Pythonで始めるプログラミング入門 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

269 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

よくわかるMicrosoft Excel 2013マクロ/VBA （FOM出版のみどりの本）  ＜※同時ア
クセス数1台＞

富士通エフ・オ－・エム 1

270 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

すごいErlangゆかいに学ぼう!  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

271 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

リファクタリング 新装版 ―既存のコードを安全に改善する―  ＜※同時アクセス数1
台＞

オーム社 1

272 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Rubyのしくみ  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

273 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズム理論入門 新版 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

274 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C言語による画像処理プログラミング入門 : サンプルプログラムから学ぶ ―サンプル
プログラムから学ぶ―新版 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞

朝倉書店 1

275 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

入門C言語 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

276 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Xcode5ではじめるObjective‐Cプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ ラトルズ 1

277 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

XcodeではじめるSwiftプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ ラトルズ 1

278 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Objective‐C超入門 ―ゼロからしっかり学べるiPhoneプログラミング―改訂第3版  ＜
※同時アクセス数1台＞

ラトルズ 1

279 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Kinect v2プログラミング入門 ―Visual Basicで構築するセンサーアプリ集 : Unity連
携でモーションキャプチャも実現できる!―v1.0.0版（Think IT Books）  ＜※同時アク
セス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

280 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

スッキリわかるJava入門 実践編 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

281 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

スッキリわかるJava入門 [入門編] 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

282 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

APIデザインの極意 ―Java/NetBeansアーキテクト探究ノート―  ＜※同時アクセス
数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

283 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

TypeScriptリファレンス  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

284 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

画像処理 （未来へつなぐデジタルシリーズ = Connection to the future with digital
series 28）  ＜※同時アクセス数1台＞

共立出版 1

285 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Linuxによる並行プログラミング入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

286 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

チューリングの計算理論入門 ―チューリング・マシンからコンピュータへ―（ブルー
バックス B-1851）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

287 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミング20言語習得法 ―初心者のための実践独習ガイド―（ブルーバックス
B-1881）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

288 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

入門者のJavaScript ―作りながら学ぶwebプログラミング―（ブルーバックス B-
1850）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

289 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Javaプログラマーなら習得しておきたいJava SE 8実践プログラミング ―新機能を一
挙に解説!―（Impress top gear）  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

290 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

JavaとUMLで学ぶオブジェクト指向プログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1
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291 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Python ―言語によるプログラミングイントロダクション―（世界標準MIT教科書）  ＜
※同時アクセス数1台＞

近代科学社 1

292 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

1ランク上のPICマイコンプログラミング ―シミュレータとデバッガの活用法―  ＜※同
時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

293 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

よくわかる初心者のためのパソコン入門 ―Windows 8対応―（FOM出版のみどりの
本）  ＜※同時アクセス数1台＞

富士通エフ・オ－・エム 1

294 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ディジタル作法 ―カーニハン先生の「情報」教室―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

295 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

型システム入門 ―プログラミング言語と型の理論―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

296 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングClojure  第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

297 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

マイコンプログラミング実習 ―PIC16トレーナによる―  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

298 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

できるクリエイターGIMP 2.8独習ナビ （できるクリエイターシリーズ）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

299 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Adobe JavaScriptリファレンス （New thinking and new ways）  ＜※同時アクセス数1
台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

300 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

GPUプログラミング入門 ―CUDA5による実装―  ＜※同時アクセス数1台＞ 講談社 1

301 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

実践コンピューターリテラシー入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

302 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

はじめてのOSコードリーディング ―UNIX V6で学ぶカーネルのしくみ―（Software
design plusシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

303 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Androidエンジニア養成読本 Vol.2 ―現場で役立つノウハウと仕事にしたい人のた
めの必須知識満載!―（Software design plusシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

304 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Androidプログラミングマスターブック  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

305 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

関数プログラミング入門 ―Haskellで学ぶ原理と技法―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

306 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ARプログラミング ―Processingでつくる拡張現実感のレシピ―  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

307 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Javaで学ぶデータ構造とアルゴリズム  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

308 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

スーパーコンピュータ （岩波講座計算科学 別巻）  ＜※同時アクセス数1台＞ 岩波書店 1

309 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

バイオメトリクス教科書 ―原理からプログラミングまで―  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

310 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Apache POI入門 ―Java+Apache POI APIでExcelドキュメントを操作する―  ＜※同
時アクセス数1台＞

ラトルズ 1

311 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

速習C言語入門 ―脳に定着する新メソッドで必ず身につく―第2版  ＜※同時アク
セス数1台＞

マイナビ 1

312 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングコンテストチャレンジブック ―問題解決のアルゴリズム活用力とコー
ディングテクニックを鍛える―第2版  ＜※同時アクセス数1台＞

マイナビ 1

313 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アプリビジネスで転ばないためのスマートフォンプライバシーの基礎知識 （New
thinking and new ways）  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

314 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

初級Java ―やさしいJava = Java for beginners―  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

315 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズムを、はじめよう  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

316 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータリテラシー （ファーストステップ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

317 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

学生のための基礎Java  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

318 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

7つの言語7つの世界 ―Ruby，Io，Prolog，Scala，Erlang, Clojure and Haskell―  ＜
※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

319 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズムと表計算 ―基本情報技術者試験―  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1



12

No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社 数量

新規購入図書一覧 資料　24

320 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

高性能コンピュータ技術の基礎  ＜※同時アクセス数1台＞ マイナビ 1

321 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

電脳の教室 ―コンピュータリテラシー― 新版  ＜※同時アクセス数1台＞ 武蔵野美術大学出版局 1

322 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

絶対現場主義C#入門 ―食えるプログラマーになるために―  ＜※同時アクセス数1
台＞

ラトルズ 1

323 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

図解コンピュータアーキテクチャ入門 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

324 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングClojure  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

325 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングRuby1.9 言語編  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

326 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングRuby1.9 ライブラリ編  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

327 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ソフトウェア・通信ネットワーク  改訂3版（図解コンピュータ概論）  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

328 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ハードウェア  改訂3版（図解コンピュータ概論）  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

329 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータ設計の基礎  ＜※同時アクセス数1台＞ マイナビ 1

330 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラマー"まだまだ"現役続行 （技評SE選書 019）  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

331 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

かんたんC# （プログラミングの教科書）  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

332 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

かんたんC言語 （プログラミングの教科書）  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

333 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

かんたんJava （プログラミングの教科書）  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

334 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Pythonスタートブック ―いちばんやさしいパイソンの本―  ＜※同時アクセス数1台
＞

技術評論社 1

335 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

情報リテラシー  ＜※同時アクセス数1台＞ 富士通エフ・オ－・エム 1

336 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

情報リテラシー （入門編）  ＜※同時アクセス数1台＞ 富士通エフ・オ－・エム 1

337 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

情報リテラシー （総合編）  ＜※同時アクセス数1台＞ 富士通エフ・オ－・エム 1

338 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングHaskell  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

339 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アセンブリ言語スタートブック ―CASL II &COMET II で学ぶ―  ＜※同時アクセス
数1台＞

技術評論社 1

340 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

効果的プログラム開発技法 第5版  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

341 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラマのための論理パズル ―難題を突破する論理思考トレーニング―  ＜※同
時アクセス数1台＞

オーム社 1

342 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ネットメディアと「コミュニティ」形成  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

343 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

情報セキュリティ教科書  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

344 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングErlang  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

345 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Cによる探索プログラミング ―基礎から遺伝的アルゴリズムまで―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

オーム社 1

346 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングR ―基礎からグラフィックスまで―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

347 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Rubyで作る奇妙なプログラミング言語 ―ヘンな言語のつくりかた―  ＜※同時アク
セス数1台＞

マイナビ 1

348 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

基礎から学ぶコンピュータアーキテクチャ  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1
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349 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

学生のための詳解C  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

350 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Squeakプログラミング ―簡単に作れるビジュアル教材―  ＜※同時アクセス数1台
＞

東京電機大学出版局 1

351 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

On Lisp ―advanced techniques for common Lisp―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

352 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミング入門Java  改訂版（情報処理技術者テキスト）  ＜※同時アクセス数1
台＞

実教出版 1

353 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コード・クラフト ―エクセレントなコードを書くための実践的技法―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

マイナビ 1

354 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

使える!MATLAB/Simulinkプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 講談社 1

355 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ビジュアルコンピューティング ―3次元CGによる画像生成―  ＜※同時アクセス数1
台＞

東京電機大学出版局 1

356 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

テキストマイニングを使う技術 ―基礎技術と適用事例から導く本質と活用法―  ＜
※同時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

357 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズム入門擬似言語 （情報処理技術者テキスト）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

358 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

CGリテラシーPhotoshop & Illustrator CS2 for Windows  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

359 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ハードウェアを知り、ソフトウェアを書く （Write Great Code Vol.1）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

マイナビ 1

360 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

低いレベルで考え、高いレベルで書く （Write Great Code Vol.2）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

マイナビ 1

361 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Write portable code ―複数プラットフォームに移植可能なソフトウェアの開発技法―
＜※同時アクセス数1台＞

マイナビ 1

362 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータの名著・古典100冊 ―若きエンジニア「必読」のブックガイド―改訂新版
＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

363 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

あるごりずむ  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

364 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Javaで学ぶ数値解析  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

365 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

システム設計 ―基幹業務システム開発のためのウォータフォールモデル技法― 第
２版  ＜※同時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

366 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C言語によるH8マイコン制御  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

367 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

学生のための基礎C  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

368 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Excelで学ぶ遺伝的アルゴリズム  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

369 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

最新プログラミング技術入門「C言語」 （基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

370 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

入門ANSI-C  3訂版（基礎編）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

371 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

量子コンピュータ ―超並列計算のからくり―（ブルーバックス B-1469）  ＜※同時ア
クセス数1台＞

講談社 1

372 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

はじめてのプログラミング C言語編  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

373 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

はじめてのプログラミング Java編  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

374 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

CGリテラシーPhotoshop & Illustrator ―Photoshop 7.0・Illustrator 10 for Windows
―  ＜※同時アクセス数1台＞

実教出版 1

375 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータグラフィックスの基礎  第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

376 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

学生のための入門Java ―JBuilderではじめるプログラミング―  ＜※同時アクセス数
1台＞

東京電機大学出版局 1

377 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

情報の数理 （シリーズ数学の世界 2）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1
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378 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

たのしくできる並列処理コンピュータ  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

379 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

はじめて学ぶC言語入門  改訂版  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

380 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

オブジェクト指向のためのJava入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

381 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

10 lessons はじめて学ぶJavaプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

382 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

量子コンピュータ入門 （情報科学）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

383 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Mathematicaによるプレゼンテーション ―創作グラフィックス―  ＜※同時アクセス数
1台＞

東京電機大学出版局 1

384 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

遺伝的プログラミング （情報科学）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

385 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータ言語と処理 （新・数学とコンピュータシリーズ 1）  ＜※同時アクセス数1
台＞

東京電機大学出版局 1

386 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C言語 ―むりなくマスターできる体系的な学習システム : ANSI規格準拠―（情報処
理教育標準テキストシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞

実教出版 1

387 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Pascalビギナーズテキスト ―Turbo+Sun Pascal―  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

388 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

やさしいCOBOL入門 ―操作の基本とプログラム技法―  ＜※同時アクセス数1台
＞

東京電機大学出版局 1

389 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

The Pascal ―textbook―  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

390 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ビギナーズFORTRANプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

391 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズム入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

392 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

図解Z80マシン語制御のすべて ―ハードからソフトまで―  ＜※同時アクセス数1台
＞

東京電機大学出版局 1

393 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

FORTRANの学び方  改訂版（コンピュータ学習シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台
＞

東京電機大学出版局 1

394 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

実例によるマイコンのプログラミング ―N-BASIC―  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

395 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラム例によるCOBOLの入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

396 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ALGOLの学び方 （コンピュータ学習シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

397 著作、編集 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

著作物を楽しむ自由のために ―最高裁著作権判例を超えて―  ＜※同時アクセス
数1台＞

勁草書房 1

398 著作、編集 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

著作権法入門 第2版 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 有斐閣 1

399 著作、編集 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。 ―必読!―  ＜※同
時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

400 著作、編集 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

著作権法 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 有斐閣 1

401 著作、編集 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

著作権法概論 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 勁草書房 1

402 著作、編集 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ソフトウェアの法的保護 新版  ＜※同時アクセス数1台＞ 有斐閣 1

403 数学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

万能コンピュータ ―ライプニッツからチューリングへの道すじ―  ＜※同時アクセス
数1台＞

近代科学社 1

404 数学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

BASICによる高校数学 （新・数学とコンピュータシリーズ 3）  ＜※同時アクセス数1台
＞

東京電機大学出版局 1

405 代数学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

行列と線形計算 （新・数学とコンピュータシリーズ 4）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

406 幾何学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

有限要素法で学ぶ現象と数理 ―FreeFem++数理思考プログラミング―（シリーズ応
用数理 第4巻）  ＜※同時アクセス数1台＞

共立出版 1



15

No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社 数量

新規購入図書一覧 資料　24

407 確率論、数理
統計学

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

製品開発のための実験計画法 ―JMPによる応答曲面法・コンピュータ実験―  ＜※
同時アクセス数1台＞

近代科学社 1

408 確率論、数理
統計学

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

できるやさしく学ぶExcel統計入門 ―難しいことはパソコンにまかせて仕事で役立つ
データ分析ができる本―  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

409 確率論、数理
統計学

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

はじめてのS-PLUS/R言語プログラミング ―例題で学ぶS-PLUS/R言語の基本―
＜※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

410 確率論、数理
統計学

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

確率統計 （新・数学とコンピュータシリーズ 6）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

411 計算法 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C#で学ぶ偏微分方程式の数値解法 ―CAEプログラミング入門―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

412 計算法 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータによるグラフィックス （新・数学とコンピュータシリーズ 9）  ＜※同時アク
セス数1台＞

東京電機大学出版局 1

413 計算法 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

数値計算 （新・数学とコンピュータシリーズ 5）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

414 理論物理学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

計算物理学 ―コンピューターで解く凝縮系の物理―（フロー式物理演習シリーズ
21）  ＜※同時アクセス数1台＞

共立出版 1

415 生物科学、一
般生物学

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

バイオテクノロジーのためのコンピュータ入門 （バイオテクノロジー教科書シリーズ
11）  ＜※同時アクセス数1台＞

コロナ社 1

416 工業基礎学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Fortran90/95による有限要素法プログラミング ―非線形シェル要素プログラム付―
＜※同時アクセス数1台＞

丸善出版 1

417 工業基礎学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

図解マイコンはじめてのパソコン計測・制御 ―BASIC・アセンブラ・マシン語―  ＜※
同時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

418 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

いちばんやさしいPHPの教本 ―人気講師が教える実践Webプログラミング―第2版
＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

419 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

デジタルコンテンツアセッサ入門 ―DCA資格2級・3級テキスト―  ＜※同時アクセス
数1台＞

近代科学社 1

420 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ちゃんと使える力を身につけるWebとプログラミングのきほんのきほん  ＜※同時アク
セス数1台＞

マイナビ 1

421 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

いちばんやさしいPHPの教本 ―人気講師が教える実践Webプログラミング―  ＜※
同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

422 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータネットワークセキュリティ  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

423 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

AngularJSアプリケーションプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

424 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Webプログラミング ―基礎からのステップアップ― （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

425 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータネットワーク = Computer network （情報工学テキストシリーズ 第4巻）
＜※同時アクセス数1台＞

共立出版 1

426 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

実践Ruby on Rails 4 ―現場のプロから学ぶ本格Webプログラミング―  ＜※同時ア
クセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

427 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータネットワーク概論 （未来へつなぐデジタルシリーズ = Connection to the
future with digital series 27）  ＜※同時アクセス数1台＞

共立出版 1

428 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Ruby on Rails 4 アプリケーションプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

429 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

CGリテラシーFlash CS5/ActionScript3.0  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

430 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

3次元画像処理入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

431 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

3D立体映像がやってくる ―テレビ・映画の3D普及はこうなる!―  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

432 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

3D立体映像表現の基礎 ―基本原理から制作技術まで―  ＜※同時アクセス数1台
＞

オーム社 1

433 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ARMAシステムとディジタル信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 6）  ＜※同
時アクセス数1台＞

コロナ社 1

434 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

カルマンフィルタと適応信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 5）  ＜※同時ア
クセス数1台＞

コロナ社 1

435 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

画像処理工学  第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1
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436 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ディジタルフィルタと信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 2）  ＜※同時アク
セス数1台＞

コロナ社 1

437 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

高速アルゴリズムと並列信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 4）  ＜※同時
アクセス数1台＞

コロナ社 1

438 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

情報通信とディジタル信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 8）  ＜※同時アク
セス数1台＞

コロナ社 1

439 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

モバイルコンピュータのデータ通信  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

440 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ネットワーカーのためのIPv6とWWW  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

441 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

マルチメディアとディジタル信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 10）  ＜※同
時アクセス数1台＞

コロナ社 1

442 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ネットワークエンジニアのためのTCP/IP入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

443 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

たのしくできるRaspberry Piとブレッドボードで電子工作  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

444 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータアーキテクチャ （情報工学レクチャーシリーズ）  ＜※同時アクセス数1
台＞

森北出版 1

445 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータアーキテクチャ 第2版 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

446 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

名刺サイズの魔法のパソコンRaspberry Piで遊ぼう! 改訂第4版  ＜※同時アクセス
数1台＞

ラトルズ 1

447 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

自作エミュレータで学ぶx86アーキテクチャ ―コンピュータが動く仕組みを徹底理
解!―  ＜※同時アクセス数1台＞

マイナビ 1

448 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータ工学入門 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

449 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

計算機システム基礎 （シリーズ知能機械工学 7）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

450 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

実例で学ぶRaspberry Pi電子工作 ―作りながら応用力を身につける―（ブルーバッ
クス B-1950）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

451 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

新編マイクロコンピュータ技術入門 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

452 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ボクのBeagleBone Black工作ノート  ＜※同時アクセス数1台＞ ラトルズ 1

453 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Raspberry Piユーザーガイド 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

454 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータ設計概論 ―CMOSから組込みCPUまで― （※）  ＜※同時アクセス数1
台＞

コロナ社 1

455 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Raspberry Piで学ぶ電子工作 ―超小型コンピュータで電子回路を制御する―（ブ
ルーバックス B-1891）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

456 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータ理論の起源 （第1巻）  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

457 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

BeagleBone Black(ビーグルボーンブラック)で遊ぼう! ―Raspberry Piより高機能で高
性能―  ＜※同時アクセス数1台＞

ラトルズ 1

458 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

モジュール化で理解する電子工作の基本ワザ  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

459 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

+Gainer ―physical computing with gainer―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

460 電気通信事業 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

JavaからはじめようAndroidプログラミング ―Android Studio対応版―  ＜※同時アク
セス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

461 電気通信事業 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Android Pattern Cookbook ―マーケットで埋もれないための差別化戦略―  ＜※同
時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

462 電気通信事業 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

初歩からわかるAndroid最新プログラミング 増補改訂版  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

463 電気通信事業 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

かんたんAndroidアプリ作成入門 （プログラミングの教科書）  ＜※同時アクセス数1
台＞

技術評論社 1

464 素描、描画 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

なぞってカンタン!パースグリッドスケッチ練習ノート  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1
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465 映画 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ファンタジーのイデオロギー ―現代日本アニメ研究―（未発選書 第20巻）  ＜※同
時アクセス数1台＞

ひつじ書房 1

466 映画 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンテンツクリエーション （メディア学大系 3） （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

467 室内娯楽 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

サバイバルモードマインクラフト攻略指南スーパーガイド （Impress mook）  ＜※同
時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

468 室内娯楽 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

できるマインクラフト建築パーフェクトブック困った!&便利ワザ大全 ―パソコン
/iPhone/Android/PS4/PS3/PS Vista/Xbox One/Xbox 360/Wii U対応―  ＜※同
時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

469 室内娯楽 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Unityによる2Dゲーム開発入門 ―プログラミング初心者がゲームを公開する最短
コース―  ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

470 材料力学 電子書籍/内国書 情報工学科 材料力学 ―機械技術者のために―（理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

471 情報 電子書籍/内国書 情報工学科 ICTビジネス （メディア学大系 8） （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

472 情報 電子書籍/内国書 情報工学科 IoT時代のビッグデータビジネス革命 ―新スマートシティ創造のための実践的活用
術―  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

473 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 意思決定と経済の心理学 （朝倉実践心理学講座 1）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

474 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 マーケティングと広告の心理学 （朝倉実践心理学講座 2）  ＜※同時アクセス数1台
＞

朝倉書店 1

475 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 デザインと色彩の心理学 （朝倉実践心理学講座 3）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

476 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 発想と企画の心理学 （朝倉実践心理学講座 4）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

477 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 わかりやすさとコミュニケーションの心理学 （朝倉実践心理学講座 5）  ＜※同時ア
クセス数1台＞

朝倉書店 1

478 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 コンピテンシーとチーム・マネジメントの心理学 （朝倉実践心理学講座 6）  ＜※同
時アクセス数1台＞

朝倉書店 1

479 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 感情マネジメントと癒しの心理学 （朝倉実践心理学講座 7）  ＜※同時アクセス数1
台＞

朝倉書店 1

480 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 対人関係と恋愛・友情の心理学 （朝倉実践心理学講座 8）  ＜※同時アクセス数1
台＞

朝倉書店 1

481 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 運動と健康の心理学 （朝倉実践心理学講座 9）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

482 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 感動と商品開発の心理学 （朝倉実践心理学講座 10）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

483 数学 電子書籍/内国書 学科共通 離散数学への入門 ―わかりやすい離散数学―  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

484 数学 電子書籍/内国書 学科共通 解析入門 1 （基礎数学 2）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

485 数学 電子書籍/内国書 学科共通 解析入門 2 （基礎数学 3）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

486 数学 電子書籍/内国書 学科共通 線型代数演習 （基礎数学 4）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

487 数学 電子書籍/内国書 学科共通 多様体の基礎 （基礎数学 5）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

488 数学 電子書籍/内国書 学科共通 微分方程式入門 （基礎数学 6）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

489 数学 電子書籍/内国書 学科共通 解析演習 （基礎数学 7）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

490 数学 電子書籍/内国書 学科共通 偏微分方程式入門 （基礎数学 12）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

491 数学 電子書籍/内国書 学科共通 数学の基礎 ―集合・数・位相―（基礎数学 14）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

492 数学 電子書籍/内国書 学科共通 線型代数入門 （基礎数学 1）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

493 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造の理論と方法 （創造性研究 1）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1
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494 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造の諸型 （創造性研究 2）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

495 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造と企業 （創造性研究 3）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

496 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造と教育 （創造性研究 4）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

497 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 日本の科学者と創造性 （創造性研究 5）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

498 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造性研究と測定 （創造性研究 6）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

499 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造的な問題解決 （創造性研究 7）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

500 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造的なイメージ （創造性研究 8）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

501 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 「驚き」から「閃き」へ （創造性研究 9）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

502 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 異分野・異文化の交流と創造性 （創造性研究 10）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

503 ビジネス 電子書籍/内国書 学科共通 国際ビジネス入門 （シリーズ国際ビジネス 1）  ＜※同時アクセス数1台＞ 中央経済社 1

504 ビジネス 電子書籍/内国書 学科共通 国際ビジネス理論 （シリーズ国際ビジネス 2）  ＜※同時アクセス数1台＞ 中央経済社 1

505 ビジネス 電子書籍/内国書 学科共通 グローバル企業の市場創造 （シリーズ国際ビジネス 3）  ＜※同時アクセス数1台＞ 中央経済社 1

506 ビジネス 電子書籍/内国書 学科共通 国際ビジネス研究の新潮流 （シリーズ国際ビジネス 5）  ＜※同時アクセス数1台＞ 中央経済社 1

507 ビジネス 電子書籍/内国書 学科共通 実践力を鍛える戦略ノート マーケティング編  ＜※同時アクセス数1台＞ 東洋経済新報社 1

508 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 1週間でLPICの基礎が学べる本, 第2版 (徹底攻略) 電子版 ＜※同時アクセス数1
台＞

インプレスジャパン 1

509 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 5G教科書: LTE/IoTから5Gまで (インプレス標準教科書シリーズ) 電子版＜※同時
アクセス数1台＞

インプレス 1

510 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Chainerによる実践深層学習(ディープラーニング): 複雑なNNの実装方法 電子版
＜※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

511 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Game Programming Patterns: ソフトウェア開発の問題解決メニュー (impress top
gear) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

インプレス 1

512 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 MATLAB/Simulinkによるモデルベースデザイン入門 電子版 ＜※同時アクセス数1
台＞

オーム社 1

513 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 MATLABではじめるプログラミング教室 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

514 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Pythonで動かして学ぶ!あたらしい深層学習の教科書: 機械学習の基本から深層学
習まで (AI&TECHNOLOGY) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

翔泳社 1

515 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書: 理論を理解して基礎を固める
(AI&TECHNOLOGY) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

翔泳社 1

516 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 カラー図解Raspberry Piではじめる機械学習: 基礎からディープラーニングまで (ブ
ルーバックス, B-2052) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

517 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズム図鑑: 絵で見てわかる26のアルゴリズム 電子版 ＜※同時アクセス数1
台＞

翔泳社 1

518 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 カラー図解最新Raspberry Piで学ぶ電子工作: 作って動かしてしくみがわかる (ブ
ルーバックス, B-1977) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

519 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ゲームクリエイターの仕事: イマドキのゲーム制作現場を大解剖! 電子版 ＜※同時
アクセス数1台＞

翔泳社 1

520 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ゲームプログラマのためのコーディング技術: コーディングパターン オブジェクト指
向 コードメトリクス 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

521 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

データ分析が支えるスマホゲーム開発: ユーザー動向から見えてくるアプリケーショ
ンの姿 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスジャパン 1

522 数学 電子書籍/内国書 学科共通 はじめての離散数学 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1



19

No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社 数量

新規購入図書一覧 資料　24

523 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングコンテスト攻略のためのアルゴリズムとデータ構造: AIZU ONLINE
JUDGE 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

マイナビ出版 1

524 情報 電子書籍/内国書 学科共通 プロの資料作成力: 意思決定者を動かすテクニックとおもてなしの心 電子版 ＜※
同時アクセス数1台＞

東洋経済新報社 1

525 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 マスタリングTCP/IP: 入門編, 第5版 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

526 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ロボットと解析力学 (ロボティクスシリーズ, 10) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

527 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 逆引きPython標準ライブラリ: 目的別の基本レシピ180+! (impress top gear) 電子版
＜※同時アクセス数1台＞

インプレス 1

528 数学 電子書籍/内国書 学科共通 経済学のための実験統計学 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ 勁草書房 1

529 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 現場で使える!TensorFlow開発入門: Kerasによる深層学習モデル構築手法
(AI&TECHNOLOGY) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

翔泳社 1

530 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 リファクタリング: 既存のコードを安全に改善する, 新装版 電子版 ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

531 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

達人プログラマー: 職人から名匠への道 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

532 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 深層学習 (機械学習プロフェッショナルシリーズ) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ 講談社 1

533 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ディープラーニングG検定公式テキスト: JDLA資格試験学習書 (深層学習教科書)
＜※同時アクセス数1台＞

翔泳社 1

534 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 制御工学の基礎 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

535 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 入門ロボット工学 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

536 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 入門者のLinux: 素朴な疑問を解消しながら学ぶ (ブルーバックス, B-1989) 電子版
＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

537 数学 電子書籍/内国書 学科共通 離散数学への入門: わかりやすい離散数学 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

1 情報 視聴覚資料 学科共通 情報学へのとびら'16　[全15巻] 1セット 15

15

1 情報工学 学術雑誌 情報工学科 人工知能　隔月　(冊子) オーム社 1

2 情報工学 学術雑誌 情報工学科 情報の科学と技術　月刊　(冊子)/本誌のみ 一般社団法人　情報科
学技術協会

1

3 情報工学 学術雑誌 情報工学科 情報通信学会誌　季刊　(冊子)/本誌のみ 情報通信学会 1

4 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日経サイエンス 日経ＢＰ 1

5 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

ソフトウェアデザイン　月刊　(冊子) 技術評論社 1

6 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

日経エレクトロニクス(冊子）/本誌のみ 日経ＢＰ 1

7 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータソフトウェア　季刊　(冊子) 岩波書店 1

8 情報工学 学術雑誌 情報工学科 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌） 電気学会 1

9 情報工学 学術雑誌 情報工学科 計測と制御 計測自動制御学会 1

10 情報工学 学術雑誌 情報工学科 計測自動制御学会論文集 計測自動制御学会 1

視聴覚資料 集計

電子書籍/内国書 集計

537情報工学科　260
デジタルエンタテインメント学科　238

学科共通 　 39
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No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社 数量

新規購入図書一覧 資料　24

11 情報工学 学術雑誌 情報工学科 精密工学会誌 = Journal of the Japan Society of Precision Engineering 精密工学会 1

12 情報工学 学術雑誌 情報工学科 知能と情報 : 日本知能情報ファジィ学会誌 : journal of Japan Society for Fuzzy
Theory and Intelligent Informatics.

日本知能情報ファジィ学
会.

1

13 情報工学 学術雑誌 情報工学科 電気学会誌 電気学会 1

14 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日本ロボット学会誌 日本ロボット学会 1

15 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日本機械学会誌 = Journal of the Society of Mechanical Engineers60,000 日本機械学会 1

16 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日本物理学会誌 日本物理学会 1

17 情報工学 学術雑誌 情報工学科 Web+DB Press 技術評論社 1

18 情報工学 学術雑誌 情報工学科 トランジスタ技術 ＣＱ出版 1

19 情報工学 学術雑誌 情報工学科 テレコミュニケーション リックテレコム 1

20 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

映像情報メディア学会誌 映像情報メディア学会 1

21 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

画像電子学会誌  画像電子学会 1

22 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

照明学会誌  照明学会 1

23 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

日本シミュレーション学会論文誌 日本シミュレーション学
会

1

24 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

日本音響学会誌 日本音響学会 1

25 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

月刊アミューズメント産業 アミューズメント産業出版 1

26 ビジネス 学術雑誌 学科共通 オペレーションズ・リサーチ 公益社団法人 日本オペ
レーションズ・リサーチ学
会

1

27 ビジネス 学術雑誌 学科共通 ヒューマンインタフェース学会論文誌 = Transactions of Human Interface Society. ヒューマンインタフェース
学会.

1

28 ビジネス 学術雑誌 学科共通 Harvard Business Review ダイヤモンド 1

29 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 IEEE Communications Magazine IEEE 1

30 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 IEEE Software IEEE 1

31 情報工学 冊子＆電子書籍/学
術雑誌/海外書

情報工学科 IEEE Spactrum IEEE 1

32 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 IEEE transactions on robotics : a publication of the IEEE Robotics and Automation
Society

IEEE 1

33 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Internet of Things Journal IEEE 1

34 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Multimedia Magazine IEEE 1

35 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Network Magazine IEEE 1

36 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Inteligent Systems Magazine IEEE 1

37 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Internet Computing Magazine IEEE 1

38 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Proceedings of the IEEE IEEE 1

39 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Academy of Management Review ACADEMY OF
MANAGEMENT

1

40 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Transactions of the ASME Journal of mechanical design ASME 1

41 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Artificial Intelligence Elsevier 1

42 教育工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

学科共通 CITE Association for the
Advancement of
Computing in Education

1
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No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社 数量

新規購入図書一覧 資料　24

43 教育工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

学科共通 International Journal on E-Learning (IJEL) Association for the
Advancement of
Computing in Education

1

1 データベース データベース 学科共通 JdreamⅢ
※　1大学 IPアドレス 同時アクセス数2台

ジーサーチ 1

2 データベース データベース 学科共通 Academic OneFile
※　該当大学におけるIPアドレスにおいてフリーアクセス

Gale 1

3 データベース データベース 学科共通 情報学広場
※　アクセス方法（学認）

情報処理学会 1

3

598

学術雑誌 集計 43

内国28誌/海外15誌
情報工学科　内国16誌/海外13誌

デジタルエンタテインメント学科　内国 9誌/海外 0誌
学科共通　内国 3誌/海外 2誌

データベース 集計

総計
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新購入予定の学術雑誌（国内28誌）

No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社
1 情報工学 学術雑誌 情報工学科 人工知能　隔月　(冊子) オーム社

2 情報工学 学術雑誌 情報工学科 情報の科学と技術　月刊　(冊子)/本誌のみ 一般社団法人　情報科学
技術協会

3 情報工学 学術雑誌 情報工学科 情報通信学会誌　季刊　(冊子)/本誌のみ 情報通信学会

4 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日経サイエンス 日経ＢＰ

5 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

ソフトウェアデザイン　月刊　(冊子) 技術評論社

6 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

日経エレクトロニクス(冊子）/本誌のみ 日経ＢＰ

7 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

コンピュータソフトウェア　季刊　(冊子) 岩波書店

8 情報工学 学術雑誌 情報工学科 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌） 電気学会

9 情報工学 学術雑誌 情報工学科 計測と制御 計測自動制御学会

10 情報工学 学術雑誌 情報工学科 計測自動制御学会論文集 計測自動制御学会

11 情報工学 学術雑誌 情報工学科 精密工学会誌 = Journal of the Japan Society of
Precision Engineering

精密工学会

12 情報工学 学術雑誌 情報工学科 知能と情報 : 日本知能情報ファジィ学会誌 :
journal of Japan Society for Fuzzy Theory and
Intelligent Informatics.

日本知能情報ファジィ学会

13 情報工学 学術雑誌 情報工学科 電気学会誌 電気学会

14 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日本ロボット学会誌 日本ロボット学会

15 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日本機械学会誌 = Journal of the Society of
Mechanical Engineers60,000

日本機械学会

16 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日本物理学会誌 日本物理学会

17 情報工学 学術雑誌 情報工学科 Web+DB Press 技術評論社

18 情報工学 学術雑誌 情報工学科 トランジスタ技術 ＣＱ出版

19 情報工学 学術雑誌 情報工学科 テレコミュニケーション リックテレコム

20 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

映像情報メディア学会誌 映像情報メディア学会

21 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

画像電子学会誌  画像電子学会

22 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

照明学会誌  照明学会

23 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

日本シミュレーション学会論文誌 日本シミュレーション学会

24 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

日本音響学会誌 日本音響学会

25 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

月刊アミューズメント産業 アミューズメント産業出版

26 ビジネス 学術雑誌 学科共通 オペレーションズ・リサーチ 公益社団法人 日本オペ
レーションズ・リサーチ学会

27 ビジネス 学術雑誌 学科共通 ヒューマンインタフェース学会論文誌 =
Transactions of Human Interface Society.

ヒューマンインタフェース学
会.

28 ビジネス 学術雑誌 学科共通 Harvard Business Review ダイヤモンド

学術雑誌の整備状況 資料25－1
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新購入予定の学術雑誌（海外15誌）

No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社
1 情報工学 電子書籍/学術雑

誌/海外書
情報工学科 IEEE Communications Magazine IEEE

2 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 IEEE Software IEEE

3 情報工学 冊子＆電子書籍/
学術雑誌/海外書

情報工学科 IEEE Spactrum IEEE

4 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 IEEE transactions on robotics : a publication of
the IEEE Robotics and Automation Society

IEEE

5 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Internet of Things Journal IEEE

6 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Multimedia Magazine IEEE

7 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Network Magazine IEEE

8 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Inteligent Systems Magazine IEEE

9 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Internet Computing Magazine IEEE

10 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Proceedings of the IEEE IEEE

11 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Academy of Management Review ACADEMY OF
MANAGEMENT

12 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Transactions of the ASME Journal of mechanical
design

ASME

13 教育工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Artificial Intelligence Elsevier

14 教育工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

学科共通 CITE Association for the
Advancement of
Computing in Education

15 教育工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

学科共通 International Journal on E-Learning (IJEL) Association for the
Advancement of
Computing in Education

学術雑誌の整備状況 資料25－2
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系列校（ＨＡＬ東京）の学術雑誌の一部（27誌）

No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社
1 情報工学 学術雑誌 情報工学科 Interface CQ出版

2 情報科学 学術雑誌 情報工学科 情報処理 情報処理学会

3 情報科学 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

SOUND DESIGNER サウンド・デザイナー

4 情報科学 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

CGWORLD ボーンデジタル

5 グラフィック
デザイン

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

イラストノート 誠文堂新光社

6 情報科学 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

ＡＸＩＳ アクシス

7 情報科学 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

プロサウンド 株式会社　ステレオサウン
ド

8 デザイン 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

イラストレーション 玄光社

9 情報科学 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

Net Audio 音元出版

10 情報科学 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

サウンドレコーディングマガジン リットーミュージック

11 情報科学 学術雑誌 学科共通 日経SYSTEMS 日経BP社

12 ビジネス 学術雑誌 学科共通 日経ビジネス 日経BP社

13 ビジネス 学術雑誌 学科共通 日経クロストレンド 日経BP社

14 デザイン 学術雑誌 学科共通 NIKKEI　DESIGN 日経BP社

15 情報科学 学術雑誌 学科共通 日経Linux 日経BP社

16 デザイン 学術雑誌 学科共通 デザインノート 誠文堂新光社

17 デザイン 学術雑誌 学科共通 月刊 アドセレクト リブラ出版

18 デザイン 学術雑誌 学科共通 Web　Designing 毎日コミュニケーションズ

19 デザイン 学術雑誌 学科共通 コマーシャル･フォト 玄光社

20 デザイン 学術雑誌 学科共通 ＭｄＮ エムディーエヌコーポレー
ション

21 デザイン 学術雑誌 学科共通 アイデア 誠文堂新光社

22 情報科学 学術雑誌 学科共通 日経NET WORK 日経BP社

23 デザイン 学術雑誌 学科共通 日経Automotive 日経BP社

24 ビジネス 学術雑誌 学科共通 日経ビジネスassocie 日経BP社

25 グラフィック
デザイン

学術雑誌 学科共通 Auto & design Torino

26 情報科学 学術雑誌 学科共通 放送技術 兼六館出版

27 デザイン 学術雑誌 学科共通 モーターファン･イラストレーテッド 三栄書房

系列校（国際ファッション専門職大学）の購入予定の学術雑誌の一部（3誌）

No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社
1 デザイン 学術雑誌 学科共通 デザイン学研究　隔月　(冊子) 日本デザイン学会本部事

務局
2 ビジネス 学術雑誌 学科共通 ビジネスコミュニケーション　月刊　(冊子)/本誌の

み
ビジネスコミュニケーション
社
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（是正事項） 工科学部   情報工学科 
  

１４．＜教授会等の体制が不十分＞ 
教授会規定では定例の教授会は原則学期に１回の開催とあるが、これにより本学

が学則に定める審議事項の審議や、専門職大学に求められる教育課程の編成や不

断の見直しを行い、本学の教育研究の水準を向上させる取組を行うことができる

か、また、部局の担当教員等の意見を十分集約できるか疑義があるため、学校教

育法に照らして上記の妥当性について明確に説明するか、適切に修正すること。

【２学科共通】 

 
（対応） 
 ①本学が学則に定める審議事項の審議、②専門職大学に求められる教育課程の編成や不断

の見直し、③本学の教育研究の水準を向上させる取組、④部局の担当教員等の意見を十分集

約するなどについて、十分な対応を図るために必要な、教授会の開催頻度にかかる再協議に

臨んだ。その結果、「学期に 1 回」では不十分だとの認識に達し、代わって「月に 1 回」の

開催が必要であるとの結論に至った。 
そこで、『教授会規定（案）』を以下のとおり変更する。 

 
 
【変更前】 
（開催） 
第 ３ 条 教授会は、定例会議及び臨時会議とする。 

２． 定例会議は、原則学期に１回開催する。 
３． 臨時会議は、学長が必要と認めるとき、または、教授会員の３分の１以上の要求があ

ったときに開催する。 
 
【変更後】 
（開催） 
第 ３ 条 教授会は、定例会議及び臨時会議とする。 

２． 定例会議は、原則月に１回開催する。 
３． 臨時会議は、学長が必要と認めるとき、または、教授会員の３分の１以上の要求があ

ったときに開催する。 
 
 
 
（新旧対照表）東京国際工科専門職大学 教授会規定（案） 

新 旧 
（開催） 
第 ３ 条 教授会は、定例会議及び臨時会議

とする。 
２． 定例会議は、原則月に１回開催す

る。 
３． 臨時会議は、学長が必要と認める

とき、または、教授会員の３分の

１以上の要求があったときに開催

する。 
 

（開催） 
第 ３ 条 教授会は、定例会議及び臨時会議

とする。 
２． 定例会議は、原則学期に１回開催

する。 
３． 臨時会議は、学長が必要と認める

とき、または、教授会員の３分の

１以上の要求があったときに開催

する。 
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
13. 管理運営 
13.1 教学面における管理運営体制 
13.1.1 教授会等の役割 
本学は、学校教育法第 93条に従い、教育研究

等に関する重要事項を審議するための教授会

を設置する。また、教授会に属する教員で構

成される専門委員会を設置する。 
 
 
13.1.2 運営等 
大学運営においては、学校教育法に従い学長

がリーダーシップを発揮し、所属教職員を統

督する。また、教授会は、定例会議を月 1
回、臨時会議を学長が必要と認めたときまた

は教授会員の 3 分の 1 以上の要求があった場

合に開催し、以下の事項を審議したうえで、

学長に意見を述べる。 
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了 
(2) 学位の授与 
(3) 学生の表彰 
(4) 前三号に掲げるもののほか、教育研究

に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの 
前項各号のほか、学長がつかさどる教育研究

に関する事項について審議し、学長の求めに

応じ、意見を述べる。 

13. 管理運営 
13.1 教学面における管理運営体制 
13.1.1 教授会等の役割 
本学は、学校教育法第 93条に従い、教育研究

等に関する重要事項を審議するための教授会

を設置する。また、教授会に属する教員で構

成される専門委員会を設置する。 
 
 
13.1.2 運営等 
大学運営においては、学校教育法に従い学長

がリーダーシップを発揮し、所属教職員を統

督する。また、教授会は、定例会議を学期 1
回、臨時会議を学長が必要と認めたときまた

は教授会員の 3 分の 1 以上の要求があった場

合に開催し、以下の事項を審議したうえで、

学長に意見を述べる。 
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了 
(2) 学位の授与 
(3) 学生の表彰 
(4) 前三号に掲げるもののほか、教育研究

に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの 
前項各号のほか、学長がつかさどる教育研究

に関する事項について審議し、学長の求めに

応じ、意見を述べる。 
 

 
 
 



審査意見への対応を記載した書類（3 月） 
 

（目次）  東京国際工科専門職大学 工科学部 デジタルエンタテインメント学科 
 
 
【大学等の設置の趣旨・必要性】 
1. ＜養成する人材像等が不明＞ 

養成する人材像等において、「デザイン学」や「デザインを考案する能力」を掲げているが、

「デザイン学」の定義が明らかでなく、主となる専攻分野が何であるのか不明であるため、

養成する人材像等が不明確で、３つのポリシーや教育課程、教員組織等の設置計画の妥当性

が判断できない。情報工学やデジタルエンタテインメントの専攻分野とデザイン学との関係

性を明確に説明し、養成する人材像等を明らかにすること。また、当該人材を養成するため

に、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることができ

る設置計画であるか不明確である。このため、本審査意見で指摘した養成する人材像の明確

化に適切に対応した上で、設置の趣旨・必要性、教育課程等との整合性に留意しつつ、設置

計画全体を抜本的に見直すこと。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス１ 
 

2. ＜ディプロマ・ポリシーと教育課程等との対応が不適切＞ 
各学科のディプロマ・ポリシーにおいて、「技術情報を英文で収集・理解・活用できる」を掲

げているが、英語でのコミュニケーションに関する授業科目のみしか配置されておらず、当

該力を育成する教育課程が編制されているか不明であるため、ディプロマ・ポリシーと教育

課程が整合しているか改めて説明するか適切に改めること。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス２ 
 

3. ＜ディプロマ・ポリシーが不適切＞ 
  各学科のディプロマ・ポリシーについて、「態度・志向性」、「能力」、「知識・理解」の項目ご

とに掲げているが、「能力」の項目で英語に関する能力のみを求めていることは不適切である。

各学科の養成する人材像に照らして、職業分野に適した能力を求めるよう、適切に修正する

こと。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス３ 
  



4. ＜コースの運用が不明＞ 
学科の中にコースを設ける計画であるが、コースごとの教育課程が示されておらず、体系的

な教育課程が整備されているのか不明であるため、コースごとの教育課程を示すこと。また、

コースに定員を設けるのか、どの時期からコースごとに学生を配置するのか、学生の選抜方

法、専任教員のコースごとの配置等、コースの運用方法が不明であるため、明確に説明する

こと。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス４ 
 

【教育課程等】 
5. ＜教育課程が不適切＞ 

養成する人材像等を踏まえると、学生が数学等の理論的な内容を基礎から段階的に学修を行

い修得する必要があるが、そのような体系的な教育課程となっていない。例えば、科目間で

内容が重複している科目が散見される、授業内容が過重であるなど、教育課程が体系的に配

置されていないため、適切に改めること。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス５ 
 

6. ＜展開科目の科目区分等が不明確＞ 
展開科目を通じて、どのような能力を育成しようとしているのか不明確であるほか、その目

的は育成する専門職業人にとって有意義な内容であるのか不明なため、学科ごとに明確に説

明すること。その際、その目的を達成するために必要な科目が適切に配置されていることを

併せて説明すること。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス６ 
 

7. ＜臨地実務実習に関する疑義＞ 
臨地実務実習について以下の点を是正し、専門職大学としてふさわしい水準内容の計画とす

ること。【２学科共通】 
（１）臨地実務実習施設について、施設の選定理由が不明確であり、当該学科の教育にふさ 
わしい施設か疑義がある。（是正事項） 

 
・・・・インデックス７（1 ページ） 

 
7. （２）実習指導者について、代表取締役や人事担当者を配置しており、実習内容に適した実習 

指導を行うことができるか疑義がある。（是正事項） 
 

・・・・インデックス７（10 ページ） 



7. （３）「インターンシップⅣ」について、実施時期が４年次１～２月であるが、「卒業研究制作」 
を行う時期でもあるため、実現可能性に疑義がある。学生が不利益なく実施できるか明確に 
説明するか、適切に改めること。（是正事項） 

 
・・・・インデックス７（12 ページ） 

 
7. （４）「インターンシップⅠ～Ⅳ」について、到達目標が抽象的であり、当該学科の専門性に関 

する目標も明確でないため、それぞれの科目でどのレベルまでの到達を求めるのか不明確であ 
る。また、具体的に学生が実習期間中に行う業務内容が不明確であるため、臨地実習の目的等 
に照らして適切な学修内容であるか不明である。（是正事項） 

 
・・・・インデックス７（19 ページ） 

 
7. （５）臨地実務実習施設として海外の施設も含まれているが、巡回指導を行わない計画である 

ため、国内の施設と同等の質で実習を行うことができるのか不明確であるとともに、学生の安 
全確保等の点でも懸念がある。また、海外の実習施設との事前の協議等をどのように行うのか 
不明確である。（是正事項） 

 
・・・・インデックス７（35 ページ） 

 
7. （６）学科の中にコースを設ける計画であるが、コースの目標を達成するために、コースごと 

の適切な臨地実務実習施設に学生を配置する必要があるが、どのコースの学生をどの臨地実務 
実習施設に配置するか不明である。（是正事項） 

 
・・・・インデックス７（41 ページ） 

 
7. （７）「インターンシップⅡ」について、実施日数がシラバスと設置の趣旨等を記載した書類で 

整合していないため、修正すること。（是正事項） 
 

・・・・インデックス７（50 ページ） 
  



8. ＜授業科目の実現可能性に疑義＞ 
「地域共創デザイン実習」について、教育課程連携協議会の協力と支援のもとに実施すると

説明しているが、教育課程連携協議会の構成員としては、地域の関係者が 1 名しか配置され

ておらず、実現可能性に疑義がある。当該授業科目の教員の関わり方や想定される連携先等

の実施方法を改めて説明し、実現可能性があることを明確に説明するか、適切に改めること。

【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス８ 
 

【教員組織等】 
9. ＜学部長及び学科長予定者が不明＞ 

学部長及び学科長予定者についての説明がないため、どのような者を配置する計画であるの

か、明確に説明すること。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス９ 
 

【名称、その他】 
10. ＜研究スペースの整備が不十分＞ 

学生へのグループ研究指導や企業等とのミーティングに対応できる研究スペースが確保され 
ているか不明であるため、研究スペースの使用方法を具体的に説明するか、適切に改めるこ

と。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス１０ 
 
11. ＜学科名及び学位名が不整合＞ 

学科名と学位名が示す領域が異なるため、教育研究上の目的・内容に照らして妥当か疑義が 
ある。改めて学科名と学位名の妥当性を明確に説明するか、適切に改めること。（是正事項） 

 
・・・・インデックス１１ 

 
12. ＜入学者選抜の方法が不明確＞ 

入学者選抜について、ＡＯ入試と一般入試の違いが不明確であり、アドミッション・ポリ 
シーに掲げた内容を確認できる選抜方法であるか不明である。書類審査や適性等に関する検 
査の内容を示した上で、アドミッション・ポリシーに掲げた内容を確認できる選抜方法であ

るか明確に説明すること。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス１２ 
 



13. ＜学術雑誌の整備が不十分＞ 
専攻分野に照らして十分な学術雑誌が整備されているか不明確であるため、学術雑誌の一覧 
を示した上で、明確に説明すること。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス１３ 
 

14. ＜教授会等の体制が不十分＞ 
教授会規定では定例の教授会は原則学期に１回の開催とあるが、これにより本学が学則に定

める審議事項の審議や、専門職大学に求められる教育課程の編成や不断の見直しを行い、本 
学の教育研究の水準を向上させる取組を行うことができるか、また、部局の担当教員等の意 
見を十分集約できるか疑義があるため、学校教育法に照らして上記の妥当性について明確に 
説明するか、適切に修正すること。【２学科共通】（是正事項） 
 

・・・・インデックス１４ 
 
 
 
 
 



1 
 

（是正事項） 工科学部  デジタルエンタテインメント学科 
  

１．＜養成する人材像等が不明＞ 
養成する人材像等において、「デザイン学」や「デザインを考案する能力」を掲

げているが、「デザイン学」の定義が明らかでなく、主となる専攻分野が何であ

るのか不明であるため、養成する人材像等が不明確で、３つのポリシーや教育課

程、教員組織等の設置計画の妥当性が判断できない。情報工学やデジタルエンタ

テインメントの専攻分野とデザイン学との関係性を明確に説明し、養成する人材

像等を明らかにすること。また、当該人材を養成するために、専門性が求められ

る職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることができる設置計画

であるか不明確である。このため、本審査意見で指摘した養成する人材像の明確

化に適切に対応した上で、設置の趣旨・必要性、教育課程等との整合性に留意し

つつ、設置計画全体を抜本的に見直すこと。【２学科共通】 

 
（対応） 
 本審査意見を受けて、「デザイン学」について改め、設置の趣旨等を記載した書類などで

「デザイン学」についての記載は科研費の審査区分での言及以外で全て削除する。したがって養

成する人材像などにおいて、デザイン学を教育の中心に据えることを改め、デザイン思考など広

く受け入れられている言葉や概念を用いて、設置計画全体を抜本的に見直す。以下に明確に説明

する。 
 
 

■「デザイン学」改め、「デザイン思考 (design thinking)」 
「デザイン学」は科学研究費審査区分の小項目として採用されているが、3 つの分野（思想・

芸術、建築学、人間情報学）で重複して属しており、本趣旨書に述べるデザイン学と必ずしも合

致している概念ではない。よって、「デザイン学」を改め、広く受け入れられている言葉である

「デザイン思考（design thinking）1, 2」という言葉や概念を用いて設置計画全体を抜本的に見

直す。 
ここで、認識の相違を防ぐために、改めて「デザイン思考」について記す。「デザイン思考」

とは、通常の科学的な思考方法と工学的な設計あるいはアートとしてのデザインにおける思考方

法が異なることに着目し、領域を問わず適用可能な一般的な思考方法論として定式化されたもの

であり、その適用範囲は必ずしも人工物設計やインダストリアル・デザインに限定されない。先

駆的な教育研究機関としてはスタンフォード大学の D.School が有名であるが、近年我が国の大

学においても、多くの分野に適用可能な考え方であることから、デザイン思考を謳った学科、専

攻が見受けられるようになってきた（例えば慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究

科、慶應義塾大学メディアデザイン研究科、千葉大学創造工学部デザイン科学科、京都大学デザ

インスクールなど）。 
デザイン思考のエッセンスは、課題の本質（ゴール）を精査し真に求められているものを明ら

かにし、それに対する解決策を数多く考案（発散過程）し、そしてそれらをプロトタイプなどを

インプリメントすることを通じて評価し、最終解を選択（収束過程）するというプロセスを繰り

返していくところにある。科学的な思考プロセスと異なるのは、解そのものを求めるプロセスよ

りも、より良い全体的なゴールに到達する解決策を求めることにあり、時には相互に相反するよ

うな条件を全て満たすことも求められる。例えば、ある機械の設計問題として考えていたのに、

機械的な方法でなくソフトウェアでより良い結果が出せる方法があるのであれば、それは従来の

思考様式からは大きく異なる設計解であるが、機械技術者だけの世界では恐らくなかなか出てこ

                                                   
1 Rowe, P. (1987). Design thinking. Cambridge MA: MIT Press. 
2 Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review, 86(6), pp. 84-92. 
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ない解であると想定できる。またプロトタイプの構築を積極的に実践することが求められている

が、これは後に記す、本学が目的の一つとする実践力教育との親和性が高い。 
 
 

 
■専門職大学の設立の趣旨 

東京国際工科専門職大学（以下、本学）は工科分野において、日本の首都東京で国際性を理解

し、社会の発展と調和を目指した教育・研究・実践活動を行い、真のイノベーションの実現者と

なるような人材を養成する事である。これらのイノベーションは、卓越した機能による技術的価

値と、優れた芸術的表現による文化的価値とを兼ね備えた革新的な人工物の創造を通じて行われ

る。ここで人工物とはハードウェア製品、ソフトウェア・システム、サービス、コンテンツなど

を含み、創造はマーケティング、デザイン、設計、インテグレーション、開発、生産などを含む

人工物創造に必要な一切の過程を包含するものとする。 
 
このようなイノベーションを担う人材をここでは“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”と呼ぶが、“Designer”とは上述の創造過程すべてに関わる人材であって、近年注目さ

れている「デザイン思考 (design thinking)」を実践できる人である。また“in Society”とは、例

えば製品、ソフトウェアやコンテンツが社会で使われた結果、経済効果を生み出す一方で自然環

境や人間に様々な影響を及ぼすなど、社会の中であるいは社会との関わりを必然的に持つが、そ

のことを明示的に理解している人を意味している。 
この養成には、専門職大学の特徴を生かし、職能教育と科学的な教育とを重要な教育要素とし、

これらを効果的に複合することが肝要である。なぜなら、“Designer in Society（社会とともに

あるデザイナー）”は主体的に問題を発見し論理的に問題を分析し、実践的に問題を解決する、

そして未解決の問題に貪欲な興味を持つ行動者だからである。そこで、この教育過程の実践を通

し、学問（アカデミック）と実践（プラクティカル）の能力を融合させる新たな大学教育を目指

す東京国際工科専門職大学を設置し、そこに 1 つの学部（工科学部）と 2 つの学科（情報工学科、

デジタルエンタテインメント学科）を配す。（情報工学科には AI 戦略コース、IoT システムコ

ース、ロボット開発コースの 3 履修モデルを、デジタルエンタテインメント学科にはゲームプロ

デュースコース、CG アニメーションコースの 2 履修モデルを設置する）。ここでは、学校法人

日本教育財団（以下、本法人）が培ってきた専修学校教育とプロトタイプ制作等の実践教育を出

発点にし、職業専門領域ならびにデザイン・創造に関する科学的知見を教授する教育を行う。こ

れによって、自律的に思索し「デザイン思考」を実践する専門職人材を養成する。 
 本学の職業専門領域はソフトウェア領域であるが、その応用領域は当然のことながら Society 
5.0に見られるように社会の全ての領域であり、「領域×IT」の融合によってデータ駆動型の新た

な価値創造イノベーションを目指すものである 3。ここで「データ駆動型の価値創造」（data 
driven value generation）とは、製品やサービスを販売することで利益を得るだけでなく、その

販売事象が消費者の属性や行動に関するデータと関連付けられ、そのデータが新たな価値を生む

ようなメカニズムのことであり、例えば、Google などのインターネット企業に見られるビジネ

スモデルである 4。 
これは、サイバーフィジカルシステム（CPS）や Industry 4.0 などの IoT 技法を用いて膨大な

センサー群から大量の情報を収集し、データアナリティックスや人工知能などの手法によって

様々な制御を与えるソフトウェア・インテンシブな人工物の在り方とも軌を一にしている。また、

ロボットや自律運転自動車などに限定されず、従来、このようなアプローチからは程遠いと思わ

れていた構造物や都市などでも、例えば、インテリジェントビル、スマートシティとして応用範

囲は急速に拡大している。一方で娯楽分野においても、その制作は映像コンテンツやコンピュー

                                                   
3 データ利活用推進のための環境整備を求める ~Society5.0 の実現に向けて~、経済団体連合会

(2016)。 
4 我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備事業（データ駆動型イノベーション創出に関

する調査事業）調査研究報告書、平成２７年、（株）構造計画研究所 
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タゲームなどソフトウェアが中心になって久しく、ソフトウェア・インテンシブ・エンタテイン

メントと呼ぶに相応しい。すなわち、本学の教育研究領域は IT 技術固有の研究なのではなく、

あらゆる「（応用）領域×IT」で行われ、例えば、情報工学科ではAI技術を応用した画像認識に

よる物流ハンドリングを研究し、デジタルエンタテインメント学科では 5G 技術を応用した新た

なロールプレイゲームを開発するであろう。 
つまり、人工物の価値はハードウェアや物質ではなく、このようにソフトウェアそのもの、ソ

フトウェア・インテンシブな人工物やエンタテインメント、サービスに重心が移動している。従

って現代におけるイノベーションにおいては、情報技術を駆使したソフトウェアそのものの機能

的なイノベーション、ソフトウェアの斬新な応用におけるイノベーション、あるいはソフトウェ

ア出力の画期的な情報によるイノベーションが占める割合が非常に大きくなっている。すなわち、

本学が目指す “Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”は、「デザイン思考を実践

できる情報技術者」なのであり、情報技術、特にソフトウェア技術の応用に着目するのである。 
 
 

 
 

■専門職大学の設立の必要性 
技術革新の進展は新たな財やサービスを創出し生活圏に豊かさや手軽さを送り届けてくれる。

しかし、それは単に利便性改善の枠におさまらず、超高齢社会と向き合う我が国において喫緊の

課題である生産性向上をはじめとする様々なイノベーションを誘発する起爆剤としても期待され

ている。社会では、「イノベーション」の必要性が至る所で喚起されるが、製品化や社会実装と

いう現実創出のために知識を利用する構成的思考、すなわち「デザイン思考」を実践可能な人材

の教育はまだまだ不十分であるのが現実である。これからますます複雑化する社会に対し確かな

「イノベーション」を産み出していくためには、この核たる「デザイン思考」を身につけた人材

の教育・訓練がまずもって必要であるが、既存の高等教育機関では科学的な知識の応用である分

析やモデル化、あるいは科学的な知識の発見そのものを中心に据え、そこに主眼を置いた教育は

なされていない。 
このことは例えば、情報技術の教育においても見受けられる。IT人材不足が喧伝されて久しい

が、2015 年には約 17 万人の不足が 2030 年には中位シナリオで約 59 万人不足すると予測されて

いる 5。しかし人材の質的な面に向けると、IT 企業の受注する案件の多くは定型システム開発、

メンテナンスを受注するような課題解決型 IT 案件と、新たな製品開発、応用開発を行う価値創

造型案件とに分けられ、両者を比較すると後者の伸びが著しく、また、後者で必要な人材には業

務を確実にこなすよりは、自発的に高い技術力で問題を探索しながら解をデザインしていく能力

が求められている。このような人材の教育こそが、我々が目的とする“Designer in Society（社

会とともにあるデザイナー）”に求められている教育でもある 6。また、ビッグデータ、AI、IoT
あるいはロボットなどの今後の飛躍的な発展が期待される領域における先端 IT 人材に限れば、

今後、質、量ともに大幅に増加すると見られ、2016 年に約 15,000 人の不足が 2020 年ですでに

約 48,000 人の不足となると予測されている 5。例えば、2015 年から 2025 年の間にロボット（産

業用、清掃、介護、業務支援、コミュニケーションの 5 種）は、世界全体で見ると年率 36.6％の

市場規模の拡大が見込まれ、人工知能では年率 41％の成長が見込まれているが 7、このような市

場の急激な成長は反面、人材の顕著な不足を意味する。しかし、先端 IT 人材とは 
• ビッグデータの分析・活用を担う人材 
• IoT を活用した新たなビジネス創出を主導するプロデューサーとしての役割を果たす人材 
• 組込みソフトウェアからネットワーク、アプリケーションに携わる人材 
• 機器やデバイスからネットワークを経由し、データ処理までを考慮した広範なアーキテク 

チャを設計できるシステムアーキテクト 

                                                   
5 IT 人材の最新動向と将来推計に関する調査結果、経済産業省、（平成 28 年） 
6 IT 人事白書 2018、情報処理推進機構（IPA） 
7 「IT 産業」と「企業が求める IT 人材」、（社）電子情報技術産業協会 (2017) 
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• 広範な知識やスキルを持ち、スピーディにシステムを構築できる“フルスタック人材” 
と説明されている 5。したがって先端 IT 人材の不足とは単に数合わせの問題ではなく、とりわけ

「技術・サービスに関する十分な知識を持った人材」、「その技術・サービスを用いた製品やサ

ービスを具体化できる人材」の不足であると予想されている 5。すなわち、例えばロボット技術

そのものあるいはロボットの応用技術の開発に致命的な影響が出ることが予想されている。 
また、本学が対象とするもう一つのコンピュータ・ゲームや CG といった分野でも、IT 業界の

部分集合として全体的基調は人手不足である。これに加えて、調査 8によれば 2010 年から 2017
年の 7 年間で売上高はほぼ倍増したにも関わらず、オンラインプラットフォームゲームの約 5 倍

の成長が大部分で家庭用ソフト及びハードウェアの売上はむしろ減少した。そのような状況でゲ

ームタイトル 1 本当たりの販売数は横並びもしくは減少しており、これは開発に必要な人手は増

加、すなわち人手不足を意味している。 
これらの事実は本法人の経験を裏打ちする。本法人の経営するHAL東京の例で 2018年度卒業

生（HAL にはグラフィックスデザイン学科、アニメ・イラスト学科、カーデザイン学科、ミュ

ージック学科などが設置されているので、分野的には必ずしも卒業学科は本学と対応はしない）

の就職状況は次のようになっている。全卒業生 776 名中、98 名がアーティスト系（CG アーティ

スト、アニメーターなど）に、116 名がデザイン系（ゲームデザイナー、Web デザイナー、サウ

ンドデザイナーなど）、351 名がエンジニア系（技術職、システムエンジニア、必ずしも情報系

に限定しないエンジニア一般など）、143 名がプログラマー系、その他職種 68 名である。すな

わち、全体の 9 割の職種がいずれもデザイン、設計といった価値創造を担う職種であり、広義の

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”に対応すると言って良い。また、そのう

ちの相当部分がエンジニア、プログラマーなどの情報技術関連職ないしは CG アーティストなど

のデジタル・コンテンツ系の職業であるが、そのような求人が本法人とコンタクトのある企業か

らの期待なのであり、現状でも人手不足が報告されている。 
しかし、このような人材不足が伝統的大学の卒業生によって充足できるかと考えると、いくつ

かの点で疑問を呈さざるを得ない。彼らは学問の専門に依拠する教育組織の中で教育を受けて卒

業する。卒業後は、企業等において学んだ専門領域に対応する部署に配属され、実業に必要な知

識を企業内の作業を通じて身につけてゆく。これが「大学で基礎をしっかり身につければ、実践

の能力は企業で育てる」と言われてきた我が国の専門家養成の基本的様式である。しかし、近年、

このような日本型人事システムの崩壊によって、卒業生には高い即戦力的実践力が求められるよ

うになった。また、技術の急激な進化と変化は大学で学んだ専門を守りながら特定企業内で定年

まで働くことを許さなくなっている。すなわち、卒業生は生涯、専門分野において学修を継続し、

常に自己の向上を求めるマインドが求められる。場合によっては単に専門分野の新しい技術を学

ぶだけでなく、新たな分野にチャレンジすることも求められよう。これらの自己啓発・向上心の

涵養は本学における教育の大きな目標の一つとなる。 
すなわち、人事構造の硬直化を回避し、その結果生起した日本の製造業の国際競争力低下を回

復するためには、伝統的な専門教育の強化だけでは不十分であり、実践力や生涯学習への希求を

重視する専門職教育を主眼とする新しい型の大学の設置が不可欠なのである。 
しかし、このことは直ちに旧来の専門学校型教育のそのままの形での強化を意味しない。専門

学校の多くは、特に技術・スキル分野では実戦力、即戦力を重視した教育を行っている。それゆ

え、企業からは実戦力として歓迎され、卒業生も実社会で極めて早いうちから高い評価を受けて

いる。しかし、一方で実戦力を重視するあまり、最新技術の学修、スキルの獲得に重点が置かれ、

基礎理論の比重は小さく、応用展開の可能性に欠けると評されることもある。 
そこで、本法人は今回制定された専門職大学の制度のもとに、新しい大学を設置する。この大

学の最大課題は、今後数十年にわたる社会の専門職の在り方を議論し新しい専門職像を確立する

ことである。それは我が国の将来において、制度、社会、産業、国際協力、そして人々の生活な

どあらゆる側面への寄与を目指して働く専門職であり、教職員は学生とその思想の共有を図りな

がら教育に従事する。 
 

                                                   
8 ファミ通ゲーム白書 2018、カドカワ株式会社 
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■養成する人材像 
本学の教育上の目的は、伝統的な意味での学問領域の専門家になることを目標とするのではな

く、デザイン思考を駆使しながら専門固有領域の技術を対象領域に応用することが可能な

Designer in Society、「デザイン思考を実践できる情報技術者」を育てることである。ここで専

門固有領域は、情報工学（AI、 IoT、ロボット）とデジタルエンタテイメント（コンピュータゲ

ーム、コンピュータグラフィックス）であり、したがって人間の知的基盤である論理的思考能力

と芸術的感性の涵養を図る必要性がある。また対象領域とは例えば IoT であれば生産現場におけ

る生産システムであり、CG であればデジタルで作成されたテレビコマーシャルである。 
前節のロボットの例で比較したように、科学的な興味に導かれて分析を深化させ現象のよりよ

い理解を求めることで課題を解決するアプローチと、デザインを実践し課題に対するソリューシ

ョンを提供するアプローチでは、単にアプローチが異なる以上の差異が存在する。それはこの両

者では解いている問題がそもそも異なるのであって、前者では極めて限定された範囲での深い厳

密な解が期待できる問題であり、後者ではそもそも解の存在すら保障されていない。しかし、仮

に解が得られるのであれば、豊かで安全に生活する場として必要な、制度、社会基盤、装置、サ

ービスや、またそれらをつなぐシステムに調和するものであることが大前提となる。例えば、現

代の我々は新しい製品を開発するといったとき、その製品が単に新しいものであるだけでなく、

企業にとってのビジネスケースが成立していること、使用者や第 3 者に対するあらゆる危険性が

なく、環境・エネルギー・資源などの持続可能性を脅かさないなど、極めて多数の条件をリーズ

ナブルな範囲で満足していることはほぼ自動的に期待する。またその期待のハードルは年を追う

ごとに高くなっている。 
したがって“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”は、ビジネスとしての要求

を充足しようとし、生産の仕組みを作る、快適な作業環境を作る、医療サービスを作る、娯楽の

サービスを作る、服飾のサービスを作るなど、全て人間に関する深い洞察に基づくデザインを行

う。その時、例えば平成 27 年の国連で決議された「持続可能な開発のためのアジェンダ 2030
（Sustainable Development Goals, SDGs）」等に視準を合わせ、環境の保全、経済の開発、社

会の発展と調和を踏まえ未来を視野においた実践活動となることが重要である。これは、究極的

には人口増、資源枯渇、気候変動などグローバルな観点を反映するものであるから、日本の首都

東京で行う“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の養成には、単にサプライ・

チェーン、バリュー・チェーンの国際化以上の国際人としての優れた感覚を身につける必要があ

る。 
このように本学は、我が国を中心とした国際的な社会的期待の充足に専門職として応えたいと

いう強い意志と目標を持つ人を対象として、“Designer in Society（社会とともにあるデザイナ

ー）”としての期待に応える人材を養成する。 
 
 
 
 
 

■修得させるべき能力と教育課程について 
Designer in Society たる「デザイン思考を実践できる情報技術者」は次のような能力を備えて

いる。はじめ 2 項は Designer として重要な部分であり、次の 2 項は Society の部分である。 
1. 豊かな創造力：「豊かな創造力」は「デザイン思考を実践できる情報技術者」として、真

のイノベーションを目指し固有領域技術である情報技術をそれとは異なる対象領域に応用

した結果発揮するものである。それは科学的分析力とともに感性によって裏打ちされてい

る。 
2. 確かな実践力：「確かな実践力」は専門職大学として目指すもう一つの能力である。これ

は、一つにはデザイン思考がプロトタイプ制作によるアイデアの実現の検証を包括してい

るからである。また、本学の原則の一つとして、学修が動機の実現を軸としており、その
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ために数多くのプロトタイプ制作による実現を行う。 
3. 鋭敏なビジネスセンス：“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”は社会の

期待、あるいは自己の夢の実現を目指している。しかし、それはビジネス原則を無視して

は叶わないことも理解する必要がある。 
4. 高い倫理観：最後に“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”は社会が真に

必要とするもの、それによって社会がより良くなる方向に向かうものを作ることが使命で

ある。その理解、判断には倫理観が必要であることは言うまでもない。そこには、例えば

持続可能性など、グローバルな規模での社会的な使命を達成する努力の実践も含まれる。 
 
 
また、これらとは別にいわゆる社会人基礎力の涵養も重要である。社会人基礎力は、「前に踏

み出す力（アクション）」（主体性、働きかけ力、実行力）、「考え抜く力（シンキング）」

（課題発見力、計画力、創造力）、「チームで働く力（チームワーク）」（発信力、傾聴力、柔

軟性、状況把握力、規律性、ストレスコントロール力）の 3 つからなり、企業は学生に対し「前

に踏み出す力」をまず期待し、能力では実行力に期待している。一方、学生は専門的な知識やス

キルに不安を感じているが、企業側は「主体性」、「粘り強さ」、「コミュニケーション能力」

が不足と感じている 9。具体的には、主体的に行動を起こし最後まで粘り強くやり抜く力、また

そのプロセスでのコミュニケーション能力の涵養が求められる。 
大学生（特に学部新卒者）が卒業時に持つべき知識・能力についての調査結果がある 10。この

調査によると特に大学、企業の両方が重要と考える能力は、「チャレンジ精神」、「チームワー

ク能力」、「コミュニケーション能力」などの一般的な社会人基礎力に加えて、「問題解決・物

を作り出していく能力」、「課題を見出す能力」、「倫理観」などの専門的能力である。企業側

からは、学部新卒者に不足する知識・能力として、「問題解決・物を作り出していく能力」、

「チャレンジ精神」、「コミュニケーション能力」「専門分野に関する基礎的知識」、「文系分

野も含む幅広い教養」という指摘があった。 
さらに、日本経済再生本部第 4次産業革命人材育成推進会議は、ITを中心とした必要人材のス

キル・コンピテンシーを次のように設定している 11。 
1. 課題設定力、目的設定力 
2. データ活用や IT にかかる能力・スキル 
3. コンピュータ等の IT リテラシー 
4. コミュニケーション能力 
5. 分野を超えて専門知や技能を組み合わせる実践力 
6. リーダーになる資質 

 
以上をまとめると、創造力や実践力、ビジネスセンス、倫理観と言った専門的な能力では、特に

創造力に関して「課題設定力・目的設定力」、「問題解決・物を作り出していく能力」（これは

実践力にも関連する）が重要となり、実践力では社会人基礎力である「前に踏み出す力（主体的

に行動を起こし最後まで粘り強くやり抜く力）」、「チャレンジ精神」、「コミュニケーション

能力」、「チームワーク能力」、「リーダーシップ」を重視する必要がある。 
 

 
次に本学の各学科の固有領域専門分野における知識・能力に関しては、職業専門科目の目的が、

専門職を伝統的工学領域固有に限定された問題に対応する者と位置づけるのでなく、多くの種類

                                                   
9大学生の「社会人観」の把握と「社会人基礎力」の認知度向上実証に関する調査、経済産業

省、平成 22 年 6 月 
10平成 28 年度文部科学省「理工系プロフェッショナル教育推進委託事業」工学分野における理

工系人材育成の在り方に関する調査研究、千葉大学(2016) 
11第 4 次産業革命 人材育成推進会議（第 2 回）配布資料、日本経済再生本部、平成 29 年 2 月 
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の産業分野で活躍できる能力を身につけている者であるとすることから、情報技術の基礎的知識

に加えて、実習科目を通じて多くの応用領域に触れアプリケーションの開発を目指したものとな

る。上述の「課題設定力・目的設定力」、「問題解決・物を作り出していく能力」、「前に踏み

出す力（主体的に行動を起こし最後まで粘り強くやり抜く力）」、「チャレンジ精神」、「コミ

ュニケーション能力」、「チームワーク能力」、「リーダーシップ」などは、これらの実習科目

での経験から習得することになるが、もちろん講義・演習科目として学ぶ部分もある。ビジネス

センスも実習と展開科目としての講義科目で習得する。 
また、職業専門科目は、基礎的な学科共通科目とコース（履修モデル）ごとにユニークな専門

科目に分かれる。前者は数学や物理学、情報数学といった基礎を築く科目であり、後者は各コー

ス内の専門性を高めるが、単に理論の教授によるモデル構築とその分析という分析力の教育を行

うだけでなく、プログラミング演習で創造力と実践力の向上を図る。さらに演習・実習科目の多

くでは個別の要素技術、素子のデザインではなくシステムの視点が欠かせない。例えば「IoT シ

ステム開発」は、IoT は多数の工学領域が集積された技術であるが、デザイナーは各技術の詳細

でなく、IoT というシステムが持つ機能についての知識を持ち、それが機械、複合装置、工場、

企業全体さらには企業間などのシステムで IoT を用いるデザインにおいて、それらの機能・性能

の最適化を実現する能力を持つ。この科目では IoT という技術が持つ機能の本質を学ぶが、そこ

で学んだ知識は、個々の IoT 向けの要素製品（例えばセンサー）を作る知識ではないが、IoT を

使うどのような産業においても有効であり、IoT によって最適化されるシステムのデザインに必

要なものである。また、このシステム中心の考え方は、物ごとを俯瞰的に捉える訓練となり、問

題の新たな解法の模索や全体の俯瞰でのみ可能なシステムレベルの問題点の発見などに有効であ

り、“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の養成には不可欠でもある。このこ

とは、人工知能システム、組込みシステムの科目も同様であるが、情報工学科として選ばれたこ

れらの科目は現代の産業で広く用いられている情報技術の代表的なものであり、これらを用いた

システムを学ぶことによって、情報化時代のデザインを現実的に学ぶことになる。 
2 年次では学科の枠を超えた課題制作（地域共創デザイン実習）を行う。理論の学修にとどま

らず、教育課程連携協議会の協力と支援を得て、自治体や企業の課題を解決するプロトタイプの

デザインを通じて、制作や研究を実施し社会的な評価を求めるものである。そのために制作結果

の水準の高さと同時に自己の制作の論理的、感覚的、あるいは社会的な意義を明確に表現する能

力を磨くことが求められる。情報工学科 3 年次で行う「ソリューション開発 I、II」及びデジタ

ルエンタテインメント学科 4 年次の「デジタルコンテンツ総合実習」は、「地域共創デザイン実

習」での課題を発展させ最終的にはプロトタイプを学科内の学生のコースを問わないチーム編成

で制作する。また、臨地実務実習は 2 年生、3 年生、4 年生の各学習段階に応じて原則としては

異なる企業で行う。 
 基礎科目は、職業専門科目における技術的実現行為の全てにわたって学生が求められる

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”のデザイン思索を体系的に身につけるた

めの基礎として必要な科目群である。これは倫理、文化、心理、記号論、言語、構文論、意味論、

コミュニケーションなどの、科学や工学における基礎には現れない人間にかかわる知識を含む科

目を含む。「比較文化論」、「感性をはかる」、「コミュニケーションと記号論」の 3 科目はデ

ザイナーとしての感性の養成に資するものであるが、デジタルエンタテインメント学科の学生は

言うに及ばず、情報工学科の学生にとっても例えばユーザーインターフェース設計などに有用な

知識となる。英語科目は 1 年次から 4 年次まで配置され、語学としての英語の学修よりは、英語

によるコミュニケーション能力の獲得に重きを置き、国際的なコミュニケーションと社会、文

化・芸術への理解を通してグローバルに自己の研究や制作を位置づけることのできる人材を養成

する。なお、学生には卒業研究制作の最終発表を英語で行うことを義務付け、外部英語能力試験

において卒業時までに一定のレベルに到達することを要請する。 
一方展開科目は、職業専門科目で学んだ情報技術を基礎とするデザイン能力を、社会において

活用するために必要な科目である。したがってこの科目は、大学で学修した基礎的知識を卒業後

専門職として自ら展開し、専門職としての役割を充実するものであり、「企画・発想法」、「プ

ロジェクトマネジメント」、「チームワークとリーダーシップ」、「知的財産権論」、「グロー

バル市場化戦略」、「企業経営論」、「ベンチャー起業経営」が準備される。現実に企業で仕事



8 
 

をする場合、“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”は当然のことながら企業の

経営理念、社会に対する貢献を常に意識するのであって、これらの科目を基礎として経営能力や

貢献能力を向上していくとともに、社会における価値創造の方法についての見識を持つようにな

る。これは社会における自律的行動の確立を意味し、ある段階ではデザイン思考を骨格として持

ちベンチャー企業を設立するという姿が想定される。 
学生はこれらのカリキュラムで学修を続けながら、創造力と分析力の両面から“Designer in 

Society（社会とともにあるデザイナー）”に不可欠な機能的観点、またシステム的視点に基づく

論理構造を把握する能力・スキルを学ぶ。その結果、自らプロトタイプを制作する実践の日々を

送ることになるが、それは教授が遂行している研究の思想に共鳴した学生がその教授の下で、す

なわち、その教授を助言者（メンター）として自らプロトタイプを制作することとする。卒業の

要件は、変化する社会の要請に対し、主体的にまた結果に対する倫理的責任を強く持ちつつ敏感

に応える、“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”となることであり、同時にそ

の職種が、基礎研究などで次々と出現する新知識の応用可能性を、社会と矛盾することなく利用

する主役として、これからの社会の繁栄に大きく貢献することに意欲を持つことである。 
その集大成として、「卒業研究制作」を 4 年次に取り組むが、確かな実践力の獲得を証明する

ためにプロトタイプを制作する。それは AI 技術を応用した警備のための画像認識システムであ

るかもしれないし、IoT 技術を用いて実装した工場内物流監視システムかも知れない。あるいは、

CG アニメーションによる環境問題の啓発を目指すのかも知れない。これら本学における学修の

最終形と職業専門科目との関連を理解するために、本学では「学科包括科目」と呼ぶ科目を 1 年

前期に設けるが、それが「情報工学概論」及び「コンテンツデザイン概論」である。 
  
 
 
◆ディプロマ・ポリシーの変更の要点について 

既に説明した通り、「デザイン学」を無くすといった、設置計画全体を抜本的に見直した。こ

こまでの議論を総合し、それらをわかりやすくするために、本学の教育で養成する人材の能力が

持つべき能力を資料 3 にまとめる。 
この表は、これまでに従来の大学が担ってきた①「豊かな創造力」、専門学校が担ってきた②

「確かな実践力」、これからの専門職大学自体が担うべき③「鋭敏なビジネスセンス」そして本

学が求める④「高い倫理観」に大きく分けることができ、それらは、①と②は「デザイン思考」、

③は「専門職としての行動指針」、④は「倫理観」と置き換えることができる。①と②のデザイ

ン思考は、問題・課題の発見からそれを解決し、また問題・課題の発見に戻るループした順序に

従い、どんなことができないといけないのか、それに対してどのような keywords があるのかを

左側の 5 列でまとめている。右側の 4 列は、その keywords に対して、ディプロマ・ポリシーで

定めるべき三つの学力である「知識・理解」、「能力」、「志向・態度」としてどのような項目

があげられるのかをまとめている。つまり、本学が定めるディプロマ・ポリシーには、この表に

記されている内容が網羅した形であるべきであるといえる。 
そこで、この表にあげられた項目が網羅されているディプロマ・ポリシーであるということを

手助けするために、以下、学部以下のディプロマ・ポリシーの各項目に通し番号（以下、DP 
No.）を振り、この表に対応している箇所に DP No.を一番右側に記載した。 
 
 
 
◆ディプロマ・ポリシーについて 
 以下に、大学、学部、2 学科分のディプロマ・ポリシーを記載するが、それらが比較しや

すいように、当該審査意見に資料 3-2 を添付する。 
 
 □東京国際工科専門職大学のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 

東京国際工科専門職大学は、卓越した機能による技術的価値と優れた芸術的表現による文化的

価値を備え、ビジネス上の成功を目指しつつ社会や環境への配慮を欠かさない人工物の創造をす
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る“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”となるために、定められた在籍期間及

び、所定の単位を取得し、必修等の条件を満たすこと等を卒業要件とし、卒業を認定し学位を授

与する。 
 
1. 豊かな創造力 
 対象領域を俯瞰し、問題・課題を発見し科学的根拠をもって分析するとともに、分析した結果

問題の本質を精査できる総合力と、解決を複数考案できる創造力、感性、倫理観を有している。 
 
2. 確かな実践力 
 問題・課題解決に対し、実際にプロトタイプを開発し複数インプリメントすることで実際に解

決案を創造するとともに、最適解を選択できる社会的倫理観を持ちながら判断できる知識・能力

を有している。 
 
3. 鋭敏なビジネスセンス 
 現代社会のビジネスの仕組みを知り、専門職人材として、顧客や品質を第一に考えられるとと

もに、現実的判断をもって遂行することのできるビジネススキルとともに、自身が持つ好奇心の

実現に向け協調性をもって、主体的に行動することができる。 
 
4. 高い倫理観 
 倫理観をもって社会の責務を認識した行動指針を有しているとともに、顕在する問題解決のみ

ならず、社会の持続性・発展性まで考慮することのできる専門職人材である。 
 
 

 □工科学部のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 
工科学部は情報技術を応用する領域における専門職を養成する。そのため、本学の「ディプロ

マ・ポリシー」を踏まえた上で、定められた課程において以下の知識・能力を修得し、教育の理

念である「Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）」に従い、ものを創ることがで

きる学生に対し、卒業を認定し学位を授与する。 
【知識・理解】 
1. 発見した問題・課題を正しく分析する基本理論を理解し、本質（ゴール）を精査するため 
にモデルを構築できる。 

2. 問題・課題解決のために知識を総合し、価値創造の方法論について理解している。 
3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している。 
4. 情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、対象領域を俯瞰する能力を有する。 
【能力】 
5. 情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、問題を発見・設定する力を有して 
いる。 

6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。 
7. プロトタイプを実際に開発する能力を有している。 
8. 科学的判断力を持って最適解を決定することができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している。 

10. 協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダーシップを発揮するこ 
とができる。 

【志向・態度】 
11. 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
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 □デジタルエンタテインメント学科のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 
デジタルエンタテインメント学科では、デジタルコンテンツ分野における歴史的・社会的背景

及びデジタルコンテンツの役割や職能を理解し、プロトタイプ開発を行うことで、グローバルに

発信可能なデジタルコンテンツのクリエイターを養成する。 
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生に学位を授与する。 
【知識・理解】 

1. 問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とともに、コンピュータシステムの基本 
構成やデジタルコンテンツに関する知識を有している。 

2. デジタルゲーム、およびコンピュータグラフィックス技術を用いた価値創造のためのアルゴ 
リズムや表現方法論について理解している。 

・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コンピュータゲームに関するデジタル 
コンテンツ制作に特化した知識を有している。 

・CG アニメーションコースに所属する学生は、映像制作、キャラクターデザイン等、コ 
ンピュータグラフィックスに特化した知識を有している。 

3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している。 
 【能力】 
4. 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、CG）と社会との接点を理解し、デジタルコンテンツ、 
情報システム技術、ビジネスに関する知識などを総合的に俯瞰することができる。 

5. デジタルコンテンツを主導する専門職人材として問題を発見し設定する能力を有している。 
6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。 

・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コンピュータゲームデザインおよびプ 
ログラミングなどゲーム開発に関する総合力を有している。 

・CG アニメーションコースに所属する学生は、CG 映像に関する一連のプロセスと制作 
のための総合力を有している。 

7. デジタルコンテンツのプロトタイプを開発する能力を有している。 
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、プロトタイプを制作する目的を理解し、 

デジタルゲームに関して企画・開発する能力を有している。 
・CG アニメーションコースに所属する学生は、プロトタイプを制作する目的を理解し、 

CG 映像に関して企画・制作する能力を有している。 
8. 論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最適解を判断することができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している。 

10. 協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダーシップを発揮すること 
ができる。 
【志向・態度】 

11. 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
 

 
 
 
 
 

 
 

（新旧対照表）基本計画書 
新 旧 

東京国際工科専門職大学は工科分野におい

て、日本の首都東京で国際性を理解し、社会

 本学では、工科分野における、真のイノベ

ーションの実現者として、変化する社会の要
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の発展と調和を目指した教育・研究・実践活

動を行い、真のイノベーションの実現者とな

るような人材を養成する。これらのイノベー

ションは、日本社会の活性化と延いては持続

可能な人類社会の実現に資することを目的と

する。 

  

（中略） 

請に対し、主体的にまた結果に対する倫理的

責任を強く持ちつつ敏感に応える、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”として、社会の“職”そのもの

が変化するような人材、つまりビジネス・リ

ーダーとなるような人を養成することで、社

会の期待に答えるとともに、社会の発展に寄

与する。 

 （中略） 
・工科学部  

創造力と実践力を兼ね備えた情報処理技術な

どのテクノロジー分野でグローバルに活躍で

きる人材の教育・養成を目的とする。産業界

や地域社会との連携・共創を通じて、ビジネ

ス感覚、倫理観など、技術者として備えるべ

き特質および能力の涵養をはかる。 

 

 

・情報工学科 

情報工学科では、人工知能システム、IoTシ

ステム、ロボットを中心とした情報工学にお

ける教育・研究・実践活動を通して、情報工

学分野における基礎及び専門技術に関する知

識と創造力を身につける。さらに、それらを

俯瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニ

ケーション能力を有し、グローバルに活躍で

きる技術者を養成する。 

 

・デジタルエンタテインメント学科 

デジタルエンタテインメント学科では、デジ

タルコンテンツ分野における歴史的・社会的

背景、および、デジタルコンテンツの役割や

職能を理解し、プロトタイプ開発を行うこと

で、グローバルに発信可能なデジタルコンテ

ンツのクリエイターを養成する。 

国際競争が激しいテクノロジー分野で活躍で

きる人材を輩出するため、国際的なコミュニ

ケーション能力の養成を重視し、さらにモノ

づくりの経験や分析を通して社会との共創を

行うことによって、未来志向の発想力や創造

性の涵養を目指す。 

  

 そこで、本学では工科学部を配し、テクノ

ロジー分野の中でも情報工学分野に特化した

「情報工学科」と、デジタルコンテンツ分野

に特化した「デジタルエンタテインメント学

科」を配することで、それぞれの分野に応じ

た人材を養成する。 

 

・情報工学科 

先端 ICT技術分野における基礎教育・職業専

門教育と、その産業界や首都・国際都市であ

る東京を中心とする地域社会との連携による

実践教育を通じて、デザイン的思考を主とし

て持ちつつ論理的思考も備えたグローバルに

活躍できる「情報化デザイナー」を養成する

ことを目的とする。 

 

・デジタルエンタテインメント学科 

デジタルコンテンツ分野における基礎教育・

職業専門教育と、その産業界や首都・国際都

市である東京を中心とする地域社会との連携

による実践教育を通じて、デザイン的思考を

主として持ちつつ論理的思考も備えたグロー

バルに活躍できる「デジタルコンテンツデザ

イナー」を養成することを目的とする。 

 
 

 
 
（新旧対照表）学則 

新 旧 
第１章  総則 
（目的） 
第１条  
東京国際工科専門職大学（以下「本学」とい

第１章  総則 
（目的） 
第１条  
東京国際工科専門職大学（以下「本学」とい
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う。）は、工科分野において、日本の首都東

京で国際性を理解し、社会の発展と調和を踏

まえた教育・研究・実践活動を行い、真のイ

ノベーションの実現者となるような人材を養

成する。これらのイノベーションは、日本社

会の活性化と延いては持続可能な人類社会の

実現に資することを目的とする。 
 

う。）は、工科分野において、日本の首都東

京で国際性を理解し、社会の発展と調和を踏

まえた研究・教育・実践活動を行い、真のイ

ノベーションの実現者となるような人材を養

成することで、社会の期待に答えるととも

に、社会の発展に寄与することを目的とす

る。 

第２章  学部学科及び修業年限 
（学部学科） 
第４条 本学に次の学部学科および別科を

置く。 
（１） 工科学部 情報工学科 
（２） 工科学部 デジタルエンタテ

インメント学科 
（３） 工科学部 国家資格別科（１

年制）   
２．学部学科の目的は、次に定めるも

のとする。 
（１） 工科学部  
創造力と実践力を兼ね備えた情報処

理技術などのテクノロジー分野でグ

ローバルに活躍できる人材の教育・

養成を目的とする。産業界や地域社

会との連携・共創を通じて、ビジネ

ス感覚、倫理観など、技術者として

備えるべき特質および能力の涵養を

はかる。 
（２） 情報工学科 
先端 ICT 技術分野における基礎教

育・職業専門教育を、産業界や地域

社会との共創を通じて行い、デザイ

ン思考を実践し高度なソフトウェ

ア・インテンシブなシステムを創出

できる情報技術者を養成する。 
（３） デジタルエンタテインメン

ト学科 
デジタルコンテンツ分野における基

礎教育・職業専門教育を、産業界や

地域社会との連携・共創を通じて、

デザイン思考を実践し競争力のある

コンテンツを創造できる情報技術者

を養成する。 
（４） 国家資格別科（１年制） 
「情報処理の促進に関する法律」に

基づき経済産業省が認定する国家資

格（以下、情報処理技術者試験）に

対応した情報処理に関する基礎知

識・専門知識を体系的に教育するこ

とにより、情報処理技術者試験の合

第２章  学部学科及び修業年限 
（学部学科） 
第４条 本学に次の学部学科および別科を

置く。 
（１） 工科学部 情報工学科 
（２） 工科学部 デジタルエンタテ

インメント学科 
（３） 工科学部 国家資格別科（１

年制）   
３．学部学科の目的は、次に定めるも

のとする。 
（１） 工科学部  

国際競争が激しいテクノロジー

分野で活躍できる人材を輩出す

るため、国際的なコミュニケー

ション能力の養成を重視し、さ

らにモノづくりの経験や分析を

通して社会との共創を行うこと

によって、未来志向の発想力や

創造性の涵養を目指す。 
（２） 情報工学科 

先端 ICT 技術分野における基礎

教育・職業専門教育と、その産

業界や首都・国際都市である東

京を中心とする地域社会との連

携による実践教育を通じて、デ

ザイン的思考を主として持ちつ

つ論理的思考も備えたグローバ

ルに活躍できる「情報化デザイ

ナー」を養成することを目的と

する。 
（３） デジタルエンタテインメン

ト学科 
デジタルコンテンツ分野におけ

る基礎教育・職業専門教育と、

その産業界や首都・国際都市で

ある東京を中心とする地域社会

との連携による実践教育を通じ

て、デザイン的思考を主として

持ちつつ論理的思考も備えたグ

ローバルに活躍できる「デジタ

ルコンテンツデザイナー」を養



13 
 

格者を輩出する。 
 

成することを目的とする。 
（４） 国家資格別科（１年制） 

「情報処理の促進に関する法

律」に基づき経済産業省が認定

する国家資格（以下、情報処理

技術者試験）に対応した情報処

理に関する基礎知識・専門知識

を体系的に教育することによ

り、情報処理技術者試験の合格

者を輩出する。 
 

 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
1. 設置の趣旨及び必要性 
1.1 専門職大学設置の理由 
1.1.1 専門職大学の設立の趣旨 
東京国際工科専門職大学（以下、本学）は工

科分野において、日本の首都東京で国際性を

理解し、社会の発展と調和を目指した教育・

研究・実践活動を行い、真のイノベーション

の実現者となるような人材を養成する。これ

らのイノベーションは、卓越した機能による

技術的価値と、優れた芸術的表現による文化

的価値とを兼ね備えた革新的な人工物の創造

を通じて行われる。ここで人工物とはハード

ウェア製品、ソフトウェア・システム、サー

ビス、コンテンツなどを含み、創造はマーケ

ティング、デザイン、設計、インテグレーシ

ョン、開発、生産などを含む人工物創造に必

要な一切の過程を包含するものとする。 
このようなイノベーションを担う人材をここ

では“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”と呼ぶが、“Designer”とは上述

の創造過程すべてに関わる人材であって、近

年注目されている「デザイン思考  (design 
thinking)」 ,  を実践できる人である。また“in 
Society”とは、例えば製品、ソフトウェアや

コンテンツが社会で使われた結果、経済効果

を生み出す一方で自然環境や人間に様々な影

響を及ぼすなど、社会の中であるいは社会と

の関わりを必然的に持つが、そのことを明示

的に理解している人を意味している。 
この養成には、専門職大学の特徴を生かし、

職能教育と科学的な教育とを重要な教育要素

とし、これらを効果的に複合することが肝要

である。なぜなら、“Designer in Society（社

会とともにあるデザイナー）”は主体的に問題

を発見し論理的に問題を分析し、実践的に問

1. 設置の趣旨及び必要性 
1.1 専門職大学設置の理由 
1.1.1 専門職大学の設立の趣旨 
我々は専門職大学の特徴を生かし、職能教

育と研究を重要な教育要素とし、これらを効

果的に複合することによって、主体的に問題

を発見し論理的に問題を分析し、実践的に問

題を解決する、未解決の問題に貪欲な興味を

持つ行動者である人材を育成する。この過程

の実践を通し、学問（アカデミック）と実践

（プラクティカル）の能力を融合させる新た

な大学教育を目指す東京国際工科専門職大学

（以下、本学）を設置し、そこに 1 つの学部

（工科学部）と 2 つの学科（情報工学科、デ

ジタルエンタテインメント学科）を配す。こ

こでは、学校法人日本教育財団（以下、本法

人）が培ってきた専修学校教育とプロトタイ

プ制作等の実践教育を素材とし、それを理論

的に裏付ける新しい学問であるデザイン学に

よって自律的に思索し実践する専門職として

必要な「思索の骨格」を持つ人材を育成す

る。教育の場においては、実践の過程を客観

的に理解し、発表し、また他人の思考を評

価・批評することを通じて共同作業の能力を

身につけ、また制作結果の社会的意義を倫理

的確信をもって説明可能になることを目的と

し、プロトタイプ制作過程の全体を論理的に

把握する専門的体系的知識を身につける教育

を行う。その教育は、伝統的な大学の目的で

ある「知性による思考を支援する『科学』」

の体系知識の教育に加えて、「感性による思

考を支援する『デザイン学』（例えば、資料

1, 2 や Yoshikawa.H (1981) "General Design 
Theory and a CAD System", Proc. IFIP 
WG5.2 Working Conference on Man-



14 
 

題を解決する、そして未解決の問題に貪欲な

興味を持つ行動者だからである。そこで、こ

の教育過程の実践を通し、学問（アカデミッ

ク）と実践（プラクティカル）の能力を融合

させる新たな大学教育を目指す東京国際工科

専門職大学（以下、本学）を設置し、そこに

1 つの学部（工科学部）と 2 つの学科（情報

工学科、デジタルエンタテインメント学科）

を配す。（情報工学科には AI 戦略コース、

IoT システムコース、ロボット開発コースの 3
履修モデルを、デジタルエンタテインメント

学科にはゲームプロデュースコース、CG ア

ニメーションコースの 2 履修モデルを設置す

る）。ここでは、学校法人日本教育財団（以

下、本法人）が培ってきた専修学校教育とプ

ロトタイプ制作等の実践教育を出発点にし、

職業専門領域ならびにデザイン・創造に関す

る科学的知見を教授する教育を行う。これに

よって、自律的に思索し「デザイン思考」を

実践する専門職人材を養成する。 
 本学の職業専門領域はソフトウェア領域で

あるが、その応用領域は当然のことながら

Society 5.0 に見られるように社会の全ての領

域であり、「領域×IT」の融合によってデー

タ駆動型の新たな価値創造イノベーションを

目指すものである 。ここで「データ駆動型の

価値創造」（data driven value generation）
とは、製品やサービスを販売することで利益

を得るだけでなく、その販売事象が消費者の

属性や行動に関するデータと関連付けられ、

そのデータが新たな価値を生むようなメカニ

ズムのことであり、例えば Googleなどのイン

ターネット企業に見られるビジネスモデルで

ある 。 
これは、サイバーフィジカルシステム

（CPS）や Industry 4.0 などの IoT 技法を用

いて膨大なセンサー群から大量の情報を収集

し、データアナリティックスや人工知能など

の手法によって様々な制御を与えるソフトウ

ェア・インテンシブな人工物の在り方とも軌

を一にしている。またロボットや自律運転自

動車などに限定されず、従来、このようなア

プローチからは程遠いと思われていた構造物

や都市などでも、例えばインテリジェントビ

ル、スマートシティとして応用範囲は急速に

拡大している。一方で娯楽分野においても、

その制作は映像コンテンツやコンピュータゲ

ームなどソフトウェアが中心になって久し

く、ソフトウェア・インテンシブ・エンタテ

インメントと呼ぶに相応しい。すなわち、本

Machine Communication in CAD/CAM, 
pp.35-58.）」の知識体系の教育を軸とする。

教育の方法は、分析能力を科学的方法によっ

て身につけることを主体とする従来の大学の

方法と異なり、総合・統合能力をデザイン学

的方法によって身につけることを主体とする

ものである。そのために、学生はデザイン学

を中心に、専門領域の諸科目に加えて基礎科

目と展開科目を学修する。学生はこれらのカ

リキュラムで学修を続けながら、自らプロト

タイプを制作する実践の日々を送ることにな

るが、それは教授が遂行している研究の思想

に共鳴した学生がその教授の下で、すなわ

ち、その教授を助言者（メンター）として自

らプロトタイプを制作することである。卒業

の要件は、変化する社会の要請に対し、主体

的にまた結果に対する倫理的責任を強く持ち

つつ敏感に応える、“Designer in Society（社

会とともにあるデザイナー）”となることであ

り、同時にその職種が、基礎研究などで次々

と出現する新知識の可能性を、社会と矛盾す

ることなく利用する主役として、これからの

社会の繁栄に大きく貢献することに意欲を持

つことである。 
社会には分析ではなくデザインによって応

えなければならない多様な期待がある。それ

は豊かで安全に生活する場として必要な、制

度、社会基盤、装置、サービスなど、またそ

れらをつなぐシステムに関するもので、社会

のあらゆるセクターが関係する。人々は、こ

れらの期待の実現を望むのであるが、この立

ち止まることなく新しい着想によって新しい

ものが作られることが望ましい進歩であると

する信念は現代の人類を強く特徴づけてい

る。このことの成否は別の議論が必要であろ

うが、基本的には人口増、資源枯渇、気候変

動などの外的条件に対抗する人類の姿を現し

ているという意味で正しい。このような現代

の人類は、あらゆる行動において新しいもの

を作ることを期待している。これをここで

「理念的ものづくり」の信念と呼ぶが、社会

における多様なものづくりの例は、この「理

念的ものづくり」の現実化である。このこと

から、“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の身につけるべき思索の骨格

とは、この「理念的ものづくり」の原則の上

に建てられるべきものであることが理解され

る。これは科学者が持つべき思索の骨格が対

象の分析行為であることと対応しているが、

この分析は長い人類の歴史の中で理念として
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学の教育研究領域は IT 技術固有の研究なので

はなく、あらゆる「（応用）領域×IT」で行

われ、例えば情報工学科では AI 技術を応用し

た画像認識による物流ハンドリングを研究

し、デジタルエンタテインメント学科では 5G
技術を応用した新たなロールプレイゲームを

開発するであろう。 
つまり、人工物の価値はハードウェアや物質

ではなく、このようにソフトウェアそのも

の、ソフトウェア・インテンシブな人工物や

エンタテインメント、サービスに重心が移動

している。従って現代におけるイノベーショ

ンにおいては、情報技術を駆使したソフトウ

ェアそのものの機能的なイノベーション、ソ

フトウェアの斬新な応用におけるイノベーシ

ョン、あるいはソフトウェア出力の画期的な

情報によるイノベーションが占める割合が非

常に大きくなっている。すなわち、本学が目

指す “Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”は、「デザイン思考を実践でき

る情報技術者」なのであり、情報技術、特に

ソフトウェア技術の応用に着目するのであ

る。 
「デザイン思考」とは、通常の科学的な思考

方法と工学的な設計あるいはアートとしての

デザインにおける思考方法が異なることに着

目し、領域を問わず適用可能な一般的な思考

方法論として定式化されたものであり、その

適用範囲は必ずしも人工物設計やインダスト

リアル・デザインに限定されない。先駆的な

教育研究機関としてはスタンフォード大学の

D.School が有名であるが、近年我が国の大学

においても、多くの分野に適用可能な考え方

であることから、デザイン思考を謳った学

科、専攻が見受けられるようになってきた

（例えば慶應義塾大学システムデザイン・マ

ネジメント研究科、慶應義塾大学メディアデ

ザイン研究科、千葉大学創造工学部デザイン

科学科、京都大学デザインスクールなど）。 
デザイン思考のエッセンスは、課題の本質

（ゴール）を精査し真に求められているもの

を明らかにし、それに対する解決策を数多く

考案（発散過程）し、そしてそれらをプロト

タイプなどをインプリメントすることを通じ

て評価し、最終解を選択（収束過程）すると

いうプロセスを繰り返していくところにあ

る。科学的な思考プロセスと異なるのは、解

そのものを求めるプロセスよりも、より良い

全体的なゴールに到達する解決策を求めるこ

とにあり、時には相互に相反するような条件

成立し、それが多様な領域において発現して

科学の多様な発見を導いたのであるが、現代

は第 2 の理念としてものづくりが浮上したの

である。 
このように考えると、我が国が歴史的に優

位に立ってきた「ものづくり」は、工場での

製品生産を超えて、人々の期待に応える生産

の仕組みを作る、快適な作業環境を作る、医

療サービスを作る、娯楽のサービスを作る、

服飾のサービスを作る、へと発展していく

が、これらは全て人間に関する深い洞察に基

づくデザインを必要とする。そのための専門

職の創出、すなわちこれを担う“Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
教育が、今、緊急の課題であることが理解さ

れる。 
このように考えると、我が国が歴史的に優

位に立ってきた「ものづくり」は、工場での

製品生産を超えて、人々の期待に応える生産

の仕組みを作る、快適な作業環境を作る、医

療サービスを作る、娯楽のサービスを作る、

服飾のサービスを作る、へと発展していく

が、これらは全て人間に関する深い洞察に基

づくデザインを必要とする。そのための専門

職の創出、すなわちこれを担う“Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
教育が、今、緊急の課題であることが理解さ

れる。 
 さらにグローバルな思考、例えば平成 27 年

の国連で決議された「持続可能な開発のため

の ア ジ ェ ン ダ 2030 （ Sustainable 
Development Goals, SDGs）（資料 3）」等

に視準を合わせ、日本の首都東京で国際性を

理解し、環境の保全、経済の開発、社会の発

展と調和を踏まえ未来を視野においた教育・

研究・実践活動を行い、国際人としての能力

を身につける。 
 
このような観点における卒業の要件には 2

つの側面がある。1 つは社会的期待に対して

敏感な感受性を持ち、それに誠実に答えつつ

デザインを行うことであるが、もう 1 つは科

学の分野で常に生み出される豊富な知識を使

用しつつデザインを行うことである。社会的

期待に対しては現在社会に出現しているもの

と、未来に出現する可能性のあるものとがあ

るが、現代における社会的期待としては、国

連による SDGs のような、1 人も残すことな

く全ての人が恩恵を受けることができる技術

開発という視点、人の活動により劣化する自
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を全て満たすことも求められる。例えば、あ

る機械の設計問題として考えていたのに、機

械的な方法でなくソフトウェアでより良い結

果が出せる方法があるのであれば、それは従

来の思考様式からは大きく異なる設計解であ

るが、機械技術者だけの世界では恐らくなか

なか出てこない解であろう。またプロトタイ

プの構築を積極的に実践することが求められ

ているが、これは本学が目的の一つとする実

践力教育との親和性は高い。 
したがって、本法人はソフトウェア技術の応

用領域におけるイノベーションを目指し、デ

ザイン思考が実践できる情報技術者、

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の養成を目的として東京国際工科専

門職大学を提案するものである。 

然環境の修復、変動する地球状態により生じ

る大災害への備え、さらに、これらと関係す

る社会的変化、すなわち、国際関係が変化す

る状況を察知し理解する能力などが求められ

る。しかも、これらの課題の動的な様態の洞

察により、その変化を予測した結果がデザイ

ンに反映していなければならない。これらの

デザインの実現は、企業の組織を変えれば実

現できるというものではなく、また大きな資

本を投下して可能になるものではない。それ

はデザインに携わる者が、自らの能力を作動

して行動することでしか実現できない。した

がってここにも専門職大学の使命がある。 
本学では、個々のデザイン対象の実現科目

群である学科ごとの職業専門科目に加え、個

別製品を離れて広くデザインの社会的課題に

ついて産業経験を持つ教員をも交えて、思考

し、議論する総合科目によって将来を見通

し、さらに展開科目による学びによって、自

らのデザインの結果が社会にどのような効果

をもたらすかを察知し、さらに卒業後、また

生涯を通じて歩む動機の達成過程であるキャ

リアにおいて、その学びを熟成し完成させな

がら専門職として発展し、自らの能力と経験

が自在に発揮できる企業経営者などの指導的

地位にいたることが期待される。 
人々の期待、すなわち社会的期待の中心に

はともすれば向かわない社会の進化が、この

ような人材の存在により是正されることが期

待される。人々の異なる期待、国家間の期待

のズレなどが不可避的に不満や紛争を起こす

現在の状況を、できるだけ早く解消すること

はグローバルな期待である。この実現は、歴

史的に科学のみによってはできないことが理

解され始めていて、デザインによって達成さ

れなければならないことが国際的に指摘され

始めているが、その意味でデザインを正しく

支援する知識体系の確立が強く求められてい

るのが現代であり、この確立に本学の卒業生

が力を発揮することが期待されており、その

結果として社会の発展に寄与するという側面

がある。 
 
 
 
 

1.1.2 専門職大学の設立の必要性 
技術革新の進展は新たな財やサービスを創出

し生活圏に豊かさや手軽さを送り届けてくれ

る。しかし、それは単に利便性改善の枠にお

1.1.2 専門職大学の設立の必要性 
技術革新の進展は新たな財やサービスを創出

し生活圏に豊かさや手軽さを送り届けてくれ

る。しかし、それは単に利便性改善の枠にお
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さまらず、超高齢社会と向き合う我が国にお

いて喫緊の課題である生産性向上をはじめと

する様々なイノベーションを誘発する起爆剤

としても期待されている。社会では、「イノ

ベーション」の必要性が至る所で喚起される

が、製品化や社会実装という現実創出のため

に知識を利用する構成的思考、すなわち「デ

ザイン思考」を実践可能な人材の教育はまだ

まだ不十分であるのが現実である。これから

ますます複雑化する社会に対し確かな「イノ

ベーション」を産み出していくためには、こ

の核たる「デザイン思考」を身につけた人材

の教育・訓練がまずもって必要であるが、既

存の高等教育機関では科学的な知識の応用で

ある分析やモデル化、あるいは科学的な知識

の発見そのものを中心に据え、そこに主眼を

置いた教育はなされていない。 
このことは例えば情報技術の教育においても

見受けられる。IT 人材不足が喧伝されて久し

いが、2015年には約 17万人の不足が 2030 年

には中位シナリオで約 59万人不足すると予測

されている 。しかし人材の質的な面に向ける

と、IT 企業の受注する案件の多くは定型シス

テム開発、メンテナンスを受注するような課

題解決型 IT 案件と、新たな製品開発、応用開

発を行う価値創造型案件とに分けられ、両者

を比較すると後者の伸びが著しく、また後者

で必要な人材には業務を確実にこなすより

は、自発的に高い技術力で問題を探索しなが

ら解をデザインしていく能力が求められてい

る。このような人材の教育こそが、我々が目

的とする“Designer in Society（社会とともに

あるデザイナー）”に求められている教育でも

ある 。また、ビッグデータ、AI、IoT あるい

はロボットなどの今後の飛躍的な発展が期待

される領域における先端 IT 人材に限れば、今

後、質、量ともに大幅に増加すると見られ、

2016 年に約 15,000 人の不足が 2020年ですで

に約 48,000 人の不足となると予測されている

5。例えば、2015年から 2025年の間にロボッ

ト（産業用、清掃、介護、業務支援、コミュ

ニケーションの 5 種）は、世界全体で見ると

年率 36.6％の市場規模の拡大が見込まれ、人

工知能では年率 41％の成長が見込まれている

が 、このような市場の急激な成長は反面、人

材の顕著な不足を意味する。しかし、先端 IT
人材とは 
• ビッグデータの分析・活用を担う人材 
• IoT を活用した新たなビジネス創出を

主導するプロデューサーとしての役割を果た

さまらず、超高齢社会と向き合う我が国にお

いて喫緊の課題である生産性向上をはじめと

する様々なイノベーションを誘発する起爆剤

としても期待されている。新しい技術や方法

が、実際に役立つものとして生み出される過

程については、図 1 に示す「夢－悪夢－現

実」と呼ばれるイノベーションの典型を辿る

とされる。基礎研究による科学的新発見や問

題解決のための新しい着想などの夢の先導性

があり、続いて従来の技術概念の否定や社会

の変化を要請しながら新しい技術やシステム

の開発へと進み（この期間、担当者は夢を持

ち続けるのだが、それは社会的無視と非難の

中で苦しむ暗黒期）、そして製品の市場化や

社会実装とつながっていく。社会では、「イ

ノベーション」の必要性が至る所で喚起され

るが、イノベーションの典型を踏まえ製品化

や社会実装という現実創出のために知識を利

用する構成的思考、すなわち「デザイン思

考」自体は暗黙知であることが多く体系化さ

れていない。これからますます複雑化する社

会に対し確かな「イノベーション」を産み出

していくためには、この核たる「デザイン思

考」を身につけることがまずもって必要であ

り、そのためにデザイン学の教育が不可欠で

あるが既存の高等教育機関ではそこを主眼に

置いた教育はなされていない。 
 
 

 
図 1 「夢－悪夢－現実」 イノベーション

の典型 
 
 
伝統的大学の学生に目を向けると、学問の専

門に依拠する教育組織の中で教育を受けて卒

業する。卒業後は、企業等において学んだ専

門領域に対応する部署に配属され、実業に必

要な知識を企業内の作業を通じて身につけて

ゆく。これが「大学で基礎をしっかり身につ

ければ、実践の能力は企業で育てる」と言わ

れてきた我が国の専門家育成の基本的様式で

ある。これは 1960 年代の高度経済成長、
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す人材 
• 組込みソフトウェアからネットワー

ク、アプリケーションに携わる人材 
• 機器やデバイスからネットワークを経

由し、データ処理までを考慮した広範なアー

キテクチャを設計できるシステムアーキテク

ト 
• 広範な知識やスキルを持ち、スピーデ

ィにシステムを構築できる“フルスタック人

材” 
と説明されている 5。したがって先端 IT 人材

の不足とは単に数合わせの問題ではなく、と

りわけ「技術・サービスに関する十分な知識

を持った人材」、「その技術・サービスを用

いた製品やサービスを具体化できる人材」の

不足であると予想されている 5。すなわち、

例えばロボット技術そのものあるいはロボッ

トの応用技術の開発に致命的な影響が出るこ

とが予想されている。 
また、本学が対象とするもう一つのコンピュ

ータ・ゲームや CG といった分野でも、IT 業

界の部分集合として全体的基調は人手不足で

ある。これに加えて、調査 によれば 2010 年

から 2017年の 7年間で売上高はほぼ倍増した

にも関わらず、オンラインプラットフォーム

ゲームの約 5 倍の成長が大部分で家庭用ソフ

ト及びハードウェアの売上はむしろ減少し

た。そのような状況でゲームタイトル 1 本当

たりの販売数は横並びもしくは減少してお

り、これは開発に必要な人手は増加、すなわ

ち人手不足を意味している。 
これらの事実は本法人の経験を裏打ちする。

本法人の経営する HAL 東京の例で 2018 年度

卒業生（HAL にはグラフィックスデザイン学

科、アニメ・イラスト学科、カーデザイン学

科、ミュージック学科などが設置されている

ので、分野的には必ずしも卒業学科は本学と

対応はしない）の就職状況は次のようになっ

ている。全卒業生 776 名中、98 名がアーティ

スト系（CG アーティスト、アニメーターな

ど）に、116 名がデザイン系（ゲームデザイ

ナー、Web デザイナー、サウンドデザイナー

など）、351 名がエンジニア系（技術職、シ

ステムエンジニア、必ずしも情報系に限定し

ないエンジニア一般など）、143 名がプログ

ラマー系、その他職種 68 名である。すなわ

ち、全体の 9 割の職種がいずれもデザイン、

設計といった価値創造を担う職種であり、広

義の“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”に対応すると言って良い。また

1973 年以降も 2 度のオイルショックを克服し

て1991年まで安定成長を続けることを可能に

した強い日本の製造業、特に高い教育を受け

た技術専門家を抱えた大企業の力の源泉であ

った。しかし、その結果専門家は大学で学ん

だ専門を守りながら特定企業内で定年まで働

くことが前提となり、専門の変更はほとんど

しないものとされ、しかも他企業への転職は

ほとんど起こらない人事構造が社会的に定着

した。1990 年代に始まる世界の技術的、国際

的状況の流動変化の中で、このような専門家

の人事構造は産業の一部の機能にしか応えら

れず、新しい専門職の必要性が指摘された

が、大学も企業も全く社会的人事構造を変え

ることができずに推移する。この時期、日本

の製造業の国際競争力が急速に低下したこと

の大きな理由の一つは、この硬直的な人事構

造であることはよく知られている。この危険

な状況の解決は伝統的な専門教育の強化だけ

では不十分であり、低迷した我が国の国際競

争力を強化することによって社会を良い方向

に発展させる専門職教育を主眼とする新しい

型の大学の設置が不可欠である。 
本法人は今回制定された専門職大学の制度の

もとに、新しい大学を設置する。そのため

に、大学の最大課題として、今後数十年にわ

たる社会の専門職の在り方を議論し新しい専

門職像を確立する。それは我が国の将来にお

いて、制度、社会、産業、国際協力、そして

人々の生活などあらゆる側面への寄与を目指

して働く専門職であり、教職員は学生とその

思想の共有を図りながら教育に従事する。現

実的には次のような原則があげられる。 
(1) 学科の構成は学問領域に対応するので

はなく、社会の需要領域に対応するものとす

る。学生は社会から大学への期待を実感する

ことによって、需要領域を理解する。 
(2) 伝統的専門分野にとらわれず、社会に

有益なものを創出することを動機としても持

ち、それを実現する専門職になるために学修

することを動機として持つ者を入学させる。 
(3) 学修は動機の実現を軸とする。実現は

数多くのプロトタイプ制作を行うこととし、

それに必要な基礎知識を身につけつけた結果

が専門職としての資格を得るよう教育課程を

配置する。 
(4) 卒業は、特定企業への就職を目的とす

るのでなく、身につけた専門職能力を社会の

ために発揮することができる場の選択の機会

であるとする。 
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そのうちの相当部分がエンジニア、プログラ

マーなどの情報技術関連職ないしは CG アー

ティストなどのデジタル・コンテンツ系の職

業であるが、そのような求人が本法人とコン

タクトのある企業からの期待なのであり、現

状でも人手不足が報告されている。 
しかし、このような人材不足が伝統的大学の

卒業生によって充足できるかと考えると、い

くつかの点で疑問を呈さざるを得ない。彼ら

は学問の専門に依拠する教育組織の中で教育

を受けて卒業する。卒業後は、企業等におい

て学んだ専門領域に対応する部署に配属さ

れ、実業に必要な知識を企業内の作業を通じ

て身につけてゆく。これが「大学で基礎をし

っかり身につければ、実践の能力は企業で育

てる」と言われてきた我が国の専門家養成の

基本的様式である。しかし、近年、このよう

な日本型人事システムの崩壊によって、卒業

生には高い即戦力的実践力が求められるよう

になった。また、技術の急激な進化と変化は

大学で学んだ専門を守りながら特定企業内で

定年まで働くことを許さなくなっている。す

なわち、卒業生は生涯、専門分野において学

修を継続し、常に自己の向上を求めるマイン

ドが求めらる。場合によっては単に専門分野

の新しい技術を学ぶだけでなく、新たな分野

にチャレンジすることも求められよう。これ

らの自己啓発・向上心の涵養は本学における

教育の大きな目標の一つとなる。 
すなわち、人事構造の硬直化を回避し、その

結果生起した日本の製造業の国際競争力低下

を回復するためには、伝統的な専門教育の強

化だけでは不十分であり、実践力や生涯学習

への希求を重視する専門職教育を主眼とする

新しい型の大学の設置が不可欠なのである。 
しかし、このことは直ちに旧来の専門学校型

教育のそのままの形での強化を意味しない。

専門学校の多くは、特に技術・スキル分野で

は実戦力、即戦力を重視した教育を行ってい

る。それゆえ、企業からは実戦力として歓迎

され、卒業生も実社会で極めて早いうちから

高い評価を受けている。しかし、一方で実戦

力を重視するあまり、最新技術の学修、スキ

ルの獲得に重点が置かれ、基礎理論の比重は

小さく、応用展開可能性に欠けると評される

こともある。 
そこで、本法人は今回制定された専門職大学

の制度のもとに、新しい大学を設置する。こ

の大学の最大課題は、今後数十年にわたる社

会の専門職の在り方を議論し新しい専門職像

(5) 企業等の採用側には卒業の意味を理解

してもらい、学生が大学から企業へと連続的

移動が可能な環境を設定するべく、大学との

日常的な交流を求める。 
 
1.1.2.1 本学の立ち位置 
(1)項は、教育は研究者の知的好奇心によって

生まれ、それが論理的思考によって歴史的に

体系的成立を見た学問領域を中心とする教育

領域で行われる、という歴史的、伝統的な考

え方のみでは現代に必要な人材は育たないと

いう考えに基づいている。現代は、人間行動

が社会的に問題を起こしている時代であり、

それは既存の学問領域のみに依拠する専門家

が行動に基礎を与えていることが原因である

ことが国際的にも強く指摘されている

（UNESCO で 2005 年から行われた DESD。

国際科学会議（ICSU）と国際社会科学会議

（ISSC）とが本年合体したなど）。これに応

え、起こりつつある社会的課題を直視するこ

とのできる専門職を育成するために、急進す

る科学分野に対応し、情報の人間にとっての

意味と新しい利用方法の発見、生命科学の人

の存在にとっての意味と研究方法の在り方な

どを大きな枠組みとする課題別領域を本学で

は採用する。それは本学の情報工学科を例に

とれば、伝統的な課程の情報学のように 1 年

次に情報理論、計算機論、アルゴリズム、ミ

ドルウェアなどの情報の存在論的側面から入

るという考え方を否定し、情報が持つ社会的

課題として、機能的側面である社会と倫理、

比較文化論、感性論、コミュニケーション、

データ論など、そして更に進んで人工知能、

IoT、ロボットなどは、物理的基礎を学びな

がらより強く社会における機能の面に重点を

置いて技術的実体を理解するという構成にな

っている。 
 
1.1.2.2 求める人材像 
(2)項は、伝統的科学の発展の上にある物理的

存在に知的好奇心を持つ人々である。現代で

はそのような人に加えて、社会的期待や社会

に出現する不可解な現象に知的好奇心を持つ

人も多い。しかしそれは個人の認識にとどま

り、公的な研究として扱うまでの認知には到

達していない。本学は、そのような人々が結

集し、教職員、学生が意志的集団となり、協

力して社会に貢献することを目標としている

のであって、本学への入学者はそのような動

機を持つものを歓迎する。 
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を確立することである。それは我が国の将来

において、制度、社会、産業、国際協力、そ

して人々の生活などあらゆる側面への寄与を

目指して働く専門職であり、教職員は学生と

その思想の共有を図りながら教育に従事す

る。現実的には次のような原則があげられ

る。 
(1) 学科の構成は学問領域に対応するので

はなく、社会の需要領域に対応するものとす

る。学生は社会から大学への期待を実感する

ことによって、需要領域を理解する。 
(2) 伝統的専門分野にとらわれず、社会に

有益なものを創出することを動機として持

ち、それを実現する専門職になるために学修

することを動機として持つ者を入学させる。 
(3) 学修は動機の実現を軸とする。実現は

数多くのプロトタイプ制作を行うこととし、

それに必要な基礎知識を身につけた結果が専

門職としての資格を得るよう教科課程を配置

する。 
(4) 卒業は、特定企業への就職を目的とす

るのでなく、身につけた専門職能力を社会の

ために発揮することができる場の選択の機会

であるとする。また、その専門職能力は不断

の努力によって向上させることを期待する。 
(5) 企業等の採用側には卒業の意味を理解

してもらい、学生が大学から企業へと連続的

移動が可能な環境を設定するべく、大学との

日常的な交流を求める。 
 
以上の原則を実現するために、入学時の動機

として社会貢献の希望を持つものも歓迎する

アドミッション・ポリシー、プロトタイプ制

作・実現を多くの演習・実習科目においてゴ

ールとする、と言った施策を実施する。ま

た、本学と企業が一体となって新しい人材を

我が国で育てるために企業と大学の綿密な連

絡、協力を可能にする教育課程連携協議会を

強力に推進する体制を作る。 

 
1.1.2.3 本学の教育課程 
(3)項は、上述のことをするためには、人は学

習において自ら築いた動機の明確化に努め、

結果として何を学びたいかを自覚することが

真の学習であるとし、各学科はそれが可能な

課程を提供するということである。例えば情

報工学科では、学生が入学して最初に学ぶの

は、情報理論、計算機論、アルゴリズムとい

った情報の存在論的視点ではなく、入門的な

情報言語、情報技術、ネットワーク、デザイ

ンなどの機能的視点を重視する情報の基礎技

術である。これは自らの動機を情報工学にお

ける専門職デザイナーとして生かす専門職に

なる道程を把握し、自らの直感的動機を専門

的動機へと成長させる。 
 
1.1.2.4 輩出する人材の出口 
(4)項では、動機の強化とともに専門職として

の知識を身につけた時、最も自分に向いた専

門職を社会において探すことになる。それは

企業名でなく、仕事内容が明白な仕事場の探

索である。もしそれがなければ自ら場を作る

しかない。これは社会における職の構造が、

専門職の教育を受けた人々によって新しい方

向へと変化する原動力となることを意味す

る。 
 
1.1.2.5 本学の発展と継続性 
(5)項は、これらのことを考えると、本学と企

業が一体となって新しい人材を我が国で育て

ることの必要性がおのずと生じることを述

べ、そのために企業と大学の綿密な連絡、協

力を可能にする教育課程連携協議会を強力に

推進する体制を作っている。 
 
 
 このような原則により、新しい教育理念と

方法による専門職大学を設置し、伝統的大学

と相補的な関係を作ることに努め、我が国の

教育界がより高い自由度をもって活性化する

ことが期待される。 
 
 
 

1.1.3 社会に必要とされる専門職人材の領域に

ついて 
本学の職業専門科目は工科（technology）と

呼ばれる分野であり、さらにその中でも情報

技術と呼ばれる分野である。情報技術はほぼ

1.1.3 工科領域社会に必要とされる専門職人材

の領域について 
本学の職業専門科目は工科（technology）と

呼ばれる分野であり、対応する職業は広義の

製造業で広範囲にわたる。日本標準産業分類
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全産業に応用され、日本標準産業分類の大分

類で言えば、鉱業、建設業、製造業、情報通

信産業、運輸業、サービス業など、科学技術

によって高度化、高能率化を図る産業は全て

含まれると言ってよい。Society 5.0 ではこれ

を「領域×IT」と表現したのである。 
だが、従来、産業に貢献する科学技術知識は

工学（engineering）と呼ばれ相互不可侵と言

われる伝統的な体系的分類が定められてお

り、教育がその分類ごとに行われて機械工学

を学べば領域知識に精通した機械技術者とい

う専門家になり、機械工学が必要な企業の人

材となりしたがって就職の対象となる企業が

限定される。しかし、専門職大学での教育は

このように分類された工学の専門家の養成で

はなく、広義の現場において、あるテクノロ

ジー分野の知識を駆使して企業目的を達成す

る専門職の養成を目的とする。したがって、

時代に応じて変遷する企業のニーズに自由に

応える人材である。この人材は、伝統的な工

学を身につけた人材と全く異なるが、それは

両者の知識を比較すれば直ちに理解すること

ができる。このことは次のように示される。 
伝統的教育において、例えば機械工学を学

ぶのであれば、在学中に基本的な知識を身に

つける学修を終えることが可能なように学修

課程が組まれている。しかし、専門職が社会

の期待に応えるデザイナーだとすると、期待

は一般に多くの分野の知識を背景として持っ

ているから、例えば技術分野においても機

械、電気、材料、制御、計算機など、あらゆ

る領域を学修しなければならない。これは従

来の教育課程を考えれば想像を絶する長い時

間を必要とするから不可能である。しかし、

デザイナーの知識とは伝統的領域の単なる足

し算ではない。領域は、それぞれ他とは違う

固有の機能に関する知識を含む。例えば機械

の知識は構造に、電気は信号に、材料は素子

機能に関する記述である。デザイナーはこれ

らの機能を総合して社会的期待に応えるソリ

ューションを作り上げる能力が求められる。

したがってデザイナーは各領域での機能に関

する知識を用いてソリューションを創造する

のであるが、それはしかし同時に各領域知識

を統合する操作を必要としている。これこそ

がデザイン思考において「問題を解決する解

候補をできるだけ多く考案する」ための前提

である。しかし、デザイナーは全ての領域知

識に精通できない以上、デザインが領域内の

細部に及ぶ時点では領域専門家の協力を得る

の大分類で言えば、鉱業、建設業、製造業、

情報通信産業、運輸業、サービス業など、科

学技術によって高度化、高能率化を図る産業

は全て含まれると言ってよい。従来、産業に

貢献する科学技術知識は工学（engineering）
と呼ばれ相互不可侵と言われる伝統的な体系

的分類が定められており、教育がその分類ご

とに行われて機械工学を学べば領域知識に精

通した機械技術者という専門家になり、機械

工学が必要な企業の人材となりしたがって就

職の対象となる企業が限定される。専門職大

学での教育はこのように分類された工学の専

門家の育成ではなく、広義の製造企業の現場

において、広い工学知識を駆使して企業目的

を達成する専門職の育成を目的とする。その

専門職とは、時代に応じて変遷する企業のニ

ーズに自由に応える人材である。この人材

は、伝統的な工学を身につけた人材と全く異

なるが、それは両者の知識を比較すれば直ち

に理解することができる。このことは次のよ

うに示される。 
本学で専門職として身につける知識が伝統的

な領域の専門家の知識とどのように違うのか

を以下に示す。伝統的教育において、例えば

ロボット工学を学ぶのであれば、在学中に基

本的な知識を身につける学習を終えることが

可能なように学習課程が組まれている。しか

し、専門職が社会の期待に応えるデザイナー

だとすると、期待は一般に多くの分野の知識

を背景として持っているから、例えば技術分

野においても機械、電気、材料、制御、計算

機など、あらゆる領域を学習しなければなら

ない。これは従来の教育課程を考えれば想像

を絶する長い時間を必要とするから不可能で

ある。しかし、デザイナーの知識とは伝統的

領域の単なる足し算ではない。領域は、それ

ぞれ他とは違う固有の働きを持つ知識であ

る。例えば機械の知識は構造に、電気は信号

に、材料は素子機能における「働き」を持

つ。デザイナーはこれらの「働き」を総合し

て社会的期待に応えるものを作り上げる能力

が求められる。したがって各伝統的領域にお

ける知識とは異なる「働き」に関する知識を

持つことが求められるのである。この「働

き」に関する知識の理論がデザイン学で、こ

れは文系、理系、いずれの課題でも必要な知

識である。したがってデザインという行為に

おいては、伝統的学問における領域知識は働

きの要素群を提供するものであり、デザイン

が領域内の細部に及ぶ時点では領域専門家の
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ことが必要となる。幸い、現在は伝統的領域

知識が大幅に計算機による自動システムとし

て領域専門家によって提供されており、多く

の場合、デザイナーはそれらを利用する能力

を持っていればよい。 
このことは教育に関する示唆に富む。例え

ば、工学の専門家は比較的狭い固有専門領域

における知識の習得と応用、その領域の設計

ツール、また同じ領域の専門家間のコミュニ

ケーションができれば良い。しかし“Designer 
in Society（社会とともにあるデザイナー）”
を目指す本学では、固有専門領域（この場

合、情報技術）だけではなく、例えば物流シ

ステムのロボット自動化なのであれば対象領

域技術として物流システムやそれが扱う物体

の知識を必要とするであろうし、ロボットの

導入と作業の安全規則、さらには雇用との関

連など、法務やビジネス労務などの関連も熟

知している必要に迫られる。このような領域

横断的な知識の統合が可能な人材の養成を目

指さねばならない。すなわち、同じロボット

工学の専門家であっても、大学での教育の場

合には、ロボット工学の専門家として探求し

技術を極める能力の涵養が重要になり、そし

て例えば凡そ考えつく限りの形状の物体をハ

ンドリングできるようなロボットハンドの開

発が研究対象となるであろう。これに対し

て、専門職大学では一定の深さの専門知識に

加え、どのような応用分野（対象領域）であ

っても情報技術と対象領域技術の知識の統合

によるソリューションの開発に対応可能な人

材の養成を目的とするのであり、ロボットの

ハンドの改良では扱えない物体が存在するの

であればパレット化などの手法でロボットで

も扱えるようにするまさに「デザイン思考」

による発想が求められるのである。 
 

協力を得ることが必要となる。このように、

両知識は補完的であるが、現在は伝統的領域

知識が大幅に計算機による自動システムとし

て領域専門家によって提供されており、多く

の場合、デザイナーはそれらを利用する能力

を持っていればよい。 
 特に現在、上述の産業においては、領域知

識の利用が情報通信技術の適用によって広範

化しつつある。各企業が多数の領域を含みな

がら高度化を進めるだけでなく、企業間の関

係においても急速につながる構造を持つよう

になり、産業構造が一変する可能性をはらん

でいる状況にある。このつながりは基本的に

機能の水準で構想されるものであり、本学で

の学修を通して獲得したデザイン思索の骨格

を持つ専門職が活躍する格好の場である。こ

のように情報通信関連の新しい知識を含む領

域が持つ働きに精通した専門職が、現代の社

会の期待に応える“Designer in Society（社会

とともにあるデザイナー）”である。 
 
 
 

1.2 教育上の目的 
1.2.1 養成する人材像 
本学の教育上の目的は、伝統的な意味での学

問領域の専門家になることを目標とするので

はなく、デザイン思考を駆使しながら専門固

有領域の技術を対象領域に応用することが可

能な Designer in Society、「デザイン思考を

実践できる情報技術者」を育てることであ

る。ここで専門固有領域は、情報工学（AI、 
IoT、ロボット）とデジタルエンタテイメン

ト（コンピュータゲーム、コンピュータグラ

フィックス）であり、したがって人間の知的

基盤である論理的思考能力と芸術的感性の涵

1.2 教育上の目的 
1.2.1 育成する人材像 
本学の教育上の目的は、学問領域の専門家に

なることを目標とするのではなく我が国を中

心とした国際的な社会的期待の充足に専門職

として応えたいという強い意志と目標を持つ

人を対象として、その目標の実現に必要な、

人間の知的基盤である論理的思考能力と美的

感性の涵養により社会の期待に応える人材を

育成することである。そこでは、ものづくり

の経験や分析を通し、また急速に進展する情

報化社会におけるものづくりの社会的構造の

変化、及びその中での人の役割の変化につい
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養を図る必要性がある。また対象領域とは例

えば IoT であれば生産現場における生産シス

テムであり、CG であればデジタルで作成さ

れたテレビコマーシャルである。 
前節のロボットの例で比較したように、科学

的な興味に導かれて分析を深化させ現象のよ

りよい理解を求めることで課題を解決するア

プローチと、デザインを実践し課題に対する

ソリューションを提供するアプローチでは、

単にアプローチが異なる以上の差異が存在す

る。それはこの両者では解いている問題がそ

もそも異なるのであって、前者では極めて限

定された範囲での深い厳密な解が期待できる

問題であり、後者ではそもそも解の存在すら

保障されていない。しかし、仮に解が得られ

るのであれば、豊かで安全に生活する場とし

て必要な、制度、社会基盤、装置、サービス

や、またそれらをつなぐシステムに調和する

ものであることが大前提となる。例えば、現

代の我々は新しい製品を開発するといったと

き、その製品が単に新しいものであるだけで

なく、企業にとってのビジネスケースが成立

していること、使用者や第３者に対するあら

ゆる危険性がなく、環境・エネルギー・資源

などの持続可能性を脅かさないなど、極めて

多数の条件をリーズナブルな範囲で満足して

いることはほぼ自動的に期待する。またその

期待のハードルは年を追うごとに高くなって

いる。 
したがって“Designer in Society（社会ととも

にあるデザイナー）”は、ビジネスとしての要

求を充足しようとし、生産の仕組みを作る、

快適な作業環境を作る、医療サービスを作

る、娯楽のサービスを作る、服飾のサービス

を作るなど、全て人間に関する深い洞察に基

づくデザインを行う。その時、例えば平成 27
年の国連で決議された「持続可能な開発のた

め の ア ジ ェ ン ダ 2030 （ Sustainable 
Development Goals, SDGs）（資料 3）」等

に視準を合わせ、環境の保全、経済の開発、

社会の発展と調和を踏まえ未来を視野におい

た実践活動となることが重要である。これ

は、究極的には人口増、資源枯渇、気候変動

などグローバルな観点を反映するものである

から、日本の首都東京で行う “Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
養成には、単にサプライ・チェーン、バリュ

ー・チェーンの国際化以上の国際人としての

優れた感覚を身につける必要がある。 
このように本学は、我が国を中心とした国際

ての認識を深化するために現実社会との共創

を行うことによって、自律的な思索の骨格を

持つ未来志向の発想力や創造性を持つ人材の

育成を目的としている。 
そこで本学では、新しい概念を創出するため

のデザイン学の教育を中心とし、思考に体系

性と厳密性を与える数学、思考の適格性を保

障し社会的に受容される表象のための論理的

思考、記号論・概念論や心理学基礎等の学修

を通し人間を知り、現実問題としてはマーケ

ティングや知的財産権、またコンテンツの流

通・保護を学ぶ。これらの学修によって「理

念的ものづくり」と呼べるあらゆる産業の基

底に存在する枠組みを理解し、その枠組みか

ら導かれる社会像を思考の空間とすることに

よって、社会に受け入れられ有効に作動する

デザインを考案する能力を持つ専門職を育成

する。 
教育課程において、2 年次と 4 年次のそれぞ

れで学科の枠を超えた課題制作を行う。理論

の学修にとどまらず、プロトタイプの制作を

通じて、制作や研究を実施し社会的な評価を

求めるものである。そのために制作結果の水

準の高さと同時に自己の制作の論理的、美

的、あるいは社会的な意義を明確に表現する

能力を磨くことが求められる。加えて、臨地

実務実習や語学力の強化にも重点を置き、国

際的なコミュニケーションや社会、文化・芸

術への理解を通してグローバルに自己の研究

や制作を位置づけることのできる人材を育成

する。 
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的な社会的期待の充足に専門職として応えた

いという強い意志と目標を持つ人を対象とし

て、“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”としての期待に応える人材を養

成する。 
1.2.2 修得させるべき能力 
Designer in Society たる「デザイン思考を実

践できる情報技術者」は次のような能力を備

えている。はじめ 2項は Designerとして重要

な部分であり、次の 2項はSocietyの部分であ

る。 
• 豊かな創造力：「豊かな創造力は」は

「デザイン思考を実践できる情報技術者」と

して、真のイノベーションを目指し固有領域

技術である情報技術をそれとは異なる対象領

域に応用した結果発揮するものである。それ

は論理的思考能力、科学的分析力とともに芸

術的感性によって裏打ちされている。 
• 確かな実践力：「確かな実践力」は専

門職大学として目指すもう一つの能力であ

る。これは、一つにはデザイン思考がプロト

タイプ制作によるアイデアの実現の検証を包

括しているからである。また、本学の原則

（§1.1.2 参照）の一つとして、学修が動機の

実現を軸としており、そのために数多くのプ

ロトタイプ制作による実現を行う。 
• 鋭敏なビジネスセンス：“Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”は
社会の期待、あるいは自己の夢の実現を目指

している。しかし、それはビジネス原則を無

視しては叶わないことも理解する必要があ

り、この能力を涵養するために展開科目で経

営関連の講義を配置する。 
• 高い倫理観：最後に “Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”は
社会が真に必要とするもの、それによって社

会がより良くなる方向に向かうものを作るこ

とが使命である。その理解、判断には倫理観

が必要であることは言うまでもない。そこに

は、例えば持続可能性など、グローバルな規

模での社会的な使命を達成する努力の実践も

含まれる。 
 
また、これらとは別にいわゆる社会人基礎力

の涵養も重要である。社会人基礎力は、「前

に踏み出す力（アクション）」（主体性、働

きかけ力、実行力）、「考え抜く力（シンキ

ング）」（課題発見力、計画力、創造力）、

「チームで働く力（チームワーク）」（発信

力、傾聴力、柔軟性、状況把握力、規律性、

1.2.2 修得させるべき能力 
本学における専攻に直接かかる職業専門科目

の目的は、専門職を伝統的工学領域固有に限

定された問題に対応する者と位置づけるので

なく、多くの種類の産業分野で活躍できる能

力を身につけているものとする。それは多く

の産業でデザイナーとしての高い能力を身に

つけているということであり、企業経営的視

点と関連する様々な開発に必要な基本的戦略

をデザインするもので、製品に限らず、製

造、流通、サービスなどを含む経営全般に現

れる諸課題の開発のための戦略をデザインす

る能力であると言える。それは多くの工学領

域に精通するのでなく 1.1.3 項で述べたよう

に、デザイン学によって広く領域の働きにつ

いての体系的知識を持つことが基礎となる。

例えば、職業専門科目の「IoT システム開

発」では、IoT は多数の工学領域が集積され

た技術である。デザイナーは各技術の詳細で

なく、IoT というシステムが持つ機能につい

ての知識を持ち、それが機械、複合装置、工

場、企業全体、さらには企業間などのシステ

ムで IoT を用いるデザインにおいて、それら

の機能・性能の最適化を実現する能力を持

つ。この科目では IoT という技術が持つ働き

の本質を学ぶということであり、そこで学ん

だ知識は、個々の IoT 製品を作る知識（例え

ば半導体製品としての IoT チップを作る知識

は典型的な電気・電子工学の技術である）で

はないが、IoT を使うどのような産業におい

ても有効であり、IoT によって最適化される

システムのデザインに必要なものである。も

ちろんこの知識は、現実のものづくりにおい

て必要となる個々の IoT 製品を開発する時の

デザイン条件であり、それは機械、電気など

の領域知識の詳細を知ることによって、個々

の IoT 要素のデザインが行われる。これは演

習・実習などによって現実のものづくりを経

験する時に体験することであるが、デザイン

の現実世界において具備すべき論理と、動機

としての機能との関係を理解する。 
以上のことは、人工知能システム、ロボット

の科目も同様であるが、情報工学科として選

ばれたこれらの科目は現代の産業で広く用い

られている情報技術の代表的なものであり、
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ストレスコントロール力）の 3 つからなり、

企業は学生に対し「前に踏み出す力」をまず

期待し、能力では実行力に期待している。一

方、学生は専門的な知識やスキルに不安を感

じているが、企業側は「主体性」、「粘り強

さ」、「コミュニケーション能力」が不足と

感じている 。具体的には、主体的に行動を起

こし最後まで粘り強くやり抜く力、またその

プロセスでのコミュニケーション能力の涵養

が求められる。 
大学生（特に学部新卒者）が卒業時に持つべ

き知識・能力についての調査結果がある 。こ

の調査によると特に大学、企業の両方が重要

と考える能力は、「チャレンジ精神」、「チ

ームワーク能力」、「コミュニケーション能

力」などの一般的な社会人基礎力に加えて、

「問題解決・物を作り出していく能力」、

「課題を見出す能力」、「倫理観」などの専

門的能力である。企業側からは、学部新卒者

に不足する知識・能力として、「問題解決・

物を作り出していく能力」、「チャレンジ精

神」、「コミュニケーション能力」「専門分

野に関する基礎的知識」、「文系分野も含む

幅広い教養」という指摘があった。 
さらに、日本経済再生本部第 4 次産業革命人

材育成推進会議は、IT を中心とした必要人材

のスキル・コンピテンシーを次のように設定

している 。 
(1) 課題設定力、目的設定力 
(2) データ活用や IT にかかる能力・スキ

ル 
(3) コンピュータ等の IT リテラシー 
(4) コミュニケーション能力 
(5) 分野を超えて専門知や技能を組み合わ

せる実践力 
(6) リーダーになる資質 
 
 以上をまとめると、創造力や実践力、ビジ

ネスセンス、倫理観と言った専門的な能力で

は、特に創造力に関して「課題設定力・目的

設定力」、「問題解決・物を作り出していく

能力」（これは実践力にも関連する）が重要

となり、実践力では社会人基礎力である「前

に踏み出す力（主体的に行動を起こし最後ま

で粘り強くやり抜く力）」、「チャレンジ精

神」、「コミュニケーション能力」、「チー

ムワーク能力」、「リーダーシップ」を重視

する必要がある。また「幅広い教養」や「分

野を超えて専門知や技能を組み合わせる実践

力」は創造力でもあるが、この点については

これらを用いたシステムを学ぶことによっ

て、情報化時代のデザインを現実的に学ぶこ

とになる。本学の学生の特徴としての「理念

的ものづくり」に対する実感的動機は、これ

らの学習により理念の現実化というデザイン

の本質を理解することになる。 
一方展開科目は、職業専門科目で学んだ情報

技術を基礎とするデザイン能力を、社会にお

いて活用するために必要な科目である。した

がってこの科目は、大学で学修した基礎的知

識を卒業後専門職として自ら展開し、専門職

としての役割を充実して行うものであり、

「企画・発想法」、「プロジェクトマネジメ

ント」、「グローバル市場戦略論」「企業経

営論」などが準備される。現実に企業で仕事

をする場合、「社会の中のデザイナー」は、

特定の技術分野での仕事に従事する場合でも

企業の経営理念、社会に対する貢献を常に意

識するのであって、これらの科目を基礎とし

て、経営能力や貢献能力を向上して行くとと

もに、社会における価値創造の方法について

の見識を持つようになる。これは社会におけ

る自律的行動の確立を意味し、ある段階では

でデザイン学を骨格として持つ、企業経営者

になるという姿が想定される。 
 
 基礎科目は、職業専門科目における技術的

実現行為の全てにわたって学生が求められる

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”固有の「思索の骨格」を体系的に身

につけるための基礎として必要な科目群であ

る。本学の教育課程は中心にデザイン学を置

くが、これは倫理、文化、心理、記号論、言

語、構文論、意味論、コミュニケーションな

どの、科学や工学における基礎科目には現れ

ない人間にかかわる知識を含む科目、「比較

文化論」、「社会と倫理」、「感性をはか

る」、「コミュニケーションと記号論」であ

る。これらの学修により、伝統的科目につい

てその詳細内容ではない機能による認識力を

身につけ、そのデザインにおける機能の視点

に基づく論理構造を把握する。例えば、生産

技術という広く工学に現れる知識は、従来の

ような生産に関わる材料学、表面科学、機械

力学、熱力学、統計学、組み合わせ数学など

に重点を置くものとは異なり、人のデザイン

思考の中で重要となる生産行為の意味性、生

産過程の構文性、複雑な生産を記号論的な視

点から俯瞰する等、個別対象を離れた総合

的、プロダクトやグラフィックスと異なった
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後に詳しく述べる。 
 次に本学の各学科の固有領域専門分野にお

ける知識・能力に関しては、職業専門科目の

目的が、専門職を伝統的工学領域固有に限定

された問題に対応する者と位置づけるのでな

く、多くの種類の産業分野で活躍できる能力

を身につけている者であるとすることから、

情報技術の基礎的知識に加えて、実習科目を

通じて多くの応用領域に触れアプリケーショ

ンの開発を目指したものとなる。上述の「課

題設定力・目的設定力」、「問題解決・物を

作り出していく能力」、「前に踏み出す力

（主体的に行動を起こし最後まで粘り強くや

り抜く力）」、「チャレンジ精神」、「コミ

ュニケーション能力」、「チームワーク能

力」、「リーダーシップ」などは、これらの

実習科目での経験から習得することになる

が、もちろん講義・演習科目として学ぶ部分

もある。ビジネスセンスも実習と展開科目と

しての講義科目で習得する。 
また職業専門科目は、基礎的な学科共通科目

と各コース（履修モデル）ごとにユニークな

専門科目に分かれる。前者は数学や物理学、

情報数学と言った基礎を築く科目であり、後

者は各コース内の専門性を高めるが、単に理

論の教授によるモデル構築とその分析という

分析力の教育を行うだけでなく、プログラミ

ング演習で創造力と実践力の向上を図る。さ

らに演習・実習科目の多くでは個別の要素技

術、素子のデザインではなくシステムの視点

が欠かせない。例えば「IoT システム開発」

は、IoT は多数の工学領域が集積された技術

であるが、デザイナーは各技術の詳細でな

く、IoT というシステムが持つ機能について

の知識を持ち、それが機械、複合装置、工

場、企業全体さらには企業間などのシステム

で IoT を用いるデザインにおいて、それらの

機能・性能の最適化を実現する能力を持つ。

この科目では IoT という技術が持つ機能の本

質を学ぶが、そこで学んだ知識は、個々の

IoT 向けの要素製品（例えばセンサー）を作

る知識ではないが、IoT を使うどのような産

業においても有効であり、IoT によって最適

化されるシステムのデザインに必要なもので

ある。また、このシステム中心の考え方は、

物ごとを俯瞰的に捉える訓練となり、問題の

新たな解法の模索や全体の俯瞰でのみ可能な

システムレベルの問題点の発見などに有効で

あり、“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の養成には不可欠でもある。

視点から俯瞰し新たなデザイン思考や共創行

為が可能となる。これらの思索の骨格が現実

に作動する各学科において職業専門科目との

関連を理解するために、本学では「学科包括

科目」と呼ぶ科目を設けるが、それが「情報

工学演習」「デザインエンジニアリング概

論」及び「コンテンツデザイン概論」であ

る。 
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このことは、人工知能システム、組込みシス

テムの科目も同様であるが、情報工学科とし

て選ばれたこれらの科目は現代の産業で広く

用いられている情報技術の代表的なものであ

り、これらを用いたシステムを学ぶことによ

って、情報化時代のデザインを現実的に学ぶ

ことになる。 
2 年次では学科の枠を超えた課題制作（地域

共創デザイン実習）を行う。理論の学修にと

どまらず、教育課程連携協議会の協力と支援

を得て、自治体や企業の課題を解決するプロ

トタイプのデザインを通じて、制作や研究を

実施し社会的な評価を求めるものである。そ

のために制作結果の水準の高さと同時に自己

の制作の論理的、感覚的、あるいは社会的な

意義を明確に表現する能力を磨くことが求め

られる。情報工学科 3 年次で行う「ソリュー

ション開発 I、II」及びデジタルエンタテイン

メント学科 4 年次の「デジタルコンテンツ総

合実習」は、「地域共創デザイン実習」での

課題を発展させ最終的にはプロトタイプを学

科内の学生のコースを問わないチーム編成で

制作する。また、臨地実務実習は2年生、3年
生、4 年生の各学習段階に応じて原則として

は異なる企業で行う。 
 基礎科目は、職業専門科目における技術的

実現行為の全てにわたって学生が求められる

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”のデザイン思索を体系的に身につけ

るための基礎として必要な科目群である。こ

れは倫理、文化、心理、記号論、言語、構文

論、意味論、コミュニケーションなどの、科

学や工学における基礎には現れない人間にか

かわる知識を含む科目を含む。「比較文化

論」、「感性をはかる」、「コミュニケーシ

ョンと記号論」の 3 科目はデザイナーとして

の感性の養成に資するものであるが、デジタ

ルエンタテインメント学科の学生は言うに及

ばず、情報工学科の学生にとっても例えばユ

ーザーインターフェース設計などに有用な知

識となる。英語科目は 1 年次から 4 年次まで

配置され、語学としての英語の学習よりは、

英語によるコミュニケーション能力の獲得に

重きを置き、国際的なコミュニケーションと

社会、文化・芸術への理解を通してグローバ

ルに自己の研究や制作を位置づけることので

きる人材を養成する。なお、学生には卒業研

究制作の最終発表を英語で行うことを義務付

け、外部英語能力試験において卒業時までに

一定のレベルに到達することを要請する。 
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一方展開科目は、職業専門科目で学んだ情報

技術を基礎とするデザイン能力を、社会にお

いて活用するために必要な科目である。した

がってこの科目は、大学で学修した基礎的知

識を卒業後専門職として自ら展開し、専門職

としての役割を充実するものであり、「企

画・発想法」、「プロジェクトマネジメン

ト」、「チームワークとリーダーシップ」、

「知的財産権論」、「グローバル市場化戦

略」、「企業経営論」、「ベンチャー起業経

営」が準備される。現実に企業で仕事をする

場合、“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”は当然のことながら企業の経

営理念、社会に対する貢献を常に意識するの

であって、これらの科目を基礎として経営能

力や貢献能力を向上していくとともに、社会

における価値創造の方法についての見識を持

つようになる。これは社会における自律的行

動の確立を意味し、ある段階ではデザイン思

考を骨格として持ちベンチャー企業を設立す

るという姿が想定される。 
学生はこれらのカリキュラムで学修を続けな

がら、創造力と分析力の両面から“Designer 
in Society（社会とともにあるデザイナー）”
に不可欠な機能的観点またシステム的視点に

基づく論理構造を把握する能力・スキルを学

ぶ。その結果、自らプロトタイプを制作する

実践の日々を送ることになるが、それは教授

が遂行している研究の思想に共鳴した学生が

その教授の下で、すなわち、その教授を助言

者（メンター）として自らプロトタイプを制

作することとする。卒業の要件は、変化する

社会の要請に対し、主体的にまた結果に対す

る倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応える、

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”となることであり、同時にその職種

が、基礎研究などで次々と出現する新知識の

応用可能性を、社会と矛盾することなく利用

する主役として、これからの社会の繁栄に大

きく貢献することに意欲を持つことである。 
その集大成として、「卒業研究制作」を 4 年

次に取り組むが、確かな実践力の獲得を証明

するためにプロトタイプを制作する。それは

AI 技術を応用した警備のための画像認識シス

テムであるかもしれないし、IoT 技術を用い

て実装した工場内物流監視システムかも知れ

ない。あるいは、CG アニメーションによる

環境問題の啓発を目指すのかも知れない。こ

れら本学における学修の最終形と職業専門科

目との関連を理解するために、本学では「学
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科包括科目」と呼ぶ科目を 1 年前期に設ける

が、それが「情報工学概論」及び「コンテン

ツデザイン概論」である。 
 以上、ここまでの総論として、本学の教育

で養成する人材が持つべき能力をまとめた表

を資料 2 として添付する。 
 
1.2.3 産業界等の社会との共有 
本学は全体的な解決を目的とし、社会ととも

にある大学を基本理念の 1 つとして設定し、

それに基づき組織、管理、教育、研究の全て

にわたり新しくデザインされた大学である。

そして大学経営と教育研究の協力的な相互独

立関係、3 つのポリシーの全教員の協力によ

る合議的決定など、大学内は経営的にも学問

的にも分断のないフラットな意思決定によ

り、基本理念を貫くものである。その中で、

様々な、そして変動する社会の期待や課題

を、経営側、教職員の対話を通じて共有し、

それを経営、教育、研究に反映する。その方

法は、経営側と教職員側の代表で構成される

大学評議会で開放的な対話、教員間の専門的

な課題の共有と解決方針の相互理解などによ

り、大学の社会貢献という抽象的課題を具体

的な教育研究課題へと凝縮し、学生自らの学

習の中に浸透させてゆくとともに、有効な大

学社会連携を確立する。 
本学の目的に基づき、協調するべき社会の対

象は次のように言えるであろう。工科という

点では、現代社会のあらゆるセクターでその

知識が求められているのであって、本学はそ

れらに“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”である卒業生を送り出すこ

と、さらには卒業後の本学との連携により、

社会に本学のデザインを核とする思想、行動

を広め、社会の質の向上と、産業活動などの

強化に貢献する。さらに実務経験を持つ教員

の主導による分野横断的なプロジェクトを立

てて研究を実施し、社会の期待、あるいは課

題解決に有効な知識を創出する。これらは製

造業、サービス業などの産業はもちろん、政

治における立法、行政における政策立案、健

康産業と言われる医療、農業などの様々な開

発におけるデザインに広く貢献の対象がある

と考え、それらを教育、研究の上で考慮して

行く。 
 
（削除） 
 
これらを考慮しながら、本学では特徴的な産

1.2.3 産業界等の社会との共有 
本学の基本理念の 1 つとして、「社会ととも

にある大学（University in Society）」を置

く。これは“Designer in Society（社会ととも

にあるデザイナー）”の育成を目的とする本学

にとって必要条件である。 
歴史的に学問を研究し、教育する大学は自治

を持つと言われ、教育、研究とも社会の他の

セクターからの指示や強制によってはならな

いとされる。これは全ての人に有用な中立的

知識である学問を生み出し、かつ公平に社会

に貢献する者を教育するという点で歴史的に

成功してきた理念であり、特定の社会的集団

のみに利する知識を算出するような危険を回

避してきたのである。その結果、大学は社会

から隔離されているのが正しいという思想が

長い間定着していた。 
しかし、学問が生み出す知識が膨大となり、

それが社会で使用され効果を発揮して大きな

恩恵をもたらす現代では、社会から大きな期

待が大学にかけられるようになり、隔離の思

想は成立しなくなり、また隔離状態は現実的

に終焉する。しかしながら、この現代におい

ても自治が中立的知識を生み出したという長

い歴史の影響は残り、社会の中の大学という

教員たちの意識が強くなってはいるが、それ

を歴史から離れてどのように実現するかを各

大学で模索し、学長の権限集中などの様々な

試みがされているがまだ途上であると言わざ

るを得ない。 
 
本学はこの課題の全体的な解決を目的とし、

社会とともにある大学を基本理念の 1 つとし

て設定し、それに基づき組織、管理、教育、

研究の全てにわたり新しくデザインされた大

学である。そして大学経営と教育研究の協力

的な相互独立関係、3 つのポリシーの全教員

の協力による合議的決定など、大学内は経営

的にも学問的にも分断のないフラットな意思

決定により、基本理念を貫くものである。そ

の中で、様々な、そして変動する社会の期待

や課題を、経営側、教職員の対話を通じて共

有し、それを経営、教育、研究に反映する。
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業界等との協力に努める。そのために、産業

人、自治体職員などと学内委員からなる教育

課程連携協議会を置き、そこに各界の専門家

を招聘して現在の社会、産業の状況、産業か

らの期待、大学からの期待などについて討

議、議論を行い問題を共有する。また本学で

の研究プロジェクトの計画については、産

業、研究法人、既設の大学などとの連絡を行

いつつ、既存の研究と補完的で我が国の将来

にとって有用なものとするべく討議する。ま

た臨地実務実習については、学生にとって最

も効果の高い方法の探索のために、企業と緊

密な討議を行って実行し、その結果の評価を

全学で把握する。 
 

その方法は、経営側と教職員側の代表で構成

される大学評議会で開放的な対話、教員間の

専門的な課題の共有と解決方針の相互理解な

どにより、大学の社会貢献という抽象的課題

を具体的な教育研究課題へと凝縮し、学生自

らの学修の中に浸透させてゆくとともに、有

効な大学社会連携を確立する。 
本学の目的に基づき、協調するべき社会の対

象は次のように言えるであろう。工科という

点では、現代社会のあらゆるセクターでその

知識が求められているのであって、本学はそ

れらに“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”である卒業生を送り出すこ

と、さらには卒業後の本学との連携により、

社会に本学のデザインを核とする思想、行動

を広め、社会の質の向上と、産業活動などの

強化に貢献する。さらに実務経験を持つ教員

の主導による分野横断的なプロジェクトを立

てて研究を実施し、社会の期待、あるいは課

題解決に有効な知識を創出する。これらは製

造業、サービス業などの産業はもちろん、政

治における立法、行政における政策立案、健

康産業と言われる医療、農業などの様々な開

発におけるデザインに広く貢献の対象がある

と考え、それらを教育、研究の上で考慮して

いく。 
特に、情報関連の教育の重要性が国際的に強

く言われているが、この教育は歴史も浅く新

しい形の教育が生まれつつある。各国とも自

国の社会的特徴や文化に応じた教育体制を取

る傾向があり、本学の“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”教育におい

ても人間を考えた独自の教育を行う。我が国

の学問に関する基本的感覚は、「神が与えた

学問領域」という思想を根拠とする西欧型の

学問論と違い、領域間の融合に寛大な文化が

ある。1980 年代に日本提案で行われた製造業

における企業ネットワークの国際プログラム

が現在世界的常識となった IoT の源流である

と言われ、またそれは我が国ではあらゆる存

在物が対話するという「八百万（やおよろ

ず）の神」の思想の産業化だと国際的に言わ

れるように、デザインされるものは文化と関

連する。これらを考慮し、情報教育はすでに

述べたように、情報の物理的様態よりも情報

の持つ機能、すなわち、例えば人にやさしい

情報技術などの人間にとっての意味という視

点での学修に重点を置き、それが社会の期待

実現などに直結するデザインの能力を持つ者

として社会に貢献することとする。 
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これらを考慮しながら、本学では特徴的な産

業界等との協力に努める。そのために、産業

人、自治体職員などと学内委員からなる教育

課程連携協議会を置き、そこに各界の専門家

を招聘して現在の社会、産業の状況、産業か

らの期待、大学からの期待などについて討

議、議論を行い問題を共有する。また本学で

の研究プロジェクトの計画については、産

業、研究法人、既設の大学などとの連絡を行

いつつ、既存の研究と補完的で我が国の将来

にとって有用なものとするべく討議する。大

学の教学面については全面的に学長マターで

決定し、ファカルテイーデベロップメント(以
下、FD)委員会が主催するが、委員による FD
関連の討議のほかに、基本的に教員全員参加

型の会議を常時開催し、陳腐化しない教育内

容、特に社会への貢献について討議する。ま

た臨地実務実習については、学生にとって最

も効果の高い方法の探索のために、企業と緊

密な討議を行って実行し、その結果の評価を

全学で把握する。 
 
 

1.2.4 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシ

ー） 
以下に記すディプロマ・ポリシーの内、学

部以下のディプロマ・ポリシーは、資料 2 で

まとめたが総論が包括されているとともに、

より詳細化、且つ、具現化されているべきで

ある。それを示すために、資料 3 は資料 2 を

ベースに、それぞれの要素を三大学力（「知

識・理解」、「能力」、「志向・態度」）に

ブレイクダウンさせ、以下のディプロマ・ポ

リシーの各項目（以下、DP No.）に通し番号

を振っている。 
 
1.2.4.1 東京国際工科専門職大学のディプロ

マ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 
 本学は、卓越した機能による技術的価値と

優れた芸術的表現による文化的価値を備え、

ビジネス上の成功を目指しつつ社会や環境へ

の配慮を欠かさない人工物の創造をする

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”となるために、定められた在籍期

間、及び、所定の単位を取得し、必修等の条

件を満たすこと等を卒業要件とし、卒業を認

定し学位を授与する。 
 
1. 豊かな創造力 
 対象領域を俯瞰し、問題・課題を発見し科

1.2.4 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシ

ー） 
 
（追加） 
 
1.2.4.1 東京国際工科専門職大学のディプロ

マ・ポリシー 
本学は、「仕事の結果に対する倫理的責任を

強く持ちながら、潜在的な需要をも感受し探

索し、それを顕在化する概念を創出し、必要

な知識を選出・創出してそれを実現する、現

代に求められる真のイノベーションの実現者

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”を養成することを目的とする」を基

本理念とし、本学の各学位プログラムの課程

を修め、必要な知識が不明の需要に取り組

み、その実現過程で自ら新しい知識を創出し

つつ需要を満たす解を作り出す技術者、か

つ、地球持続性時代の国際的理解、国際社会

の要請にこたえるグローバル人材として、定

められた在籍期間、及び、所定の単位を取得

し、必修等の条件を満たすこと等を卒業要件

とする。 
この基本理念を実現化するため、本学では以

下に記す項目の能力・資質を高め、それらを

総合的に活用できる者に対し、卒業を認定し

学位を授与する。 
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学的根拠をもって分析するとともに、分析し

た結果問題の本質を精査できる総合力と、解

決を複数考案できる創造力、感性、倫理観を

有している。 
 
2. 確かな実践力 
 問題・課題解決に対し、実際にプロトタイ

プを開発し複数インプリメントすることで実

際に解決案を創造するとともに、最適解を選

択できる社会的倫理観を持ちながら判断でき

る知識・能力を有している 
 
3. 鋭敏なビジネスセンス 
 現代社会のビジネスの仕組みを知り、専門

職人材として、顧客や品質を第一に考えられ

るとともに、現実的判断をもって遂行するこ

とのできるビジネススキルと共に、自身が持

つ好奇心の実現に向け協調性をもって、主体

的に行動することができる。 
 
4. 高い倫理観 
 倫理観をもって社会の責務を認識した行動

指針を有しているとともに、顕在する問題解

決のみならず、社会の持続性・発展性まで考

慮することのできる専門職人材である。 
 
 
1.2.4.2 工科学部のディプロマ・ポリシー（卒

業認定・学位授与の方針） 
工科学部は情報技術を応用する領域における

専門職を養成する。そのため、本学の「ディ

プロマ・ポリシー」を踏まえた上で、定めら

れた課程において以下の知識・能力を修得

し、教育の理念である「Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）」に従い、

ものを創ることができる学生に対し、卒業を

認定し学位を授与する。 
【知識・理解】 
1. 発見した問題・課題を正しく分析する基本

理論を理解し、本質（ゴール）を精査するた

めにモデルを構築できる。 
2. 問題・課題解決のために知識を総合し、価

値創造の方法論について理解している。 
3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解し

ている。 
4. 情報技術を応用する領域を主導する専門職

人材として、対象領域を俯瞰する能力を有す

る。 
【能力】 
5. 情報技術を応用する領域を主導する専門職

 
【態度・志向性】 
「Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）」 
仕事の結果に対する倫理的責任を強く持ちな

がら、社会的課題（顕在的・潜在的社会的期

待）に対して敏感に、しかも主体的に応える

ことができる“Designer in Society（社会とと

もにあるデザイナー）”である。 
【能力】 
「デザイン思考」 
“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”固有の「思索の骨格」である知識の

理論『デザイン学』によって自律的に思索し

実践する能力を持っている。 
「グローバルコミュニケーションスキル」 
グローバルに活躍できるコミュニケーション

力などの適応力を有し、新技術や国際情勢の

変化を察知できる視野を兼ね備えている。 
【知識・理解】 
「工科系産業分野における価値創造力」 
工科系産業分野において、大きな実践力とい

った感覚を持って活躍できる職業専門知識・

技能を修得し、価値創造を実現するためにプ

ロトタイプを作り出すことができる。 
 
1.2.4.2 工科学部のディプロマ・ポリシー 
本学部は、広い工学知識を駆使して企業目的

を達成する工科領域における専門職の育成す

る。そのため、本学部では、本学の「ディプ

ロマ・ポリシー」を踏まえた上で、定められ

た課程において以下の能力・資質等を修得

し、建学の精神である「Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）」に従い、

自律的に思索し実践する者に対し、卒業を認

定し学位を授与する。 
 
【態度・志向性】 
「Technology Designer in Society（社会とと

もにある工科デザイナー）」 
工科領域において、仕事の結果に対する倫理

的責任を強く持ちながら、社会的課題（顕在

的・潜在的社会的期待）に対して敏感に、し

か も 主 体 的 に 応 え る こ と が で き る

“Technology Designer in Society（社会とと

もにある工科デザイナー）”である。 
【能力】 
「デザイン思考」 
“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”固有の「思索の骨格」である知識の
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人材として、問題を発見・設定する力を有し

ている。 
6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力

を有している。 
7. プロトタイプを実際に開発する能力を有し

ている。 
8. 科学的判断力を持って最適解を決定するこ

とができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能

力を有している。 
10. 協調性をもって、主体的に行動すること

ができる。加えて、リーダーシップを発揮す

ることができる。 
【志向・態度】 
11. 倫理観をもって社会に解決案を提供する

ことができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択す

る能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エ

ラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三

現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
 
1.2.4.3 情報工学科のディプロマ・ポリシー

（卒業認定・学位授与の方針） 
情報工学科では、人工知能システム、IoT シ

ステム、ロボットを中心とした情報工学にお

ける教育・研究・実践活動を通して、情報工

学分野における基礎及び専門技術に関する知

識と創造力を身につける。さらに、それらを

俯瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニ

ケーション能力を有し、グローバルに活躍で

きる技術者を養成する。 
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身に

つけた学生に学位を授与する。 
 【知識・理解】 
1. 問題を正しく分析する数学、物理学などの

基礎知識と共に、コンピュータシステムの構

成に関する知識を有している。 
2. AI, IoT, ロボットの各分野において、価値

創造のためのソフトウェアアルゴリズムやシ

ステム構成方法論について理解している。 
・AI 戦略コースに所属する学生は、人工知能

システムに関する論理的・数学的知識を有し

ている。 
・IoT システムコースに所属する学生は、ソ

フトウェア、ハードウェア、ネットワークと

データ解析の知識を有している。 
・ロボット開発コースに所属する学生は、ハ

ードウェアとソフトウェアのバランスした知

理論『デザイン学』によって自律的に思索し

実践する能力を持っている。 
「グローバルコミュニケーションスキル」 
英語でのコミュニケーション能力を身につ

け、自分の考えを英語で伝えることができ

る。 
【知識・理解】 
「工科系産業分野における価値創造力」 
工科系産業分野において、大きな実践力とい

った感覚を持って活躍できる職業専門知識・

技能を修得し、価値創造を実現するためにプ

ロトタイプを作り出すことができる。 
 
1.2.4.3 情報工学科のディプロマ・ポリシー 
本学科は、次の卒業基準を満たし、所定の単

位を修得した学生に学位を授与する。 
【態度・志向性】 
・ “Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の考えを持ち、世界と社会の多様

性を認識し、高い倫理観と職業遂行力を持っ

た理工学人材として活躍できる。 
・工学の諸技術を理解し、課題を解決する能

力を身につけ、課題に対する関係する人々と

のコミュニケーションを図りながらチームで

仕事をすることができる。 
【能力】 
・制作に必要な技術情報を英文で収集・理

解・活用できるとともに、英語でのコミュニ

ケーション能力を身につけ、自分の考えを英

語で伝えることができる。 
 
 
【知識・理解】 
・ソフトウェア、ハードウェア、ネットワー

クに関する実装力を有し、専門職として必要

とされる教養、専門知識や理論、専門技術を

身につけ、問題解決に導く開発能力を有す

る。 
・未来像を自ら設定し、完成に導き、社会に

新たな価値を提供できるだけの専門的な技

術・知識を有している。 
1.2.4.4 デジタルエンタテインメント学科のデ

ィプロマ・ポリシー 
本学科は、次の卒業基準を満たし、所定の単

位を修得した学生に学位を授与する。 
【態度・志向性】 
・“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の考えを持ち、世界と社会の多様

性を認識し、高い倫理観と職業遂行力を持っ

た理工学人材として活躍できる。 
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識を有している。 
3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解し

ている。 
【能力】 
4. 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロボ

ット）と社会との接点を理解し、情報システ

ム技術をコアとして、システムインテグレー

ションに関する知識を総合的に俯瞰すること

ができる。 
5. 情報工学を主導する専門職人材として問題

を発見する力を有している。 
6. 創造力と表現力 "感性と教養にもとづ

く創造力および表現力を有している。 
7. 情報技術を応用して対象領域の課題を解決

するソリューションのプロトタイプを開発す

る能力を有している。 
・AI 戦略コースに所属する学生は、人工知能

システムの応用に着目する。 
・IoT システムコースに所属する学生は、IoT
システムのプロトタイプ開発を行い、サービ

スデザインにも着目する。 
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロ

ボットの応用に関する実践的プロトタイプ開

発に着目する。 
8. 論理的思考能力と科学的知識によって最適

解を判断することができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能

力を有している。 
10. 協調性をもって、主体的に行動すること

ができる。加えて、リーダーシップを発揮す

ることができる。 
  【志向・態度】 
11. 倫理観をもって社会に解決案を提供する

ことができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択す

る能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エ

ラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三

現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
 
 
1.2.4.4 デジタルエンタテインメント学科のデ

ィプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の

方針） 
デジタルエンタテインメント学科では、デジ

タルコンテンツ分野における歴史的・社会的

背景、および、デジタルコンテンツの役割や

職能を理解し、プロトタイプ開発を行うこと

で、グローバルに発信可能なデジタルコンテ

・デジタルエンタテインメントの未来像を創

出する上で必要となる普遍的知識を習得して

おり、それらを糧に専門的な技術・知識を学

び続ける学修姿勢を有している。 
【能力】 
・制作に必要な技術情報を英文で収集・理

解・活用できるとともに、英語でのコミュニ

ケーション能力を身につけ、自分の考えを英

語で伝えることができる。 
【知識・理解】 
・デジタルエンタテインメントの制作に必要

とされる基礎知識・技術を網羅的に学修し、

問題解決に導く開発能力を有する。 
・未来像を自ら設定し、完成に導き、社会に

新たな価値を提供できるだけの専門的な技

術・知識を有している。 
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ンツのクリエイターを養成する。 
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身に

つけた学生に学位を授与する。 
【知識・理解】 
1. 問題解決のためにその対象を正しく分析す

る数学、専門英語といった基礎知識を有して

いる。 
2. デジタルゲーム、およびコンピュータグラ

フィックス技術を用いた価値創造のためのア

ルゴリズムや表現方法論について理解してい

る。 
・ゲームプロデュースコースに所属する学生

は、コンピュータゲームに関するデジタルコ

ンテンツ制作に特化した知識を有している。 
・CG アニメーションコースに所属する学生

は、映像制作、キャラクターデザイン等、コ

ンピュータグラフィックスに特化した知識を

有している。 
3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解し

ている。 
 【能力】 
4. 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、CG）

と社会との接点を理解し、デジタルコンテン

ツ、情報システム技術、ビジネスに関する知

識などを総合的に俯瞰することができる。 
5. デジタルコンテンツを主導する専門職人材

として問題を発見し設定する能力を有してい

る。 
6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力

を有している。 
・ゲームプロデュースコースに所属する学生

は、コンピュータゲームデザインおよびプロ

グラミングなどゲーム開発に関する総合力を

有している。 
・CG アニメーションコースに所属する学生

は、CG 映像に関する一連のプロセスと制作

のための総合力を有している。 
7. デジタルコンテンツのプロトタイプを開発

する能力を有している。 
・ゲームプロデュースコースに所属する学生

は、プロトタイプを制作する目的を理解し、

デジタルゲームに関して企画・開発する能力

を有している。 
・CG アニメーションコースに所属する学生

は、プロトタイプを制作する目的を理解し、

CG 映像に関して企画・制作する能力を有し

ている。 
8. 論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最

適解を判断することができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能
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力を有している。 
10. 協調性をもって、主体的に行動すること

ができる。加えて、リーダーシップを発揮す

ることができる。 
【志向・態度】 
11. 倫理観をもって社会に解決案を提供する

ことができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択す

る能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エ

ラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三

現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
 
 
1.3 研究対象とする中心的な学問分野 
本法人は情報処理、情報通信、デジタルコン

テンツ分野における実践教育において成果を

上げてきたのであり、有能な実務的デザイナ

ーを多数輩出してきた歴史を持っている。本

学、東京国際工科専門職大学においては、こ

の歴史における経験を存分に活かし、従来重

視されなかった学問分野の開拓を図り、また

現在の学問分野の強化に加えて分野間のつな

がりを開発し、現代社会、現在の産業に貢献

する学問分野へと進化させることを目標とし

ている。 
よって、中心的な学問分野を特定の 1 つとし

て言及することや、従来の大学同様に明確に

説明することは難しいが、現在の我が国の研

究分類として科研費の審査区分表をもちい

て、本学における研究対象とする学問分野を

述べるのであれば、小区分 90010 のデザイン

学（情報デザイン、環境デザイン、工業デザ

イン、空間デザイン、デザイン史、デザイン

論、デザイン規格、デザイン支援、デザイン

評価、デザイン教育、など）として分類さ

れ、それに対応する大・中区分である A1（思

想、芸術及びその関連分野）、 C23（建築学

およびその関連分野）、J61（人間情報学お

よびその関連分野）に関連している。また類

似小区分としては設計工学関連(18030, C18
「材料力学、生産工学、設計工学およびその

関連分野」)がある。さらに情報工学科および

デジタルエンタテインメント学科の固有技術

領域に関して次の通りである。 
AI については「ソフトコンピューティング関

連 」 （ 61040 ） 、 「 知 能 情 報 学 関 連 」

（ 61030 ） 、 「 知 覚 情 報 処 理 関 連 」

（61010）、「統計科学関連」（60030）な

1.3 研究対象とする中心的な学問分野 
本法人は情報通信、デジタルコンテンツ分野

におけるものづくりの実践教育において成果

を上げてきたのであり、有能な実務的デザイ

ナーを多数輩出してきた歴史を持っている。

本学、東京国際工科専門職大学においては、

この歴史における経験を存分に活かし、従来

重視されなかった学問分野の開拓を図り、ま

た現在の学問分野の強化に加えて分野間のつ

ながりを開発し、現代社会、現在の産業に貢

献する学問分野へと進化させることを目標と

している。 
重要視されなかった分野とは、人の行動を支

援する体系的知識に関する学問である。多く

の文系、理系の学問は対象に関する真理を発

見する分析的な学問である。ここで得られた

知識は社会で使用され、人々に恩恵をもたら

すが、この学問的知識の使用という行為が、

人工化を中心とする現代社会の進展を特徴づ

けるものである。この行為に関する学問分野

は、工学をはじめとして、臨床医学、農学が

あり、また社会技術、経営学などもある。こ

れらの学問は対応する基礎学問の上に建てら

れ厳密性を持つが、現実の医療、製品開発、

企業経営、農業経営などの具体的方法を教え

るものではない。これは現在の科学の方法論

的制約からくる限界であり、実際の医療、製

品設計、企業経営、農業経営などは、それぞ

れの病院や企業、農業などに従事する人の工

夫に依拠しているが、工夫は論理で言えば仮

説形成（アブダクション）であり、科学の演

繹、帰納とは異なる可謬的な論理である。こ

の状況は科学の誕生とそれに依拠する技術が

始まって以来続いているが、現代の人の行為

の広範化により、例えば、環境劣化という地
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どが関係が深い。IoT に関連しては「情報ネ

ットワーク関連」（60060）、「計測工学関

連 」 （ 21030 ） 、 「 統 計 科 学 関 連 」

（60030）を挙げることができる。ロボット

は、「ロボティクスおよび知能機械システム

関連」（20020）、「知能ロボティクス関

連」（61050）、「制御およびシステム工学

関連」（21040）などである。コンピュータ

ゲームに関連しては「エンタテインメントお

よびゲーム情報学関連」（62040）並びに

「ヒューマンインターフェースおよびインタ

ラクション関連」（61020）が、最後にCGに

ついては「エンタテインメントおよびゲーム

情報学関連」（62040）ならびに「高性能計

算関連」（60090）が関連する。 
アブダクション（仮設形成）は、デザイン思

考において重要な役割を果たす。既存の領域

として長い歴史がある設計学（「設計工学関

連」（18030）で包含）でも、設計解を求め

るプロセスが演繹を中心とする科学的な思考

過程とは異なり、それはアブダクションとし

て定式化できることがよく知られてい

る ,  ,  ,  。 
分析を目的とした通常の科学では単一の知識

体系のみを用いれば充分であるのに対し、人

工物の創造の際にはいくつかの異なる知識体

系群を用いる必要がある。このことは例えば

ロボットを設計するには、機械工学だけでは

なくセンサーや制御回路に関する電子工学の

知識、フィードバック制御システムを構築す

るための制御工学の知識、画像からアームの

パスを決定するための画像認識、応用領域で

ある作業プラニングの知識といった具合に、

目的に応じて多くの知識体系群を有機的に統

合して、最後に制御ソフトウェアシステムと

してインプリメントすることが必要であるこ

とが分かる。すなわち、創造の過程では「細

分化された知識を統合して創造する」ことが

求められ、そこで統合される知識は高度に専

門化された数学や物理学に基づく科学的知識

のみならず芸術的感性や感受性、ビジネスに

関する知識、さらには倫理観、社会や環境に

与える影響などにも亘る。アブダクションは

このような知識を統合して創造するという過

程を説明するのである。 

球的負担が急増し世界的問題が現実に起こる

ようになった。ここで緊急の指針が求められ

るが、そのためには広く人の行為支援する体

系的知識を作るという課題が必要であること

が国際的に認識されている。 
本学の教育課程の中心に置くデザイン学はこ

のことに関わる学問であり、社会、地球への

負担を最小化しつつ恩恵をものづくりするた

めの一般的方法にかかわる科目として

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の思索の骨格に必要なものである。

デザイン学は現在、国際的に重視されている

デザイン思考の教育の基礎として研究が行わ

れているが、決定版と言われるものはない。

我が国はこの分野で先行しており、すでに

1970 年代に国際的に発表されたが、デザイン

学は科学の一部門でなく、科学とは異なる新

しい課題であり、現在も発展途上である。現

在の我が国の研究分類として科研費の審査区

分表によれば、デザイン学を中心とする教育

分野は大区分 C（工学）、中区分 20 の「機械

力学、ロボティクス及びその関連分野」、中

区分 21 の「電気電子工学及びその関連分

野」、中区分 23「建築学及びその関連分

野」、大区分 J（情報）、中区分 62 の「応用

情報学及びその関連分野」等と関係がある。

また既に科目の項で述べたように、領域別研

究に加えて、人間に関わる知識がデザイン学

には不可欠で、倫理、文化、心理、概念論、

記号論、言語、構文論、意味論、コミュニケ

ーションなどの工学には表れない科目に関す

る研究も、プロトタイプ制作研究などでは必

要で、これらの研究も「理念的ものづくり」

という視点で新しい研究分野を開くことも考

えている。 
したがって、これらの区分領域に含まれるよ

うなデザイン行為を対象として、それを支援

する体系的知識を作る研究は、本学の全学的

視点で共有される研究分野である。そして科

研費の項目にあるような領域別行為を支援す

る体系的知識を求める研究がデザイン学研究

の基礎として行われることになる。 
 
 

1.4 教育研究上の到達目標 
本学は教育上の目的を達成することに加え、

専門職大学の第一人者として、従来の研究領

域や体系ではない、より複合化した新領域や

実践を伴う教育効果の研究を行う。そして、

1.4 教育研究上の到達目標 
本学は教育上の目的を達成することに加え、

専門職大学の第一人者として、従来の研究領

域や体系ではない、より複合化した新領域や

実践を伴う教育効果の研究を行う。そして、
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成果を広く社会に提供し発展に寄与するため

に、教員の研究・制作活動指針について、下

記に到達目標を定める。 
 
（削除） 
 
(1) 本学教員は第一に本学の定めた教育理

念の実現に資する知識創出のための研究を行

う。本学の教育は社会の期待に高い感受性を

持ち、現代社会を特徴づける “Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”と

呼ぶ専門職を教育するのが目的であり、その

教育の方法論の研究を行う。それは歴史的に

確立された科学の領域の外の研究であり、研

究方法も定められたものはない。したがって

研究対象の設定、研究方法の考案、研究実施

の方法などの考案に始まり、未開の教育論を

展開する研究を行う。それが実際の教育に有

効である水準まで到達することが求められ

る。 
(2) 本学教員としてのものづくりを実施す

る研究においては、その研究で行われた思考

過程を客観的に記録し表現する論文も本学に

ふさわしい研究である。しかし、このような

ものづくりの背後に隠れている論理を抽出で

きる対象として貴重な研究は、伝統的学問の

領域に対応する一般の学会では論文として認

められないことが多い。しかし、ものづくり

の背後から抽出してデザイン思考の要素の重

大性による評価を基準にして査読をする雑誌

もあらわれていて、本学教員は、それらの雑

誌に採択されることによって本学の新しい研

究の社会的価値を高めるところまで到達する

ことが期待される。 
(3) 本学の FD の一環として、教員の間で

研究課題についての討論を常時行う。研究は

基本的に孤独な世界であるが本学の教員は教

育についての認識を共有している仲間であ

り、教員同士の対話の中からふさわしい研究

課題が発掘されることが期待される。また相

互の研究における情報交換のため、研究紀要

（論文・作品論文を含む）や持ち回りの研究

会を実施し、日常的に研究情報を交換しお互

いに研鑽をつむことにより、教育機関として

の独自の教育方式を確立する。 
(4) 本学教員は学内のみならず、科学者コ

ミュニテイの 1 人として自己の研究に責任を

負う。これは研究者として現在の研究状況の

中で自分の研究の意義を認識し、コミュニテ

イにおいて発言することであり、特に学会に

成果を広く社会に提供し発展に寄与するため

に、教員の研究・制作活動指針について、下

記に到達目標を定める。経験的に言って、国

際的にも、特に国内的に、新しい視点の研究

は学会に受け入れられないことが多い。例え

ば、国際的には存在する『デザイン学』と名

付けられた論文を受理する国内の学会は非常

に少ないであろう。しかし、本学の教員が、

受理されやすい研究課題を選んで研究し投稿

するようなことは厳に慎むことを要求する。

研究は1.2.3項に述べたように、人類のために

するのであって、論文の数を増やすためにす

るのではない。 
 
(1) 本学教員は第一に本学の定めた教育理

念の実現に資する知識創出のための研究を行

う。本学の教育は社会の期待に高い感受性を

持ち、現代社会を特徴づける「理念的ものづ

くり」の現実的表象であるものづくりを担う

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”と呼ぶ専門職を教育するのが目的で

あり、その教育の方法論の研究を行う。それ

は歴史的に確立された科学の領域の外の研究

であり、研究方法も定められたものはない。

したがって研究対象の設定、研究方法の考

案、研究実施の方法などの考案に始まり、未

開の教育論を展開する研究を行う。それが実

際の教育に有効である水準まで到達すること

が求められる。 
(2) 本学教員としてのものづくりを実施す

る研究においては、その研究で行われた思考

過程を客観的に記録し表現する論文も本学に

ふさわしい研究である。しかし、このような

「理念的ものづくり」の背後に隠れている論

理を抽出できる対象として貴重な研究は、伝

統的学問の領域に対応する一般の学会では論

文として認められない。そこには分析につい

ての評価しかなく、ものづくりは研究とは認

められない。しかしデザイン学の構築に取り

かかった国際的状況から言うと、これは奇異

なことと考えなければならない。実際には少

数であるが、ものづくりの背後から抽出して

デザイン学の要素の重大性による評価を基準

にして査読をする雑誌もあらわれていて、本

学教員は、それらの雑誌に採択されることに

よって本学の新しい研究の社会的価値を高め

るところまで到達することが期待される。 
(3) 本学の FD の一環として、教員の間で

研究課題についての討論を常時行う。研究は

基本的に孤独な世界であるが本学の教員は教
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おいては、1 人の研究者として行動すること

が求められる。実際の学会活動においては積

極的な活動を行うとともに、内外の関係学会

において原著論文の採択を目指すとともに、

研究発表を積極的に行う立場に立つ。 
(5) 教育の質の向上のために、競争的環境

の中に身を置き、科学研究費助成事業への応

募や他の公的資金の獲得、産学連携研究の推

進等、自立した研究環境の構築を実現する。 
(6) 本学教員においては、審査機構のある

関連学会の原著論文の採択を目指す。ここに

は審査機構のある内外の著名なコンペティシ

ョンへの応募・採用・入選や、オリンピッ

ク・万博等の公的な展示会への出品等、作品

等の応募・採用・入選を含める。 
(7) 社会活動や研究活動、教授法の研究、

教育効果評価等を通して到達目標を定め年度

ごとに個人業績や活動実績を記録し目標達成

度とともに評価する。 
 
 

育についての認識を共有している仲間であ

り、教員同士の対話の中からふさわしい研究

課題が発掘されることが期待される。また相

互の研究における情報交換のため、研究紀要

（論文・作品論文を含む）や持ち回りの研究

会を実施し、日常的に研究情報を交換しお互

いに研鑽をつむことにより、教育機関として

の独自の教育方式を確立する。 
(4) 本学教員は学内のみならず、科学者コ

ミュニテイの 1 人として自己の研究に責任を

負う。これは研究者として現在の研究状況の

中で自分の研究の意義を認識し、コミュニテ

イにおいて発言することであり、特に学会に

おいては、1 人の研究者として行動すること

が求められる。実際の学会活動においては積

極的な活動を行うとともに、内外の関係学会

において原著論文の採択を目指すとともに、

研究発表を積極的に行う立場に立つ。 
(5) 教育の質の向上のために、競争的環境

の中に身を置き、科学研究費助成事業への応

募や他の公的資金の獲得、産学連携研究の推

進等、自立した研究環境の構築を実現する。 
(6) 本学教員においては、審査機構のある

関連学会の原著論文の採択を目指す。ここに

は審査機構のある内外の著名なコンペティシ

ョンへの応募・採用・入選や、オリンピッ

ク・万博等の公的な展示会への出品等、作品

等の応募・採用・入選を含める。 
(7) 社会活動や研究活動、教授法の研究、

教育効果評価等を通して到達目標を定め年度

ごとに個人業績や活動実績を記録し目標達成

度とともに評価する。 
 
 

1.5 既設学校との違い 
1.5.1 専門職大学と専門学校・大学との違い 
本学は、職と密接に関連し即戦力を養成する

専門学校や、教養教育によって幅広い知識・

教養を培い専門教育によって理論に重きを置

いて学術的な研究を行う大学のいずれでもな

い。専門職大学とは、学生の興味・関心ある

いは動機などの意欲に着目し、かつ実践・実

務に重きを置いて学ぶべき内容を体系的に整

理した上で、実現者としての自立した信念を

持って行動可能な人材を輩出する教育機関で

ある。本学が提案する専門職大学は、ソフト

ウェア・インテンシブな製品、サービス、エ

ンタテインメント、コンテンツの製作を実

践、実現する論理的思考能力とものづくりに

必要な（削除）感性を備えた Designer in 

1.5 既設学校との違い 
1.5.1 専門職大学と専門学校・大学との違い 
本学は、職と密接に関連し即戦力を養成する

専門学校や、教養教育によって幅広い知識・

教養を培い専門教育によって理論に重きを置

いて学術的な研究を行う大学のいずれでもな

い。専門職大学とは、学生の興味・関心ある

いは動機などの意欲に着目し、かつ実践・実

務に重きを置いて学ぶべき内容を体系的に整

理した上で、実現者としての自立した信念を

持って行動可能な人材を輩出する教育機関で

ある。本学が提案する専門職大学は、ソフト

ウェア・インテンシブな製品、サービス、エ

ンタテインメント、コンテンツの製作を実

践、実現する論理的思考能力とものづくりに

必 要 な 美 的 感 性 を 備 え た Designer in 
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Society、感性豊かなクリエイターを養成しよ

うとする試みである。 
既に我が国においてもこのような専門職が求

められ始めているが、それはまだ緒に就いた

ばかりである。既存の伝統的職業構造の中で

その職種が正当にかつ順調に育つためには、

教育を受けた若者の先進的努力も必要であ

る。新しい職を我が国社会に創出するため

に、教育機関とそこで学ぶ若者の共同作業が

必要であり、その共同作業を可能とする機関

であることも我々の目標である。 
 

Society、感性豊かなクリエイターを養成しよ

うとする試みである。 
既に我が国においてもこのような専門職が求

められ始めているが、それはまだ緒に就いた

ばかりである。既存の伝統的職業構造の中で

その職種が正当にかつ順調に育つためには、

教育を受けた若者の先進的努力も必要であ

る。新しい職を我が国社会に創出するため

に、教育機関とそこで学ぶ若者の共同作業が

必要であり、その共同作業を可能とする機関

であることも我々の目標である。 
 

1.5.4 専門学校と専門職大学の教育課程の比較 
既に述べてきたフレキシブルな人材になるた

めには、例えば機械工学を確固たる信念で学

び誰にも負けないというような、高い専門性

や現代社会のニーズに特化することではな

く、未来を見据えて学びを使い実践する、例

えば、電気工学に越境し現実問題に入ってい

き、さらに流動性の高い社会に対応できる志

向性を持たなければならない。そういった人

材を養成するためには、研究とともに職能教

育が重要な教育要素になり、これらを効果的

に複合することによって、興味を持って、自

ら問題を発見し、論理的に問題を解決するま

での過程を実践することで、アカデミックと

プラクティスとを融合させた、これまでにな

い新たな教育機関が必要であり、それこそが

専門学校と専門職大学の教育課程の違いであ

る。 
 
(1) 医療の進歩によって高寿命化は確実に

起こり、それに伴って近未来で現実化となる

であろうキャリアのパラレル化や、全く違う

職業への転身といった現代を生き抜く力とし

て、フレキシブルに対応できる能力は重要で

あり、そこには必ず人生の途中での学び直し

が発生する。よって、働く専門職の分野に関

わらず共通して必要とされる能力を修得する

必要がある。本学では具体的に、教養科目と

して「コミュニケーション力（外国語）」、

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の根幹となる「倫理」、デザイン思

考を支える創造力の源の一つとしての「感

性」、の 3 つの能力について強調する。これ

は、専門学校に求められてこなかった、つま

り学士力の 1 つとして従来の大学に求められ

る一般教養である。 
 
(2) 社会的要求である情報教育には、専門

1.5.4 専門学校と専門職大学の教育課程の比較 
既に述べてきたフレキシブルな人材になるた

めには、例えば機械工学を確固たる信念で学

び誰にも負けないというような、高い専門性

や現代社会のニーズに特化することではな

く、未来を見据えて学びを使い実践する、例

えば、電気工学に越境し現実問題に入ってい

き、さらに流動性の高い社会に対応できる志

向性を持たなければならない。そういった人

材を養成するためには、研究とともに職能教

育が重要な教育要素になり、これらを効果的

に複合することによって、興味を持って、自

ら問題を発見し、論理的に問題を解決するま

での過程を実践することで、アカデミックと

プラクティスとを融合させた、これまでにな

い新たな教育機関が必要であり、それこそが

専門学校と専門職大学の教育課程の違いであ

る。 
 
(1) 医療の進歩によって高寿命化は確実に

起こり、それに伴って近未来で現実化となる

であろうキャリアのパラレル化や、全く違う

職業への転身といった現代を生き抜く力とし

て、フレキシブルに対応できる能力は重要で

あり、そこには必ず人生の途中での学び直し

が発生する。よって、働く専門職の分野に関

わらず共通して必要とされる能力を修得する

必要がある。本学では具体的に、教養科目と

して「コミュニケーション力（外国語）」、

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の根幹となる「倫理」、デザイン思

考を支える創造力の源の一つとしての「感

性」、の 3 つの能力について強調する。これ

は、専門学校に求められてこなかった、つま

り学士力の 1 つとして従来の大学に求められ

る一般教養である。 
 
(2) 社会的要求である情報教育には、専門
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学校が担ってきた実践力養成の教育が有効で

ある。特に、多くの制作を通しプロトタイプ

を生み出す授業スタイルは非常に効果的であ

る。ただし、本学は潜在的社会問題にも対応

できるデザイン思考を中心とした教育課程が

編成される必要があって、そこには包括的な

技術力の強化と、より良い価値創造を生み出

すためにその時々で必要な理論を修得する要

素を加えるとともに、習得した知識を総合し

てものを創出するデザイン能力の養成に必要

な、論理的思考力が涵養される教育体系であ

ることが重要である。具体的には、動機づけ

が明確化した後の各種演習科目は Problem 
Based Learning（以下、PBL）で数多くのプ

ロトタイプの制作を行う他、工科領域で絶対

的に必要な理論を学ぶ科目として「（削除）

統計論」「線形代数」等の科目を体系的に配

する。 
 
(3) 今この時点の社会理解はビジネスの現

状を知る分析力が最も重要であるが、専門職

大学が担うのは不確実性が更に増加する未来

社会に重心があって、そこには調査だけでは

なく未来を見据えた戦略を立てられる能力が

求められる。特に、イノベータとして社会の

リーダー的存在になる者には、組織を後世に

持続できる長期的な時間幅で戦略を立てられ

るビジネス展開能力が必要である。これは、

従来の大学に求められてこなかった職能教育

のうちの 1 つであり、かつ、専門学校がその

役割を担ってきた現代社会の顕在的問題への

対応力の応用である。 
 
(4) 研究によって科学は進化し、それは社

会発展に大きく寄与している。その一連の流

れは教育機関においては従来の大学がその殆

どを担ってきた。新たな大学機関となる専門

職大学もその役割を担うことは重要で、大学

では補完することが難しかったビジネスとの

接点に重きを置いた研究を行うことが、専門

職大学の使命である。 
 
（中略） 

学校が担ってきた実践力養成の教育が有効で

ある。特に、多くの制作を通しプロトタイプ

を生み出す授業スタイルは非常に効果的であ

る。ただし、本学は潜在的社会問題にも対応

できるデザイン思考を中心とした教育課程が

編成される必要があって、そこには包括的な

技術力の強化と、より良い価値創造を生み出

すためにその時々で必要な理論を修得する要

素を加えるとともに、習得した知識を総合し

てものを創出するデザイン能力の養成に必要

な、論理的思考力が涵養される教育体系であ

ることが重要である。具体的には、動機づけ

が明確化した後の各種演習科目は Problem 
Based Learning（以下、PBL）で数多くのプ

ロトタイプの制作を行う他、工科領域で絶対

的に必要な理論を学ぶ科目として「確率統計

論」「線形代数」等の科目を体系的に配す

る。 
 
(3) 今この時点の社会理解はビジネスの現

状を知る分析力が最も重要であるが、専門職

大学が担うのは不確実性が更に増加する未来

社会に重心があって、そこには調査だけでは

なく未来を見据えた戦略を立てられる能力が

求められる。特に、イノベータとして社会の

リーダー的存在になる者には、組織を後世に

持続できる長期的な時間幅で戦略を立てられ

るビジネス展開能力が必要である。これは、

従来の大学に求められてこなかった職能教育

のうちの 1 つであり、かつ、専門学校がその

役割を担ってきた現代社会の顕在的問題への

対応力の応用である。 
 
(4) 研究によって科学は進化し、それは社

会発展に大きく寄与している。その一連の流

れは教育機関においては従来の大学がその殆

どを担ってきた。新たな大学機関となる専門

職大学もその役割を担うことは重要で、大学

では補完することが難しかったビジネスとの

接点に重きを置いた研究を行うことが、専門

職大学の使命である。 
 
（中略） 

2. 学部・学科等の特色 
2.1 工科学部における教育の特色 
東京国際工科専門職大学は工科学部という 1
学部を構える。この学部は、校名にもあるよ

うに工科領域を取り扱う。（削除）ここでは

学生側から見た特色という視点で述べる。 
若者が高等教育を受けるとき、最初の関門は

2. 学部・学科等の特色 
2.1 工科学部における教育の特色 
東京国際工科専門職大学は工科学部という 1
学部を構える。この学部は、校名にもあるよ

うに工科領域を取り扱う。よって、教育の特

色は、大学の各種ポリシーとほぼ同一であ

る。その内容、範囲については 1.2 節 教育
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入学試験である。この競争に勝ち抜くために

は一定の受験準備が必要で、若者は受験勉強

の時は自分の趣味や関心は棚に上げるとい

う。めでたく入学すると、そこには整然とし

た学問が準備されていて、それを手順通りに

学ぶ日々が待っており、それをマスターして

社会で教養もあり特定分野の専門家として認

められて妥当な職業ににつく、という。これ

は教育の基本形で、就職までの正規の過程と

認識されていて、多くの学生が疑わない。 
しかし大学で学ぼうとしている若者にはこの

過程になじまない者がいる。彼らはなんでも

学べる能力を持っているわけではないが、お

そらく多様であろう出来事との出会いを契機

として将来自分が歩む道を想定していて、そ

の道を生き生きと歩むことの実現のための学

修を望み、それが大学に入学する動機になっ

ている者がいる。これは実感的動機である

が、学問を学んでそれを人々に理解してもら

える論理的動機にしたい。 
他の項で述べた教育内容、想定される人材

像、社会との連携の経験などの教育は、この

ような若者を歓迎するものである。そのため

にアドミッション・ポリシーとして面接によ

る動機の評価を行う。アドミッション・ポリ

シーについての詳細は後の 9 章で述べる。こ

のような若者の入学を受けて本学では、実感

的動機を尊重し、それが他人に説明可能な、

しかも具体的なものづくりの実施が可能な説

明を獲得する動機へと進化することを目標と

して、学修の最初に一人一人の学修動機を私

秘的なものから顕在化されたものへと変換す

る教育を行う。それは各学科が対象とするも

の、技術が、社会にどのような意味を持つか

を中心に、学科の特徴とそこでそのような動

機が実現されるかを学んでゆく。顕在化した

動機は、学生本人に何を学ばなければならな

いかを考えさせ、科目学修の動機を持つよう

になる。これが本学そして各学科において学

生が動機をもって各科目を履修することを可

能にする。これは本人にとっては動機の実現

であるが、教育する側から見れば、最も効率

的な学修環境が得られることとなる。 
 
 
2.2 学科の特色と重点的機能 
2.1節を本学の柱とし、学部学科の特色と重点

的な機能を下記に記す。 
本学は産業界及び地域社会との連携を生かす

ために「工科学部」を設置し「情報工学

の内容、特に 1.2.2 項 習得させるべき能力、

また 1.3 節 研究対象とする中心的な学問分野

などの項目で詳細に記したため、ここでは学

生側から見た特色という視点で述べる。 
若者が高等教育を受けるとき、最初の関門は

入学試験である。この競争に勝ち抜くために

は一定の受験準備が必要で、若者は受験勉強

の時は自分の趣味や関心は棚に上げるとい

う。めでたく入学すると、そこには整然とし

た学問が準備されていて、それを手順通りに

学ぶ日々が待っており、それをマスターして

社会で教養もあり特定分野の専門家として認

められて妥当な職業ににつく、という。これ

は教育の基本形で、就職までの正規の過程と

認識されていて、多くの学生が疑わない。 
しかし大学で学ぼうとしている若者にはこの

過程になじまない者がいる。彼らはなんでも

学べる能力を持っているわけではないが、お

そらく多様であろう出来事との出会いを契機

として将来自分が歩む道を想定していて、そ

の道を生き生きと歩むことの実現のための学

修を望み、それが大学に入学する動機になっ

ている者がいる。これは実感的動機である

が、学問を学んでそれを人々に理解してもら

える論理的動機にしたい。 
他の項で述べた教育内容、想定される人材

像、社会との連携の経験などの教育は、この

ような若者を歓迎するものである。そのため

にアドミッション・ポリシーとして面接によ

る動機の評価を行う。アドミッション・ポリ

シーについての詳細は後の 9 章で述べる。こ

のような若者の入学を受けて本学では、実感

的動機を尊重し、それが他人に説明可能な、

しかも具体的なものづくりの実施が可能な説

明を獲得する動機へと進化することを目標と

して、学修の最初に一人一人の学習動機を私

秘的なものから顕在化されたものへと変換す

る教育を行う。それは各学科が対象とするも

の、技術が、社会にどのような意味を持つか

を中心に、学科の特徴とそこでそのような動

機が実現されるかを学んでゆく。顕在化した

動機は、学生本人に何を学ばなければならな

いかを考えさせ、科目学修の動機を持つよう

になる。これが本学そして各学科において学

生が動機をもって各科目を履修することを可

能にする。これは本人にとっては動機の実現

であるが、教育する側から見れば、最も効率

的な学習環境が得られることとなる。 
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科」、「デジタルエンタテインメント学科」

を設置する。以下、学部・学科ごとに教育の

特色を明記する。 
 
2.2.1 工科学部 情報工学科の特色 
情 報 通 信 技 術 （ ICT : Information 
Communication Technology ）の発展によ

り、インターネットとモバイルシステムが爆

発的に普及し、産業界や一般の生活に深く浸

透してきた。そのために、ICT 技術と物理的

なシステムの融合であるサイバーフィジカル

システム（CPS：Cyber-Physical System）

が、あらゆるシステムにおいて急速に指導的

な構築原理となった。CPS とは、実世界（フ

ィジカル空間）にある多様なデータをセンサ

ーネットワーク等で収集し、サイバー空間で

大規模データ処理技術等を駆使して分析／知

識化を行い、そこで得られた新たな情報を実

世界に作用させる循環によって、産業の活性

化や社会問題の解決を図っていく情報処理シ

ステムである。これまで経験と勘で行ってい

た作業や判断を効率化し、生産性の向上、新

産業・サービスの創出、社会システムの課題

解決などを図ることを目指している。少子高

齢化やエネルギー制約などの課題先進国であ

る我が国でこれらの社会的課題を解決するこ

とが出来れば、社会の持続的発展に資するだ

けでなく、先進技術として国際競争力を維持

した経済発展が期待できる。 
情報工学科では、様々な社会問題の解決と持

続可能な経済発展を目指し、そのために必要

となるサイバーフィジカルシステムの実現に

必要な、AI、IoT、ロボットなどの先端 ICT
技術を高度に活用できる人材の育成を行う。

その際、ICT 技術の基礎理論を探求したり基

盤的な技術を創出したりするよりも、実世界

の課題解決のために何が必要になるかアイデ

ィアを考え、基盤的な情報技術を組み合わせ

てプロトタイプを開発し、解決策を可視化す

る「基盤技術を応用する情報技術」を探求す

ることに重きを置く。これを第１の特徴とす

る。 
また CPS 実現に際しては、実世界での経済効

果や環境・人間に及ぼす影響が大きいことを

深く考慮した「デザイン思考」の実践が必須

である。そこで第２の特徴として、広い技術

分野を俯瞰し、課題解決のための新しい産業

システムや社会サービスを自ら考案できる能

力と、ICT 技術によりそれらを実現する論理

的思考能力を備えた人材“ Designer in 

 
2.2 学科の特色と重点的機能 
2.1節を本学の柱とし、学部学科の特色と重点

的な機能を下記に記す。 
本学は産業界及び地域社会との連携を生かす

ために「工科学部」を設置し「情報工学

科」、「デジタルエンタテインメント学科」

を設置する。以下、学部・学科ごとに教育の

特色を明記する。 
 
 
2.2.1 工科学部 情報工学科の特色 
文部科学省と経済産業省、厚生労働省が発行

する「モノづくり白書 2017」（平成 29 年、

（資料 7））にも書かれているとおり、「人

工知能（AI）」「モノのインターネット

（IoT）」「ロボット」を組み合わせること

で、潜在需要を喚起する商品やサービスの提

供、新しいコンセプトの商品・サービス、業

務慣行・組織編成、さらには社会的課題への

対応といった様々なイノベーションが実現可

能となり、社会経済の持続的成長へ寄与して

いくことが期待されている。実社会の様々な

情報がネットワーク化されて自由にやり取り

され（IoT）、大量データがリアルタイムに

分析・利用可能となり（ビッグデータ）、機

械が自ら学習・判断を行い（AI）、多様・複

雑な作業が自動化（ロボット）される。 
情報工学科は、AI、IoT、ロボットの技術を

利用して、人と IT の共創・共生をめざすサイ

バーリアルな空間を実現するために求められ

る人材を育成する機能を重点的に担い、自然

科学と心理学や社会科学の融合領域を重視す

ることを特色とする。新規の社会サービスを

自ら考案し発信できる能力、それを情報技術

を使って実現しそのメリットを社会が享受し

大きくして行くという仕組みを見える形で構

築する能力を育成する。さらに、中央教育審

議会答申「個人の能力と可能性を開花させ、

全員参加による課題解決社会を実現するため

の教育の多様化と質保証の在り方について」

が提言する「理論と実践の架橋による職業教

育」、「産業界、地域等のニーズの反映及び

連携」を踏まえて人材の育成を図る。 
 
以上を実現させるために、情報工学科は「AI
戦略」、「IoT システム」、「ロボット開

発」の 3 つの専門コースで構成する。 
「AI 戦略コース」は、自動車の画像認識技術

による自律走行や膨大な医学的根拠を元に正
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Society（社会と共にあるデザイナー）”の育

成に重点を置く。 
以上の考え方に基づき、情報工学科には「AI
戦略」、「IoT システム」、「ロボット開

発」の 3 つのコースを設置する。様々な産業

や社会課題が実在するフィジカル空間と、サ

イバー空間が密接につながる CPS を実現する

ことで諸問題を解決する方法を探るために

は、1)実空間の情報を高度に分析し解を求め

るする AI 技術、2)実空間をセンシングしたデ

ジタル情報をサイバー空間につなぐ IoT 技

術、3)サイバー空間の情報を再びフィジカル

空間に戻して産業に応用、社会に作用させる

ロボット技術、この 3 つの技術要素が不可欠

なためである。 
「AI 戦略コース」は、自動車の画像認識技術

による自律走行や膨大な医学的根拠を元に正

確な診断を行う医療システムの応用事例に見

るように、ビッグデータから目的の情報を学

習し推論する理論を理解し応用する技術を身

につける。 
「IoT システムコース」は、スマートメータ

等の IoT 機器を通じて電力供給を効率化する

スマートグリッド、日常の生活に関する情報

を加えて拡張したスマートシティ、ドローン

を用いて建機を自動で動かすスマートコント

ラクション等の応用に見るように、クラウ

ド・サーバとセンサデバイス間のネットワー

キング、デバイス制御、データベース構築の

理論を理解し応用、ビッグデータを生成する

技術を身につける。 
「ロボット開発コース」は、ファクトリオー

トメーションの中核となる産業ロボット、家

事をサポートするホームロボット、対話がで

きるコミュニケーションロボット、介護ロボ

ット、災害対応の救助ロボット、農業や建設

現場で利用される作業ロボットの応用事例に

見るように、ロボットの技術要素であるセン

サ系、知能・制御系、駆動系の 3 つを有する

知能化した機械システムの理論を理解し応用

する技術を身につける。 
加えて、コース共通として、プロトタイプに

よって実証されたシステムやサービスが市中

で持続するために考慮すべきビジネスの仕組

みや、人々に受け入れられるための社会倫理

について学ぶ。 
情報工学科の第 3 の特徴は、各コースに設け

るプロトタイプ開発の実習である。学生の自

発的な取り組みで自らの興味や好奇心を具現

化し、機能を可視化するために、ソフトウェ

確な診断を行う医療システムの応用事例に見

るように、ビッグデータから目的情報を学習

し推論する理論を理解し応用する技術を身に

つける。 
「IoT システムコース」は、スマートメータ

ー等の IoT 機器を通じて電力の供給を効率よ

く行うスマートグリッドやドローンによる測

量に基づく三次元設計図面と建機に搭載され

た GPS センサーをネットワーク接続し建機を

自動で動かすスマートコントラクションの応

用事例に見るように、ネットワークサーバと

センサーデバイス間の通信プロトコル、デバ

イス制御、データ構築の理論を理解し応用す

る技術を身につける。 
「ロボット開発コース」は、ファクトリオー

トメーションの中核となる産業ロボット、家

事をサポートするホームロボット、対話がで

きるコミュニケーションロボット、介護ロボ

ット、災害対応の救助ロボット、農業や建設

現場で利用される作業ロボットの応用事例に

見るように、ロボットの技術要素であるセン

サー系、知能・制御系、駆動系の 3 つを有す

る知能化した機械システムの理論を理解し応

用する技術を身につける。 
各コースに設けるプロトタイプシステムの制

作等の実習では、学生の自発的な取り組みで

自らの興味や好奇心を具現化する。これを繰

り返すことで、一般大学では困難な「理論と

実践の架橋による職業教育」を実現し、倫理

観を持って新規の社会サービスを自ら考案し

発信できる能力を醸成する。また、この分野

の技術革新は早く、日々、研究・開発が進め

られている。国内及び海外の先進的な研究・

応用事例や標準化動向を視野に入れカリキュ

ラムへ反映することで、基礎から応用までを

集中して実施するだけではなく、プラクティ

カルに重きをおきつつもアカデミックな学び

もできる新たな教育機関として差別化を図

る。加えて、中央教育審議会答申「我が国の

高等教育の将来像」が提言する「高等教育の

多様な機能と個性・特色の明確化」を踏まえ

海外にも通じる確実な人材育成を図る。 
 
 
2.2.2 工科学部 デジタルエンタテインメント

学科の特色 
我が国は、発明・創造を尊重するという国の

方針のもと、従来のものづくりに加えて、デ

ザイン、音楽・映像等のメディア芸術におけ

る価値ある情報づくりを産業の基盤に据える
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アとハードウェア、ネットワークを統合した

システムのプロトタイプ開発を反復する。こ

の実習により、グループメンバと連携して開

発できるコミュニケーション能力と、トライ

アル・アンド・エラーをいとわず途中で諦め

ない“やりきる力“も身につける。 
これらの特徴により、「理論と実践の架橋に

よる職業教育」を実現し、環境や社会に配慮

した最適解を選択する倫理観を持って新規の

社会サービスを自ら考案し発信できる能力を

醸成する。また、この分野の技術革新は早

く、日々、研究・開発が進められている。国

内及び海外の先進的な研究・応用事例や標準

化動向を視野に入れカリキュラムへ反映する

ことで、基礎から応用までを集中して実施す

るだけではなく、「実践」に重きをおきつつ

もアカデミックな学びもできる新たな教育機

関である専門職大学として差別化を図る。 
 
 
2.2.2 工科学部 デジタルエンタテインメント

学科の特色 
エンタテインメントは演劇や音楽・映像等、

人々を楽しませる娯楽である。デジタルテン

タテインメントは従来のエンタテインメント

に IT 技術を応用することで、今までに見たこ

とのなかった表現や新しい体験を提供する。

だが、単に IT 技術を付け足すだけではデジタ

ルエンタテインメントは成立せず、人々を楽

しませるというエンタテインメントの本質を

理解し、適切に IT 技術を用いる必要がある。 
本学科では、そのための知識や技術を講義、

演習、実習を通して学び、デジタルエンタテ

インメントコンテンツを創造するための人材

の育成を目指す。そこで、インタラクティブ

コンテンツを生成するための知識・技術を学

ぶ「ゲームプロデュースコース」とデジタル

映像を生成するための知識・技術を学ぶ「CG
アニメーションコース」の 2 コースを設置す

る。 
 
 「ゲームプロデュースコース」では、ビデ

オゲームを企画・開発するために必要な知識

や技術を学ぶ。インタラクティブネスが特徴

であるビデオゲームは、コンピュータソフト

ウェアとして動作するためプログラミングな

どの技術スキルが必要になるが、エンタテイ

ンメントでもあるため技術以外の知識も必要

となる。プログラミングの授業に加え、ビデ

オゲームのソフトウェアやハードウェアの歴

ことにより、経済・社会の再活性化を図るこ

とを目指してきた。平成 16 年には「コンテン

ツの創造、保護及び活用の促進に関する法

律」を施行し、コンテンツは人間の創造的活

動により生み出されるもので、教養や娯楽と

して、高い文化的、芸術的、市場的価値を有

するものとして産業振興や人材育成が進めら

れてきた。しかし我が国においては、体系的

なエンタテインメントやメディア芸術にかか

わる教育や、これらの産業における教育連携

はいまだに確立したものとはなっていない。 
 
今般、設置するデジタルエンタテインメント

学科では、従来の感性教育を中心としたデザ

インやコンテンツ教育ではなく、さらに論理

的な思考能力と美的感性の涵養を通じて、メ

ディアテクノロジーの理解と実践をもとに芸

術文化の創造に関わる国際的視野を持った高

度のクリエイター人材の育成を目指してい

く。デジタルエンタテインメント学科には

「ゲームプロデュースコース」と「CG アニ

メーションコース」の 2 つのコースを設け

る。 
「ゲームプロデュースコース」では人間の教

育や娯楽に資するゲームコンテンツを通じ

て、メディアテクノロジーの実践的応用とし

てのゲーム設計・研究・制作とともに芸術文

化の創造に関わる国際的視野を持った(ゲー

ム）クリエイター(や実務家）等の育成を行

う。 
ゲーム創造の過程で必要である、人間の感

覚・知的特性とマシンに対する反応や行動等

の習得をするとともに、開発テクノロジーで

あるプログラム、アセット生成手法を学び、

自律的にクリエイティブに実践できる人材を

育成する。またゲーム流通にかかわるビジネ

ス戦略やコンテンツの流通、権利に関する知

的財産等の外的要因について演習を通じてプ

ロジェクトや組織マネジメント等を学び、総

合的に未来をプロデュースする人材の輩出を

目指す。 
「CG アニメーションコース」では、論理的

な思考能力と美的感性の涵養を通じて、メデ

ィアテクノロジーの実践的応用及び芸術文化

の創造に関わる国際的視野を持ったコンテン

ツクリエイターや実務家等の育成を目指す。

教育の考え方として創作イメージを具体化す

るために、対象の観察や法則性の理解等を基

盤として制作までの過程を論理化する。論理

化された創作イメージ（アルゴリズム）を手
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史、ゲームデザイン（ジャンル、ゲームメカ

ニクス等）、高い没入感を提供するコンテン

ツであるためクリエイターとしての倫理感

等、幅広い知識を修得できる授業を構成して

いる。また、近年注目されている AI について

は、一般的な AI について学ぶと共に、ゲーム

内での AI や開発時に使用する AI 等、これか

らのコンテンツ開発に影響を与えるため特別

に授業を配してある。3年次以降ではCGアニ

メーションコースの学生と共同で実習を行う

事で、表現力の高いアセットを用いた高品質

なインタラクティブコンテンツ制作の実習を

実施する。 「CG アニメーションコース」

では、映像コンテンツを制作するための基本

である、表現や技術の歴史、映像理論や関連

する技術（収録、表示等）を学ぶと共に、コ

ンピュータグラフィックスのアルゴリズムや

関連する数学や物理を理解しアセット等を生

成する技術を修得する。モデリング・アニメ

ーション・レンダリング等の CG 制作の一連

のプロセスを学ぶことに加え、プログラミン

グの基本を学ぶ事で、リアルタイム CG やツ

ール拡張のスキルも習得する。3 年次以降で

は、ゲームプロデュースコースの学生と共同

でインタラクティブな映像やゲームコンテン

ツ制作の実習を学ぶ。これは HMD (Head 
Mounted Display) や HUD (Head-Up 
Display)を使用した映像やプロジェクション

マッピングを状況に合わせて変化させる映像

など、最新エンタテインメントに関する、も

しくは将来に一般的となるエンタテインメン

トを創造する機会となる。 

続化し、映像等に表出によって具体化する。

さらに出来上がったコンテンツを評価しアイ

デアやプログラムを修正しながら作品を得る

過程を学修する。 
この 2 つのコースを通して、十分なデジタル

コンテンツの理解と技能の習得とともに、未

来に向かって、豊かで創造的な社会を、柔軟

に思考できる「デジタルエンタテインメント

の未来像をプロデュースできる人材」を育成

する。加えて、中央教育審議会答申「我が国

の高等教育の将来像」が提言する「高等教育

の多様な機能と個性・特色の明確化」を踏ま

え海外にも通じる確実な人材育成を図る。 
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資料2

No. 上位概念 基本概念 なぜ必要か keywords

1 俯瞰

2 問題発見

3 発見した問題・課題を正しく分析できないといけない

4
分析した結果、問題・課題の本質（ゴール）を精査でき
ないといけない

5

6

7 感性に基づく表現

8
解決策に対して、実際にプロトタイプなどをインプリメ
ント出来ないといけない

プロトタイプ開発
力

9
インプリメントした複数のプロトタイプに対して最終解
を選択（収束過程）できないといけない

正確な科学的判断
力

10
提案解の評価を正しく理解して問題・課題の発見に戻れ
ないといけない

コミュニケーショ
ン力

11

12

13

14 協調性を持って行動できないといけない チームワーク力

15 リーダーになる資質を持っていないといけない リーダーシップ力

16 チャレンジ精神

17 三現主義

18 専門職として社会的責務を理解していないといけない

19
社会の問題解決だけではなく、持続可能な発展まで考慮
できないといけない

 東京国際工科専門職大学における人材像の要点

精査した本質に対し、解決策を数多く考案（発散過程）
できないといけない

創造

豊かな創
造力

デザイン思
考

問題・課題を発見できないといけない

分析

高い倫理
感

倫理観 倫理観

ビジネスのしくみ

確かな実
践力

デザイン思
考

鋭敏なビ
ジネスセ

ンス

専門職とし
ての行動指

針

ビジネスの仕組みを知らないといけない

新しいものでも躊躇しない、新しい動きや変化に好んで
対応できないといけない。加えて、机上のデータだけで
はなく、自分の目で見て耳で聞いて判断できないといけ
ない



1

資料3-1

No. 上位概念 基本概念 なぜ必要か keywords 能力 志向・態度
DP 
No.

1 俯瞰 俯瞰力 - 4

2 問題発見 問題発見力 - - 5

3 発見した問題・課題を正しく分析でき
ないといけない

- 理論 -

4 分析した結果、問題・課題の本質
（ゴール）を精査できないといけない

- モデル構築 -

5 - 総合方法 - 2

6 創造力 - -

7 感性に基づく表現 表現力 - -

8
解決策に対して、実際にプロトタイプ
などをインプリメント出来ないといけ
ない

プロトタイプ開発
力

プロトタイプ
開発力

- - 7

9
インプリメントした複数のプロトタイ
プに対して最終解を選択（収束過程）
できないといけない

正確な科学的判断
力

判断力 - - 8

10 提案解の評価を正しく理解して問題・
課題の発見に戻れないといけない

コミュニケーショ
ン力

コミュニケー
ション力

- - 9

11 - ヒトへの知
識・理解

-

12 - モノへの知
識・理解

-

13 - カネへの知
識・理解

-

14 協調性を持って行動できないといけな
い

チームワーク力
チームワーク

力
- -

15 リーダーになる資質を持っていないと
いけない

リーターシップ力
リーターシッ

プ力
- -

16 チャレンジ精神 - - チャレンジ精
神

13

17 三現主義 - - 三現主義 14

18 専門職として社会的責務を理解してい
ないといけない

- - 基礎倫理 11

19 社会の問題解決だけではなく、持続可
能な発展まで考慮できないといけない

- - 社会倫理 12

10

経
営
資
源

ビジネスのしくみ

倫理観

豊かな創
造力

問題・課題を発見できないといけない

精査した本質に対し、解決策を数多く
考案（発散過程）できないといけない

デザイン思考

デザイン思考

高い倫理
感

確かな実
践力

専門職として
の行動指針

鋭敏なビ
ジネスセ
ンス

倫理観

新しいものでも躊躇しない、新しい動
きや変化に好んで対応できないといけ
ない。加えて、机上のデータだけでは
なく、自分の目で見て耳で聞いて判断
できないといけない

養成する人材像とディプロマ・ポリシーの関係

1分析

創造

ビジネスの仕組みを知らないといけな
い

知識・理解

6

3
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東京国際工科専門職大学　ディプロマ・ポリシー比較表 資料3-2
東京国際工科専門職大学 工科学部 情報工学科 デジタルエンタテインメント学科
ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）＜三大学力別＞ ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）＜三大学力別＞ ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）＜三大学力別＞

冒
頭

　本学は、卓越した機能による技術的価値と優れた芸術
的表現による文化的価値を備え、ビジネス上の成功を目
指しつつ社会や環境への配慮を欠かさない人工物の創造
をする“Designer in Society（社会とともにあるデザイ

ナー）”となるために、定められた在籍期間、及び、所定
の単位を取得し、必修等の条件を満たすこと等を卒業要
件とし、卒業を認定し学位を授与する。
 


冒
頭

本学部は情報技術を応用する領域における専門職を養成する。その
ため、本学の「ディプロマ・ポリシー」を踏まえた上で、定められ
た課程において以下の知識・能力を修得し、教育の理念である
「Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）」に従い、
ものを創ることができる学生に対し、卒業を認定し学位を授与す
る。

情報工学科では、人工知能システム、IoTシステム、ロボット中心とし
た情報工学における教育・研究・実践活動を通して、情報工学分野にお
ける基礎及び専門技術に関する知識と創造力を身につける。さらに、そ
れらを俯瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニケーション能力を有
し、グローバルに活躍できる技術者を養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生に学位を授与す
る。

デジタルエンタテインメント学科では、デジタルコンテンツ分野におけ
る歴史的・社会的背景、および、デジタルコンテンツの役割や職能を理
解し、プロトタイプ開発を行うことで、グローバルに発信可能なデジタ
ルコンテンツのクリエイターを養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生に学位を授与す
る。

DP No. keywords

1 分析
発見した問題・課題を正しく分析する基本理論を理解し、本質
（ゴール）を精査するためにモデルを構築できる。

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とともに、コン

ピュータシステムの構成に関する知識を有している

問題解決のためにその対象を正しく分析する数学、専門英語といった基
礎知識を有している

2 創造

問題・課題解決のために知識を総合し、価値創造の方法論について
理解している

AI, IoT, ロボットの各分野において、価値創造のためのソフトウェアア
ルゴリズムやシステム構成方法論について理解している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムに関する論理的・
数学的知識を有している。
・IoTシステムコースに所属する学生は、ソフトウェア、ハードウェ
ア、ネットワークとデータ解析の知識を有している。
・ロボット開発コースに所属する学生は、ハードウェアとソフトウェア
のバランスした知識を有している。

デジタルゲーム、およびコンピュータグラフィックス技術を用いた価値
創造のためのアルゴリズムや表現方法論について理解している
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コンピュータゲームに
関するデジタルコンテンツ制作に特化した知識を有している。
・CGアニメーションコースに所属する学生は、映像制作、キャラク
ターデザイン等、コンピュータグラフィックスに特化した知識を有して
いる。

3 ビジネスの仕組
み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している

4 俯瞰力

情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、対象領域を
俯瞰する能力を有する

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロボット）と社会との接点を理解
し、情報システム技術をコアとして、システムインテグレーションに関
する知識を総合的に俯瞰することができる

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と社会との接点を理解し、デ
ジタルコンテンツ、情報システム技術、ビジネスに関する知識などを総
合的に俯瞰することができる

5 問題発見力

情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、問題を発
見・設定する力を有している

情報工学を主導する専門職人材として問題を発見する力を有している デジタルコンテンツを主導する専門職人材として問題を発見し設定する能力を
有している

6 創造力と表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コンピュータゲームデ
ザインおよびプログラミングなどゲーム開発に関する総合力を有してい
る。
・CGアニメーションコースに所属する学生は、CG映像に関する一連の
プロセスと制作のための総合力を有している。

7 プロトタイプ開発
力

プロトタイプを実際に開発する能力を有している 情報技術を応用して対象領域の課題を解決するソリューションのプロト
タイプを開発する能力を有している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムの応用に着目す
る。
・IoTシステムコースに所属する学生は、IoTシステムのプロトタイプ開
発を行い、サービスデザインにも着目する
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロボットの応用に関する実践
的プロトタイプ開発に着目する。

デジタルコンテンツのプロトタイプを開発する能力を有している
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、プロトタイプを制作す
る目的を理解し、デジタルゲームに関して企画・開発する能力を有して
いる。
・CGアニメーションコースに所属する学生は、プロトタイプを制作す

る目的を理解し、CG映像に関して企画・制作する能力を有している。

8 判断力 科学的判断力を持って最適解を決定することができる 論理的思考能力と科学的知識によって最適解を判断することができる 論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最適解を判断することができる

9 コミュニケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している

11 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる

12 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している

13 チャレンジ精
神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり
遂げる

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げ
る

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げ
る

14 三現主義
原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現
物）で行動できる

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で
行動できる

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で
行動できる

1. 豊かな創造力
　対象領域を俯瞰し、問題・課題を発見し科学的根拠をもって
分析するとともに、分析した結果問題の本質を精査できる総合
力と、解決を複数考案できる創造力、感性、倫理観を有してい
る。

2. 確かな実践力
　問題・課題解決に対し、実際にプロトタイプを開発し複数イン
プリメントすることで実際に解決案を創造するとともに、最適解
を選択できる社会的倫理観を持ちながら判断できる知識・能力
を有している

3. 鋭敏なビジネスセンス
　現代社会のビジネスの仕組みを知り、専門職人材として、顧
客や品質を第一に考えられるとともに、現実的判断をもって遂
行することのできるビジネススキルとともに、自身が持つ好奇心
の実現に向け協調性をもって、主体的に行動することができ
る。

4. 高い倫理観
　倫理観をもって社会の責務を認識した行動指針を有している
とともに、顕在する問題解決のみならず、社会の持続性・発展
性まで考慮することのできる専門職人材である。

知
識
・
理
解
・
能
力
・
態
度
・
志
向

協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダー
シップを発揮することができる

協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダー
シップを発揮することができる10

チームワーク力
とリーダーシップ
力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リー
ダーシップを発揮することができる

知
識
・
理
解

能
力

態
度
・
志
向

倫理観
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（是正事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科 
  

２．＜ディプロマ・ポリシーと教育課程等との対応が不適切＞ 
各学科のディプロマ・ポリシーにおいて、「技術情報を英文で収集・理解・活用

できる」を掲げているが、英語でのコミュニケーションに関する授業科目のみし

か配置されておらず、当該力を育成する教育課程が編制されているか不明である

ため、ディプロマ・ポリシーと教育課程が整合しているか改めて説明するか適切

に改めること。【２学科共通】 

 
（対応） 
 審査意見 1 等によって、ディプロマ・ポリシーの修正を行い、「技術情報を英文で収集・理

解・活用できる」という記載はなくなり「問題解決のためにその対象を正しく分析する数学、

物理学や、専門英語といった専門基礎知識を有している。」に変更になったため、「専門英

語」に関する知識を育成する教育課程が編成されていることを記す。 
 
 
■ディプロマ・ポリシーの修正 
審査意見 1 を踏まえ、ディプロマ・ポリシーを以下のように修正する。英語に関する記

載については下線を引く。 
 
 
◆ディプロマ・ポリシーについて 
 
 □東京国際工科専門職大学のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 

東京国際工科専門職大学は、卓越した機能による技術的価値と優れた芸術的表現による文化的

価値を備え、ビジネス上の成功を目指しつつ社会や環境への配慮を欠かさない人工物の創造をす

る“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”となるために、定められた在籍期間、

及び、所定の単位を取得し、必修等の条件を満たすこと等を卒業要件とし、卒業を認定し学位を

授与する。 
 
1. 豊かな創造力 
 対象領域を俯瞰し、問題・課題を発見し科学的根拠をもって分析するとともに、分析した結果

問題の本質を精査できる総合力と、解決を複数考案できる創造力、感性、倫理観を有している。 
 
2. 確かな実践力 
 問題・課題解決に対し、実際にプロトタイプを開発し複数インプリメントすることで実際に解

決案を創造するとともに、最適解を選択できる社会的倫理観を持ちながら判断できる知識・能力

を有している 
 
3. 鋭敏なビジネスセンス 
 現代社会のビジネスの仕組みを知り、専門職人材として、顧客や品質を第一に考えられるとと

もに、現実的判断をもって遂行することのできるビジネススキルとともに、自身が持つ好奇心の

実現に向け協調性をもって、主体的に行動することができる。 
 
4. 高い倫理観 
 倫理観をもって社会の責務を認識した行動指針を有しているとともに、顕在する問題解決のみ

ならず、社会の持続性・発展性まで考慮することのできる専門職人材である。 
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 □工科学部のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 
工科学部は情報技術を応用する領域における専門職を養成する。そのため、本学の「ディプロ

マ・ポリシー」を踏まえた上で、定められた課程において以下の知識・能力を修得し、教育の理

念である「Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）」に従い、ものを創ることがで

きる学生に対し、卒業を認定し学位を授与する。 
【知識・理解】 
1. 発見した問題・課題を正しく分析する基本理論を理解し、本質（ゴール）を精査するため

にモデルを構築できる。 
2. 問題・課題解決のために知識を総合し、価値創造の方法論について理解している。 
3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している。 
4. 情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、対象領域を俯瞰する能力を有する。 
【能力】 
5. 情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、問題を発見・設定する力を有して

いる。 
6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。 
7. プロトタイプを実際に開発する能力を有している。 
8. 科学的判断力を持って最適解を決定することができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している。 

10. 協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダーシップを発揮するこ

とができる。 
【志向・態度】 
11. 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
 

 
 

 □デジタルエンタテインメント学科のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 
デジタルエンタテインメント学科では、デジタルコンテンツ分野における歴史的・社会的背景、

および、デジタルコンテンツの役割や職能を理解し、プロトタイプ開発を行うことで、グローバ

ルに発信可能なデジタルコンテンツのクリエイターを養成する。 
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生に学位を授与する。 
【知識・理解】 

1. 問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とともに、コンピュータシステムの基本 
構成やデジタルコンテンツに関する知識を有している。 

2. デジタルゲーム、およびコンピュータグラフィックス技術を用いた価値創造のためのアルゴ

リズムや表現方法論について理解している。 
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コンピュータゲームに関するデジタル

コンテンツ制作に特化した知識を有している。 
・CG アニメーションコースに所属する学生は、映像制作、キャラクターデザイン等、コ

ンピュータグラフィックスに特化した知識を有している。 
3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している。 
 【能力】 
4. 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、CG）と社会との接点を理解し、デジタルコンテンツ、 
情報システム技術、ビジネスに関する知識などを総合的に俯瞰することができる。 

5. デジタルコンテンツを主導する専門職人材として問題を発見し設定する能力を有している。 
6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。 

・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コンピュータゲームデザインおよびプ

ログラミングなどゲーム開発に関する総合力を有している。 
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・CG アニメーションコースに所属する学生は、CG 映像に関する一連のプロセスと制作

のための総合力を有している。 
7. デジタルコンテンツのプロトタイプを開発する能力を有している。 

・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、プロトタイプを制作する目的を理解し、

デジタルゲームに関して企画・開発する能力を有している。 
・CG アニメーションコースに所属する学生は、プロトタイプを制作する目的を理解し、

CG 映像に関して企画・制作する能力を有している。 
8. 論理的思考能力と豊かな感性と紐付けて評価し最適解を判断することができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している。 

10. 協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダーシップを発揮すること

ができる。 
【志向・態度】 

11. 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
 

 
 

 
 
■「専門英語」に関する知識を育成する教育課程 

上記、養成する人材像とディプロマ・ポリシーの変更によって、「技術情報を英文で収

集・理解・活用できる」に関しては、「専門英語といった専門基礎知識を有している」という

表意に変更になったため、「専門英語」に対し、知識を育成する教育課程であることを以下

に記す。 
本学は「専門英語といった専門基礎知識を有している」を担保するために、情報工学科、デ

ジタルエンタテインメント学科ともに「技術英語」を 3 年次前期に配している。 
本授業は 

・情報技術の専門職として英語技術文書の理解と作成を目的に応じて円滑に実行できるよう 
な基礎力を身につけている。 

・仕様書・マニュアルなどの技術説明や業務報告書などの基本的な構成と表現上の留意点 
を、実際の事例文書を通じて理解している。 

といった内容を到達目標としており（シラバスに明記すべき到達目標について、学生を主語

としていない表記かつ評価可能な行動レベルで記述されていなかったため、修正を行った）、

英語技術文章を教材とし、英語のマニュアルや仕様書、論文などの技術文章に関する理解と

いった点に重きを置いた授業である。両学科とも、到達目標、授業計画は同様であるが、そ

れぞれの学科に精通した教員を配置するとともに、授業で実際に扱う仕様書やマニュアル、

論文等についてはそれぞれの学科の専門領域に特化した題材を扱う。 
 
 

 
 

■「技術情報を英文で収集・理解・活用できる」に関する知識を育成する教育課程 
上記、養成する人材像とディプロマ・ポリシーの変更によって、「技術情報を英文で収

集・理解・活用できる」といった内容はディプロマ・ポリシーに直接的に現れないものの

「技術情報を英文で収集・理解・活用できる」ことは本学が養成する人材像として必要な項

目である。それを担保する科目として、職業専門科目に配している「技術英語」について、

以下に説明する。 
本学は「技術情報を英文で収集・理解・活用できる」を担保するために、情報工学科、デ
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ジタルエンタテインメント学科ともに「技術英語」を 3 年次前期に配している。 
本授業は 

・情報技術の専門職として英語技術文書の理解と作成を目的に応じて円滑に実行できるよう

な基礎力を身につけている。 
・仕様書・マニュアルなどの技術説明や業務報告書などの基本的な構成と表現上の留意点

を、実際の事例文書を通じて理解している。 
といった内容を到達目標としており（シラバスに明記すべき到達目標について、学生を主語

としていない表記かつ評価可能な行動レベルで記述されていなかったため、修正を行った）、

英語技術文章を教材とし、英語のマニュアルや仕様書、論文などの技術文章に関する理解と

いった点に重きを置いた授業である。両学科とも、到達目標、授業計画は同様であるが、そ

れぞれの学科に精通した教員を配置するとともに、授業で実際に扱う仕様書やマニュアル、

論文等についてはそれぞれの学科の専門領域に特化した題材を扱う。 
 
 
 
 

■ディプロマ・ポリシーと教育課程の整合性について 
外国語（英語）の学修については、先に述べた「技術英語」を職業専門科目に配するとと

もに、「英語コミュニケーションⅠ～Ⅳ」を基礎科目に配している。これに関しては、両学

科ともにディプロマ・ポリシーに掲げる「9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を

有している。」に対応している。このディプロマ・ポリシーについては、「英語コミュニケー

ションⅠ～Ⅳ」とともに、基礎科目に配した「比較文化論」、「コミュニケーションと記号論」

や、各種実習科目、展開科目の「プロジェクトマネジメント」等でも担保している。 
 
これまで、外国語（英語）にフォーカスを当てて説明をしたが、それ以外のディプロマ・ポリ

シーの各項目と教育課程がどのように対応しており、それらが整合性を持っていることを説明す

るために資料 10 と資料 11-2 を添付する。 
資料 10 は、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーの関係を明確にするために、先

ず、ディプロマ・ポリシーを科目区分と授業形態ごとに並び替え、その横にカリキュラム・ポリ

シーを並べたことによって、どの科目区分・授業形態でどのような「知識・理解」、「能力」、

「志向・態度」が対応しているかを表した表である。 
資料 11-2 は、各項目のディプロマ・ポリシーを主要で担保する科目区分と授業形態を示した

資料 10の情報を補助するために、1つ 1つの科目とディプロマ・ポリシーとの関係を表している

表である。 
これらの資料から、全てのディプロマ・ポリシーの項目について、主要科目のみならず、それ

を補助する科目も配置されており、ディプロマ・ポリシーと教育課程が整合しているといえ

る。 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
 
4. 教育課程の編成における考え方及び特色 
教育課程の編成及び実施の方針 

 カリキュラム・ポリシー（大学教育課

程の編成・実施方針） 
本学では以下のようにカリキュラム・ポリシ

ーを定め、教育課程を編成、実施する。参考

資料として教育課程の進行が把握しやすいカ

リキュラム配置（資料 9）や、教育課程の科

 
4.教育課程の編成における考え方及び特色 
教育課程の編成及び実施の方針 

 カリキュラム・ポリシー（大学教育課

程の編成・実施方針） 
本学では以下のようにカリキュラム・ポリシ

ーを定め、教育課程を編成、実施する。参考

資料として教育課程の進行が把握しやすいカ

リキュラム配置（資料 9）や、教育課程の科



5 
 

目群が把握しやすいカリキュラムツリー（資

料 10）を添付する。また、各ディプロマ・ポ

リシーに対して以下のカリキュラム・ポリシ

ーがどのように対応しているのかが明確にな

るように（資料 11）を添付する。 
 
東京国際工科専門職大学のカリキュラム・ポ

リシー（大学教育課程の編成・実施方針） 
東京国際工科専門職大学では、ディプロマ・

ポリシーに掲げた学修成果を得るために、デ

ザイン思考の教育課程を編成する。 
学修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方

は以下のように定める。 
＜教育課程の区分＞ 
 教育課程は①対象領域を俯瞰し、②問

題・課題を発見し、③解決策を考え、④

プロトタイプを開発し、⑤評価から①に

戻る一連の過程に必要な知識、能力を得

られる教育課程とする。 
 専門職人材としてプロトタイプ開発を行

う実践力とビジネスセンスを磨き倫理観

をもって対象領域にアプローチするため

に必要な科目を配する。 
 
 実習科目を中心として志向・態度を学

び、チャレンジ精神、向上心、探究心を

涵養する 
 
＜教育内容・方法＞ 
本学では「担任制度」を設け、学生 10名程度

に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・履

修登録のみならず、より良い教育及び学修を

円滑に運営するための人間環境を整え「個に

対する教育」を行う。 
（学修方法） 
科目が初歩的なものから専門的なものへと進

行する配置の中で、初歩的過程で学んだ科目

内容が、どのようにして専門的な科目の基礎

をなすか、また専門的科目の内容がどのよう

にして社会にどのように役立つかを実習科目

や総合科目を通じて学ぶ。この実感が、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の基礎となる。したがって、科

目配列は特に１年次では最初に動機付け及び

トピックへのエクスポージャを目的とした科

目によって原理や理論を深く学ぶのではな

く、何に使われているかを中心に理解する。

その後に原理や理論を学ぶ科目を配置してい

る。これは自分が持っている社会に役立ちた

いという動機が、学問によって裏付けられる

目群が把握しやすいカリキュラムマップ（資

料 10）を添付する。 
 
東京国際工科専門職大学のカリキュラム・ポ

リシー 
東京国際工科専門職大学では、ディプロマ・

ポリシーに掲げた学修成果を得るために、教

育課程を「基礎科目」、「職業専門科目」、

「展開科目」及び「総合科目」に区分する。

加えて、思考の出発は分析する対象としての

ものではなく、社会に存在する多様な期待で

ある。よって、従来の思考過程を逆転するデ

ザイン志向の教育課程を編成する。 
このように体系立てられ編成される教育課程

に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評価

の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
伝統的な領域科学志向の考え方と異なるデザ

イン志向の論理を身につける感性的思考を支

援する知識群を置く。 
【職業専門科目】 
各専門職を特徴づける教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業を

実施する。数多くの制作経験を通して学生の

入学時に持つ実感的なモノづくりに対し、論

理に裏付けられた表現能力としてさらに展開

される科目群である。 
【展開科目】 
卒業後専門職として歩む道には、専門職の能

力を高めつつ、さらに別な視点や学問領域か

らの取り組みが必要となる。例えば社会のリ

ーダーとして活躍するために必要な知識や、

世界的視野からの問題解決のためのアプロー

チも必要となる。職業専門科目に直接隣接す

る分野ではなく、学修成果を広範な視点から

取り組み、入学時の動機を成熟させて卒業時

の動機となる科目である。 
【総合科目】 
個別対象を離れた総合的視点から俯瞰し、新

たなデザイン思考や共創行為が可能となる。

これらの学修は卒業研究制作の学修を通して

社会の課題解決を実際に経験することにより

強化される。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修
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ことを経験し、実感的動機を科目学修動機に

変換させることでもある。それに基づいて、

専門的な科目は動機を満たすものとして自発

的に学習することが可能となる。これを実現

するために、実務経験のある教員から何を学

ぶかを知り、また実習、演習、インターンシ

ップなども、漫然と課題に向かうのでなく、

自発的に学習するものとして位置づけること

ができるものとなる。 
 
 
工科学部のカリキュラム・ポリシー 
工科学部では、ディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。このように

体系立てられ編成される教育課程に対し、学

修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は

以下のように定める。 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支

援する知識・理解の科目を置く  広義のデ

ザインにおける感性的思考を支援する知

識・理解の科目を基盤科目として添え

る。これらを基盤科目群とする。 
 “Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の根幹に当たる倫理観

を確立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミ

ュニケーションの汎用的技能を育成する

科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を解決するための理論科

目と、正確な判断力を養成する科目を置

く。これらの科目は職業専門科目の講義

科目として配する 
 問題・課題解決のために知識を総合し、

価値創造の方法論を学ぶ科目を配する。 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 プロトタイプ開発を主軸とする実習科目

を配置する 
 俯瞰力と問題発見力を涵養する実習科目

を配置する 
 多くの実習科目を通し、新しいモノ・コ

トでも躊躇せず、変化を好んで対応し、

対話を通じて他者と協力し、机上のデー

タだけではなく、自分の目で見て耳で聞

く行動指針を養成する 
【展開科目】 

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の出席を前提と

し、その上で、各授業に応じて評価すること

とする。詳細の評価については、各種シラバ

スで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先

の企業との連携の重要性から、必ずルーブリ

ック評価表を用い、公平で客観的かつ厳格な

成績評価を行うこととする。 
 
 
工科学部のカリキュラム・ポリシー 
工科学部では、工科領域におけるディプロ

マ・ポリシーに掲げる目標を達成するため

に、教育課程を「基礎科目」、「職業専門科

目」、「展開科目」及び「総合科目」に区分

し、講義、演習、実験、実習を適切に組み合

わせた授業科目を開講し、従来の思考過程を

逆転するデザイン志向の教育課程を編成す

る。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
伝統的な領域科学志向の考え方と異なるデザ

イン志向の論理を身につける感性的思考を支

援する知識群を置く。 
①コミュニケーション・スキル： 
 グローバルに活躍するための汎用的技能を

育成する科目を配する。具体的には英語を指

す。これらをグローバル・コミュニケーショ

ン科目群とする。 
②倫理： 
 “Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する

科目を据える。これらを倫理科目群とする。 
③社会の中のデザイナー思考： 
  広義のデザインにおける感性的思考を支援

する知識・理解の科目を基盤科目として添え

る。これらを基盤科目群とする。 
 
 
【職業専門科目】 
各専門職を特徴づける教育内容に応じて講
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 ビジネスの仕組みと関連する知識を養成

する科目を配置する 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解を

生み出すための知識を学ぶ 
 実習による実践だけではなく、協調性を

もって、チームメンバーとして主体的に

行動する、または、リーダーとして、指

導力を発揮する原理を学ぶ科目を配する 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制

作を実施します。この科目は、英語での

発表を義務付けている 
 
＜教育内容・方法＞ 
（教育方法） 
 本学では「担任制度」を設け、学生１０名

程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計

画・履修登録のみならず、より良い教育及び

学修を円滑に運営するための人間環境を整え

「個に対する教育」を行う。 
（学修方法） 
科目が初歩的なものから専門的なものへと進

行する配置の中で、初歩的過程で学んだ科目

内容が、どのようにして専門的な科目の基礎

をなすか、また専門的科目の内容がどのよう

にして社会にどのように役立つかを実習科目

や総合科目を通じて学ぶ。この実感が、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の基礎となる。したがって、科

目配列は特に１年次では最初に動機付け及び

トピックへのエクスポージャを目的とした科

目によって原理や理論を深く学ぶのではな

く、何に使われているかを中心に理解する。

その後に原理や理論を学ぶ科目を配置してい

る。これは自分が持っている社会に役立ちた

いという動機が、学問によって裏付けられる

ことを経験し、実感的動機を科目学修動機に

変換させることでもある。それに基づいて、

専門的な科目は動機を満たすものとして自発

的に学習することが可能となる。これを実現

するために、実務経験のある教員から何を学

ぶかを知り、また実習、演習、インターンシ

ップなども、漫然と課題に向かうのでなく、

自発的に学習するものとして位置づけること

ができるものとなる。 
 
＜学修成果の評価＞ 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の 8 割以上の出

席・課題提出を前提とし、その上で、各授業

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業を

実施する。数多くの制作経験を通して学生の

入学時に持つ実感的なモノづくりに対し、論

理に裏付けられた表現能力としてさらに展開

される科目群である。 
①デザイン学的思考： 
伝統的な領域科学志向の考え方と異なるデザ

イン志向の論理を身につける科目として学科

包括科目を配する 
②論理的思考・デザイン的思考能力： 
推論過程である帰納法・演繹法はもちろん、

社会の中のデザイナーに必要な仮説検証に必

要な感性を養成する 
③理論と実践力： 
動機の実現を軸としてプロトタイプ制作を行

い、それに必要な基礎知識を身につけられる

教育課程とする 
【展開科目】 
卒業後専門職として歩む道として、専門職の

能力を高めつつ、さらに別な視点や学問領域

からの取り組みが必要となる。例えば社会の

リーダーとして活躍するために必要な知識

や、世界的視野からの問題解決のためのアプ

ローチも必要となる。職業専門科目に直接隣

接する分野ではなく、学修成果を広範な視点

から取り組み、入学時の動機を成熟させて卒

業時の動機となる科目である。 
【総合科目】 
個別対象を離れた総合的視点から俯瞰し、新

たなデザイン思考や共創行為が可能となる。

これらの学修は卒業研究制作の学修を通して

社会の課題解決を実際に経験することにより

強化される。 
 
＜教育内容・方法＞ 
（教育方法） 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う。 
（学習方法） 
各科目群は、学年の進行に従って学習が容易

なように配置される。よって、その時々に強

調されるのが、入学から卒業までに、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”という基本を身に着けることで

ある。科目が初歩的なものから専門的なもの

へと進行する配置の中で、初歩的過程で学ん
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に応じて評価することとする。詳細の評価に

ついては、各種シラバスで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先

の企業との連携の重要性から、必ずルーブリ

ック評価表を用い、公平で客観的かつ厳格な

成績評価を行うこととする。詳細の評価につ

いては、各種シラバスで明示する。 
 
情報工学科のカリキュラム・ポリシー 
情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支

援する知識・理解の科目を置く 
 “Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の根幹に当たる倫理観

を確立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミ

ュニケーションの汎用的技能を育成する

科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を分析するためのモデル

構築及び解法の理論科目として数学や、

物理学と共に、情報技術の基礎的な知識

に関する理論科目を配置する。「電子回

路基礎」「コンピュータシステム基礎」

「情報数学」「線形代数」「解析学」

「確率統計論」「データベース基礎と応

用」「技術英語」「情報セキュリティ応

用」「力学」「人工知能数学」「自然言

語処理」「人工知能数学」「制御工学基

礎」「センサ・アクチュエータ」「材料

力学・材料工学」「データ解析」「技術

英語」 
 問題解決のために情報技術を統合し、価

値創造の方法論を学ぶ科目を配する。

「C 言語基礎」「組込み C,C++言語」

「回路・プリント基板設計」「プログラ

ミング概論」「ソフトウェアシステム開

発」「Python プログラミング」「機械学

習」「デバイス・ネットワーク」「IoT
デバイスプログラミングⅠ」「機械設

計」「深層学習」「画像・音声認識」

だ科目が、専門的な科目においてはその科学

や技術が社会にどのように役立つかを学ぶこ

と。この実感が、“Designer in Society（社

会とともにあるデザイナー）”の基礎とな

る。したがって、学習はまず初年度一学期に

自分が持っている社会に役立ちたいという動

機が、学問によって裏付けられることを経験

し、実感的動機を科目学習動機に変換させ

る。それに基づいて、専門的な科目は動機を

満たすものとして自発的に学習することが可

能となる。これを実現するために、実務経験

のある教員から何を学ぶかを知り、また実

習、演習、インターンシップなども、漫然と

課題に向かうのでなく、自発的に学習するも

のとして位置づけることができるものとな

る。 
 
＜学修成果の評価＞ 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の 8 割以上の出

席・課題提出を前提とし、その上で、各授業

に応じて評価することとする。詳細の評価に

ついては、各種シラバスで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先

の企業との連携の重要性から、必ずルーブリ

ック評価表を用い、公平で客観的かつ厳格な

成績評価を行うこととする。詳細の評価につ

いては、各種シラバスで明示する。 
 
 
情報工学科のカリキュラム・ポリシー 
情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
基礎科目群に外国語科目を入学年から卒業年

まで配し、グローバルコミュニケーション力

を養成する。さらに社会倫理、コミュニケー

ション、人の感性など生涯継続して学修する

素養を身につける。 
【職業専門科目】 
職業専門科目群には、専門技術領域を体系的

に修得する科目群とそれを修得するための基

礎的な科目群を配し基礎力とスキルを修得す
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「サーバ・ネットワーク」「IoT デバイ

スプログラミングⅡ」「ロボット機構」

「ロボット制御」 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 デザイン思考の実践を含む実習の反復を

通し、学生が持つ知的好奇心を向上させ

ながら探究心を身につけるとともに、チ

ャレンジ精神を養成する。 
 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロ

ボット）と対象領域が抱える問題を見つ

けるための俯瞰力と問題発見力、その問

題を解決するための知識の総合力を養成

する科目を配する。 
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開

発Ⅰ、Ⅱ」「地域共創デザイン実習」「人工

知能システムⅠ、Ⅱ」「メディア情報処理」

「人工知能応用」「IoT システム開発Ⅰ、

Ⅱ」「IoT サービスデザイン」「組込みシス

テム制御実習」「産業用ロボット実習」 
【展開科目】 
 専門職人材として、主体的にかつ協調性

を持って行動する手法を講義と演習を組

み合わせて学ぶ 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解を

生み出すための知識を養成する 
 社会人として相応しい志向と態度を身に

つけるために、経営資産についての知識

を習得する科目を配する。 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制

作を実施する。この科目は、英語での発

表を義務付けている。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え「個

に対する教育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに予め記された評価の方法

によって科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 

る。主に実習科目で行われるプロトタイプ制

作を通して、問題発見力、解決過程でのデザ

イン的思考能力を育成し、新たな価値創造に

重きを置いた教育を行う。 
【展開科目】 
 グローバルな市場化戦略、知的財産、企業

経営論などの将来の専門的活動分野に発展さ

せるのに有効な科目群を配し、本学がめざす

ビジネスリーダの素養を身につける。また、

地域貢献を目的として地域共創デザイン実習

科目を配し、社会や異分野に対し専門性を活

かした強いアンテナを持つ人材育成を行う。 
【総合科目】 
卒業研究制作科目を配する。グローバル展開

の拠点である東京の強みを活かしたビジネス

につながる応用研究をテーマとする。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに記された評価の方法によ

って科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用し、先端技術

を背景とした教育方法論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
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(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用した教育方法

論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
デジタルエンタテインメント学科のカリキュ

ラム・ポリシー 
デジタルエンタテインメント学科ではディプ

ロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるこ

とができるように、以下のように教育課程を

編成する。このように体系立てられ編成され

る教育課程に対し、学修方法･学修過程、学修

成果の評価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支

援する知識・理解の科目を置く 
 “Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の根幹に当たる倫理観

を確立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミ

ュニケーションの汎用的技能を育成する

科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を分析するためのモデル

構築及び解法の理論科目として数学とと

もに、技術の基礎的な知識に関する理論

科目を配置する。「コンピュータグラフ

ィックスⅠ」「電子情報工学概論」「ゲ

ーム構成論Ⅰ」「線形代数」「解析学」

「コンピュータグラフィックスⅡ」「統

計論」「ゲームアルゴリズム」「コンテ

ンツ制作マネジメント」「映像論」「ゲ

ーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」

「技術英語」 
 問題解決のためにデジタルゲーム、およ

びコンピュータグラフィックス技術を統

合し、価値創造の方法論を学び芸術的感

デジタルエンタテインメント学科のカリキュ

ラム・ポリシー 
デジタルエンタテインメント学科ではディプ

ロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるこ

とができるように、以下のように教育課程を

編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
 
 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
基礎科目群に外国語科目を入学年から卒業年

まで配し、グローバルコミュニケーション力

を養成する。さらに社会倫理、コミュニケー

ション、人の感性など生涯継続して学修する

素養を身につける。 
【職業専門科目】 
（学科内共通） 
論理的思考の基盤となる、計算機幾何学やコ

ンピュータ言語の学修と共に芸術的感性及び

論理的思考との関連を重視した科目、例えば

数理造形論や生態の観察と表現を体系的に学

修する。当該学科において必要な論理的思考

のための学修として数理造形論や計算機幾何

学、プログラム言語等を設置している。  
（ゲームプロデュースコース） 
ゲームプロデュースコースでは、デジタルコ

ンテンツの主要産業であるゲームを具体化す

るために、人間の感覚・知覚的特性とマシン

に対する反応や行動などを考慮しながら、ゲ

ームの手順を考えプログラム化する過程を学

ぶ。またゲーム流通にかかわるビジネス戦略

やコンテンツの流通や権利に関する知的財産

等の外的要因についても学ぶ。講義・演習と

ともに PBL を通してトータルなゲームクリエ

ータ・設計家を目指すためのカリキュラムを

構成する。 また、本コースは、プランナーと

プログラマーにさらに細分化される。 
（CG アニメーションコース） 
CG アニメーションコースでは創作イメージ

を具体化するために、対象の観察や法則性の

理解などを基盤として制作までの過程を論理

化する。さらに論理化された創作イメージを

アルゴリズムとして手続化し、その結果を映

像やサウンドなどに表出することで具体化す

る。また出来上がったコンテンツを評価しア
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性を涵養する科目を配する。「ゲームプ

ログラム構成基礎Ⅰ」「デジタル造形

Ⅰ」「CG デザイン基礎」「プログラミ

ング言語基礎」「デジタル造形Ⅱ」「ゲ

ーム AIⅠ」「エンタテインメント設計」

「ゲームプログラム構成基礎Ⅱ」「デジ

タル映像表現技法基礎」「ゲームプログ

ラム構成基礎Ⅲ」「デジタル映像表現技

法応用」「ゲームプログラミングⅠ」

「ゲームデザイン実践演習」「デジタル

キャラクタ実践演習」「ゲームプログラ

ミングⅡ」「インターフェースデザイ

ン」「ゲームプログラミングⅢ」「ゲー

ム AI Ⅱ」「CG アニメーション総合演

習」 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 デザイン思考の実践を含む実習の反復

を通し、学生が持つ知的好奇心を向上

させながら探究心を身につけるととも

に、チャレンジ精神を養成する。 
 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、

CG）と対象領域が抱える問題を見つけ

るための俯瞰力と問題発見力、その問

題を解決するための知識の総合力を養

成する科目を配する。 
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテン

ツ創造実習」「デジタルコンテンツ総合実

習」「地域共創デザイン実習」「ゲーム制作

技術創造実習Ⅰ、Ⅱ」「CG アニメーション

総合実習Ⅰ、Ⅱ」 
【展開科目】 
 専門職人材として、主体的にかつ協調

性を持って行動する手法を講義と演習

を組み合わせて学ぶ 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解

を生み出すための知識を養成する 
 社会人として相応しい志向と態度を身

につけるために、経営資産についての

知識を習得する科目を配する 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制

作を実施する。この科目は、英語での発

表を義務付けている。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え「個

イデアやプログラムを修正しながら作品を得

る過程を学修する。これらの学修の成果は、

広範な分野における CG の応用に展開するこ

とができる。芸術的感性の育成においても、

文理、芸術系の融合を図ったプログラムの工

夫を行っている、CG デザイン・デジタル造

形系科目群の生体の観察と表現では、従来の

美術系教育にみられる観察能力を主としたデ

ッサンとともにデジタルデータやドローイン

グによる平面立体表現も含めて行う。さらに

仮想身体制作では本格的な産業応用に対応す

る時系列モーションデータや身体アニメーシ

ョンデータを制作し、プログラミング能力と

芸術的感性の育成を融合した新しい指向の特

徴的授業を行う。 
【展開科目】 
展開科目では、創業し自立していくための基

礎となる企画・発想法やリーダーシップ論、

経営論などについて学ぶ。 
【総合科目】 
４年間の学修の総合的な結果としての卒業研

究制作を行う。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに記された評価の方法によ

って科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用し、先端技術

を背景とした教育方法論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
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に対する教育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに予め記された評価の方法

によって科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用した教育方法

論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
教育課程の体系 
本学は学生が持つ知的好奇心を起点とした教

育課程の体系をとる。具体的には 1 年次前期

に動機を定着させる科目を配し、一年次後期

に理論の科目を配する。 
 
本学の教育課程の編成における考え方と特色

は以下である。 
まず１年次については、1 年次前期に学修の

動機づけ及び専門技術の紹介（エクスポージ

ャ）に当たる科目（学科包括科目）を基本的

に配置し、理論的な内容等を学ぶ科目につい

ては 1 年次後期から基本的に学修が始まるよ

うにしている。このような教育課程にした理

由は、従来の大学では 1 年次前期から、卒業

に向けて段階的に理論を積み上げていくが、

数学などの基礎的科目の関連性の欠如から学

習興味が喪失することが往々にしてある。そ

こでこれらの科目の前に動機付け科目を配す

ることで、学生が入学時に持つ学修の動機、

好奇心、興味関心をより鮮明にさせるととも

に、理論が未定着であるがゆえに可能になる

創造的な制作・開発の体験をする。その体験

(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
 
教育課程の体系 
本学は学生が持つ知的好奇心を起点とした

「理念的ものづくり」力を育成する教育課程

の体系をとる。それがデザイン学的な教育体

系であって、具体的には 1 年次前期に動機を

定着させる科目を配し、一年次後期に理論の

科目を配する。 
 
近年、技術系教育では自ら起業して新しい市

場を開拓するなど、現在の産業活動の発展に

寄与する人材が想定されるようになった。こ

れは重要な進歩である。しかし本学の設置の

目的は、より大きな課題の達成に置く。それ

は未来の社会的期待に応える産業の創出を目

標としつつ働く専門職に必要な、新しい思考

形式を持つ人材の育成である。この人材の思

考形式とは、課題を発見してその解決策を創

出する思考である。 
従来の大学では、専門が理系、文系の二つの

柱のもとに、それぞれ学問の構造に従って学

部、学科などの組織が作られ、各組織で自立

した教育が行われる。それは基礎科学である

法（基礎）、経（基礎）などの社会科学、文

学などの文系科学、物理などの理系科学と、

専門職に対応する法、経、医、工、農、薬な

どの臨床科学の教育である。その結果、教育

を受けたものは、特定の学問分野における独

自の視点を持つ専門家となる。例えば工学で

いえば、熱力学、電磁気学などの専門家とな

り、企業に入れば様々な製品の創出にその専

門的視点で広く寄与するのが専門的な仕事と

される。このような専門職で構成される我が

国の企業は、高性能、長寿命、低価格の製品

で世界を制覇したのであった。この専門家の

思考形式は、与えられた対象を専門的に分析

し、性能の高度化に必要な事項を指摘するこ

とであり、教育はそれを可能にするように行

われてきたのである。 
本学の目標とする思考形式はこれと逆であ

る。思考の出発は分析する対象としてのもの

ではなく、社会に存在する多様な期待であ

る。ここで顕在する期待だけでなく潜在する

期待も含めて「社会的期待」と呼ぶ。まず期
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を一度経た上で、学生は工科学部に相応しい

線形代数や解析学などの理論を学ぶ。 
2 年次以降は、極力 PBL を意識し、ディプロ

マ・ポリシーにある「分析」と「判断」を涵

養する理論系科目と、ディプロマ・ポリシー

にある「創造（力）」と「プロトタイプ開

発」を涵養する演習科目と同時に学べるよう

に留意するとともに、講義・演習が実習と交

互に配置されるように配慮した。このよう

に、教育課程が体系立てられることによっ

て、分析、判断、創造、プロトタイプ開発と

いう 4 つの項目が効果的に学べる。よって、

本学の科目には、講義や演習といった区分が

明確化された授業のみならず、講義・演習科

目が混在している。  
加えて、実習系の教育課程にも留意した。情

報工学科では 1 年次前期の動機づけと 1 年次

後期の理論の定着を踏んだ後に始まる 2 年次

以降の教育課程は、コースごとの履修モデル

も始まるため、それに特化した実習が配され

ている。一方で、展開科目に配した学部横断

の実習科目である「地域共創デザイン実習」

によって、特定の学問領域に囚われることな

く、課題を俯瞰し問題解決を体感的に同時に

学ぶことも可能となっている。さらに、2 年

間の学びの集大成として、2 年次の最終科目

を「臨地実務実習Ⅰ」とすることによって、

最低限のコースごとの知識と教養とともに、

社会を俯瞰し問題解決する前に重要な問題発

見のための社会のプロセスを、実社会での学

びを通して学ぶという段階的な教育となっ

た。 
 3 年次からは、これまでに学修した知識や

能力のさらなる深化とともに、実社会に対し

ての理解を深めることのできるような教育課

程に変更することで、専門職人材の養成によ

り近づく体系になった。例えば、情報工学科

で言えば、実社会でソフトウェア・インテン

シブな製品を開発する場合、システムエンジ

ニア、プログラマー、データ分析者、企画

者、ソフトウェア開発部門とハードウェア開

発部門、といった具合に、それぞれの専門職

が集まりプロジェクトを進める。そこで、情

報工学科の実習科目においては、AI 分野、

IoT 分野、ロボット分野のコースごとの実習

科目を 3 年次で高度化するが、引続いて実施

する 3 年次後期の「ソリューション開発

Ⅰ」、4 年次前期の「ソリューション開発

Ⅱ」では、これらの専門職グループの共同作

業として 1 つのプロジェクトに取り組むこと

待を探索し、それを実現するための知識を収

集あるいは創出し、それを統合して製品・サ

ービスや技術システム・社会システムなどの

“もの”をデザインする。従来の大学ではもの

から知識を抽出する分析科学的な能力を身に

つけるのに対し、本学では知識から“もの”を
創出するデザイン能力を身につける。 
この生み出す“もの”は「人工物」である。す

ると伝統的な科学が「自然物を思索して知識

を生み出す（Create knowledge through the 
think of existence〈nature〉」のに対し、

「知識を思索して人工物を生み出す（Create 
existence〈artifacts〉through the think of 
knowledge）」と表現することができて、科

学とデザインが逆の構造を持つことが端的に

示される。 
社会的期待はいつの時代にも存在したが、そ

れが学問の世界で明示的に議論されることは

ほとんどなく、したがってその探索と解決に

ついての能力を獲得するための学修を可能に

する大学は存在しなかった。社会的期待は伝

統的な大学教育においては学問の外にあるも

のとされ、それは普通の個人または企業など

の、大学で身につけた学問分野を持つ専門家

を含む組織が探索し決定するものであり、基

本的には各組織に定められた目的の範囲とい

う条件のもとに決定するものとされていた。 
学問が真実の発見を目的とする以上、それは

純粋な知的好奇心のみに駆動されて行われる

思索によって進められるべきであり、社会的

期待のように個人の主観に依存しまた時代に

よって変動するような“世俗的な”ものに関心

を持てば、それが生きるために重要であるこ

とは十分認めるけれども、得られた知識は個

人や時代に影響を受けた偶発的なものとな

り、無意味あるいは貧弱な真実しか得られな

いとする考え方が学問の中心に置かれてきた

し （ Charles Sanders Peirce, Collected 
Papers of Charles Peirce, Vol.1, p.349, C. 
Hartshorne, Paul Weiss (eds.), Thoemmes 
Press, 1931）、それは現代でも根強い考え方

である。  
この思想が人類に、主義主張や立場にかかわ

らずすべての人に常に有用である科学知識を

生み出したことは紛れもない事実である。し

かし現代においてこの事情は一変した。それ

はこの定義に基づく科学の否定ではなく、科

学が無視してきた空間にもう一つ別の知識体

系が存在することの発見である。それは科学

的知識が持つ現実世界への不可避的な影響で
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を体験するために、学科横断でのチーム編成

を行う。これはデジタルエンタテインメント

学科でも同様で、例えば、実社会でデジタル

ゲームを開発する場合、ゲームプランナー、

プログラマー、アーティスト、ビジュアルエ

フェクトエンジニア、ソフトウェア開発部門

とハードウェア開発部門、といった具合に、

それぞれの専門職が集まりプロジェクトを進

める。そこで、デジタルエンタテインメント

学科の実習科目においては、ゲーム分野と

CG分野のコースごとの実習科目を 3年次で高

度化するが、引続いて実施する 3 年次後期の

「デジタルコンテンツ制作応用」、4 年次前

期の「デジタルコンテンツ総合実習」では、

これらの専門職グループの共同作業として１

つのプロジェクトに取り組むことを体験する

ために、学科横断でのチーム編成を行う。 
さらに 2 学科共通の展開科目には、実社会を

理解する科目を置いている。先に述べた、コ

ース横断の実習科目は、社内の能力を結集し

創造する能力や隣接他部署とのコミュニケー

ション力を高めることはできるが、実社会で

の課題を俯瞰し創造するための知識・理解、

能力や、クライアント、顧客、仕入れ先、業

務委託先など、社外と効果的なコミュニケー

ションを取るための実社会の深い理解が不足

しているであろう。そこで、3 年次以降の展

開科目には、知的財産権、ファイナンス、企

業組織、法務、人材、CSR などを学ぶ科目を

配している。 
 3 年次からの教育課程は 1 年次や 2 年次に

見られる、学問の追及、分析ではなく、創造

（統合）にシフトされており、養成する人材

像と整合性が高いと考える。さらに、これら

を強化するために、これらの創造も講義・演

習、学内実習と臨地実務実習とを往復するこ

とでより、専門職として確かな実践力を養成

することができるような教育課程となってい

る。 
 「臨地実務実習Ⅱ」は 3 年次の後期に配さ

れ、コース別の学修が終盤に差しかかり、専

門職として必要な知識をある程度修得してい

るタイミングで取り組むことができる。加え

て、展開科目の一部によって、対象社会のビ

ジネスルールやプロセスの理解も最低限備え

ている。よって、3 年次後期に配された「臨

地実務実習Ⅱ」の到達目標は「製品、業務内

容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や

課題の理解」が相応しい。 
 先に述べた「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」

あり、それを探索しない限り伝統的な科学の

正当性の中に安住していることができなくな

ったという事実の出現である。科学が存在の

真実を求めてきたとすれば、もう一つの知識

体系は「影響の真実」と呼ぶべきものであ

る。 
伝統的科学においては、工学や農学などの、

有用性を目標とする分野も作られたが、それ

は物理学や生物学の応用と考えられ、独立の

科学分野とは考えられず、大学の分野として

は認知されてこなかった。我が国でいち早く

それを大学組織に取り込む政策をとったのは

特筆するべき政策であったが、それはあくま

で応用分野という定義のもとに存在していた

のである。 
いま科学技術の社会への影響が大きくなり、

多様化・複雑化するにつれ、その恩恵と脅威

に対する理解が不可欠となり、顕在するか潜

在的かを問わず満たすべき社会的期待を探索

することが重要な仕事となる。これは目的を

定められた組織や制度によっては探索するこ

とができず、自由な個人の社会に対する感受

性を中心とする独創性によってはじめて可能

となる時代が到来した。これは現代の「知的

好奇心」である。発見された期待は、分野を

超えた知識及び新しい知識を使いこなしつつ

解を求めるデザイン型の思考によってその解

が求められる。 
社会的期待実現のために知識を使用する方法

の創出の仕事が新知識を創出する科学的仕事

と並んで重要な時代が到来したことは、既に

平成 11 年の国際科学会議 ICSU と UNESCO
が主催した世界科学会議（World Conference 
on Science, WCS, Budapest）のブダペスト宣

言で明確に述べられている（資料 11）。また

平成 27年の国連で決議された「持続可能な開

発のためのアジェンダ 2030（Sustainable 
Development Goals, SDGs）（資料 3）」に

おいては、世界においてすべての国が努力し

て実現するべきものとして 17 個の社会的期待

が合意されたものとして明示され詳述され

た。このように、もはや社会的期待は大学や

専門家の外にあるものではなく、大学をはじ

め、諸機関の専門職が重点的に取り組むべき

大きな公的課題になりつつあるのが世界的な

流れである。本学ではこの流れを受け止め、

国内のみならず世界の社会的期待を感知し、

その解決のための方法を身につけ、世界で活

躍する専門職となるべく教育を行う。 
このような従来の思考過程を逆転するデザイ
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や「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジ

タルコンテンツ総合実習」は、2 年次に配さ

れた「地域共創デザイン実習」での課題を発

展させ、最終的にプロトタイプを生み出すた

めの学内実習の総まとめとして位置づけてお

り、専門技術の習得のまとめであると同時

に、最終課題と言ってもよい「臨地実務実習

Ⅲ」と「卒業研究制作」を繋ぐ科目として、

重要な位置づけとなっている。 
 先に述べた「臨地実務実習Ⅲ」は 4 年次前

期に配され、総合科目に配された、卒業研究

制作を除く全ての教育課程が履修されたタイ

ミングで行われる。「臨地実務実習Ⅲ」の到

達目標は、学部・学科以下のディプロマ・ポ

リシーの 7 項に直結している。 
 そして、今までの学びの総まとめとして位

置する科目が「卒業研究制作」である。1 年

次の学修の動機づけと身につけた理論、2 年

次の「地域共創デザイン実習」による自治体

や地域企業などの課題を解決するプロトタイ

プのデザインを通して制作や研究を実践し、

3、4 年次の「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」、

「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジタ

ルコンテンツ総合実習」によって「地域共創

デザイン実習」での課題を専門職として発展

させ、「卒業研究制作」で学生一人一人がま

とめる。そのような重要な位置づけとなって

いるのが、「卒業研究制作」である。 
 
  
上記で明記した教育を具現化するために、例

えば、「線形代数」「解析学」「確率統計

論」等の数学における理論科目は、1 年前期

の「情報工学概論」を前段の科目として後期

に実施する。先ずは手を動かしモノに触れる

ような授業として情報工学科では「情報工学

概論」を、デジタルエンタテインメント学科

では「コンテンツデザイン概論」等を配し、

従来の工学系大学において 1 年次前期によく

見られる理論系の科目を後期に配する。これ

によって学生が入学前に持っていた創造への

期待を学修への動機へと転換する。 
さらに「情報工学演習」、と「コンテンツデ

ザイン概論」は学科包括科目として、1 年次

後期から始まる、コース体系をアナウンスす

る科目でもある。各学科内でもさらにコース

別に細分化される本学特有の教育課程をガイ

ダンスする科目である。加えて、学科の特性

上情報工学科について更に「情報工学演習」

を補佐する「デザインエンジニアリング概

ン志向の教育は、従来の大学が持つ学部学科

組織の下で個別学問分野を専門とする教員が

行う教育とは異なるものであるが、伝統的人

事構造の中に安住する人材に対する批判が産

業を中心に広範囲に広がり、これを克服する

人材が強く求められ始めた状況に応えるもの

である。したがって、本大学の使命は、前述

の基本的に新しい教育を若者に対して実施す

るだけでなく、企業人の再教育にも大きな責

任を負っていると認識し、社会人学生の入学

も予想している。 
 
上記で明記した教育を具現化するために、例

えば、「確率統計論」「線形代数」「解析

学」等の数学における理論科目は、1 年前期

の「情報工学演習」を前段の科目として後期

に実施する。学問の追及は従来の大学が担う

べき役割であるが、専門職大学である本学は

“分析して原理を用いる”が中心ではなく、入

学時、ひいては入学してくる若者や社会人が

今までの人生の中で大事にしてきた事柄、つ

まり“知的好奇心”から生まれる突発的な発想

に基づく自由なアイデアを中心と据える。も

ちろん、多くの理論・原理を身につけている

ことで、良いモノができることは確かであ

る。しかし、必ずしも理論を修得してからで

ないと、価値創造が生み出せないとは限らな

い。先ずは手を動かしモノに触れるような授

業として情報工学科では「情報工学演習」

を、デジタルエンタテインメント学科では

「コンテンツデザイン概論」等を配し、従来

の工学系大学において 1 年次前期によく見ら

れる理論系の科目を後期に配する。 
さらに「情報工学演習」、と「コンテンツデ

ザイン概論」は学科包括科目として、1 年次

後期から始まる、コース体系をアナウンスす

る科目でもある。各学科内でもさらにコース

別に細分化される本学特有の教育課程ををガ

イダンスする科目である。加えて、学科の特

性上情報工学科について更に「情報工学演

習」を補佐する「デザインエンジニアリング

概論」も学科包括科目として据える。この科

目は、コース体系をアナウンスしつつ、演習

要素を含んだ科目である「情報工学演習」の

講義部分を補佐する役目を果たす。 
このような、体験かつ学科を包括する科目を

置くことで、何ができるようになるのかを体

感し、体験を通して当該技術が何に役立てら

れるのかを技術の利用側面から捉えることが

できる。これらにより、学修の動機付けと自
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論」も学科包括科目として据える。この科目

は、コース体系をアナウンスしつつ、演習要

素を含んだ科目である「情報工学概論」の講

義部分を補佐する役目を果たす。 
このような、体験かつ学科を包括する科目を

置くことで、何ができるようになるのかを体

感し、体験を通して当該技術が何に役立てら

れるのかを技術の応用側面から理解すること

ができる。これらにより、学修の動機付けと

自らが新たな利用価値を見いだす第一歩を作

り出す。 
加えて、均質な教育が入学する学生に施され

るためには、入学時の学力差について補うこ

とが重要と考えている。そこで、本学では本

申請書にある教育課程として配する科目以外

にも、入学時の学力差補助のために「基礎数

学」、「基礎物理」、「基礎英語」といった

補講科目を配する。 
 
 
 
実践的能力と応用的能力の育成・展開 
本学では既に述べたカリキュラム・ポリシー

やディプロマ・ポリシーに定める専門知識と

専門技能、国際コミュニケーション力、価値

創造力、職業的倫理観等を修得させるため

に、職業に密接に関連した学際的な教育内容

を、順次性を考慮し基礎科目、職業専門科

目、展開科目、総合科目の区分で編成する。 
それぞれの科目ではその教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業体

系とし、特に、実践力の育成と学修内容の定

着度向上を図るため、座学（講義）だけの科

目は極力減らし演習と講義を組み合わせた科

目とする。また、実制作実習科目は教育課程

連携協議会の協力や支援を必ず求めること

で、実社会の課題解決経験も得られる実践的

な教育体系にする。 
各授業科目の単位数は、専門職大学設置基準

第 14 条に則り、本学では講義 30 時間で 2 単

位、演習と実習は 30 時間で 1 単位を基本とす

る。講義 15 時間と演習を 15 時間合わせた授

業の場合には 1.5 単位としている。 
総合科目ではそれまでに学び得た知識、実践

力、職業倫理観等の集大成となる応用的な科

目を配し、さらに、2 学科それぞれが横断す

ることで部門を越えた応用力等も涵養される

ように配慮した。 
この教育編成によって、専門領域や特定のマ

ーケット等に縛られることのない問題発見・

らが新たな利用価値を見いだす第一歩を作り

出す。 
加えて、均質な教育が入学する学生に施され

るためには、入学時の学力差について補うこ

とが重要と考えている。そこで、本学では本

申請書にある教育課程として配する科目以外

にも、入学時の学力差補助のために「基礎数

学」、「基礎物理」、「基礎英語」といった

補講科目を配する。 
 
 
実践的能力と応用的能力の育成・展開 
本学では既に述べたカリキュラム・ポリシー

やディプロマ・ポリシーに定める専門知識と

専門技能、国際コミュニケーション力、価値

創造力、職業的倫理観等を修得させるため

に、職業に密接に関連した学際的な教育内容

を、順次性を考慮し基礎科目、職業専門科

目、展開科目、総合科目の区分で編成する。 
それぞれの科目ではその教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業体

系とし、特に、実践力の育成と学修内容の定

着度向上を図るため、座学（講義）だけの科

目は極力減らし演習と講義を組み合わせた科

目とする。また、実制作実習科目は教育課程

連携協議会の協力や支援を必ず求めること

で、実社会の課題解決経験も得られる実践的

な教育体系にする。 
各授業科目の単位数は、専門職大学設置基準

第 14 条に則り、本学では講義 30 時間で 2 単

位、演習と実習は 30 時間で 1 単位を基本とす

る。講義 15 時間と演習を 15 時間合わせた授

業の場合には 1.5 単位としている。 
総合科目ではそれまでに学び得た知識、実践

力、職業倫理観等の集大成となる応用的な科

目を配し、さらに、2 学科それぞれが横断す

ることで部門を越えた応用力等も涵養される

ように配慮した。 
この教育編成によって、専門領域や特定のマ

ーケット等に縛られることのない問題発見・

解決思考回路や他業種との交流が図れるよう

な人材を育み、実社会を価値創造へ導くこと

のできる応用力を育成する教育編成とする。 
 
 
豊かな人間性と職業倫理観の涵養 
1 章で述べた通り、本法人の理念は知性と感

性の総合に支えられた「創造力」と「豊かな

人間性」を教育の根幹とした「人間教育」で

あり、本学はこの理念のもと教育を行う。 
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解決思考回路や他業種との交流が図れるよう

な人材を育み、実社会を価値創造へ導くこと

のできる応用力を育成する教育編成とする。 
 
 
教育課程を開発・不断の見直しと反映を行う

仕組み 
本学の教育課程において、臨地実務実習を除

く全ての授業は、基本的に本学が契約した教

員によって行われている。また、臨地実務実

習先（受け入れ先）は、全て臨地実務実習施

設使用承諾書を交わすとともに、臨地実務実

習施設の概要に明記がある通り、実習指導

者・事業の概要・該当施設の選定理由等を、

本学に所属する教職員によって確認し適切と

判断できる企業や団体等に限定している。加

えて、海外臨地実務実習を除く全ての臨地実

務実習では、複数人の教職員による巡回によ

って、適切に教育が行われているかが確認さ

れる等、実習水準の確保の方策も取ってい

る。これら臨地実務実習に関する詳細につい

ては後の 11 章で言及する。以上のことから、

本学で必要な授業科目を自ら開講していると

いえる。 
教育課程連携協議会についての詳細は後の 7
章で述べるが、今回、編成・設置される教育

課程は、現代社会特有の複雑化した問題に対

峙できるように教育課程連携協議会の意見等

を反映させ、その時世に合った体系に常に変

化させることで教育課程を開発する。 
例えば、教育課程連携協議会の構成員には、

学校教育法第 11 条 2 項（エ）で定義されてい

るように、臨地実務実習先として本学と連携

を取る事業者が含まれる。この構成員によっ

て臨地実務実習の実態として教育課程に反映

すべき意見が出された場合は、必要に応じて

再検討され、所定の手続きをもって「臨地実

務実習Ⅰ～Ⅲ」に反映されるようにする。こ

のように本学では教育課程の開発を行う。 
加えて、臨地実務実習を含む全ての実習科目

は必ず教育課程連携協議会の協力や支援を求

める。教育課程連携協議会では、産業界及び

地域社会との連携による授業科目の開設や、

その他の教育課程の編成に関する基本的な事

項などについて議論される。議論に基づき設

置される臨地実務実習や各学科の職業専門科

目に配した実習科目、並びに、産学官の連携

を目的とする「地域共創デザイン実習」によ

って、学生は技術の社会性を現実的に学ぶ。

具体的な関係性は、科目ごとに以下に記す。 

「豊かな人間性」とは、各コースに設ける演

習・実習系の科目等で自らの興味や好奇心を

具現化することで得られる達成感や充実感と

ともに、グループワークや実社会における業

務等で出会う葛藤等を通し、集団において現

象する喜怒哀楽を感受することを通じてはぐ

くまれる人間性の育成である。さらに、変化

スピードが速い現代社会の要求に対し、人間

の感性という普遍的な要素を理解すること

は、プロフェッショナル人材の輩出のために

重要であることは明らかである。そこで、本

学では人間が持つ感性を体系的に理解するだ

けでなく、それを設計に応用できるようにす

るために、各学科に心理関係の科目も配置す

る。 
「職業倫理」の教育に関しても本学は重要視

している。従来の教育機関では座学として一

般教養を学ぶ側面と、プラクティカルに特化

した職業倫理を学ぶ側面のどちらか一方であ

ったが、本学では生涯を通して学ぶ必要のあ

る「グローバルコミュニケーション科目」、

「倫理科目」、デザイン学教育のための「基

盤科目」といった学士力に当たる一般教養と

ともに、ビジネス展開のための実践力の養成

に必要な教養科目として、例えば「知的財産

権論」等によって実践力を通して創造された

コンテンツの流通・保護を理解する。 
 
本学の育成するデザイナー像は、仕事の結果

に対する倫理的責任を強く持ちながら、変化

する社会の要請に対して敏感に反応し対応す

る、“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”の育成を目指している。ここで

は、我々が個人としての活動に責任を持つと

ともに、日常的なデザイン行為や使用してい

る技術、社会的な規範に反しないよう高い倫

理性を持って監視する姿勢を持つことが必要

で、これは、健全な社会を維持していくため

に重要な行為である。技術が社会に打撃を与

える事例が少なからず存在するが、特に現代

において広範な分野で急速に進展する科学的

知識に依拠するデザインは、その効果が未知

の要因を含むことを認識し、新しいデザイン

が人にとって、また社会・自然環境にとっ

て、常によきものであることを希求する倫理

観を身につけることを学修の中心に置く必要

がある。そして近い将来、専門的な職業人と

して属する企業や起業する個人としても、単

に利益を追求するばかりでなく、企業の組織

的活動が社会に与える影響にも責任を持ち、
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「地域共創デザイン実習」 
報工学科とデジタルエンタテインメント学科

の双方に配置したこの科目については、教育

課程連携協議会の主に「地域」・「協力」区

分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマに取り組む際の

企画提案の場の提供等である。 
 
「ソリューション開発Ⅰ」「ソリューション

開発Ⅱ」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマを取り組む際の

共同製品・共同制作物の開発、あるいは企画

提案・報告の場の提供等である。 
 
 
「デジタルコンテンツ制作応用」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力と支援を得る。ここで指す協力と

支援とは、実習テーマ等の共同策定や、その

テーマを取り組む際の共同製品・共同制作物

の開発、あるいは企画提案・報告の場の提供

等である。 
 
「人工知能応用」「IoT サービスデザイン」

「産業用ロボット実習」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力を得る。こ

こで指す協力とは、実習テーマ等の共同策定

等である。 
 
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa、Ⅰb」
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力を得る。ここで指す協力とは、実

習テーマ等の共同策定等である。 
 
以上のように、上記の科目については必ず教

育課程連携協議会との関係を持つとともに、

開発・不断の見直しを行う。不断の見直しを

社会の発展に貢献するための倫理的な責任に

ついて注視する必要がある。この授業では具

体的な個人や組織の社会における倫理性につ

いて事例を挙げて説明するとともに、我々が

将来に向かって、困難な問題を克服し、持続

可能な社会を維持していくための責任につい

ても専門職が社会に対して持たなければなら

ない倫理について学修する。 
さらに、各臨地実務実習等の実践的な教育を

通して、社会人が持ち合わせなければならな

い職業倫観のみならず、1 章で述べた通り、

結果に対する倫理的責任を強く持ちつつ社会

の要求に敏感に応えられる高いレベルの職業

倫理観を涵養することによって、本学が目指

す、“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”を育成する。 
 
 
教育課程を開発・不断の見直しと反映を行う

仕組み 
本学の教育課程において、臨地実務実習を除

く全ての授業は、基本的に本学が契約した教

員によって行われている。また、臨地実務実

習先（受け入れ先）は、全て臨地実務実習施

設使用承諾書を交わすとともに、臨地実務実

習施設の概要に明記がある通り、実習指導

者・事業の概要・該当施設の選定理由等を、

本学に所属する教職員によって確認し適切と

判断できる企業や団体等に限定している。加

えて、海外臨地実務実習を除く全ての臨地実

務実習では、複数人の教職員による巡回によ

って、適切に教育が行われているかが確認さ

れる等、実習水準の確保の方策も取ってい

る。これら臨地実務実習に関する詳細につい

ては後の 11章で言及する。以上のことから、

本学で必要な授業科目を自ら開講していると

いえる。 
教育課程連携協議会についての詳細は後の 7
章で述べるが、今回、編成・設置される教育

課程は、現代社会特有の複雑化した問題に対

峙できるように教育課程連携協議会の意見等

を反映させ、その時世に合った体系に常に変

化させることで教育課程を開発する。 
例えば、教育課程連携協議会の構成員には、

学校教育法第 11 条 2項（エ）で定義されてい

るように、臨地実務実習先として本学と連携

を取る事業者が含まれる。この構成員によっ

て臨地実務実習の実態として教育課程に反映

すべき意見が出された場合は、必要に応じて

再検討され、所定の手続きをもって「インタ
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行う体制についての詳細は、7 章にて説明す

る。 
 
ここまで述べてきた実習系授業と、教育課程

連携協議会が効果的に連携を取るための機能

として、本学では分科会を設置している。例

えば、「地域共創デザイン実習」の授業実施

おいては地域区分構成員だけでなく、その関

連企業・団体が複数関わることになるため、

「地域共創デザイン実習」の協力企業・団体

からなる分科会を組織し、授業運営に向けた

取り組みを行うこととしている。その分科会

の位置づけは、教育課程連携協議会規定で以

下のように示している。なお、その分科会

は、授業担当の専任教員も構成員となる。 
 
教育課程連携協議会規定に追加する規定【抜

粋】 
（分科会） 
第７条 本協議会は、教育課程の見直しなど特

定の分野・目的毎に審議するため、必要に応

じ分科会を置くことができる。 
  ２ 分科会長は、本協議会の構成員から

学長が指名する。 
  ３ 分科会に所属する者は、本協議会の

構成員、専任教員及び教育課程の実施におい

て本学と協力する事業者から学長が指名す

る。 
  ４ 分科会長は当分科会での審議の内容

について協議会に報告し、協議会の了承を得

るものとする。 
 
 
 
 
 
4 つの科目区分の目的と科目配置 
専門職大学設置基準第 13 条に規定された 4 科

目区分ごとに各種科目の配置を行い、それら

該当科目の目的が果たされるように配置され

ている（資料 9, 10）。以下、科目区分別に詳

細を記す。 
 

 基礎科目 
 本学を卒業したものが、専門職として社会

に身を置き成長する過程において常に基礎と

するべく、学科にかかわりなく共通して学ぶ

基礎的な必修科目である。 
本学が養成する“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”を養成するために

ーンシップⅠ～Ⅳ」に反映されるようにす

る。このように本学では教育課程の開発を行

う。 
加えて、臨地実務実習を含む全ての実習科目

は必ず教育課程連携協議会の協力や支援を求

める。教育課程連携協議会では、産業界及び

地域社会との連携による授業科目の開設や、

その他の教育課程の編成に関する基本的な事

項などについて議論される。議論に基づき設

置される臨地実務実習や各学科の職業専門科

目に配した実習科目、並びに、産学官の連携

を目的とする「地域共創デザイン実習」によ

って、学生は技術の社会性を現実的に学ぶ。

具体的な関係性は、科目ごとに以下に記す。 
 
「地域共創デザイン実習」 
情報工学科とデジタルエンタテインメント学

科の双方に配置したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「地域」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマに取り組む際の

企画提案の場の提供等である。 
 
「ソリューション開発Ⅰ」「ソリューション

開発Ⅱ」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマを取り組む際の

共同製品・共同制作物の開発、あるいは企画

提案・報告の場の提供等である。 
 
「デジタルコンテンツ制作応用」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力と支援を得る。ここで指す協力と

支援とは、実習テーマ等の共同策定や、その

テーマを取り組む際の共同製品・共同制作物

の開発、あるいは企画提案・報告の場の提供

等である。 
 
「人工知能応用」「IoT サービスデザイン」

「産業用ロボット実習」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力を得る。こ

こで指す協力とは、実習テーマ等の共同策定
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は、学問領域の専門家になることを目標とす

るのではなく社会的期待の充足に専門職とし

て応えたいという強い意志と目標を持った人

に対し、その目標の実現に必要な論理的思考

能力とデザイン思考の涵養が必要で、モノづ

くりの経験や分析を通し社会との共創を行う

ことによって、未来志向の発想力や創造性を

期待している。 
加えて、経済産業省による「大学生の「社会

人観」の把握と 「社会人基礎力」の認知度向

上実証に関する調査」（平成 22 年（資料

12 ））によると、企業が学生に不足している

と挙げる能力と学生自身が不足していると挙

げる能力に明らかなギャップが生じている。

企業側は学生に対し、「主体性」「粘り強

さ」「コミュニケーション力」といった内面

的な基本能力の不足を感じているが、学生

は、技術・スキル系の能力要素が企業から見

たときに不足していると考えている。このギ

ャップを埋めるために、コミュニケーション

力といった能力の養成には注力する必要があ

る。 
そこで本学の基礎科目には、カリキュラム・

ポリシーにもある通り“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”となる為に

最低限必要な能力、例えば、ファッションや

医療といった専門職の分野に関わらず、新し

い思考形式を持ち続けられる人材に必要な能

力、つまり「生涯にわたり自らの資質を向上

させ、社会的及び職業的自立を図るために必

要な能力を育成する」科目を配置する。ま

た、基礎科目に配当する科目には、新しい教

育機関の大学として学士力の養成に必要な科

目とも捕えることができる。よって、主に従

来の大学における教養科目で一部垣間見るこ

とができる授業でもある。 
 
(1) 「専門職のための倫理学」。専門職は、

社会的期待に対する回答を社会に提供す

ることを使命とするのであるから社会に

対して責任を持つ。したがって組織内で

協調的仕事を行う場合も、個人として仕

事をする場合もともに倫理的であること

が必要条件であり、専門職が社会に対し

て持たなければならない倫理について学

修する。 
(2) 「専門職であるために必要な人格の形

成」。専門職は組織の一員として行動す

るだけでなく個人としての責任において

社会的に行動することを基本とする者で

等である。 
 
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa、Ⅰb」
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力を得る。ここで指す協力とは、実

習テーマ等の共同策定等である。 
 
以上のように、上記の科目については必ず教

育課程連携協議会との関係を持つとともに、

開発・不断の見直しを行う。不断の見直しを

行う体制についての詳細は、7 章にて説明す

る。 
 
 
 
4 つの科目区分の目的と科目配置 
専門職大学設置基準第 13条に規定された 4 科

目区分ごとに各種科目の配置を行い、それら

該当科目の目的が果たされるように配置され

ている（資料 9, 10）。以下、科目区分別に詳

細を記す。 
 

 基礎科目 
 本学を卒業したものが、専門職として社会

に身を置き成長する過程において常に基礎と

するべく、学科にかかわりなく共通して学ぶ

基礎的な必修科目である。 
本学が養成する“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”を養成するために

は、学問領域の専門家になることを目標とす

るのではなく社会的期待の充足に専門職とし

て応えたいという強い意志と目標を持った人

に対し、その目標の実現に必要な論理的思考

能力とデザイン思考の涵養が必要で、モノづ

くりの経験や分析を通し社会との共創を行う

ことによって、未来志向の発想力や創造性を

期待している。 
加えて、経済産業省による「大学生の「社会

人観」の把握と 「社会人基礎力」の認知度向

上実証に関する調査」（平成 22 年（資料

12 ））によると、企業が学生に不足している

と挙げる能力と学生自身が不足していると挙

げる能力に明らかなギャップが生じている。

企業側は学生に対し、「主体性」「粘り強

さ」「コミュニケーション力」といった内面

的な基本能力の不足を感じているが、学生

は、技術・スキル系の能力要素が企業から見



21 
 

ある。そのためには専門職に課せられる

固有の人格を持つことが求められ、社会

と人間についての洞察力、行動がもたら

す社会への影響の予測力、未来社会を描

き出す構想力などを基礎として持つ必要

がある。これは分野でいえば、文化人類

学、比較文化論、認知心理学、記号学、

科学哲学、社会哲学、など、職能人とし

て基礎的・汎用的な知識・教養を持つこ

とで達成される。 
(3) 「専門職のためのコミュニケーション

論」。社会的期待の探索のために必要な

理解力、及びデザイン結果とその背景の

思想についての社会への正確な発信力

は、専門職にとって不可欠の条件であ

り、生涯にわたり深化させるべき能力で

あって、その基礎を学修する。具体的に

は、コミュニケーションツールの修得と

ともに、国際的活動のためには英語力が

必要で、この学修も必修である。 
 
 
 
職業専門科目 
職業専門科目は、理論的かつ専門性の高い即

戦力人材を育成するために、演習・実習を重

視した実践的教育を行うための各種科目を配

置する。各学科内でもさらにコース別に細分

化され、より専門的で実践力に富んだ科目を

配置した。また、学科包括科目を職業専門科

目に配し、各学科の分野全般に精通するため

の科目を設置した(資料 9, 10)。学科包括科目

は、それら分野へのイントロダクションと同

時にデザイン思考を支える科目であって、各

学科の分野全般に精通する要素を含んだ科目

でもある。 
これらの配置によって、学生が専攻する分野

において理論的かつ実践的な能力や、専攻す

る学科の全般を俯瞰できるように配慮してい

る。 
 職業専門科目は基本的には学生本人が関心

を持つ課題、すなわち本人の学修動機を実現

するためのプロトタイプ制作を最終目標とす

る 4 年間の学修において、その実現に必要な

関連教科を、専門家になるためでなく実現に

必要なものとして学ぶ。そしてその学修が将

来にわたりより広い分野で活躍できる専門職

として有用な基礎知識を学修するように配置

される。 
 情報工学科を例にとれば、この関係は以下

たときに不足していると考えている。このギ

ャップを埋めるために、コミュニケーション

力といった能力の養成には注力する必要があ

る。 
そこで本学の基礎科目には、カリキュラム・

ポリシーにもある通り“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”となる為に

最低限必要な能力、例えば、ファッションや

医療といった専門職の分野に関わらず、新し

い思考形式を持ち続けられる人材に必要な能

力、つまり「生涯にわたり自らの資質を向上

させ、社会的及び職業的自立を図るために必

要な能力を育成する」科目を配置する。ま

た、基礎科目に配当する科目には、新しい教

育機関の大学として学士力の養成に必要な科

目とも捕えることができる。よって、主に従

来の大学における教養科目で一部垣間見るこ

とができる授業でもある。 
 
(4) 「専門職のための倫理学」。専門職は、

社会的期待に対する回答を社会に提供す

ることを使命とするのであるから社会に

対して責任を持つ。したがって組織内で

協調的仕事を行う場合も、個人として仕

事をする場合もともに倫理的であること

が必要条件であり、専門職が社会に対し

て持たなければならない倫理について学

修する。 
(5) 「専門職であるために必要な人格の形

成」。専門職は組織の一員として行動す

るだけでなく個人としての責任において

社会的に行動することを基本とする者で

ある。そのためには専門職に課せられる

固有の人格を持つことが求められ、社会

と人間についての洞察力、行動がもたら

す社会への影響の予測力、未来社会を描

き出す構想力などを基礎として持つ必要

がある。これは分野でいえば、文化人類

学、比較文化論、認知心理学、記号学、

科学哲学、社会哲学、など、職能人とし

て基礎的・汎用的な知識・教養を持つこ

とで達成される。 
(6) 「専門職のためのコミュニケーション

論」。社会的期待の探索のために必要な

理解力、及びデザイン結果とその背景の

思想についての社会への正確な発信力

は、専門職にとって不可欠の条件であ

り、生涯にわたり深化させるべき能力で

あって、その基礎を学修する。国際的活

動のためには英語力が必要で、この学修
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のようになる。現在急速に進行中の情報通信

技術についての概説科目の履修を通じて、情

報通信技術を理解するとともにそれによって

社会の進展の可能性を知り、 “Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
倫理観のもとに自分の使命を認識する。この

使命の実現を目標として科目を学ぶ。各科目

の講義・実習を、自分の関心分野、実現した

いと考えるプロトタイプが含まれる技術分野

の背景知識と位置付けて理解し、特に制作課

題に関連する専門的理論、制作理論などの知

識を実際に使用してプロトタイプの高度化を

図ることによって個別知識の有効性を実感

し、さらに使用法について第三者に説明可能

なように理解を深める。また特に情報工学科

の学生が共通に持つ関心分野、例えば現在急

速に進歩しているビッグデータ、IoT、AI、
ロボットなどの先端分野の進展が社会に及ぼ

す影響について理解する。これらは行政、公

共サービス、企業における設計、製造、製品

サービス、物流などに及ぼす強力な効率化と

質的変化、それが人々の生活に及ぼす効果な

どが予想されるが、それについての分析、評

価、予測などを演習・実習を通じて学ぶ。こ

れらを通じて将来に起こる変化に対して的確

な判断をすることができる専門職になるため

に必要な知識を獲得すると同時に、直観力・

感受性を身につける。 
 デジタルエンタテインメント学科において

も、制作プロトタイプの高度化に必要な科目

を中心に、関心領域の背景知識に関する科

目、学科に関係する先端分野の科目を各学生

の学修計画に対応する配置を定めて学修す

る。これらの学修の実現のためには、各専門

教科において学術的な実績を持つ教員が協力

しつつ専門知識を教育することと並行して、

プロトタイプ制作という学生の動機にかかわ

る教育を担当する実務経験のある教員が協力

して、職業専門科目の配置や教育内容などに

ついて常時検討しつつ各学生にとってそれぞ

れ最適な教育をすることが必要である。 
  
 
展開科目 
本学は工科分野において日本の首都東京で国

際性を理解し、社会の発展と調和を目指した

教育・研究・実践活動を行い、真のイノベー

ションの実現者となるような人材を養成する

ことを目的としている。そのような、人材を

養成するために展開科目区分で修得すべき能

も必修である。 
(7) 「デザイン原論（一般設計学）」。従来

の大学では分析型論理に導かれて分科さ

れた領域ごとの教科を学んで領域を専門

とする分析型知性をもつ専門家を育成す

るが、領域を超える総合型の論理の下で

デザインを学ぶ本学では伝統的な領域ご

との学修とは別にデザインに固有の論理

と知識を学ぶことが必要で、これは伝統

的な教科にはないものであり、本学独自

の「デザイン原論」を主体とした学科包

括科目を設置して、本学で共有する。こ

の科目は性格上基礎科目であるが、カリ

キュラム編成上は各学科においてその骨

子を学科の領域に即して、職業専門科目

として教育する方法をとる。 
 
 
職業専門科目 
職業専門科目は、理論的かつ専門性の高い即

戦力人材を育成するために、演習・実習を重

視した実践力的教育を行うための各種科目を

配置する。実践力の修得といった目的が達成

されるように、各学科の専門分野に特化した

授業のみならず、各学科内でもさらにコース

別に細分化され、より専門的で実践力に富ん

だ科目を配置した。また、学科包括科目を職

業専門科目に配し、各学科の分野全般に精通

するための科目を設置した(資料 9, 10)。学科

包括科目は、デザイン学を支える科目であっ

て、実践的な能力と各学科の創造力を支える

科目として配置されており、各学科の分野全

般に精通する要素を含んだ科目でもある。 
これらの配置によって、学生が専攻する分野

において理論的かつ実践的な能力や、専攻す

る学科の全般を俯瞰できるように配慮してい

る。 
 職業専門科目は基本的には学生本人が関心

を持つ課題、すなわち本人の学修動機として

の社会的期待の実現を実体験するためのプロ

トタイプ制作を軸とする 4 年間の制作学修に

おいて、その動機である実現に必要な関連教

科を、専門家になるためでなく制作に必要な

ものとして学ぶ。そしてその学修が将来にわ

たりより広い分野で活躍できる専門職として

有用な基礎知識を学修するように配置され

る。すなわち職業専門科目の学修は、「専門

職になるために知らなければならない科目

群」でなく、「制作中のプロトタイプをより

高度にするための科目群」であって、学修動
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力は、『鋭敏なビジネスセンス』である。真

のイノベーションの実現者となるような人

材、つまり、“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”は社会の期待、あ

るいは自己の夢の実現を目指しているが、そ

れはビジネス原則を無視しては叶わないこと

も理解する必要があり、この能力を涵養する

べきである。 
加えて、専門職大学では、いわゆる社会人基

礎力の涵養も重要である。ここでいう社会人

基礎力とは、「前に踏み出す力（アクショ

ン）」（主体性、働きかけ力、実行力）、

「考え抜く力（シンキング）」（課題発見

力、計画力、創造力）、「チームで働く力

（チームワーク）」（発信力、傾聴力、柔軟

性、状況把握力、規律性、ストレスコントロ

ール力）の 3 つからなり、企業は学生に対し

「前に踏み出す力」をまず期待し、能力では

実行力に期待している。一方、学生は専門的

な知識やスキルに不安を感じているが、企業

側は「主体性」、「粘り強さ」、「コミュニ

ケーション能力」が不足と感じている 1。具体

的には、主体的に行動を起こし最後まで粘り

強くやり抜く力、またそのプロセスでのコミ

ュニケーション能力の涵養が求められる。 
大学生（特に学部新卒者）が卒業時に持つべ

き知識・能力についての調査結果がある 2。こ

の調査によると特に大学、企業の両方が重要

と考える能力は、「チャレンジ精神」、「チ

ームワーク能力」、「コミュニケーション能

力」などの一般的な社会人基礎力に加えて、

「問題解決・物を作り出していく能力」、

「課題を見出す能力」、「倫理観」などの専

門的能力である。企業側からは、学部新卒者

に不足する知識・能力として、「問題解決・

物を作り出していく能力」、「チャレンジ精

神」、「コミュニケーション能力」、「専門

分野に関する基礎的知識」、「文系分野も含

む幅広い教養」という指摘があった。 
さらに、日本経済再生本部第 4 次産業革命人

材育成推進会議は、IT を中心とした必要人材

のスキル・コンピテンシーを次のように設定

している 3。 

機が従来の大学とは異なるように設定され

る。 
 情報工学科を例にとれば、この関係は以下

のようになる。現在急速に進行中の情報通信

技術についての概説科目の履修を通じて、情

報通信技術を理解するとともにそれによって

社会の進展の可能性を知り、“Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
倫理観のもとに自分の使命を認識する。この

使命の実現を目標として科目を学ぶ。各論の

講義・実習を、自分の関心分野、実現したい

と考えるプロトタイプが含まれる技術分野の

背景知識と位置付けて理解し、特に制作とし

て選んだ課題に関連する専門的理論、制作理

論などの知識を実際に使用してプロトタイプ

の高度化を図ることによって個別知識の有効

性を実感し、さらに使用法について第三者に

説明可能なように理解を深める。また情報技

術の進展が社会に及ぼす影響について、特に

情報工学科の学生が共通に持つ関心分野に対

して現在急速に進歩しているビッグデータ、

IoT、AI などの先端分野を学ぶ。これらは行

政、公共サービス、企業における設計、製

造、製品サービス、配送などに及ぼす強力な

効率化と質的変化、それが人々の生活に及ぼ

す効果などが予想されるが、それについての

分析、評価、予測などを演習・実習を通じて

学ぶ。これらを通じて将来に起こる変化に対

して的確な判断をすることができる専門職に

なるために必要な知識を獲得すると同時に、

直観力・感受性を身につける。 
 デジタルエンタテインメント学科において

も、制作プロトタイプの高度化に必要な科目

を中心に、関心領域の背景知識に関する科

目、学科に関係する先端分野の科目を各学生

の学修計画に対応する配置を定めて学修す

る。これらの学修の実現のためには、各専門

教科において学術的な実績を持つ教員が協力

しつつ専門知識を教育することと並行して、

プロトタイプ制作という学生の動機にかかわ

る教育を担当する実務経験のある教員が協力

して、職業専門科目の配置や教育内容などに

ついて常時検討しつつ各学生にとってそれぞ

                                                   
1大学生の「社会人観」の把握と「社会人基礎力」の認知度向上実証に関する調査、経済産業

省、平成 22 年 6 月 
2平成 28 年度文部科学省「理工系プロフェッショナル教育推進委託事業」工学分野における理工

系人材育成の在り方に関する調査研究、千葉大学(2016) 
3第 4 次産業革命 人材育成推進会議（第 2 回）配布資料、日本経済再生本部、平成 29 年 2 月 
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(1) 課題設定力、目的設定力 
(2) データ活用や IT にかかる能力・スキル 
(3) コンピュータ等の IT リテラシー 
(4) コミュニケーション能力 
(5) 分野を超えて専門知や技能を組み合わせ

る実践力 
(6) リーダーになる資質 
 
 よって、社会人基礎力にはビジネスの原則

を知るだけではなく、「前に踏み出す力（主

体的に行動を起こし最後まで粘り強くやり抜

く力）」、「チャレンジ精神」、「コミュニ

ケーション能力」、「チームワーク能力」、

「リーダーシップ」も重視する必要もある。 
 
以上をまとめると、展開科目を中心として

『鋭敏なビジネスセンス』を養成するその必

要性とは、 
1. ビジネスの仕組みを知らないといけな

い 
2. 協調性を持って行動できないといけな

い 
3. リーダーになる資質を持っていないと

いけない 
4. 新しいものでも躊躇せず、新しい働き

や変化に好んで対応できないといけな

い 
5. 机上のデータのみならず、働きかけら

れないといけない 
6. 社会の問題解決だけではなく、真のイ

ノベータとして持続可能かつ発展性ま

で考慮できないといけない 
が列挙でき、そのために具体的には 

1. 経営資源の知識・理解 
2. チームワーク力 
3. リーダーシップ力 
4. チャレンジ精神 
5. 三現主義 
6. 社会倫理 

といった、「知識・理解」、「能力」、「志

向・態度」を養成するべきである。 
 
これらの能力の養成の内、本学では展開科目

に最も重要な科目として「地域共創デザイン

実習」を配する。この科目は実体験に則する

ことが重要で、実際には産学官連携の授業と

して本学が配する。本学が立地する地域が抱

える問題に対して産学官連携で取り組み、授

業評価については指導教員のみならず、連携

した企業や地域団体にも評価を求める。この

れ最適な教育をすることが必要である。 
  
 
展開科目 
本学が養成する“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”を養成するために

は、学問領域の専門家になることを目標とす

るのではなく社会的期待の充足に専門職とし

て応えたいという強い意志と目標を持った人

に対し、その目標の実現に必要な論理的思考

能力とデザイン思考の涵養が必要で、モノづ

くりの経験や分析を通し社会との共創を行う

ことによって、未来志向の発想力や創造性を

期待している。 
そこで本学の展開科目には、カリキュラム・

ポリシーにもある通り“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”となる為

に、日本の産業界を固定化してしまった学問

分野でいう工学、産業界では ICT と呼ばれる

ような領域において、その職種が、次々と出

現する技術の可能性を、社会と矛盾すること

なく利用する主役として、これからの社会の

繁栄に大きく貢献するために必要な能力を涵

養する科目を配置する。つまり「専攻する特

定の職業分野に関連する他分野の応用的な能

力であって、当該職業の分野において創造的

な役割を果たすために必要なものを育成す

る」科目を配置する。また、展開科目に配当

する科目には、新しい専門職養成機関として

ビジネス展開のための実践力の養成に必要な

科目とも捕えることができる。よって、既設

の専門学校HAL東京で取り扱う科目で一部垣

間見ることできる授業でもある。 
この展開科目はビジネス教養として、専攻分

野における価値創造といった能力が、実社会

において遺憾なく発揮できるよう、工学分野

ではない科学研究費助成事業 「審査区分表」

（平成 30 年度助成に係る審査より適用）で大

区分 A に該当するような、マーケティングを

学ぶ授業を配置するだけではなく、職業専門

科目で培った実践的かつ専門的な能力で価値

創造を生み出す職能人としてスムーズに社会

で実力が評価されるように、プレゼンテーシ

ョン技術や制作したものを評価し、それをも

って再度制作に取り組むことのできる職業倫

理観等を涵養する科目を配置した。加えて、

2 年次において、実習科目として今まで培っ

てきた実践力のみで価値創造を行う科目を各

学科別に配することで、企画発想、制作、評

価といった一貫した制作過程を実践すること
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実体験によって、我が国の将来において、制

度、社会、産業、国際協力、そして人々の生

活などあらゆる側面への寄与を肌で感じるこ

とが可能となる。加えて、この「地域共創デ

ザイン実習」は 2 学科が協力して学ぶ展開的

な科目で、学部横断で取り組むことによっ

て、それぞれの学科における創造的な役割を

担うための能力を展開させるための授業であ

る。 
 
 
総合科目 
総合科目は、それまでに学んだことを、変化

する社会の要請に対し主体的に、また結果に

対する倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応え

る“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”となるべく、実践的かつ応用的な

能力を総合的に高めるための集大成となる科

目を配置する。 
 
 
 4 つの科目区分の観点と体系的教育課程の

編成 
体系的教育課程の編成については資料 8、9に

概念図を記すとともに、以下に説明する。 
 

 4 つの科目区分における体系的教育課

程の編成 
4.1.1.1 基礎科目における体系的教育課程の編

成 
本学の基礎科目は、４本柱として以下を配置

する。教養にあたる基礎的科目のため、英語

を除く科目は主として 1, 2 年次に配置され

る。国際的コミュニケーション力の養成に重

きを置く本学における英語に関連する科目に

ついては 4 年間の学びの場を配置している。 
 
① グローバルコミュニケーション科目 
グローバルに活躍するための汎用的技能を育

成する科目で構成される。専門職にとって国

際的活動のためには英語力が必要で、この学

修は必修である。以下の配置による、臨地実

務実習の期間と卒業間近の 4 年次後期を除く

期間において、2 単元/週以上英語を学ぶこと

が可能となる。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「英語コミュニケーションⅠ

a」後期：「英語コミュニケーションⅠb」 
2 年次 前期：「英語コミュニケーションⅡ

a」後期：「英語コミュニケーションⅡb」 

を通して、価値創造を生み出す過程を体感で

きるように配する。 
この科目は実体験に則することが重要で、実

際には産学官連携の授業として本学が配する

「地域共創デザイン実習」が該当する。本学

が立地する地域が抱える問題に対して産学官

連携で取り組み、授業評価については指導教

員のみならず、連携した企業や地域団体にも

評価を求める。この実体験によって、我が国

の将来において、制度、社会、産業、国際協

力、そして人々の生活などあらゆる側面への

寄与を肌で感じることが可能となる。加え

て、この「地域共創デザイン実習」は 2 学科

が協力して学ぶ展開的な科目で、学科横断で

取り組むことによって、それぞれの学科にお

ける創造的な役割を担うための能力を展開さ

せるための授業である。 
 
 
総合科目 
総合科目は、それまでに学んだことを、変化

する社会の要請に対し主体的に、また結果に

対する倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応え

る“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”となるべく、実践的かつ応用的な

能力を総合的に高めるための集大成となる科

目を配置する。 
 
 
 4 つの科目区分の観点と体系的教育課程の

編成 
体系的教育課程の編成については資料 9, 10に

概念図を記すとともに、以下に説明する。 
 
 
 
 
 

 4 つの科目区分における体系的教育課

程の編成 
基礎科目における体系的教育課程の編成 
上記で述べた能力を養成するために、本学の

基礎科目は、伝統的な領域科学志向の考え方

と異なるデザイン志向の論理を身につける感

性的思考を支援する知識群を置くこととし、

3 本柱として以下を網羅することとする。教

養にあたる基礎的科目のため、英語を除く科

目は全て 1, 2 年次に配置される。加えて、国

際的コミュニケーション力の養成に重きを置

く本学における英語に関連する科目について
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3 年次 前期：「英語コミュニケーションⅢ

a」後期：「英語コミュニケーションⅢb」 
4 年次 前期：「英語コミュニケーション

Ⅳ」 
 
 
② コミュニケーションツール科目 
①の能力を最大限に生かすためには、社会へ

の正確な発信力が重要である。そこで、発信

力を養成する科目を配する。この科目は、プ

レゼンテーションスキルなどを養成し、単な

る発信力のみではなく、効果的な発信力の養

成を目指す。 
＜配置科目＞ 
1 年次 後期：「コミュニケーションツー

ル」 
 
 
③ 倫理科目 
“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科

目を据える。 
専門職は、社会的期待に対する回答を社会に

提供することを使命とするのであるから社会

に対して責任を持つ。したがって組織内で協

調的仕事を行う場合も、個人として仕事をす

る場合もともに倫理的であることが必要条件

であり、専門職が社会に対して持たなければ

ならない倫理について学修する。 
＜配置科目＞ 
3 年次 前期：「社会と倫理」 
 
 
④ 基礎科目 
広義のデザインにおける感性的思考を支援す

る知識・理解の科目を基礎科目の中に加え

る。本学で要請する専門職は情報技術分野で

あるがゆえに特有の感性に基づく判断を求め

られる。これを涵養するために、感性そのも

のの取り扱いに加え、比較文化論、記号学、

などに関する、職能人として基礎的・汎用的

な知識・教養を持つことで達成される。また

比較文化論は文化に対する感性、記号論はコ

ミュニケーションにおける基礎的な理論の役

割を果たす。これは情報工学科（例えばユー

ザーインターフェース設計などで有益）、デ

ジタルエンタテインメント学科（例えば CG
やデジタルゲーム制作では直接必要となる）

の両学科の学生に有益である。 
 

は 4 年間学びを通しての全学年に該当する科

目を配置している。 
 
⑤ グローバルコミュニケーション科目 
グローバルに活躍するための汎用的技能を育

成する科目で構成される。 
社会的期待の探索のために必要な理解力、及

びデザイン結果とその背景の思想についての

社会への正確な発信力は、専門職にとって不

可欠の条件であり、生涯にわたり深化させる

べき能力であって、その基礎を学修する。国

際的活動のためには英語力が必要で、この学

修は必修である。以下の配置による、臨地実

務実習の期間と卒業間近の 4 年次後期を除く

期間において、2 単元/週以上英語を学ぶこと

が可能となる。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「英語コミュニケーションⅠ

a」後期：「英語コミュニケーションⅠb」 
2 年次 前期：「英語コミュニケーションⅡ

a」後期：「英語コミュニケーションⅡb」 
3 年次 前期：「英語コミュニケーションⅢ

a」後期：「英語コミュニケーションⅢb」 
4 年次 前期：「英語コミュニケーション

Ⅳ」 
 
（追加） 
 
⑥ 倫理科目 
“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科

目を据える。 
専門職は、社会的期待に対する回答を社会に

提供することを使命とするのであるから社会

に対して責任を持つ。したがって組織内で協

調的仕事を行う場合も、個人として仕事をす

る場合もともに倫理的であることが必要条件

であり、専門職が社会に対して持たなければ

ならない倫理について学修する。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「社会と倫理」 
 
 
 
 
⑦ 基盤科目 
広義のデザインにおける感性的思考を支援す

る知識・理解の科目を基盤科目として添え

る。 
専門職は組織の一員として行動するだけでな
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＜配置科目＞ 
1 年次  前期：「比較文化論」、「感性をは

かる」 
後期：「コミュニケーションと記号論」 
 
 
4.1.1.2 職業専門科目における体系的教育課程

の編成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ

て、職業専門科目は学科内で共通する科目を

集めた学科共通科目と、各学科に据えたコー

スに呼応したコース別科目の 2 種類に分類さ

れる。その中でも共通科目についてはデザイ

ン的思考に対し中核的な科目となる「学科包

括科目」となる「情報工学演習」、「デザイ

ンエンジニア概論」、「コンテンツデザイン

概論」を体系的に用意し編成する。プロトタ

イプを作成する能力が身につく職業専門科目

は、年次が上がるにつれ内容が高度化する。 
また、臨地実務実習科目も職業専門科目内に

体系的に用意し編成する。臨地実務実習科目

に当たる「臨地実務実習位置～Ⅲ」について

は、後の 11 章「実習の具体的計画」で明記す

る。 
 
職業専門科目は、各学科に特徴が出る科目で

ある。以下に、学科別に記す。 
 情報工学科は、最も大きな分類として AI、
IoT、ロボットといった、本学科が用意した 3
コースと呼応し、大きく 2 つの科目群に分か

れる。全コースに共通して修得すべき能力を

養成する科目を「共通（必修）」科目群、コ

ース別でより一層技術力を深化させる科目を

「コース別（選択）」科目群とし、「共通

（必修）」科目群はさらに、該当分野全般に

精通する「学科包括」科目群、工学に絡んだ

数学や英語の理論を修得する「数理英」科目

群の他に、「電子回路」「プログラム言語」

「情報通信」といった科目群が揃う。選択科

目は AI, IoT, ロボットといった 3 コースに呼

応する履修モデルである。AI 戦略コース（資

料 9-1-1）の特徴は、学科共通で学ぶ解析学や

確率統計論などの理論科目に続き、「人工知

能数学」という AI 戦略コースに特化した数学

が配されていることや、「人工知能基礎」と

った、学科包括科目の AI コースを俯瞰する歴

史的背景など導入部分の科目があること、加

えて、他コースとは違った実習の動きをし、

自然言語処理に特化した実習「メディア情報

処理実習」が、講義科目を踏まえた後に実施

く個人としての責任において社会的に行動す

ることを基本とする者である。そのためには

専門職に課せられる固有の人格を持つことが

求められ、社会と人間についての洞察力、行

動がもたらす社会への影響の予測力、未来社

会を描き出す構想力などを基礎として持つ必

要がある。これは分野でいえば、職能人とし

て基礎的・汎用的な知識・教養を持つことで

達成される。 
＜配置科目＞ 
1 年次  前期：「比較文化論」、「感性をは

かる」 
後期：「コミュニケーションと記号論」 
 
 
職業専門科目における体系的教育課程の編成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ

て、職業専門科目は学科内で共通する科目を

集めた学科共通科目と、各学科に据えたコー

スに呼応したコース別科目の 2 種類に分類さ

れる。その中でも共通科目についてはデザイ

ン的思考に対し中核的な科目となる「学科包

括科目」となる「情報工学演習」、「デザイ

ンエンジニア概論」、「コンテンツデザイン

概論」を体系的に用意し編成する。プロトタ

イプを作成する能力が身につく職業専門科目

は、年次が上がるにつれ内容が高度化する。 
また、臨地実務実習科目も職業専門科目内に

体系的に用意し編成する。臨地実務実習科目

に当たる「インターンシップⅠ～Ⅳ」につい

ては、後の 11 章「実習の具体的計画」で明記

する。 
 
職業専門科目は、各学科に特徴が出る科目で

ある。以下に、学科別に記す。 
 情報工学科は、最も大きな分類として AI、
IoT、ロボットといった、本学科が用意した 3
コースと呼応し、大きく 2 つの科目群に分か

れる。全コースに共通して修得すべき能力を

養成する科目を「共通（必修）」科目群、コ

ース別でより一層技術力を深化させる科目を

「コース別（選択）」科目群とし、「共通

（必修）」科目群はさらに、該当分野全般に

精通する「学科包括」科目群、工学に絡んだ

数学や英語の理論を修得する「数理英」科目

群の他に、「電子回路」「プログラム言語」

「情報通信」といった科目群が揃う。 
 
（追加） 
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されるように教育課程が体系だっている。

IoT システムコース（資料 9-1-2）の特徴は、

資料 9-1 を見ると分かるように、AI 戦略コー

スと、ロボット開発コースの双方に共通の科

目が配されていることが特徴である。段階的

に、ハードウェア側とソフトウェア側両方を

学びながら、最終的に IoT サービスデザイン

といった、他コースには感性も必要とする科

目が配されている。ロボット開発コース（資

料 9-1-3）の特徴は、物理の理論科目「力学」

に加え、「材料工学・材料力学」といった、

理論科目が順序だてて配されていることが他

コースには無い特徴であるといえよう。 
デジタルエンタテインメント学科も、最も大

きな分類としてゲームと CG といった、本学

科が用意した 2 コースと呼応する形で、共通

して修得すべき科目と、各コースに特化した

科目の大きく 2 つの科目群に基本的に分かれ

る。情報工学科と同様に、本学の工科学部と

して「学科包括」、「数英」、「情報通信」

が配され、その他はコースごとにさらに細分

化され学年の進行とともに深化していく。選

択科目は、情報工学科同様、ゲームとCGの2
コースに呼応する履修モデルが配されてい

る。ゲームプロデュースコースの特徴は、こ

のコースの中でも 2 つの履修モデルが想定で

きるところが特徴である。これは、産業界が

プログラマーとプランナーそれぞれに特化し

た人事配置などを行っていることを鑑み他結

果でもある。CG アニメーションコースの特

徴は、段階的に積み上げられた最後に総合演

習が組まれていることである。CG 映像の基

礎から、表現について段階的に学び、キャラ

クタデザインのみならず、UI/UXやゲームAI
についても学び、最終的にそれらを統合する

力がより求められているといえよう。 
 
展開科目における体系的教育課程の編成 
本学の展開科目は、社会的期待を探索しつ

つ、その実現について学ぶために、課題を達

成するための知識に加え、社会に発信し説明

するために必要な知識を学修する。国内のみ

ならず世界の社会的期待を感知し、その解決

をビジネスとして実現するためには鋭敏なビ

ジネスセンスが必要であることは言うまでも

ない。 
基礎科目、職業専門科目の学修によって得た

思考能力及び知識を身につけて卒業し、それ

を源泉として自ら専門職の仕事をする場を設

定したとき、その能力・知識を有効に発揮・

デジタルエンタテインメント学科も、最も大

きな分類としてゲームと CG といった、本学

科が用意した 2 コースと呼応する形で、共通

して修得すべき科目と、各コースに特化した

科目の大きく 2 つの科目群に基本的に分かれ

る。情報工学科と同様に、本学の工科学部と

して「学科包括」、「数理英」、「情報通

信」が配され、その他はコースごとにさらに

細分化され学年の進行とともに深化してい

く。 
 
（追加） 
 
デジタルエンタテインメント学科で特徴的な

のは、ゲームと CG は関係性が強いこと、企

業側が採用時からプランナーとプログラマー

といった職種別で入り口を分けていること

等、エンタテインメント業界における明確な

産業界の動向を鑑みて、必修科目群と選択科

目群がコースの内外に混在していることであ

る。例えばゲームプロデュースコースを希望

すると、低学年の CG コースの授業も必修科

目として受講する。このような教育課程の体

系を取ることで、専門職として社会に飛び出

し他後、どの職種であろうとエンタテインメ

ントという比較的広範囲でない業界で連携を

取るに必要な多職種の理解につながる。 
 
 
展開科目における体系的教育課程の編成 
本学の展開科目は本学が位置する東京都を中

心とした地域の持つ独自の産業、文化、生活

などの具体的な環境の中で、社会的期待を探

索しつつ、その実現について学ぶために、課

題を達成するための知識に加え、社会に発信

し説明するために必要な知識を学修する。国

内のみならず世界の社会的期待を感知し、そ

の解決のための方法を身につける知識群を置

くこととし、それらは以下を網羅することと

する。 
基礎科目、職業専門科目の学修によって得た

思考能力及び知識を身につけて卒業し、それ

を源泉として自ら専門職の仕事をする場を設

定したとき、その能力・知識を有効に発揮・

使用し、さらに能力を深化させて専門職とし

ての能力を向上し自らが目標とする専門職に

なるためには、その場で遭遇する多様な社

会、組織、協力者などの環境と矛盾すること

なく行動することが必要である。これは専門

職としての仕事をする場において関与する環
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使用し、さらに能力を深化させていくために

は、その場で遭遇する多様な社会、組織、協

力者などの環境と矛盾することなく行動する

ことが必要である。これは専門職としての仕

事をする場において関与する環境とそれに対

応する方法に関する知識であるといってよ

い。 
それは卒業後専門職として歩む道として、専

門職の能力を高めつつ成長を続け、最終的に

はリーダーとして社会に寄与するという一つ

の典型を考えた時、その計画を現実化する道

で身につけてゆくべきものであり、入学時の

動機を成熟させて卒業時の動機とするために

必要な科目である。 
 

(ア)  ビジネス教養科目群 
アイデアはアイデアであって、アウトプット

によってビジネスに変換することで実社会に

初めて価値がもたらされるものである。そこ

で、行動に関する知識や指針となる、企画

力、発信力、マネジメント力、市場戦略力、

知的財産の保護、現在の諸問題から鑑みる潜

在的社会問題を察知するビジネス展開力など

を配する。 
 
 
 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「企画・発想法」 
後期：「プロジェクトマネジメント」 
 2 年次 後期：「チームワークとリーダー

シップ」 
３年次 前期：「知的財産権論」 
3 年次 後期：「企業経営論」、「グローバ

ル市場化戦略」 
4 年次 前期：「ベンチャー起業経営」 
 
「企画・発想法」はプロジェクトの企画方

法、アイデアの発想法のツールやテクニック

に関する科目である。 
これに対して、プロジェクトやチームといっ

た比較的小さな組織単位におけるマネジメン

ト手法やツールについて議論する科目が２つ

あり、「プロジェクトマネジメント」は科目

の名の通り、プロジェクトマネジメントの手

法やツールに関する一般的、実践的な科目で

ある。一方、「チームワークとリーダーシッ

プ」はチーム内でのチームワーク力やリーダ

ーシップ力といった個人の能力の養成を意図

している。 

境とそれに対応する方法に関する知識である

といってよい。 
これらは、卒業後専門職として歩む道とし

て、専門職の能力を高めつつ成長を続け、最

終的には社長（リーダーシップ力）として社

会に寄与するという一つの典型を考えた時、

その計画を現実化する道で身につけてゆくべ

きものであり、入学時の動機を成熟させて卒

業時の動機とするために必要な科目である。 
 
① ビジネス教養科目群 
アイデアはアイデアであって、アウトプット

によって実社会に初めて価値がもたらされる

ものである。 
行動に関する知識や指針となる、企画力、発

信力、マネジメント力、市場戦略力、知的財

産の保護、現在の諸問題から鑑みる潜在的社

会問題を察知するビジネス展開力などを配す

る。 
 
 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「企画・発想法Ⅰ」 
後期：「企画・発想法Ⅱ」『マネジメント

論』 
 3 年次 前期：「知的財産権論」、『ビジ

ネス課程論』 
3 年次 後期：「グローバル市場化戦略」、

「リソースマネジメント」 
4 年次 前期：「企業経営論」 
 
上記に記した科目のうち、該当職業分野を鑑

み『マネジメント論』と『ビジネス課程論』

は学科ごとに違う科目を配する。 
『マネジメント論』については「プロジェク

トマネジメント」と「組織化とリーダーシッ

プ」科目を用意し、「プロジェクトマネジメ

ント」は情報工学科に、「組織化とリーダー

シップ」はデジタルエンタテインメント学科

に配する。ここでは科目の名の通り、プロジ

ェクトマネジメント力やリーダーシップ力と

いった能力の養成を意図しているが、デジタ

ルエンタテインメント学科においては、職業

専門科目に配した「プロジェクトマネジメン

ト（ゲーム）」を配しているため、その関係

性も考慮し、学科ごとに違う科目を配する。 
『ビジネス課程論』については、実際のビジ

ネス展開が社会でどのように行われるのか、

企業内・企業間の取引やその役割を学ぶ科目

である。該当職業分野を鑑みた時、行動に関
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これらに対し、「知的財産権論」では特許、

著作権、意匠権などの知的財産権を取得、保

護する法令、メカニズムについて、これらに

直接かかわることの多い専門職として学修す

る。最近は個人情報の保護なども関連してき

ておりこの科目の重要性は増している。 
残りの３科目はビジネスを企業という単位で

見たときの重要なトピックをカバーする。ま

ず「企業経営論」では特に企業のビジネスプ

ラン、ビジネスモデル、経営戦略と言った経

営の根幹にかかわる事項を学修する。「グロ

ーバル市場化戦略」は商品マーケティング、

市場開拓、海外進出、海外市場戦略などにつ

いて論じる。最後に「ベンチャー起業経営」

はおそらく本学の卒業生の長い人生の中で経

験するかもしれぬベンチャー企業の起業につ

いて、特に「ヒト」「モノ」「カネ」に関す

る基本的知識を学ぶ。 
 

(イ)  地域ビジネス実践科目 
産学官連携による実習科目で、テーマ選定、

プロジェクト指導、成果評価などを教育課程

連携協議会のメンバー機関に協力と支援を依

頼する。 
企画発想・制作・評価の一貫した制作過程を

実践することを通して、地域産業、さらに広

く社会一般において価値が創造される過程を

実感的に学び、社会の中で働く専門職として

地域創生力や国際力といった価値創造を牽引

する能力を身につける。 
 
＜配置科目＞ 
2 年次 通期：「地域共創デザイン実習」 
総合科目における体系的教育課程の編成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ

て、「卒業研究制作」を 4 年次に配すること

で、本学の学びの集大成となるように体系的

な教育課程を編成する。 
＜配置科目＞ 
4 年次 通期：「卒業研究制作」 
 
 
臨地実務実習を含む実習について 
本学では専門職大学設置基準に則り、実習に

よる授業科目を 40単位以上配している。加え

て、実習科目は全て 30 時間から 45 時間まで

の範囲時間の授業をもって 1 単位としてお

り、実習が適切に教育課程に含まれている。 
また、後の 11章で詳細を述べるが、全学部全

学科に共通で配置されている臨地実務実習に

する知識や指針に対してより適切な科目を配

するために、情報工学科では「サプライチェ

ーンマネジメント」を、デジタルエンタテイ

ンメント学科では「ビジネスマネジメント」

を配する。 
 
 
② 地域ビジネス実践科目 
産学官連携による実習科目で、評価を実際に

外の機関にも委ねる。加えて、この授業は教

育課程連携協議会の地域（若しくは協力）に

該当するメンバーから協力と支援を得る。 
企画発想・制作・評価の一貫した制作過程を

実践することを通して、地域産業、さらに広

く社会一般において価値が創造される過程を

実感的に学び、社会の中で働く専門職として

東京から発信する真の地方創生力や国際力と

いった価値創造を牽引する能力を身につけ

る。 
 
＜配置科目＞ 
2 年次 通期：「地域共創デザイン実習」 
総合科目における体系的教育課程の編成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ

て、「卒業研究制作」を 4 年次に配すること

で、本学の学びの集大成となるように体系的

な教育課程を編成する。 
＜配置科目＞ 
4 年次 通期：「卒業研究制作」 
 
 
臨地実務実習を含む実習について 
本学では専門職大学設置基準に則り、実習に

よる授業科目を 40 単位以上配している。加え

て、実習科目は全て 30 時間から 45 時間まで

の範囲時間の授業をもって 1 単位としてお

り、実習が適切に教育課程に含まれている。 
また、後の 11 章で詳細を述べるが、全学部全

学科に共通で配置されている臨地実務実習に

あたる「インターンシップⅠ～Ⅳ」の臨地実

務実習先の確保状況は、平成 29 年 10 月時点

で既に定員数を上回っており、十分数確保し

ているといえる。さらに、学生の希望に応じ

て実習先を選択できるよう、開学に向けてさ

らに実習先を確保する。加えて、「インター

ンシップⅢ～Ⅳ」の実習先については、海外

における臨地実務実習も一定数確保してお

り、一定の条件を満たすことで海外での実習

も参加可能である。 
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あたる「インターンシップⅠ～Ⅳ」の臨地実

務実習先の確保状況は、平成 30 年 10 月時点

で既に定員数を上回っており、十分数確保し

ているといえる。さらに、学生の希望に応じ

て実習先を選択できるよう、開学に向けてさ

らに実習先を確保する。加えて、「インター

ンシップⅢ～Ⅳ」の実習先については、海外

における臨地実務実習も一定数確保してお

り、一定の条件を満たすことで海外での実習

も参加可能である。 
 
 
 
教育課程編成上の工夫 

 臨地実務実習実施における教育上の工

夫 
臨地実務実習に当たる「インターンシップⅠ

～Ⅳ」において、受け入れ先企業の新規開拓

は特別な期間を定めることなく実施するとと

もに、学生が望む企業にて実習ができるよう

に受け入れ先企業の希望調査を事前に行い、

必要に応じて新規開拓に努める。加えて、海

外臨地実務実習に参加する学生について、各

インターン実施期間に対し時間的余裕をもた

せて確定させることで、ビザの取得といった

諸手続きの不足等で参加できないといった事

態にならないように配慮する。 
また、初めての臨地実務実習が行われる「イ

ンターンシップⅠ」の事前指導として、名刺

交換、電話の受け答え、メールのやり取りと

いった社会人のマナー基礎や、臨地実務実習

で知り得た機密事項の取り扱い等について学

内でオリエンテーションを行い、学生が実習

をスムーズに始められるように配慮する。 
 
 

 入学時の学力差異の補助 
入学生の基礎学力格差等を解消できるよう

に、高校の数学・物理・英語を補う「基礎数

学」、「基礎物理」と「基礎英語」を開講す

る。これらは卒業要件に含まれない科目であ

るが、入学直後に基礎学力の確認を行い、各

学科の 1 年次における授業の習熟に影響が出

ると判断される学生に対しては受講を促す。

上記で説明した通り、「基礎数学」、「基礎

物理」及び「基礎英語」については、入学時

の学力差を担保するための科目であり、補講

にあたる科目である。よって、大学教育とし

て適切な水準となっていない科目に当たるた

め、卒業要件に係る単位を与えていない補講

 
 
教育課程編成上の工夫 

 臨地実務実習実施における教育上の工

夫 
臨地実務実習に当たる「インターンシップⅠ

～Ⅳ」において、受け入れ先企業の新規開拓

は特別な期間を定めることなく実施するとと

もに、学生が望む企業にて実習ができるよう

に受け入れ先企業の希望調査を事前に行い、

必要に応じて新規開拓に努める。加えて、海

外臨地実務実習に参加する学生について、各

インターン実施期間に対し時間的余裕をもた

せて確定させることで、ビザの取得といった

諸手続きの不足等で参加できないといった事

態にならないように配慮する。 
また、初めての臨地実務実習が行われる「イ

ンターンシップⅠ」の事前指導として、名刺

交換、電話の受け答え、メールのやり取りと

いった社会人のマナー基礎や、臨地実務実習

で知り得た機密事項の取り扱い等について学

内でオリエンテーションを行い、学生が実習

をスムーズに始められるように配慮する。 
 
 

 入学時の学力差異の補助 
入学生の基礎学力格差等を解消できるよう

に、高校の数学・物理・英語を補う「基礎数

学」、「基礎物理」と「基礎英語」を開講す

る。これらは卒業要件に含まれない科目であ

るが、入学直後に基礎学力の確認を行い、各

学科の 1 年次における授業の習熟に影響が出

ると判断される学生に対しては受講を促す。

上記で説明した通り、「基礎数学」、「基礎

物理」及び「基礎英語」については、入学時

の学力差を担保するための科目であり、補講

にあたる科目である。よって、大学教育とし

て適切な水準となっていない科目に当たるた

め、卒業要件に係る単位を与えていない補講

科目として設定している。 
 
 
 
研究活動に関する考え方 
本学が掲げる“Designer in Society（社会とと

もにあるデザイナー）”を養成するために、機

械設計、回路設計、制御システム設計など工

科における基礎知識に加え、情報科学とし

て、情報数学、人工知能、情報システム、機

械学習、OSなど、またより高度な階層をもつ
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科目として設定している。 
 
 
 
4.2 研究活動に関する考え方 
本学が掲げる“Designer in Society（社会とと

もにあるデザイナー）”を養成するために、数

学、物理学、制御工学、機械設計など工科に

おける基礎知識に加え、情報科学として、情

報数学、人工知能、情報システム、機械学

習、コンピュータグラフィックス、ソフトウ

ェア工学など、またより高度な階層をもつ

IoT、ロボテイックス、などを学ぶ。これら

は社会の中のデザイナーとなるために必修の

科目である。またデザイナーは、専門分野を

熟知するだけの専門家でなく、実際に社会の

中で行為する人であるから、これらの学んだ

知識を使ってデザインという行為をすると

き、それが外界に与える効果について十分な

理解を持つために、３年次に配当された「社

会と倫理」、４年次の「持続可能な社会」な

どの科目を学ぶ。さらに、自分のデザインの

ための広いコミュニケーションを可能にする

外国語（英語）を学ぶ。また 2 年次に配当さ

れ産学官連携を目的とした「地域共創デザイ

ン実習」、3 年次にはグローバルな視野を養

成する「グローバル市場化戦略」は、幅広い

連携相手、手段を知る機会である。 
このように、デザイン行為のための必要な能

力、デザイナーとして社会で行動するときに

必要なグローバルな思考や地域文化と国際性

の理解に必要な能力が習得される。それらを

前提とし、4 年間の学びの集大成の科目とし

て 4 年次に「卒業研究制作」を全学部全学科

に必修科目として配置し、研究・制作を行う

教育課程を編成している。 
 このような教育を支えるために必要な研究

をすべての教員が行う。研究は科学的知識生

産のための領域別に固有の方法による研究で

なく、「領域×IT」という応用領域において

社会的期待に対しデザイナーとして応える創

造行為のための研究である。科学的知識生産

のための研究は分析的、説明的であるが、

「領域×IT」という応用領域におけるデザイ

ンは、異なる複数の領域に関わる知識を運用

し説明ではなく新たな人工物を創造する。例

えば、電気モータの性能を電磁気学の知識を

応用して分析的に説明するのが科学的知識で

あるが、モータの設計はそのような性能を満

たすモータの諸元を電磁気学、モータの回路

IoT、ロボテイックス、などを学ぶ。これら

は社会の中のデザイナーとなるために必修の

科目である。またデザイナーは、専門分野を

熟知するだけの専門家でなく、実際に社会の

中で行為する人であるから、これらの学んだ

知識を使ってデザインという行為をすると

き、それが外界に与える効果について十分な

理解を持つことが求められる。そのために、

自らの制作が社会にとってどの様な意義を持

つのかを深く認識するために 1 年次に配当さ

れた「社会と倫理」、「比較文化論」などの

科目を通して、技術によってもたらされる環

境破壊などの社会問題を考察する道徳心や、

そのための広いコミュニケーションを可能に

する外国語（英語）を学ぶ。また 2 年次に配

当され産学官連携を目的とした「地域共創デ

ザイン実習」、3 年次にはグローバルな視野

を養成する「グローバル市場化戦略」といっ

た科目を学ぶ。 
このように、デザイン行為のための必要な能

力、デザイナーとして社会で行動するときに

必要なグローバルな思考や地域文化と国際性

の理解に必要な能力が習得される。それらを

前提とし、4 年間の学びの集大成の科目とし

て 4 年次に「卒業研究制作」を全学部全学科

に必修科目として配置し、研究・制作を行う

教育課程を編成している。 
 
 このような教育を支えるために必要な研究

をすべての教員が行う。研究は伝統的な科学

分野で行われる、科学的知識生産のための領

域別に固有の方法による研究でなく、社会的

期待にデザイナーとして応えるデザイン行為

にとって有用なデザイン支援知識体系の創出

のための研究である。従来は、あらゆる工学

領域に存在するデザイン、あるいは設計は、

各工学領域固有の知識の適用によって行われ

てきた。例えば建築設計では、建築物の強度

や居住性などの機能とは何かが説明される。

機械設計では、機械システムの動力、安定性

などの機能が説明される。この説明は分析的

であり、独自の方法、多くは数学であるが、

それを使って体系的な説明が行われる。この

ように、従来の領域における研究・教育のい

ずれも、ものが与えられてそれを分析し、分

析結果である科学的知識を生産し学ぶことに

主眼が置かれる。この場合、それらの知識を

使用して“もの”を作るのは、発明と呼び、正

規のカリキュラムには取り上げられない。各

領域で生み出された知識は科学的知識と呼ば
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理論、モータの冷却の知識、モータの制御工

学といったありとあらゆる知識を動員して導

出する。モータの設計ですらこうなのである

から、ロボットの設計ではこれをはるかに超

える量と幅の知識が必要となり、ロボットを

一つのエージェントとする IoT システムの設

計はさらに複雑になることは言うまでもな

い。そのことはロボット・デザイナーになる

ための知識量が極めて膨大となることを意味

するが、一方で幸いなことにコンピュータの

力やチームワークのおかげですべてを必ずも

知る必要もなく、チームワークやリーダシッ

プを実習の過程で学ぶことの重要性が正当化

される。 
このようないわば複合領域、多領域融合にお

ける知識の統合、それはデザイン思考に基づ

くシステムインテグレーションの結果、ソフ

トウェアとしてインプリメントする過程であ

ると言えるが、このような研究が両学科での

研究の主要な形態の一つであると予想され、

4 年次総合科目「卒業研究制作」において行

う学生の研究でも、スケールは小さくなるも

ののそのことは変わらないであろう。つま

り、その時点までに修得した基礎科目、職業

専門科目、展開科目に関する技術・知識を集

結し、テーマ選定におけるニーズ調査、分析

においては学術論文・特許調査、学会等での

研究発表の聴講、専門技術展での情報収集、

アンケート等によるユーザー調査を基に行

う。これまでに学んできたグローバル性や地

域性を考慮しビジネスとの接点に重きを置い

た応用研究がテーマとなるのである。 
学生の研究成果は卒業制作や卒業論文として

まとめ、制作物つまりプロトタイプは学内に

展示し継承するが、研究成果を対外コンペテ

ィションや企業向けプレゼンテーション、学

会などで公開し評価を受け、参加者との交流

により情報交換及び人脈作りを行うことも本

人の成長のために重要である。 
 一方、特にデジタルエンタテインメント学

科での作品制作は人工物の設計とは、やや色

合いが異なる。これは科学的知識、工学的知

識だけを統合してプログラムの動作原理とし

てインプリメントするのが情報工学科におけ

る研究であるのに対比して、デジタルエンタ

テインメント学科での作品制作は、科学的知

識、工学的知識に加えて感性に基づく判断が

大きな役割を果たす。もちろん、感性に基づ

く判断は情報工学科の人工物設計でも必要で

ある。例えばユーザーインターフェースの設

れ論文として登録される。このようにして科

学的知識は常に増大して行くが、それは豊富

でありこれがその後の科学研究を知性によっ

て行うことを可能にしている。 
 一方、本学のザインを主体とする教育・研

究では、一般には言葉で述べられる期待を出

発点とし、“もの”を創出することが目的であ

る。このとき、このデザインを支援する体系

的知識がない。したがってデザインは感性に

よって行われるといわれることが多い。デザ

インも、もちろん科学的知識を使って知性に

よって行われるが、科学的知識の及ばない部

分を多く含み、特に独創的デザインには感性

が重要な働きをする。この感性を支援する体

系知識の欠落は、人工物が自然及び社会と矛

盾する状況を生むが、これは現代の深刻な問

題である。本学教育の中心に据えるデザイン

学は、この体系化を目標とするものである

が、これは各教員研究のみならず、学生の制

作においても重要な課題と位置づけ、制作に

おいては“もの”を作るとともに、その過程で

得られたデザイン学の要素を表現することを

求める。 
 本学における研究領域の具体的な説明につ

いては、後の 8 章でも述べるが、『Getting 
started with the SDGs in Universities（資料

13）』を参考に、SDGs の指針に合った研究

を推奨する。加えて、研究家と実務家が連携

することは、後の 5 章でふれる教員組織のう

ち、特に研究実務家や研究家を目指す実務家

教員の育成にもつながる。 
 
学生の研究は、4 年次総合科目「卒業研究制

作」において行う。これまでに修得した基礎

科目、職業専門科目、展開科目に関する技

術・知識を集結して取り組む。テーマ選定に

おけるニーズ調査、分析においては学術論

文・特許調査、学会等での研究発表の聴講、

専門技術展での情報収集、アンケート等によ

るユーザー調査を基に行う。これまでに学ん

できたグローバル性や地域性を考慮しビジネ

スとの接点に重きを置いた応用研究をテーマ

とする。デザイン思考に基づき得られた成果

を対外コンペティションや企業向けプレゼン

テーション、学会などで公開し評価を受け

る。参加者との交流により情報交換及び人脈

作りを行う。成果は卒業制作や卒業論文とし

てまとめ制作物は学内に展示し継承する。 
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計やユーザビリティの考慮といった時、客観

的に計測できる物理量以外のファクタを考慮

せねばならない。それは情報工学科でも同様

の事情であり、したがって両学科ともに感性

を涵養する科目群を学び、また演習や実習、

卒業研究制作でも感性に基づく判断を求めら

れ、最終的には研究にも反映していく。 
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1

資料10-1

ディプロマ・ポリシー
（学位授与の方針）

カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成・実施の

方針）

冒
頭

　本学は、卓越した機能によ
る技術的価値と優れた芸術的
表現による文化的価値を備
え、ビジネス上の成功を目指
しつつ社会や環境への配慮を
欠かさない人工物の創造をす
る“Designer in Society（社
会とともにあるデザイ
ナー）”となるために、定め
られた在籍期間、及び、所定
の単位を取得し、必修等の条
件を満たすこと等を卒業要件
とし、卒業を認定し学位を授
与する。

東京国際工科専門職大学
では、ディプロマ・ポリ
シーに掲げた学修成果を
得るために、デザイン思
考の教育課程を編成す
る。
学修方法･学修過程、学修
成果の評価の在り方は以
下のように定める。

冒
頭

本学部は情報技術を応用する領域におけ
る専門職を養成する。そのため、本学の
「ディプロマ・ポリシー」を踏まえた上
で、定められた課程において以下の知
識・能力を修得し、教育の理念である
「Designer in Society（社会とともに
あるデザイナー）」に従い、ものを創る
ことができる学生に対し、卒業を認定し
学位を授与する。

工科学部では、ディプロマ・ポリシー
に掲げた能力を身につけることができ
るように、以下のように教育課程を編
成する。
このように体系立てられ編成される教
育課程に対し、学修方法･学修過程、学
修成果の評価の在り方は以下のように
定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

主な
授業形
態

DP
No.

keywords ＜教育課程の区分＞

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学など
の基礎知識とともに、コンピュータシス
テムの構成に関する知識を有している

3
創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を
支援する知識・理解の科目を置く

2 創造

AI, IoT, ロボットの各分野において、
価値創造のためのソフトウェアアルゴリ
ズムやシステム構成方法論について理解
している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工
知能システムに関する論理的・数学的知
識を有している
・IoTシステムコースに所属する学生
は、ソフトウェア、ハードウェア、ネッ
トワークとデータ解析の知識を有してい
る
・ロボット開発コースに所属する学生
は、ハードウェアとソフトウェアのバラ
ンスした知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともに
あるデザイナー）”の根幹に当たる倫
理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解
している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコ
ミュニケーションの汎用的技能を育成
する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロ
ボット）と社会との接点を理解し、情報
システム技術をコアとして、システムイ
ンテグレーションに関する知識を総合的
に俯瞰することができる 1 分析

5
問題発見
力

情報工学を主導する専門職人材として問
題を発見する力を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現
力を有している

演習 2 創造

問題・課題解決のために知識を総合
し、価値創造の方法論を学ぶ科目を配
する。

7
プロトタ
イプ開発
力

情報技術を応用して対象領域の課題を解
決するソリューションのプロトタイプを
開発する能力を有している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工
知能システムの応用に着目する
・IoTシステムコースに所属する学生
は、IoTシステムのプロトタイプ開発を
行い、サービスデザインにも着目する
・ロボット開発コースに所属する学生
は、ロボットの応用に関する実践的プロ
トタイプ開発に着目する

7
プロトタ
イプ開発
力

プロトタイプ開発を主軸とする実習科
目を配置する

8 判断力

論理的思考能力と科学的知識によって最
適解を判断することができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション
能力を有している 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供する
ことができる 3

ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を養
成する科目を配置する

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択す
る能力を有している 12 倫理観

環境や社会への配慮し、持続可能な解
を生み出すための知識を学ぶ

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エ
ラーを厭わず最後までやり遂げる

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三
現主義（現場、現実、現物）で行動でき
る

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究
制作を実施します。この科目は、英語
での発表を義務付けている

＜教育課程の区分＞
1. 教育課程は①対象領域
を俯瞰し、②問題・課題
を発見し、③解決策を考
え、④プロトタイプを開
発し、⑤評価から①に戻
る一連の過程に必要な知
識、能力を得られる教育
課程とする。

2. 専門職人材としてプロ
トタイプ開発を行う実践
力とビジネスセンスを磨
き倫理観をもって対象領
域にアプローチするため
に必要な科目を配する。

3．実習科目を中心として
志向・態度を学び、チャ
レンジ精神、向上心、探
究心を涵養する

＜教育内容・方法＞
本学では「担任制度」を
設け、学生10名程度に1名
以上の担当教員を配し、
学修計画・履修登録のみ
ならず、より良い教育及
び学修を円滑に運営する
ための人間環境を整え
「個に対する教育」を行
う。
（学修方法）
科目が初歩的なものから
専門的なものへと進行す
る配置の中で、初歩的過
程で学んだ科目内容が、
どのようにして専門的な
科目の基礎をなすか、ま
た専門的科目の内容がど
のようにして社会にどの
ように役立つかを実習科
目や総合科目を通じて学
ぶ。この実感が、
“Designer in Society
（社会とともにあるデザ
イナー）”の基礎とな
る。したがって、科目配
列は特に１年次では最初
に動機付け及びトピック
へのエクスポージャを目
的とした科目によって原
理や理論を深く学ぶので
はなく、何に使われてい
るかを中心に理解する。
その後に原理や理論を学
ぶ科目を配置している。
これは自分が持っている
社会に役立ちたいという
動機が、学問によって裏
付けられることを経験
し、実感的動機を科目学
修動機に変換させること
でもある。それに基づい
て、専門的な科目は動機
を満たすものとして自発
的に学習することが可能
となる。これを実現する
ために、実務経験のある
教員から何を学ぶかを知
り、また実習、演習、イ
ンターンシップなども、
漫然と課題に向かうので
なく、自発的に学習する
ものとして位置づけるこ
とができるものとなる。

実習

講義・
演習

多くの実習科目を通し、新しいモノ・
コトでも躊躇せず、変化を好んで対応
し、対話を通じて他者と協力し、机上
のデータだけではなく、自分の目で見
て耳で聞く行動指針を養成する

基礎
科目

職業
専門
科目

協調性をもって、主体的に行動すること
ができる。加えて、リーダーシップを発
揮することができる

設定された問題を解決するための理論
科目と、正確な判断力を養成する科目
を置く。これらの科目は職業専門科目
の講義科目として配する

職業
専門
科目

展開
科目

俯瞰力と問題発見力を涵養する実習科
目を配置する

実習による実践だけではなく、協調性
をもって、チームメンバーとして主体
的に行動する、または、リーダーとし
て、指導力を発揮する原理を学ぶ科目
を配する

知
識
・
理
解

能
力

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

10

態
度
・
志
向

倫理観

1. 豊かな創造力
　対象領域を俯瞰し、問題・
課題を発見し科学的根拠を
もって分析するとともに、分
析した結果問題の本質を精査
できる総合力と、解決を複数
考案できる創造力、感性、倫
理観を有している。

2. 確かな実践力
　問題・課題解決に対し、実
際にプロトタイプを開発し複
数インプリメントすることで
実際に解決案を創造するとと
もに、最適解を選択できる社
会的倫理観を持ちながら判断
できる知識・能力を有してい
る

3. 鋭いビジネスセンス
　専門職人材として、顧客や
品質を第一に考えられるとと
もに、現実的判断をもって遂
行することのできるビジネス
スキルと共に、自身が持つ好
奇心の実現に向け協調性を
もって、主体的に行動するこ
とができる。

4. 高い倫理観
　倫理観をもって社会の責務
を認識した行動指針を有して
いるとともに、顕在する問題
解決のみならず、社会の持続
性・発展性まで考慮すること
のできる専門職人材である。

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

講義

講義

展開
科目

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

工科学部東京国際工科専門職大学

東京国際工科専門職大学　工科学部
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較
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資料10-2

冒
頭

情報工学科では、人工知能システム、IoTシステム、ロ
ボット中心とした情報工学における教育・研究・実践活
動を通して、情報工学分野における基礎及び専門技術に
関する知識と創造力を身につける。さらに、それらを俯
瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニケーション能
力を有し、グローバルに活躍できる技術者を養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生
に学位を授与する。

情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身に
つけることができるように、以下のように教育課程を編成
する。
　このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学
修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のよう
に定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

授業
形態

DP
No.

keywords

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とと
もに、コンピュータシステムの構成に関する知識を有し
ている 3

創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理
解の科目を置く

2 創造

AI, IoT, ロボットの各分野において、価値創造のため
のソフトウェアアルゴリズムやシステム構成方法論につ
いて理解している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムに
関する論理的・数学的知識を有している
・IoTシステムコースに所属する学生は、ソフトウェ
ア、ハードウェア、ネットワークとデータ解析の知識を
有している
・ロボット開発コースに所属する学生は、ハードウェア
とソフトウェアのバランスした知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともにあるデザイ
ナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの
汎用的技能を育成する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロボット）と社会
との接点を理解し、情報システム技術をコアとして、シ
ステムインテグレーションに関する知識を総合的に俯瞰
することができる

1 分析

5
問題発見
力

情報工学を主導する専門職人材として問題を発見する力
を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している

演習 2 創造

問題解決のために情報技術を統合し、価値創造の方法論を
学ぶ科目を配する。「C言語基礎」「組込みC,C++言語」
「回路・プリント基板設計」「プログラミング概論」「ソ
フトウェアシステム開発」「Pythonプログラミング」「機
械学習」「デバイス・ネットワーク」「IoTデバイスプロ
グラミングⅠ」「機械設計」「深層学習」「画像・音声認
識」「サーバ・ネットワーク」「IoTデバイスプログラミ
ングⅡ」「ロボット機構」「ロボット制御」

7
プロトタ
イプ開発
力

情報技術を応用して対象領域の課題を解決するソリュー
ションのプロトタイプを開発する能力を有している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムの
応用に着目する
・IoTシステムコースに所属する学生は、IoTシステムの
プロトタイプ開発を行い、サービスデザインにも着目す
る
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロボットの応
用に関する実践的プロトタイプ開発に着目する

7
プロトタ
イプ開発
力

8 判断力
論理的思考能力と科学的知識によって最適解を判断する
ことができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有してい
る 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供することができる

3
ビジネス
の仕組み

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有して
いる

12 倫理観

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最
後までやり遂げる

環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知
識を養成する

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、
現実、現物）で行動できる

社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経
営資産についての知識を習得する科目を配する。

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究制作を実施する。こ
の科目は、英語での発表を義務付けている。

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する
手法を講義と演習を組み合わせて学ぶ

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理
論科目として数学や、物理学と共に、情報技術の基礎的な
知識に関する理論科目を配置する。「電子回路基礎」「コ
ンピュータシステム基礎」「情報数学」「線形代数」「解
析学」「確率統計論」「データベース基礎と応用」「技術
英語」「情報セキュリティ応用」「力学」「人工知能基
礎」「自然言語処理」「人工知能数学」「制御工学基礎」
「センサ・アクチュエータ」「材料力学・材料工学」
「データ解析」「技術英語」

デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ
知的好奇心を向上させながら探究心を身につけるととも
に、チャレンジ精神を養成する。

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロボット）と対象領
域が抱える問題を見つけるための俯瞰力と問題発見力、そ
の問題を解決するための知識の総合力を養成する科目を配
する。
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」
「地域共創デザイン実習」「人工知能システムⅠ、Ⅱ」
「メディア情報処理」「人工知能応用」「IoTシステム開
発Ⅰ、Ⅱ」「IoTサービスデザイン」「組込みシステム制
御実習」「自動制御機械開発実習」「産業用ロボット実
習」

態
度
・
志
向

倫理観

展開
科目

職業
専門
科目
展開
科目

実習

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加え
て、リーダーシップを発揮することができる

講
義・
演習

東京国際工科専門職大学　工科学部　情報工学科
　ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

情報工学科

知
識
・
理
解

基礎
科目

能
力

職業
専門
科目

講義

講義

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）
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冒
頭

デジタルエンタテインメント学科では、デジタルコンテ
ンツ分野における歴史的・社会的背景、および、デジタ
ルコンテンツの役割や職能を理解し、プロトタイプ開発
を行うことで、グローバルに発信可能なデジタルコンテ
ンツのクリエイターを養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生
に学位を授与する。

デジタルエンタテインメント学科ではディプロマ・ポリ
シーに掲げた能力を身につけることができるように、以下
のように教育課程を編成する。
　このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学
修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のように
定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

授業
形態

DP
No.

keywords

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とと
もに、コンピュータシステムの基本構成やデジタルコン
テンツに関する知識を有している 6

創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理解
の科目を置く

2 創造

デジタルゲーム、およびコンピュータグラフィックス技
術を用いた価値創造のためのアルゴリズムや表現方法論
について理解している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コン
ピュータゲームに関するデジタルコンテンツ制作に特化
した知識を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、映像制
作、キャラクターデザイン等、コンピュータグラフィッ
クスに特化した知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”
の根幹に当たる倫理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの
汎用的技能を育成する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と社会との接
点を理解し、デジタルコンテンツ、情報システム技術、
ビジネスに関する知識などを総合的に俯瞰することがで
きる

1 分析

5
問題発見
力

デジタルコンテンツを主導する専門職人材として問題を
発見し設定する能力を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有してい
る。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コン
ピュータゲームデザインおよびプログラミングなどゲー
ム開発に関する総合力を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、CG映像に
関する一連のプロセスと制作のための総合力を有してい
る 演習 2 創造

問題解決のためにデジタルゲーム、およびコンピュータグ
ラフィックス技術を統合し、価値創造の方法論を学び芸術
的感性を涵養する科目を配する。「ゲームプログラム構成
基礎Ⅰ」「デジタル造形Ⅰ」「CGデザイン基礎」「プログ
ラミング言語基礎」「デジタル造形Ⅱ」「ゲームAIⅠ」
「エンタテインメント設計」「ゲームプログラム構成基礎
Ⅱ」「デジタル映像表現技法基礎」「ゲームプログラム構
成基礎Ⅲ」「デジタル映像表現技法応用」「ゲームプログ
ラミングⅠ」「ゲームデザイン実践演習」「デジタルキャ
ラクタ実践演習」「ゲームプログラミングⅡ」「インター
フェースデザイン」「ゲームプログラミングⅢ」「ゲーム
AI Ⅱ」「CGアニメーション総合演習」

7
プロトタ
イプ開発
力

デジタルコンテンツのプロトタイプを開発する能力を有
している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、プロト
タイプを制作する目的を理解し、デジタルゲームに関し
て企画・開発する能力を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、プロトタ
イプを制作する目的を理解し、CG映像に関して企画・制
作する能力を有している

7
プロトタ
イプ開発
力

8 判断力
論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最適解を判断す
ることができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有してい
る 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供することができる

3
ビジネス
の仕組み

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有して
いる

12 倫理観

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最
後までやり遂げる

環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知
識を養成する

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、
現実、現物）で行動できる

社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経
営資産についての知識を習得する科目を配する

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究制作を実施する。こ
の科目は、英語での発表を義務付けている。

態
度
・
志
向

倫理観

展開
科目

専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する
手法を講義と演習を組み合わせて学ぶ

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

講
義・
演習

能
力

職業
専門
科目

講義

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理
論科目として数学とともに、技術の基礎的な知識に関する
理論科目を配置する。「コンピュータグラフィックスⅠ」
「電子情報工学概論」「ゲーム構成論Ⅰ」「線形代数」
「解析学」「コンピュータグラフィックスⅡ」「統計論」
「ゲームアルゴリズム」「コンテンツ制作マネジメント」
「映像論」「ゲーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」「技
術英語」

職業
専門
科目
展開
科目

実習

デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ
知的好奇心を向上させながら探究心を身につけるととも
に、チャレンジ精神を養成する。

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と対象領域が抱え
る問題を見つけるための俯瞰力と問題発見力、その問題を
解決するための知識の総合力を養成する科目を配する。
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテンツ総合実習」
「デジタルコンテンツ総合実習」「地域共創デザイン実
習」「ゲーム制作技術総合実習Ⅰ、Ⅱ」「CGアニメーショ
ン総合実習Ⅰ、Ⅱ」

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加え
て、リーダーシップを発揮することができる

東京国際工科専門職大学　工科学部　デジタルエンタテインメント学科
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

デジタルエンタテインメント学科

知
識
・
理
解

基礎
科目

講義

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）
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ディプロマ・ポリシーと教育課程の比較（情報工学科）

4 5 1 2 6 7 8 9 10 13 14 11 12

経

営

資

源

（

ヒ

ト
）

経

営

資

源

（

モ

ノ
）

経

営

資

源

（

カ

ネ
）

○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎

コミュニケーションツール ○ ◎
○ ◎ ◎
○ ◎ ○ ○ ◎
○ ◎ ○ ◎
○ ◎ ○ ◎

臨 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○
臨 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○
臨 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎

IoTサービスデザイン ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

○ ◎ ◎ ○ ◎
○ ◎ ◎ ◎ ○
○ ○ ◎
○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
○ ◎ ◎
○ ◎ ◎
○ ◎ ◎

○ ◎
○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
○ ◎

データベース基礎と応用 ○ ◎ ◎
○ ◎ ◎

ソフトウェアシステム開発 ○ ◎
情報セキュリティ応用 ○ ◎ ◎

○ ◎
○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
○ ◎ ◎
○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
センサ・アクチュエータ ○ ◎ ◎

○ ◎
デバイス・ネットワーク ○ ◎ ◎

○ ◎
○ ◎ ◎

○ ◎
○ ◎
○ ◎

○ ◎ ◎
サーバ・ネットワーク ○ ◎ ◎
IoTデバイスプログラミングⅡ ○ ◎

○ ◎
○ ◎

○ ◎ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ◎ ○ ○

○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○
チームワークとリーダーシップ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎

○ ○ ○ ◎ ○
○ ○ ○ ◎ ◎
○ ○ ○ ◎ ◎
○ ○ ◎ ○ ○ ◎

○ ○ ◎ ◎ ◎
総合
科目 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎

科目
区分

授業科目の名称

授業形態

講

　

義

講

義

・

演

習

演

　

習

実

験

・

実

習

組込システム制御実習

自動制御機械開発実習

産業用ロボット実習

プログラミング概論

基
礎
科
目

英語コミュニケーションⅠa

英語コミュニケーションⅠb

英語コミュニケーションⅡa

英語コミュニケーションⅡb

英語コミュニケーションⅢa

コミュニケーションと記号論

英語コミュニケーションⅢb

英語コミュニケーションⅣ

社会と倫理

比較文化論

感性をはかる

力学

人工知能基礎

情報工学概論

人工知能数学

職
業
専
門
科
目

臨地実務実習Ⅰ

臨地実務実習Ⅱ

臨地実務実習Ⅲ

ソリューション開発Ⅰ

ソリューション開発Ⅱ

人工知能システム開発Ⅰ

メディア情報処理実習

人工知能システム開発Ⅱ

人工知能応用

IoTシステム開発Ⅰ

IoTシステム開発Ⅱ

IoTデバイスプログラミングⅠ

材料力学・材料工学

正

確

な

科

学

的

判

断

力

制御工学基礎

技術英語

デザインエンジニアリング概論

Ｃ言語基礎

電子回路基礎

コンピュータシステム基礎

情報数学

線形代数

解析学

組込みC,  C++言語

回路・プリント基板設計

確率統計論

Pythonプログラミング

展
開
科
目

企画・発想法

プロジェクトマネジメント

地域共創デザイン実習

知的財産権論

グローバル市場化戦略

企業経営論

持続可能な社会

ベンチャー起業経営

資料11-1
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力

3
チ
ャ

レ

ン
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豊かな想像力 確かな実践力 倫理観

基

本

的

倫

理

社

会

的

倫

理

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

力

三

現

主

義

鋭敏なビジネスセンス

卒業研究制作

経営資源

俯

瞰

問

題

発

見

分

析

創

造
（

知

識
）

創

造

力

・

表

現

力

プ

ロ

ト

タ

イ

プ

開

発

力

データ解析

ロボット機構

ロボット制御

機械学習

機械設計

深層学習

画像・音声認識

自然言語処理
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ディプロマ・ポリシーと教育課程の比較（デジタルエンタテインメント学科）

4 5 1 2 6 7 8 9 10 13 14 11 12

経
営
資
源

（

ヒ
ト
）

経
営
資
源

（

モ
ノ
）

経
営
資
源

（

カ
ネ
）

○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎
○ ◎

コミュニケーションツール ○ ◎
○ ◎ ◎
○ ◎ ○ ○ ◎
○ ◎ ○ ◎
○ ◎ ○ ◎

臨 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○
臨 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○
臨 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○

デジタルコンテンツ制作応用 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
デジタルコンテンツ総合実習 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
ゲーム制作技術総合実習Ⅰ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
ＣＧアニメーション総合実習Ⅰ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
ゲーム制作技術総合実習Ⅱ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
ＣＧアニメーション総合実習Ⅱ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
コンテンツデザイン概論 ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎
コンピュータグラフィックスⅠ ○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
○ ◎ ◎

ゲームプログラム構成基礎Ⅰ ○ ◎ ◎
○ ○ ◎ ○
○ ○ ◎ ○

○ ◎ ◎
○ ◎ ◎

コンピュータグラフィックスⅡ ○ ◎ ◎
プログラミング言語基礎 ○ ○ ◎ ○

○ ○ ◎ ○
○ ◎ ◎

ゲームアルゴリズム ○ ◎ ◎
コンテンツ制作マネジメント ○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
○ ◎ ◎

○ ○ ◎ ○
エンタテインメント設計 ○ ○ ◎ ○
ゲームプログラム構成基礎Ⅱ ○ ○ ◎ ○

○ ○ ◎ ◎ ○ ◎
デジタル映像表現技法基礎 ○ ○ ◎ ○
ゲームプログラム構成基礎Ⅲ ○ ○ ◎ ○
デジタル映像表現技法応用 ○ ○ ◎ ○
ゲームプログラミングⅠ ○ ○ ◎ ○
ゲームデザイン実践演習 ○ ◎ ◎
デジタルキャラクタ実践演習 ○ ○ ◎ ○
ゲームプログラミングⅡ ○ ○ ◎ ○
インターフェースデザイン ○ ◎ ◎

○ ◎ ◎
ゲームプログラミングⅢ ○ ◎ ◎

○ ○ ◎ ○
○ ◎ ◎

○ ◎ ◎ ◎ ◎
○ ◎ ◎ ◎ ○ ○

○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○
チームワークとリーダーシップ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎

○ ○ ○ ◎ ○
○ ○ ○ ◎ ◎
○ ○ ○ ◎ ◎
○ ○ ◎ ○ ○ ◎

○ ○ ◎ ◎ ◎
総合
科目 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎

科目
区分

授業科目の名称

授業形態 豊かな想像力

創
造
（

知
識
）

創
造
力
・
表
現
力

実
験
・
実
習

演
　
習

講
義
・
演
習

講
　
義

基
礎
科
目

英語コミュニケーションⅠa

英語コミュニケーションⅠb

英語コミュニケーションⅡa

英語コミュニケーションⅡb

英語コミュニケーションⅢa

コミュニケーションと記号論

英語コミュニケーションⅢb

英語コミュニケーションⅣ

社会と倫理

比較文化論

感性をはかる

職
業
専
門
科
目

臨地実務実習Ⅰ

臨地実務実習Ⅱ

臨地実務実習Ⅲ

電子情報工学概論

ゲーム構成論Ⅰ

デジタル造形Ⅰ

ＣＧデザイン基礎

線形代数

解析学

展
開
科
目

企画・発想法

プロジェクトマネジメント

地域共創デザイン実習

知的財産権論

グローバル市場化戦略

企業経営論

持続可能な社会

ベンチャー起業経営

卒業研究制作

確かな実践力 鋭敏なビジネスセンス

3

俯
瞰

問
題
発
見

分
析

ゲームハード概論

ゲームAI Ⅱ

ＣＧアニメーション総合演習

デジタル造形Ⅱ

統計論

映像論

技術英語

ゲームAI Ⅰ

ゲーム構成論Ⅱ

資料11-2
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（是正事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科 
  

３．＜ディプロマ・ポリシーが不適切＞ 
各学科のディプロマ・ポリシーについて、「態度・志向性」、「能力」、「知

識・理解」の項目ごとに掲げているが、「能力」の項目で英語に関する能力のみ

を求めていることは不適切である。各学科の養成する人材像に照らして、職業分

野に適した能力を求めるよう、適切に修正すること。【２学科共通】 

 
（対応） 
 審査意見 1 を考慮し、養成する人材像に照らして職業分野に適した能力を求めるようなディ

プロマ・ポリシーに変更を行った。 
  
◆ディプロマ・ポリシーの変更の要点について 
 審査意見 1 などから、大学、学部、学科のディプロマ・ポリシーの修正を行ったため、

「能力」のみならず、「知識・理解」、「能力」、「志向・態度」の全ての項目について改

めた。 
 「能力」については、大学のディプロマ・ポリシーと学部のディプロマ・ポリシーとの関

係性に留意し、『俯瞰力』と『プロトタイプ開発力』をより詳細に記した。加えて、デジタ

ルエンタテインメント学科については、情報工学科と違い、デジタルコンテンツのクリエイ

ターの養成を目的としていることから、感性に基づく創造や表現力についてより重きが置か

れているため、それについても、より詳細に記した。それを明確にするために、資料 3-2 を

添付する。問題・課題解決に対する「プロトタイプ開発力」、問題・課題を発見するための

「俯瞰力」と「問題発見力」、精査した問題・課題の本質に対し、解決策を数多く考案（発

散過程）する「総合力」と「表現力」、インプリメントした複数のプロトタイプに対して最

終解を選択（収束過程）する「判断力」、提案解の評価を正しく理解して問題・課題の発見

に戻る「コミュニケーション能力」、専門職としての行動指針として重要な「チームワーク

力、リーダーシップ力」の 7 つの能力を掲げる。加えて、情報工学科、デジタルエンタテイ

ンメント学科ともに、コースを配置しているため、そのコースを象徴する能力の明記にも留

意した。 
  
 
◆デジタルエンタテインメント学科の養成する人材像とディプロマ・ポリシー 
＜養成する人材像＞ 

デジタルエンタテインメント学科では、デジタルコンテンツ分野における歴史的・社会的背景、

および、デジタルコンテンツの役割や職能を理解し、プロトタイプ開発を行うことで、グローバ

ルに発信可能なデジタルコンテンツのクリエイターを養成する。 
 

＜ディプロマ・ポリシー＞ 
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生に学位を授与する。 
【知識・理解】 

1. 問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とともに、コンピュータシステムの基本 
構成やデジタルコンテンツに関する知識を有している。 

2. デジタルゲーム、およびコンピュータグラフィックス技術を用いた価値創造のためのアルゴ 
リズムや表現方法論について理解している。 

・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コンピュータゲームに関するデジタル 
コンテンツ制作に特化した知識を有している。 

・CG アニメーションコースに所属する学生は、映像制作、キャラクターデザイン等、コ 
ンピュータグラフィックスに特化した知識を有している。 
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3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している。 
 【能力】 
4. 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、CG）と社会との接点を理解し、デジタルコンテンツ、 
情報システム技術、ビジネスに関する知識などを総合的に俯瞰することができる。 

5. デジタルコンテンツを主導する専門職人材として問題を発見し設定する能力を有している。 
6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。 

・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コンピュータゲームデザインおよびプ 
ログラミングなどゲーム開発に関する総合力を有している。 

・CG アニメーションコースに所属する学生は、CG 映像に関する一連のプロセスと制作 
のための総合力を有している。 

7. デジタルコンテンツのプロトタイプを開発する能力を有している。 
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、プロトタイプを制作する目的を理解し、 

デジタルゲームに関して企画・開発する能力を有している。 
・CG アニメーションコースに所属する学生は、プロトタイプを制作する目的を理解し、 

CG 映像に関して企画・制作する能力を有している。 
8. 論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最適解を判断することができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している。 

10. 協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダーシップを発揮すること 
ができる。 
【志向・態度】 

11. 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 

 
 

（新旧対照表）基本計画書 
新 旧 

・工科学部  

創造力と実践力を兼ね備えた情報処理技術な

どのテクノロジー分野でグローバルに活躍で

きる人材の教育・養成を目的とする。産業界

や地域社会との連携・共創を通じて、ビジネ

ス感覚、倫理観など、技術者として備えるべ

き特質および能力の涵養をはかる。 

 

 

・情報工学科 

情報工学科では、人工知能システム、IoTシ

ステム、ロボットを中心とした情報工学にお

ける教育・研究・実践活動を通して、情報工

学分野における基礎及び専門技術に関する知

識と創造力を身につける。さらに、それらを

俯瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニ

ケーション能力を有し、グローバルに活躍で

きる技術者を養成する。 

 

・デジタルエンタテインメント学科 

デジタルエンタテインメント学科では、デジ

タルコンテンツ分野における歴史的・社会的

国際競争が激しいテクノロジー分野で活躍で

きる人材を輩出するため、国際的なコミュニ

ケーション能力の養成を重視し、さらにモノ

づくりの経験や分析を通して社会との共創を

行うことによって、未来志向の発想力や創造

性の涵養を目指す。 

  

 そこで、本学では工科学部を配し、テクノ

ロジー分野の中でも情報工学分野に特化した

「情報工学科」と、デジタルコンテンツ分野

に特化した「デジタルエンタテインメント学

科」を配することで、それぞれの分野に応じ

た人材を養成する。 

 

・情報工学科 

先端 ICT技術分野における基礎教育・職業専

門教育と、その産業界や首都・国際都市であ

る東京を中心とする地域社会との連携による

実践教育を通じて、デザイン的思考を主とし

て持ちつつ論理的思考も備えたグローバルに

活躍できる「情報化デザイナー」を養成する

ことを目的とする。 
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背景、および、デジタルコンテンツの役割や

職能を理解し、プロトタイプ開発を行うこと

で、グローバルに発信可能なデジタルコンテ

ンツのクリエイターを養成する。 

 

・デジタルエンタテインメント学科 

デジタルコンテンツ分野における基礎教育・

職業専門教育と、その産業界や首都・国際都

市である東京を中心とする地域社会との連携

による実践教育を通じて、デザイン的思考を

主として持ちつつ論理的思考も備えたグロー

バルに活躍できる「デジタルコンテンツデザ

イナー」を養成することを目的とする。 

 
 

 
 
（新旧対照表）学則 

新 旧 
第２章  学部学科及び修業年限 

（学部学科） 
第４条 本学に次の学部学科および別科を

置く。 
（１） 工科学部 情報工学科 
（２） 工科学部 デジタルエンタテ

インメント学科 
（３） 工科学部 国家資格別科（１

年制）   
２．学部学科の目的は、次に定めるも

のとする。 
（１） 工科学部  
創造力と実践力を兼ね備えた情報処

理技術などのテクノロジー分野でグ

ローバルに活躍できる人材の教育・

養成を目的とする。産業界や地域社

会との連携・共創を通じて、ビジネ

ス感覚、倫理観など、技術者として

備えるべき特質および能力の涵養を

はかる。 
（２） 情報工学科 
先端 ICT 技術分野における基礎教

育・職業専門教育を、産業界や地域

社会との共創を通じて行い、デザイ

ン思考を実践し高度なソフトウェ

ア・インテンシブなシステムを創出

できる情報技術者を養成する。 
（３） デジタルエンタテインメン

ト学科 
デジタルコンテンツ分野における基

礎教育・職業専門教育を、産業界や

地域社会との連携・共創を通じて、

デザイン思考を実践し競争力のある

コンテンツを創造できる情報技術者

を養成する。 

第２章  学部学科及び修業年限 
（学部学科） 
第４条 本学に次の学部学科および別科を

置く。 
（１） 工科学部 情報工学科 
（２） 工科学部 デジタルエンタテ

インメント学科 
（３） 工科学部 国家資格別科（１

年制）   
３．学部学科の目的は、次に定めるも

のとする。 
（１） 工科学部  

国際競争が激しいテクノロジー

分野で活躍できる人材を輩出す

るため、国際的なコミュニケー

ション能力の養成を重視し、さ

らにモノづくりの経験や分析を

通して社会との共創を行うこと

によって、未来志向の発想力や

創造性の涵養を目指す。 
（２） 情報工学科 

先端 ICT 技術分野における基礎

教育・職業専門教育と、その産

業界や首都・国際都市である東

京を中心とする地域社会との連

携による実践教育を通じて、デ

ザイン的思考を主として持ちつ

つ論理的思考も備えたグローバ

ルに活躍できる「情報化デザイ

ナー」を養成することを目的と

する。 
（３） デジタルエンタテインメン

ト学科 
デジタルコンテンツ分野におけ

る基礎教育・職業専門教育と、
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（４） 国家資格別科（１年制） 
「情報処理の促進に関する法律」に

基づき経済産業省が認定する国家資

格（以下、情報処理技術者試験）に

対応した情報処理に関する基礎知

識・専門知識を体系的に教育するこ

とにより、情報処理技術者試験の合

格者を輩出する。 
 

その産業界や首都・国際都市で

ある東京を中心とする地域社会

との連携による実践教育を通じ

て、デザイン的思考を主として

持ちつつ論理的思考も備えたグ

ローバルに活躍できる「デジタ

ルコンテンツデザイナー」を養

成することを目的とする。 
（４） 国家資格別科（１年制） 

「情報処理の促進に関する法

律」に基づき経済産業省が認定

する国家資格（以下、情報処理

技術者試験）に対応した情報処

理に関する基礎知識・専門知識

を体系的に教育することによ

り、情報処理技術者試験の合格

者を輩出する。 
 

 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
1. 設置の趣旨及び必要性 
1.1 専門職大学設置の理由 
1.1.1 専門職大学の設立の趣旨 
東京国際工科専門職大学（以下、本学）は工

科分野において、日本の首都東京で国際性を

理解し、社会の発展と調和を目指した教育・

研究・実践活動を行い、真のイノベーション

の実現者となるような人材を養成する。これ

らのイノベーションは、卓越した機能による

技術的価値と、優れた芸術的表現による文化

的価値とを兼ね備えた革新的な人工物の創造

を通じて行われる。ここで人工物とはハード

ウェア製品、ソフトウェア・システム、サー

ビス、コンテンツなどを含み、創造はマーケ

ティング、デザイン、設計、インテグレーシ

ョン、開発、生産などを含む人工物創造に必

要な一切の過程を包含するものとする。 
このようなイノベーションを担う人材をここ

では“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”と呼ぶが、“Designer”とは上述

の創造過程すべてに関わる人材であって、近

年注目されている「デザイン思考  (design 
thinking)」 ,  を実践できる人である。また“in 
Society”とは、例えば製品、ソフトウェアや

コンテンツが社会で使われた結果、経済効果

を生み出す一方で自然環境や人間に様々な影

響を及ぼすなど、社会の中であるいは社会と

1. 設置の趣旨及び必要性 
1.1 専門職大学設置の理由 
1.1.1 専門職大学の設立の趣旨 
我々は専門職大学の特徴を生かし、職能教

育と研究を重要な教育要素とし、これらを効

果的に複合することによって、主体的に問題

を発見し論理的に問題を分析し、実践的に問

題を解決する、未解決の問題に貪欲な興味を

持つ行動者である人材を育成する。この過程

の実践を通し、学問（アカデミック）と実践

（プラクティカル）の能力を融合させる新た

な大学教育を目指す東京国際工科専門職大学

（以下、本学）を設置し、そこに 1 つの学部

（工科学部）と 2 つの学科（情報工学科、デ

ジタルエンタテインメント学科）を配す。こ

こでは、学校法人日本教育財団（以下、本法

人）が培ってきた専修学校教育とプロトタイ

プ制作等の実践教育を素材とし、それを理論

的に裏付ける新しい学問であるデザイン学に

よって自律的に思索し実践する専門職として

必要な「思索の骨格」を持つ人材を育成す

る。教育の場においては、実践の過程を客観

的に理解し、発表し、また他人の思考を評

価・批評することを通じて共同作業の能力を

身につけ、また制作結果の社会的意義を倫理

的確信をもって説明可能になることを目的と

し、プロトタイプ制作過程の全体を論理的に
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の関わりを必然的に持つが、そのことを明示

的に理解している人を意味している。 
この養成には、専門職大学の特徴を生かし、

職能教育と科学的な教育とを重要な教育要素

とし、これらを効果的に複合することが肝要

である。なぜなら、“Designer in Society（社

会とともにあるデザイナー）”は主体的に問題

を発見し論理的に問題を分析し、実践的に問

題を解決する、そして未解決の問題に貪欲な

興味を持つ行動者だからである。そこで、こ

の教育過程の実践を通し、学問（アカデミッ

ク）と実践（プラクティカル）の能力を融合

させる新たな大学教育を目指す東京国際工科

専門職大学（以下、本学）を設置し、そこに

1 つの学部（工科学部）と 2 つの学科（情報

工学科、デジタルエンタテインメント学科）

を配す。（情報工学科には AI 戦略コース、

IoT システムコース、ロボット開発コースの 3
履修モデルを、デジタルエンタテインメント

学科にはゲームプロデュースコース、CG ア

ニメーションコースの 2 履修モデルを設置す

る）。ここでは、学校法人日本教育財団（以

下、本法人）が培ってきた専修学校教育とプ

ロトタイプ制作等の実践教育を出発点にし、

職業専門領域ならびにデザイン・創造に関す

る科学的知見を教授する教育を行う。これに

よって、自律的に思索し「デザイン思考」を

実践する専門職人材を養成する。 
 本学の職業専門領域はソフトウェア領域で

あるが、その応用領域は当然のことながら

Society 5.0 に見られるように社会の全ての領

域であり、「領域×IT」の融合によってデー

タ駆動型の新たな価値創造イノベーションを

目指すものである 。ここで「データ駆動型の

価値創造」（data driven value generation）
とは、製品やサービスを販売することで利益

を得るだけでなく、その販売事象が消費者の

属性や行動に関するデータと関連付けられ、

そのデータが新たな価値を生むようなメカニ

ズムのことであり、例えば Googleなどのイン

ターネット企業に見られるビジネスモデルで

ある 。 
これは、サイバーフィジカルシステム

（CPS）や Industry 4.0 などの IoT 技法を用

いて膨大なセンサー群から大量の情報を収集

し、データアナリティックスや人工知能など

の手法によって様々な制御を与えるソフトウ

ェア・インテンシブな人工物の在り方とも軌

を一にしている。またロボットや自律運転自

動車などに限定されず、従来、このようなア

把握する専門的体系的知識を身につける教育

を行う。その教育は、伝統的な大学の目的で

ある「知性による思考を支援する『科学』」

の体系知識の教育に加えて、「感性による思

考を支援する『デザイン学』（例えば、資料

1, 2 や Yoshikawa.H (1981) "General Design 
Theory and a CAD System", Proc. IFIP 
WG5.2 Working Conference on Man-
Machine Communication in CAD/CAM, 
pp.35-58.）」の知識体系の教育を軸とする。

教育の方法は、分析能力を科学的方法によっ

て身につけることを主体とする従来の大学の

方法と異なり、総合・統合能力をデザイン学

的方法によって身につけることを主体とする

ものである。そのために、学生はデザイン学

を中心に、専門領域の諸科目に加えて基礎科

目と展開科目を学修する。学生はこれらのカ

リキュラムで学修を続けながら、自らプロト

タイプを制作する実践の日々を送ることにな

るが、それは教授が遂行している研究の思想

に共鳴した学生がその教授の下で、すなわ

ち、その教授を助言者（メンター）として自

らプロトタイプを制作することである。卒業

の要件は、変化する社会の要請に対し、主体

的にまた結果に対する倫理的責任を強く持ち

つつ敏感に応える、“Designer in Society（社

会とともにあるデザイナー）”となることであ

り、同時にその職種が、基礎研究などで次々

と出現する新知識の可能性を、社会と矛盾す

ることなく利用する主役として、これからの

社会の繁栄に大きく貢献することに意欲を持

つことである。 
社会には分析ではなくデザインによって応

えなければならない多様な期待がある。それ

は豊かで安全に生活する場として必要な、制

度、社会基盤、装置、サービスなど、またそ

れらをつなぐシステムに関するもので、社会

のあらゆるセクターが関係する。人々は、こ

れらの期待の実現を望むのであるが、この立

ち止まることなく新しい着想によって新しい

ものが作られることが望ましい進歩であると

する信念は現代の人類を強く特徴づけてい

る。このことの成否は別の議論が必要であろ

うが、基本的には人口増、資源枯渇、気候変

動などの外的条件に対抗する人類の姿を現し

ているという意味で正しい。このような現代

の人類は、あらゆる行動において新しいもの

を作ることを期待している。これをここで

「理念的ものづくり」の信念と呼ぶが、社会

における多様なものづくりの例は、この「理
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プローチからは程遠いと思われていた構造物

や都市などでも、例えばインテリジェントビ

ル、スマートシティとして応用範囲は急速に

拡大している。一方で娯楽分野においても、

その制作は映像コンテンツやコンピュータゲ

ームなどソフトウェアが中心になって久し

く、ソフトウェア・インテンシブ・エンタテ

インメントと呼ぶに相応しい。すなわち、本

学の教育研究領域は IT 技術固有の研究なので

はなく、あらゆる「（応用）領域×IT」で行

われ、例えば情報工学科では AI 技術を応用し

た画像認識による物流ハンドリングを研究

し、デジタルエンタテインメント学科では 5G
技術を応用した新たなロールプレイゲームを

開発するであろう。 
つまり、人工物の価値はハードウェアや物質

ではなく、このようにソフトウェアそのも

の、ソフトウェア・インテンシブな人工物や

エンタテインメント、サービスに重心が移動

している。従って現代におけるイノベーショ

ンにおいては、情報技術を駆使したソフトウ

ェアそのものの機能的なイノベーション、ソ

フトウェアの斬新な応用におけるイノベーシ

ョン、あるいはソフトウェア出力の画期的な

情報によるイノベーションが占める割合が非

常に大きくなっている。すなわち、本学が目

指す “Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”は、「デザイン思考を実践でき

る情報技術者」なのであり、情報技術、特に

ソフトウェア技術の応用に着目するのであ

る。 
「デザイン思考」とは、通常の科学的な思考

方法と工学的な設計あるいはアートとしての

デザインにおける思考方法が異なることに着

目し、領域を問わず適用可能な一般的な思考

方法論として定式化されたものであり、その

適用範囲は必ずしも人工物設計やインダスト

リアル・デザインに限定されない。先駆的な

教育研究機関としてはスタンフォード大学の

D.School が有名であるが、近年我が国の大学

においても、多くの分野に適用可能な考え方

であることから、デザイン思考を謳った学

科、専攻が見受けられるようになってきた

（例えば慶應義塾大学システムデザイン・マ

ネジメント研究科、慶應義塾大学メディアデ

ザイン研究科、千葉大学創造工学部デザイン

科学科、京都大学デザインスクールなど）。 
デザイン思考のエッセンスは、課題の本質

（ゴール）を精査し真に求められているもの

を明らかにし、それに対する解決策を数多く

念的ものづくり」の現実化である。このこと

から、“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の身につけるべき思索の骨格

とは、この「理念的ものづくり」の原則の上

に建てられるべきものであることが理解され

る。これは科学者が持つべき思索の骨格が対

象の分析行為であることと対応しているが、

この分析は長い人類の歴史の中で理念として

成立し、それが多様な領域において発現して

科学の多様な発見を導いたのであるが、現代

は第 2 の理念としてものづくりが浮上したの

である。 
このように考えると、我が国が歴史的に優

位に立ってきた「ものづくり」は、工場での

製品生産を超えて、人々の期待に応える生産

の仕組みを作る、快適な作業環境を作る、医

療サービスを作る、娯楽のサービスを作る、

服飾のサービスを作る、へと発展していく

が、これらは全て人間に関する深い洞察に基

づくデザインを必要とする。そのための専門

職の創出、すなわちこれを担う“Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
教育が、今、緊急の課題であることが理解さ

れる。 
このように考えると、我が国が歴史的に優

位に立ってきた「ものづくり」は、工場での

製品生産を超えて、人々の期待に応える生産

の仕組みを作る、快適な作業環境を作る、医

療サービスを作る、娯楽のサービスを作る、

服飾のサービスを作る、へと発展していく

が、これらは全て人間に関する深い洞察に基

づくデザインを必要とする。そのための専門

職の創出、すなわちこれを担う“Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
教育が、今、緊急の課題であることが理解さ

れる。 
 さらにグローバルな思考、例えば平成 27 年

の国連で決議された「持続可能な開発のため

の ア ジ ェ ン ダ 2030 （ Sustainable 
Development Goals, SDGs）（資料 3）」等

に視準を合わせ、日本の首都東京で国際性を

理解し、環境の保全、経済の開発、社会の発

展と調和を踏まえ未来を視野においた教育・

研究・実践活動を行い、国際人としての能力

を身につける。 
 
このような観点における卒業の要件には 2

つの側面がある。1 つは社会的期待に対して

敏感な感受性を持ち、それに誠実に答えつつ

デザインを行うことであるが、もう 1 つは科
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考案（発散過程）し、そしてそれらをプロト

タイプなどをインプリメントすることを通じ

て評価し、最終解を選択（収束過程）すると

いうプロセスを繰り返していくところにあ

る。科学的な思考プロセスと異なるのは、解

そのものを求めるプロセスよりも、より良い

全体的なゴールに到達する解決策を求めるこ

とにあり、時には相互に相反するような条件

を全て満たすことも求められる。例えば、あ

る機械の設計問題として考えていたのに、機

械的な方法でなくソフトウェアでより良い結

果が出せる方法があるのであれば、それは従

来の思考様式からは大きく異なる設計解であ

るが、機械技術者だけの世界では恐らくなか

なか出てこない解であろう。またプロトタイ

プの構築を積極的に実践することが求められ

ているが、これは本学が目的の一つとする実

践力教育との親和性は高い。 
したがって、本法人はソフトウェア技術の応

用領域におけるイノベーションを目指し、デ

ザイン思考が実践できる情報技術者、

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の養成を目的として東京国際工科専

門職大学を提案するものである。 

学の分野で常に生み出される豊富な知識を使

用しつつデザインを行うことである。社会的

期待に対しては現在社会に出現しているもの

と、未来に出現する可能性のあるものとがあ

るが、現代における社会的期待としては、国

連による SDGs のような、1 人も残すことな

く全ての人が恩恵を受けることができる技術

開発という視点、人の活動により劣化する自

然環境の修復、変動する地球状態により生じ

る大災害への備え、さらに、これらと関係す

る社会的変化、すなわち、国際関係が変化す

る状況を察知し理解する能力などが求められ

る。しかも、これらの課題の動的な様態の洞

察により、その変化を予測した結果がデザイ

ンに反映していなければならない。これらの

デザインの実現は、企業の組織を変えれば実

現できるというものではなく、また大きな資

本を投下して可能になるものではない。それ

はデザインに携わる者が、自らの能力を作動

して行動することでしか実現できない。した

がってここにも専門職大学の使命がある。 
本学では、個々のデザイン対象の実現科目

群である学科ごとの職業専門科目に加え、個

別製品を離れて広くデザインの社会的課題に

ついて産業経験を持つ教員をも交えて、思考

し、議論する総合科目によって将来を見通

し、さらに展開科目による学びによって、自

らのデザインの結果が社会にどのような効果

をもたらすかを察知し、さらに卒業後、また

生涯を通じて歩む動機の達成過程であるキャ

リアにおいて、その学びを熟成し完成させな

がら専門職として発展し、自らの能力と経験

が自在に発揮できる企業経営者などの指導的

地位にいたることが期待される。 
人々の期待、すなわち社会的期待の中心に

はともすれば向かわない社会の進化が、この

ような人材の存在により是正されることが期

待される。人々の異なる期待、国家間の期待

のズレなどが不可避的に不満や紛争を起こす

現在の状況を、できるだけ早く解消すること

はグローバルな期待である。この実現は、歴

史的に科学のみによってはできないことが理

解され始めていて、デザインによって達成さ

れなければならないことが国際的に指摘され

始めているが、その意味でデザインを正しく

支援する知識体系の確立が強く求められてい

るのが現代であり、この確立に本学の卒業生

が力を発揮することが期待されており、その

結果として社会の発展に寄与するという側面

がある。 
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1.1.2 専門職大学の設立の必要性 
技術革新の進展は新たな財やサービスを創出

し生活圏に豊かさや手軽さを送り届けてくれ

る。しかし、それは単に利便性改善の枠にお

さまらず、超高齢社会と向き合う我が国にお

いて喫緊の課題である生産性向上をはじめと

する様々なイノベーションを誘発する起爆剤

としても期待されている。社会では、「イノ

ベーション」の必要性が至る所で喚起される

が、製品化や社会実装という現実創出のため

に知識を利用する構成的思考、すなわち「デ

ザイン思考」を実践可能な人材の教育はまだ

まだ不十分であるのが現実である。これから

ますます複雑化する社会に対し確かな「イノ

ベーション」を産み出していくためには、こ

の核たる「デザイン思考」を身につけた人材

の教育・訓練がまずもって必要であるが、既

存の高等教育機関では科学的な知識の応用で

ある分析やモデル化、あるいは科学的な知識

の発見そのものを中心に据え、そこに主眼を

置いた教育はなされていない。 
このことは例えば情報技術の教育においても

見受けられる。IT 人材不足が喧伝されて久し

いが、2015年には約 17万人の不足が 2030 年

には中位シナリオで約 59万人不足すると予測

されている 。しかし人材の質的な面に向ける

と、IT 企業の受注する案件の多くは定型シス

テム開発、メンテナンスを受注するような課

題解決型 IT 案件と、新たな製品開発、応用開

発を行う価値創造型案件とに分けられ、両者

を比較すると後者の伸びが著しく、また後者

で必要な人材には業務を確実にこなすより

は、自発的に高い技術力で問題を探索しなが

ら解をデザインしていく能力が求められてい

る。このような人材の教育こそが、我々が目

的とする“Designer in Society（社会とともに

あるデザイナー）”に求められている教育でも

ある 。また、ビッグデータ、AI、IoT あるい

はロボットなどの今後の飛躍的な発展が期待

される領域における先端 IT 人材に限れば、今

後、質、量ともに大幅に増加すると見られ、

2016 年に約 15,000 人の不足が 2020年ですで

に約 48,000 人の不足となると予測されている

5。例えば、2015年から 2025年の間にロボッ

ト（産業用、清掃、介護、業務支援、コミュ

ニケーションの 5 種）は、世界全体で見ると

1.1.2 専門職大学の設立の必要性 
技術革新の進展は新たな財やサービスを創出

し生活圏に豊かさや手軽さを送り届けてくれ

る。しかし、それは単に利便性改善の枠にお

さまらず、超高齢社会と向き合う我が国にお

いて喫緊の課題である生産性向上をはじめと

する様々なイノベーションを誘発する起爆剤

としても期待されている。新しい技術や方法

が、実際に役立つものとして生み出される過

程については、図 1 に示す「夢－悪夢－現

実」と呼ばれるイノベーションの典型を辿る

とされる。基礎研究による科学的新発見や問

題解決のための新しい着想などの夢の先導性

があり、続いて従来の技術概念の否定や社会

の変化を要請しながら新しい技術やシステム

の開発へと進み（この期間、担当者は夢を持

ち続けるのだが、それは社会的無視と非難の

中で苦しむ暗黒期）、そして製品の市場化や

社会実装とつながっていく。社会では、「イ

ノベーション」の必要性が至る所で喚起され

るが、イノベーションの典型を踏まえ製品化

や社会実装という現実創出のために知識を利

用する構成的思考、すなわち「デザイン思

考」自体は暗黙知であることが多く体系化さ

れていない。これからますます複雑化する社

会に対し確かな「イノベーション」を産み出

していくためには、この核たる「デザイン思

考」を身につけることがまずもって必要であ

り、そのためにデザイン学の教育が不可欠で

あるが既存の高等教育機関ではそこを主眼に

置いた教育はなされていない。 
 
 

 
図 1 「夢－悪夢－現実」 イノベーション

の典型 
 
 
伝統的大学の学生に目を向けると、学問の専



9 
 

年率 36.6％の市場規模の拡大が見込まれ、人

工知能では年率 41％の成長が見込まれている

が 、このような市場の急激な成長は反面、人

材の顕著な不足を意味する。しかし、先端 IT
人材とは 
• ビッグデータの分析・活用を担う人材 
• IoT を活用した新たなビジネス創出を

主導するプロデューサーとしての役割を果た

す人材 
• 組込みソフトウェアからネットワー

ク、アプリケーションに携わる人材 
• 機器やデバイスからネットワークを経

由し、データ処理までを考慮した広範なアー

キテクチャを設計できるシステムアーキテク

ト 
• 広範な知識やスキルを持ち、スピーデ

ィにシステムを構築できる“フルスタック人

材” 
と説明されている 5。したがって先端 IT 人材

の不足とは単に数合わせの問題ではなく、と

りわけ「技術・サービスに関する十分な知識

を持った人材」、「その技術・サービスを用

いた製品やサービスを具体化できる人材」の

不足であると予想されている 5。すなわち、

例えばロボット技術そのものあるいはロボッ

トの応用技術の開発に致命的な影響が出るこ

とが予想されている。 
また、本学が対象とするもう一つのコンピュ

ータ・ゲームや CG といった分野でも、IT 業

界の部分集合として全体的基調は人手不足で

ある。これに加えて、調査 によれば 2010 年

から 2017年の 7年間で売上高はほぼ倍増した

にも関わらず、オンラインプラットフォーム

ゲームの約 5 倍の成長が大部分で家庭用ソフ

ト及びハードウェアの売上はむしろ減少し

た。そのような状況でゲームタイトル 1 本当

たりの販売数は横並びもしくは減少してお

り、これは開発に必要な人手は増加、すなわ

ち人手不足を意味している。 
これらの事実は本法人の経験を裏打ちする。

本法人の経営する HAL 東京の例で 2018 年度

卒業生（HAL にはグラフィックスデザイン学

科、アニメ・イラスト学科、カーデザイン学

科、ミュージック学科などが設置されている

ので、分野的には必ずしも卒業学科は本学と

対応はしない）の就職状況は次のようになっ

ている。全卒業生 776 名中、98 名がアーティ

スト系（CG アーティスト、アニメーターな

ど）に、116 名がデザイン系（ゲームデザイ

ナー、Web デザイナー、サウンドデザイナー

門に依拠する教育組織の中で教育を受けて卒

業する。卒業後は、企業等において学んだ専

門領域に対応する部署に配属され、実業に必

要な知識を企業内の作業を通じて身につけて

ゆく。これが「大学で基礎をしっかり身につ

ければ、実践の能力は企業で育てる」と言わ

れてきた我が国の専門家育成の基本的様式で

ある。これは 1960 年代の高度経済成長、

1973 年以降も 2 度のオイルショックを克服し

て1991年まで安定成長を続けることを可能に

した強い日本の製造業、特に高い教育を受け

た技術専門家を抱えた大企業の力の源泉であ

った。しかし、その結果専門家は大学で学ん

だ専門を守りながら特定企業内で定年まで働

くことが前提となり、専門の変更はほとんど

しないものとされ、しかも他企業への転職は

ほとんど起こらない人事構造が社会的に定着

した。1990 年代に始まる世界の技術的、国際

的状況の流動変化の中で、このような専門家

の人事構造は産業の一部の機能にしか応えら

れず、新しい専門職の必要性が指摘された

が、大学も企業も全く社会的人事構造を変え

ることができずに推移する。この時期、日本

の製造業の国際競争力が急速に低下したこと

の大きな理由の一つは、この硬直的な人事構

造であることはよく知られている。この危険

な状況の解決は伝統的な専門教育の強化だけ

では不十分であり、低迷した我が国の国際競

争力を強化することによって社会を良い方向

に発展させる専門職教育を主眼とする新しい

型の大学の設置が不可欠である。 
本法人は今回制定された専門職大学の制度の

もとに、新しい大学を設置する。そのため

に、大学の最大課題として、今後数十年にわ

たる社会の専門職の在り方を議論し新しい専

門職像を確立する。それは我が国の将来にお

いて、制度、社会、産業、国際協力、そして

人々の生活などあらゆる側面への寄与を目指

して働く専門職であり、教職員は学生とその

思想の共有を図りながら教育に従事する。現

実的には次のような原則があげられる。 
(1) 学科の構成は学問領域に対応するので

はなく、社会の需要領域に対応するものとす

る。学生は社会から大学への期待を実感する

ことによって、需要領域を理解する。 
(2) 伝統的専門分野にとらわれず、社会に

有益なものを創出することを動機としても持

ち、それを実現する専門職になるために学修

することを動機として持つ者を入学させる。 
(3) 学修は動機の実現を軸とする。実現は
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など）、351 名がエンジニア系（技術職、シ

ステムエンジニア、必ずしも情報系に限定し

ないエンジニア一般など）、143 名がプログ

ラマー系、その他職種 68 名である。すなわ

ち、全体の 9 割の職種がいずれもデザイン、

設計といった価値創造を担う職種であり、広

義の“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”に対応すると言って良い。また

そのうちの相当部分がエンジニア、プログラ

マーなどの情報技術関連職ないしは CG アー

ティストなどのデジタル・コンテンツ系の職

業であるが、そのような求人が本法人とコン

タクトのある企業からの期待なのであり、現

状でも人手不足が報告されている。 
しかし、このような人材不足が伝統的大学の

卒業生によって充足できるかと考えると、い

くつかの点で疑問を呈さざるを得ない。彼ら

は学問の専門に依拠する教育組織の中で教育

を受けて卒業する。卒業後は、企業等におい

て学んだ専門領域に対応する部署に配属さ

れ、実業に必要な知識を企業内の作業を通じ

て身につけてゆく。これが「大学で基礎をし

っかり身につければ、実践の能力は企業で育

てる」と言われてきた我が国の専門家養成の

基本的様式である。しかし、近年、このよう

な日本型人事システムの崩壊によって、卒業

生には高い即戦力的実践力が求められるよう

になった。また、技術の急激な進化と変化は

大学で学んだ専門を守りながら特定企業内で

定年まで働くことを許さなくなっている。す

なわち、卒業生は生涯、専門分野において学

修を継続し、常に自己の向上を求めるマイン

ドが求めらる。場合によっては単に専門分野

の新しい技術を学ぶだけでなく、新たな分野

にチャレンジすることも求められよう。これ

らの自己啓発・向上心の涵養は本学における

教育の大きな目標の一つとなる。 
すなわち、人事構造の硬直化を回避し、その

結果生起した日本の製造業の国際競争力低下

を回復するためには、伝統的な専門教育の強

化だけでは不十分であり、実践力や生涯学習

への希求を重視する専門職教育を主眼とする

新しい型の大学の設置が不可欠なのである。 
しかし、このことは直ちに旧来の専門学校型

教育のそのままの形での強化を意味しない。

専門学校の多くは、特に技術・スキル分野で

は実戦力、即戦力を重視した教育を行ってい

る。それゆえ、企業からは実戦力として歓迎

され、卒業生も実社会で極めて早いうちから

高い評価を受けている。しかし、一方で実戦

数多くのプロトタイプ制作を行うこととし、

それに必要な基礎知識を身につけつけた結果

が専門職としての資格を得るよう教育課程を

配置する。 
(4) 卒業は、特定企業への就職を目的とす

るのでなく、身につけた専門職能力を社会の

ために発揮することができる場の選択の機会

であるとする。 
(5) 企業等の採用側には卒業の意味を理解

してもらい、学生が大学から企業へと連続的

移動が可能な環境を設定するべく、大学との

日常的な交流を求める。 
 
1.1.2.1 本学の立ち位置 
(1)項は、教育は研究者の知的好奇心によって

生まれ、それが論理的思考によって歴史的に

体系的成立を見た学問領域を中心とする教育

領域で行われる、という歴史的、伝統的な考

え方のみでは現代に必要な人材は育たないと

いう考えに基づいている。現代は、人間行動

が社会的に問題を起こしている時代であり、

それは既存の学問領域のみに依拠する専門家

が行動に基礎を与えていることが原因である

ことが国際的にも強く指摘されている

（UNESCO で 2005 年から行われた DESD。

国際科学会議（ICSU）と国際社会科学会議

（ISSC）とが本年合体したなど）。これに応

え、起こりつつある社会的課題を直視するこ

とのできる専門職を育成するために、急進す

る科学分野に対応し、情報の人間にとっての

意味と新しい利用方法の発見、生命科学の人

の存在にとっての意味と研究方法の在り方な

どを大きな枠組みとする課題別領域を本学で

は採用する。それは本学の情報工学科を例に

とれば、伝統的な課程の情報学のように 1 年

次に情報理論、計算機論、アルゴリズム、ミ

ドルウェアなどの情報の存在論的側面から入

るという考え方を否定し、情報が持つ社会的

課題として、機能的側面である社会と倫理、

比較文化論、感性論、コミュニケーション、

データ論など、そして更に進んで人工知能、

IoT、ロボットなどは、物理的基礎を学びな

がらより強く社会における機能の面に重点を

置いて技術的実体を理解するという構成にな

っている。 
 
1.1.2.2 求める人材像 
(2)項は、伝統的科学の発展の上にある物理的

存在に知的好奇心を持つ人々である。現代で

はそのような人に加えて、社会的期待や社会
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力を重視するあまり、最新技術の学修、スキ

ルの獲得に重点が置かれ、基礎理論の比重は

小さく、応用展開可能性に欠けると評される

こともある。 
そこで、本法人は今回制定された専門職大学

の制度のもとに、新しい大学を設置する。こ

の大学の最大課題は、今後数十年にわたる社

会の専門職の在り方を議論し新しい専門職像

を確立することである。それは我が国の将来

において、制度、社会、産業、国際協力、そ

して人々の生活などあらゆる側面への寄与を

目指して働く専門職であり、教職員は学生と

その思想の共有を図りながら教育に従事す

る。現実的には次のような原則があげられ

る。 
(1) 学科の構成は学問領域に対応するので

はなく、社会の需要領域に対応するものとす

る。学生は社会から大学への期待を実感する

ことによって、需要領域を理解する。 
(2) 伝統的専門分野にとらわれず、社会に

有益なものを創出することを動機として持

ち、それを実現する専門職になるために学修

することを動機として持つ者を入学させる。 
(3) 学修は動機の実現を軸とする。実現は

数多くのプロトタイプ制作を行うこととし、

それに必要な基礎知識を身につけた結果が専

門職としての資格を得るよう教科課程を配置

する。 
(4) 卒業は、特定企業への就職を目的とす

るのでなく、身につけた専門職能力を社会の

ために発揮することができる場の選択の機会

であるとする。また、その専門職能力は不断

の努力によって向上させることを期待する。 
(5) 企業等の採用側には卒業の意味を理解

してもらい、学生が大学から企業へと連続的

移動が可能な環境を設定するべく、大学との

日常的な交流を求める。 
 
以上の原則を実現するために、入学時の動機

として社会貢献の希望を持つものも歓迎する

アドミッション・ポリシー、プロトタイプ制

作・実現を多くの演習・実習科目においてゴ

ールとする、と言った施策を実施する。ま

た、本学と企業が一体となって新しい人材を

我が国で育てるために企業と大学の綿密な連

絡、協力を可能にする教育課程連携協議会を

強力に推進する体制を作る。 

に出現する不可解な現象に知的好奇心を持つ

人も多い。しかしそれは個人の認識にとどま

り、公的な研究として扱うまでの認知には到

達していない。本学は、そのような人々が結

集し、教職員、学生が意志的集団となり、協

力して社会に貢献することを目標としている

のであって、本学への入学者はそのような動

機を持つものを歓迎する。 
 
1.1.2.3 本学の教育課程 
(3)項は、上述のことをするためには、人は学

習において自ら築いた動機の明確化に努め、

結果として何を学びたいかを自覚することが

真の学習であるとし、各学科はそれが可能な

課程を提供するということである。例えば情

報工学科では、学生が入学して最初に学ぶの

は、情報理論、計算機論、アルゴリズムとい

った情報の存在論的視点ではなく、入門的な

情報言語、情報技術、ネットワーク、デザイ

ンなどの機能的視点を重視する情報の基礎技

術である。これは自らの動機を情報工学にお

ける専門職デザイナーとして生かす専門職に

なる道程を把握し、自らの直感的動機を専門

的動機へと成長させる。 
 
1.1.2.4 輩出する人材の出口 
(4)項では、動機の強化とともに専門職として

の知識を身につけた時、最も自分に向いた専

門職を社会において探すことになる。それは

企業名でなく、仕事内容が明白な仕事場の探

索である。もしそれがなければ自ら場を作る

しかない。これは社会における職の構造が、

専門職の教育を受けた人々によって新しい方

向へと変化する原動力となることを意味す

る。 
 
1.1.2.5 本学の発展と継続性 
(5)項は、これらのことを考えると、本学と企

業が一体となって新しい人材を我が国で育て

ることの必要性がおのずと生じることを述

べ、そのために企業と大学の綿密な連絡、協

力を可能にする教育課程連携協議会を強力に

推進する体制を作っている。 
 
 
 このような原則により、新しい教育理念と

方法による専門職大学を設置し、伝統的大学

と相補的な関係を作ることに努め、我が国の

教育界がより高い自由度をもって活性化する

ことが期待される。 
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1.1.3 社会に必要とされる専門職人材の領域に

ついて 
本学の職業専門科目は工科（technology）と

呼ばれる分野であり、さらにその中でも情報

技術と呼ばれる分野である。情報技術はほぼ

全産業に応用され、日本標準産業分類の大分

類で言えば、鉱業、建設業、製造業、情報通

信産業、運輸業、サービス業など、科学技術

によって高度化、高能率化を図る産業は全て

含まれると言ってよい。Society 5.0 ではこれ

を「領域×IT」と表現したのである。 
だが、従来、産業に貢献する科学技術知識は

工学（engineering）と呼ばれ相互不可侵と言

われる伝統的な体系的分類が定められてお

り、教育がその分類ごとに行われて機械工学

を学べば領域知識に精通した機械技術者とい

う専門家になり、機械工学が必要な企業の人

材となりしたがって就職の対象となる企業が

限定される。しかし、専門職大学での教育は

このように分類された工学の専門家の養成で

はなく、広義の現場において、あるテクノロ

ジー分野の知識を駆使して企業目的を達成す

る専門職の養成を目的とする。したがって、

時代に応じて変遷する企業のニーズに自由に

応える人材である。この人材は、伝統的な工

学を身につけた人材と全く異なるが、それは

両者の知識を比較すれば直ちに理解すること

ができる。このことは次のように示される。 
伝統的教育において、例えば機械工学を学

ぶのであれば、在学中に基本的な知識を身に

つける学修を終えることが可能なように学修

課程が組まれている。しかし、専門職が社会

の期待に応えるデザイナーだとすると、期待

は一般に多くの分野の知識を背景として持っ

ているから、例えば技術分野においても機

械、電気、材料、制御、計算機など、あらゆ

る領域を学修しなければならない。これは従

来の教育課程を考えれば想像を絶する長い時

間を必要とするから不可能である。しかし、

デザイナーの知識とは伝統的領域の単なる足

し算ではない。領域は、それぞれ他とは違う

固有の機能に関する知識を含む。例えば機械

の知識は構造に、電気は信号に、材料は素子

機能に関する記述である。デザイナーはこれ

らの機能を総合して社会的期待に応えるソリ

ューションを作り上げる能力が求められる。

したがってデザイナーは各領域での機能に関

する知識を用いてソリューションを創造する

のであるが、それはしかし同時に各領域知識

を統合する操作を必要としている。これこそ

1.1.3 工科領域社会に必要とされる専門職人材

の領域について 
本学の職業専門科目は工科（technology）と

呼ばれる分野であり、対応する職業は広義の

製造業で広範囲にわたる。日本標準産業分類

の大分類で言えば、鉱業、建設業、製造業、

情報通信産業、運輸業、サービス業など、科

学技術によって高度化、高能率化を図る産業

は全て含まれると言ってよい。従来、産業に

貢献する科学技術知識は工学（engineering）
と呼ばれ相互不可侵と言われる伝統的な体系

的分類が定められており、教育がその分類ご

とに行われて機械工学を学べば領域知識に精

通した機械技術者という専門家になり、機械

工学が必要な企業の人材となりしたがって就

職の対象となる企業が限定される。専門職大

学での教育はこのように分類された工学の専

門家の育成ではなく、広義の製造企業の現場

において、広い工学知識を駆使して企業目的

を達成する専門職の育成を目的とする。その

専門職とは、時代に応じて変遷する企業のニ

ーズに自由に応える人材である。この人材

は、伝統的な工学を身につけた人材と全く異

なるが、それは両者の知識を比較すれば直ち

に理解することができる。このことは次のよ

うに示される。 
本学で専門職として身につける知識が伝統的

な領域の専門家の知識とどのように違うのか

を以下に示す。伝統的教育において、例えば

ロボット工学を学ぶのであれば、在学中に基

本的な知識を身につける学習を終えることが

可能なように学習課程が組まれている。しか

し、専門職が社会の期待に応えるデザイナー

だとすると、期待は一般に多くの分野の知識

を背景として持っているから、例えば技術分

野においても機械、電気、材料、制御、計算

機など、あらゆる領域を学習しなければなら

ない。これは従来の教育課程を考えれば想像

を絶する長い時間を必要とするから不可能で

ある。しかし、デザイナーの知識とは伝統的

領域の単なる足し算ではない。領域は、それ

ぞれ他とは違う固有の働きを持つ知識であ

る。例えば機械の知識は構造に、電気は信号

に、材料は素子機能における「働き」を持

つ。デザイナーはこれらの「働き」を総合し

て社会的期待に応えるものを作り上げる能力

が求められる。したがって各伝統的領域にお

ける知識とは異なる「働き」に関する知識を

持つことが求められるのである。この「働

き」に関する知識の理論がデザイン学で、こ
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がデザイン思考において「問題を解決する解

候補をできるだけ多く考案する」ための前提

である。しかし、デザイナーは全ての領域知

識に精通できない以上、デザインが領域内の

細部に及ぶ時点では領域専門家の協力を得る

ことが必要となる。幸い、現在は伝統的領域

知識が大幅に計算機による自動システムとし

て領域専門家によって提供されており、多く

の場合、デザイナーはそれらを利用する能力

を持っていればよい。 
このことは教育に関する示唆に富む。例え

ば、工学の専門家は比較的狭い固有専門領域

における知識の習得と応用、その領域の設計

ツール、また同じ領域の専門家間のコミュニ

ケーションができれば良い。しかし“Designer 
in Society（社会とともにあるデザイナー）”
を目指す本学では、固有専門領域（この場

合、情報技術）だけではなく、例えば物流シ

ステムのロボット自動化なのであれば対象領

域技術として物流システムやそれが扱う物体

の知識を必要とするであろうし、ロボットの

導入と作業の安全規則、さらには雇用との関

連など、法務やビジネス労務などの関連も熟

知している必要に迫られる。このような領域

横断的な知識の統合が可能な人材の養成を目

指さねばならない。すなわち、同じロボット

工学の専門家であっても、大学での教育の場

合には、ロボット工学の専門家として探求し

技術を極める能力の涵養が重要になり、そし

て例えば凡そ考えつく限りの形状の物体をハ

ンドリングできるようなロボットハンドの開

発が研究対象となるであろう。これに対し

て、専門職大学では一定の深さの専門知識に

加え、どのような応用分野（対象領域）であ

っても情報技術と対象領域技術の知識の統合

によるソリューションの開発に対応可能な人

材の養成を目的とするのであり、ロボットの

ハンドの改良では扱えない物体が存在するの

であればパレット化などの手法でロボットで

も扱えるようにするまさに「デザイン思考」

による発想が求められるのである。 
 

れは文系、理系、いずれの課題でも必要な知

識である。したがってデザインという行為に

おいては、伝統的学問における領域知識は働

きの要素群を提供するものであり、デザイン

が領域内の細部に及ぶ時点では領域専門家の

協力を得ることが必要となる。このように、

両知識は補完的であるが、現在は伝統的領域

知識が大幅に計算機による自動システムとし

て領域専門家によって提供されており、多く

の場合、デザイナーはそれらを利用する能力

を持っていればよい。 
 特に現在、上述の産業においては、領域知

識の利用が情報通信技術の適用によって広範

化しつつある。各企業が多数の領域を含みな

がら高度化を進めるだけでなく、企業間の関

係においても急速につながる構造を持つよう

になり、産業構造が一変する可能性をはらん

でいる状況にある。このつながりは基本的に

機能の水準で構想されるものであり、本学で

の学修を通して獲得したデザイン思索の骨格

を持つ専門職が活躍する格好の場である。こ

のように情報通信関連の新しい知識を含む領

域が持つ働きに精通した専門職が、現代の社

会の期待に応える“Designer in Society（社会

とともにあるデザイナー）”である。 
 
 
 

1.2 教育上の目的 
1.2.1 養成する人材像 
本学の教育上の目的は、伝統的な意味での学

問領域の専門家になることを目標とするので

はなく、デザイン思考を駆使しながら専門固

有領域の技術を対象領域に応用することが可

能な Designer in Society、「デザイン思考を

実践できる情報技術者」を育てることであ

1.2 教育上の目的 
1.2.1 育成する人材像 
本学の教育上の目的は、学問領域の専門家に

なることを目標とするのではなく我が国を中

心とした国際的な社会的期待の充足に専門職

として応えたいという強い意志と目標を持つ

人を対象として、その目標の実現に必要な、

人間の知的基盤である論理的思考能力と美的
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る。ここで専門固有領域は、情報工学（AI、 
IoT、ロボット）とデジタルエンタテイメン

ト（コンピュータゲーム、コンピュータグラ

フィックス）であり、したがって人間の知的

基盤である論理的思考能力と芸術的感性の涵

養を図る必要性がある。また対象領域とは例

えば IoT であれば生産現場における生産シス

テムであり、CG であればデジタルで作成さ

れたテレビコマーシャルである。 
前節のロボットの例で比較したように、科学

的な興味に導かれて分析を深化させ現象のよ

りよい理解を求めることで課題を解決するア

プローチと、デザインを実践し課題に対する

ソリューションを提供するアプローチでは、

単にアプローチが異なる以上の差異が存在す

る。それはこの両者では解いている問題がそ

もそも異なるのであって、前者では極めて限

定された範囲での深い厳密な解が期待できる

問題であり、後者ではそもそも解の存在すら

保障されていない。しかし、仮に解が得られ

るのであれば、豊かで安全に生活する場とし

て必要な、制度、社会基盤、装置、サービス

や、またそれらをつなぐシステムに調和する

ものであることが大前提となる。例えば、現

代の我々は新しい製品を開発するといったと

き、その製品が単に新しいものであるだけで

なく、企業にとってのビジネスケースが成立

していること、使用者や第３者に対するあら

ゆる危険性がなく、環境・エネルギー・資源

などの持続可能性を脅かさないなど、極めて

多数の条件をリーズナブルな範囲で満足して

いることはほぼ自動的に期待する。またその

期待のハードルは年を追うごとに高くなって

いる。 
したがって“Designer in Society（社会ととも

にあるデザイナー）”は、ビジネスとしての要

求を充足しようとし、生産の仕組みを作る、

快適な作業環境を作る、医療サービスを作

る、娯楽のサービスを作る、服飾のサービス

を作るなど、全て人間に関する深い洞察に基

づくデザインを行う。その時、例えば平成 27
年の国連で決議された「持続可能な開発のた

め の ア ジ ェ ン ダ 2030 （ Sustainable 
Development Goals, SDGs）（資料 3）」等

に視準を合わせ、環境の保全、経済の開発、

社会の発展と調和を踏まえ未来を視野におい

た実践活動となることが重要である。これ

は、究極的には人口増、資源枯渇、気候変動

などグローバルな観点を反映するものである

から、日本の首都東京で行う “Designer in 

感性の涵養により社会の期待に応える人材を

育成することである。そこでは、ものづくり

の経験や分析を通し、また急速に進展する情

報化社会におけるものづくりの社会的構造の

変化、及びその中での人の役割の変化につい

ての認識を深化するために現実社会との共創

を行うことによって、自律的な思索の骨格を

持つ未来志向の発想力や創造性を持つ人材の

育成を目的としている。 
そこで本学では、新しい概念を創出するため

のデザイン学の教育を中心とし、思考に体系

性と厳密性を与える数学、思考の適格性を保

障し社会的に受容される表象のための論理的

思考、記号論・概念論や心理学基礎等の学修

を通し人間を知り、現実問題としてはマーケ

ティングや知的財産権、またコンテンツの流

通・保護を学ぶ。これらの学修によって「理

念的ものづくり」と呼べるあらゆる産業の基

底に存在する枠組みを理解し、その枠組みか

ら導かれる社会像を思考の空間とすることに

よって、社会に受け入れられ有効に作動する

デザインを考案する能力を持つ専門職を育成

する。 
教育課程において、2 年次と 4 年次のそれぞ

れで学科の枠を超えた課題制作を行う。理論

の学修にとどまらず、プロトタイプの制作を

通じて、制作や研究を実施し社会的な評価を

求めるものである。そのために制作結果の水

準の高さと同時に自己の制作の論理的、美

的、あるいは社会的な意義を明確に表現する

能力を磨くことが求められる。加えて、臨地

実務実習や語学力の強化にも重点を置き、国

際的なコミュニケーションや社会、文化・芸

術への理解を通してグローバルに自己の研究

や制作を位置づけることのできる人材を育成

する。 
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Society（社会とともにあるデザイナー）”の
養成には、単にサプライ・チェーン、バリュ

ー・チェーンの国際化以上の国際人としての

優れた感覚を身につける必要がある。 
このように本学は、我が国を中心とした国際

的な社会的期待の充足に専門職として応えた

いという強い意志と目標を持つ人を対象とし

て、“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”としての期待に応える人材を養

成する。 
1.2.2 修得させるべき能力 
Designer in Society たる「デザイン思考を実

践できる情報技術者」は次のような能力を備

えている。はじめ 2項は Designerとして重要

な部分であり、次の 2項はSocietyの部分であ

る。 
• 豊かな創造力：「豊かな創造力は」は

「デザイン思考を実践できる情報技術者」と

して、真のイノベーションを目指し固有領域

技術である情報技術をそれとは異なる対象領

域に応用した結果発揮するものである。それ

は論理的思考能力、科学的分析力とともに芸

術的感性によって裏打ちされている。 
• 確かな実践力：「確かな実践力」は専

門職大学として目指すもう一つの能力であ

る。これは、一つにはデザイン思考がプロト

タイプ制作によるアイデアの実現の検証を包

括しているからである。また、本学の原則

（§1.1.2 参照）の一つとして、学修が動機の

実現を軸としており、そのために数多くのプ

ロトタイプ制作による実現を行う。 
• 鋭敏なビジネスセンス：“Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”は
社会の期待、あるいは自己の夢の実現を目指

している。しかし、それはビジネス原則を無

視しては叶わないことも理解する必要があ

り、この能力を涵養するために展開科目で経

営関連の講義を配置する。 
• 高い倫理観：最後に “Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”は
社会が真に必要とするもの、それによって社

会がより良くなる方向に向かうものを作るこ

とが使命である。その理解、判断には倫理観

が必要であることは言うまでもない。そこに

は、例えば持続可能性など、グローバルな規

模での社会的な使命を達成する努力の実践も

含まれる。 
 
また、これらとは別にいわゆる社会人基礎力

の涵養も重要である。社会人基礎力は、「前

1.2.2 修得させるべき能力 
本学における専攻に直接かかる職業専門科目

の目的は、専門職を伝統的工学領域固有に限

定された問題に対応する者と位置づけるので

なく、多くの種類の産業分野で活躍できる能

力を身につけているものとする。それは多く

の産業でデザイナーとしての高い能力を身に

つけているということであり、企業経営的視

点と関連する様々な開発に必要な基本的戦略

をデザインするもので、製品に限らず、製

造、流通、サービスなどを含む経営全般に現

れる諸課題の開発のための戦略をデザインす

る能力であると言える。それは多くの工学領

域に精通するのでなく 1.1.3 項で述べたよう

に、デザイン学によって広く領域の働きにつ

いての体系的知識を持つことが基礎となる。

例えば、職業専門科目の「IoT システム開

発」では、IoT は多数の工学領域が集積され

た技術である。デザイナーは各技術の詳細で

なく、IoT というシステムが持つ機能につい

ての知識を持ち、それが機械、複合装置、工

場、企業全体、さらには企業間などのシステ

ムで IoT を用いるデザインにおいて、それら

の機能・性能の最適化を実現する能力を持

つ。この科目では IoT という技術が持つ働き

の本質を学ぶということであり、そこで学ん

だ知識は、個々の IoT 製品を作る知識（例え

ば半導体製品としての IoT チップを作る知識

は典型的な電気・電子工学の技術である）で

はないが、IoT を使うどのような産業におい

ても有効であり、IoT によって最適化される

システムのデザインに必要なものである。も

ちろんこの知識は、現実のものづくりにおい

て必要となる個々の IoT 製品を開発する時の

デザイン条件であり、それは機械、電気など

の領域知識の詳細を知ることによって、個々

の IoT 要素のデザインが行われる。これは演

習・実習などによって現実のものづくりを経

験する時に体験することであるが、デザイン

の現実世界において具備すべき論理と、動機
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に踏み出す力（アクション）」（主体性、働

きかけ力、実行力）、「考え抜く力（シンキ

ング）」（課題発見力、計画力、創造力）、

「チームで働く力（チームワーク）」（発信

力、傾聴力、柔軟性、状況把握力、規律性、

ストレスコントロール力）の 3 つからなり、

企業は学生に対し「前に踏み出す力」をまず

期待し、能力では実行力に期待している。一

方、学生は専門的な知識やスキルに不安を感

じているが、企業側は「主体性」、「粘り強

さ」、「コミュニケーション能力」が不足と

感じている 。具体的には、主体的に行動を起

こし最後まで粘り強くやり抜く力、またその

プロセスでのコミュニケーション能力の涵養

が求められる。 
大学生（特に学部新卒者）が卒業時に持つべ

き知識・能力についての調査結果がある 。こ

の調査によると特に大学、企業の両方が重要

と考える能力は、「チャレンジ精神」、「チ

ームワーク能力」、「コミュニケーション能

力」などの一般的な社会人基礎力に加えて、

「問題解決・物を作り出していく能力」、

「課題を見出す能力」、「倫理観」などの専

門的能力である。企業側からは、学部新卒者

に不足する知識・能力として、「問題解決・

物を作り出していく能力」、「チャレンジ精

神」、「コミュニケーション能力」「専門分

野に関する基礎的知識」、「文系分野も含む

幅広い教養」という指摘があった。 
さらに、日本経済再生本部第 4 次産業革命人

材育成推進会議は、IT を中心とした必要人材

のスキル・コンピテンシーを次のように設定

している 。 
(1) 課題設定力、目的設定力 
(2) データ活用や IT にかかる能力・スキ

ル 
(3) コンピュータ等の IT リテラシー 
(4) コミュニケーション能力 
(5) 分野を超えて専門知や技能を組み合わ

せる実践力 
(6) リーダーになる資質 
 
 以上をまとめると、創造力や実践力、ビジ

ネスセンス、倫理観と言った専門的な能力で

は、特に創造力に関して「課題設定力・目的

設定力」、「問題解決・物を作り出していく

能力」（これは実践力にも関連する）が重要

となり、実践力では社会人基礎力である「前

に踏み出す力（主体的に行動を起こし最後ま

で粘り強くやり抜く力）」、「チャレンジ精

としての機能との関係を理解する。 
以上のことは、人工知能システム、ロボット

の科目も同様であるが、情報工学科として選

ばれたこれらの科目は現代の産業で広く用い

られている情報技術の代表的なものであり、

これらを用いたシステムを学ぶことによっ

て、情報化時代のデザインを現実的に学ぶこ

とになる。本学の学生の特徴としての「理念

的ものづくり」に対する実感的動機は、これ

らの学習により理念の現実化というデザイン

の本質を理解することになる。 
一方展開科目は、職業専門科目で学んだ情報

技術を基礎とするデザイン能力を、社会にお

いて活用するために必要な科目である。した

がってこの科目は、大学で学修した基礎的知

識を卒業後専門職として自ら展開し、専門職

としての役割を充実して行うものであり、

「企画・発想法」、「プロジェクトマネジメ

ント」、「グローバル市場戦略論」「企業経

営論」などが準備される。現実に企業で仕事

をする場合、「社会の中のデザイナー」は、

特定の技術分野での仕事に従事する場合でも

企業の経営理念、社会に対する貢献を常に意

識するのであって、これらの科目を基礎とし

て、経営能力や貢献能力を向上して行くとと

もに、社会における価値創造の方法について

の見識を持つようになる。これは社会におけ

る自律的行動の確立を意味し、ある段階では

でデザイン学を骨格として持つ、企業経営者

になるという姿が想定される。 
 
 基礎科目は、職業専門科目における技術的

実現行為の全てにわたって学生が求められる

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”固有の「思索の骨格」を体系的に身

につけるための基礎として必要な科目群であ

る。本学の教育課程は中心にデザイン学を置

くが、これは倫理、文化、心理、記号論、言

語、構文論、意味論、コミュニケーションな

どの、科学や工学における基礎科目には現れ

ない人間にかかわる知識を含む科目、「比較

文化論」、「社会と倫理」、「感性をはか

る」、「コミュニケーションと記号論」であ

る。これらの学修により、伝統的科目につい

てその詳細内容ではない機能による認識力を

身につけ、そのデザインにおける機能の視点

に基づく論理構造を把握する。例えば、生産

技術という広く工学に現れる知識は、従来の

ような生産に関わる材料学、表面科学、機械

力学、熱力学、統計学、組み合わせ数学など
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神」、「コミュニケーション能力」、「チー

ムワーク能力」、「リーダーシップ」を重視

する必要がある。また「幅広い教養」や「分

野を超えて専門知や技能を組み合わせる実践

力」は創造力でもあるが、この点については

後に詳しく述べる。 
 次に本学の各学科の固有領域専門分野にお

ける知識・能力に関しては、職業専門科目の

目的が、専門職を伝統的工学領域固有に限定

された問題に対応する者と位置づけるのでな

く、多くの種類の産業分野で活躍できる能力

を身につけている者であるとすることから、

情報技術の基礎的知識に加えて、実習科目を

通じて多くの応用領域に触れアプリケーショ

ンの開発を目指したものとなる。上述の「課

題設定力・目的設定力」、「問題解決・物を

作り出していく能力」、「前に踏み出す力

（主体的に行動を起こし最後まで粘り強くや

り抜く力）」、「チャレンジ精神」、「コミ

ュニケーション能力」、「チームワーク能

力」、「リーダーシップ」などは、これらの

実習科目での経験から習得することになる

が、もちろん講義・演習科目として学ぶ部分

もある。ビジネスセンスも実習と展開科目と

しての講義科目で習得する。 
また職業専門科目は、基礎的な学科共通科目

と各コース（履修モデル）ごとにユニークな

専門科目に分かれる。前者は数学や物理学、

情報数学と言った基礎を築く科目であり、後

者は各コース内の専門性を高めるが、単に理

論の教授によるモデル構築とその分析という

分析力の教育を行うだけでなく、プログラミ

ング演習で創造力と実践力の向上を図る。さ

らに演習・実習科目の多くでは個別の要素技

術、素子のデザインではなくシステムの視点

が欠かせない。例えば「IoT システム開発」

は、IoT は多数の工学領域が集積された技術

であるが、デザイナーは各技術の詳細でな

く、IoT というシステムが持つ機能について

の知識を持ち、それが機械、複合装置、工

場、企業全体さらには企業間などのシステム

で IoT を用いるデザインにおいて、それらの

機能・性能の最適化を実現する能力を持つ。

この科目では IoT という技術が持つ機能の本

質を学ぶが、そこで学んだ知識は、個々の

IoT 向けの要素製品（例えばセンサー）を作

る知識ではないが、IoT を使うどのような産

業においても有効であり、IoT によって最適

化されるシステムのデザインに必要なもので

ある。また、このシステム中心の考え方は、

に重点を置くものとは異なり、人のデザイン

思考の中で重要となる生産行為の意味性、生

産過程の構文性、複雑な生産を記号論的な視

点から俯瞰する等、個別対象を離れた総合

的、プロダクトやグラフィックスと異なった

視点から俯瞰し新たなデザイン思考や共創行

為が可能となる。これらの思索の骨格が現実

に作動する各学科において職業専門科目との

関連を理解するために、本学では「学科包括

科目」と呼ぶ科目を設けるが、それが「情報

工学演習」「デザインエンジニアリング概

論」及び「コンテンツデザイン概論」であ

る。 
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物ごとを俯瞰的に捉える訓練となり、問題の

新たな解法の模索や全体の俯瞰でのみ可能な

システムレベルの問題点の発見などに有効で

あり、“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の養成には不可欠でもある。

このことは、人工知能システム、組込みシス

テムの科目も同様であるが、情報工学科とし

て選ばれたこれらの科目は現代の産業で広く

用いられている情報技術の代表的なものであ

り、これらを用いたシステムを学ぶことによ

って、情報化時代のデザインを現実的に学ぶ

ことになる。 
2 年次では学科の枠を超えた課題制作（地域

共創デザイン実習）を行う。理論の学修にと

どまらず、教育課程連携協議会の協力と支援

を得て、自治体や企業の課題を解決するプロ

トタイプのデザインを通じて、制作や研究を

実施し社会的な評価を求めるものである。そ

のために制作結果の水準の高さと同時に自己

の制作の論理的、感覚的、あるいは社会的な

意義を明確に表現する能力を磨くことが求め

られる。情報工学科 3 年次で行う「ソリュー

ション開発 I、II」及びデジタルエンタテイン

メント学科 4 年次の「デジタルコンテンツ総

合実習」は、「地域共創デザイン実習」での

課題を発展させ最終的にはプロトタイプを学

科内の学生のコースを問わないチーム編成で

制作する。また、臨地実務実習は2年生、3年
生、4 年生の各学習段階に応じて原則として

は異なる企業で行う。 
 基礎科目は、職業専門科目における技術的

実現行為の全てにわたって学生が求められる

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”のデザイン思索を体系的に身につけ

るための基礎として必要な科目群である。こ

れは倫理、文化、心理、記号論、言語、構文

論、意味論、コミュニケーションなどの、科

学や工学における基礎には現れない人間にか

かわる知識を含む科目を含む。「比較文化

論」、「感性をはかる」、「コミュニケーシ

ョンと記号論」の 3 科目はデザイナーとして

の感性の養成に資するものであるが、デジタ

ルエンタテインメント学科の学生は言うに及

ばず、情報工学科の学生にとっても例えばユ

ーザーインターフェース設計などに有用な知

識となる。英語科目は 1 年次から 4 年次まで

配置され、語学としての英語の学習よりは、

英語によるコミュニケーション能力の獲得に

重きを置き、国際的なコミュニケーションと

社会、文化・芸術への理解を通してグローバ
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ルに自己の研究や制作を位置づけることので

きる人材を養成する。なお、学生には卒業研

究制作の最終発表を英語で行うことを義務付

け、外部英語能力試験において卒業時までに

一定のレベルに到達することを要請する。 
一方展開科目は、職業専門科目で学んだ情報

技術を基礎とするデザイン能力を、社会にお

いて活用するために必要な科目である。した

がってこの科目は、大学で学修した基礎的知

識を卒業後専門職として自ら展開し、専門職

としての役割を充実するものであり、「企

画・発想法」、「プロジェクトマネジメン

ト」、「チームワークとリーダーシップ」、

「知的財産権論」、「グローバル市場化戦

略」、「企業経営論」、「ベンチャー起業経

営」が準備される。現実に企業で仕事をする

場合、“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”は当然のことながら企業の経

営理念、社会に対する貢献を常に意識するの

であって、これらの科目を基礎として経営能

力や貢献能力を向上していくとともに、社会

における価値創造の方法についての見識を持

つようになる。これは社会における自律的行

動の確立を意味し、ある段階ではデザイン思

考を骨格として持ちベンチャー企業を設立す

るという姿が想定される。 
学生はこれらのカリキュラムで学修を続けな

がら、創造力と分析力の両面から“Designer 
in Society（社会とともにあるデザイナー）”
に不可欠な機能的観点またシステム的視点に

基づく論理構造を把握する能力・スキルを学

ぶ。その結果、自らプロトタイプを制作する

実践の日々を送ることになるが、それは教授

が遂行している研究の思想に共鳴した学生が

その教授の下で、すなわち、その教授を助言

者（メンター）として自らプロトタイプを制

作することとする。卒業の要件は、変化する

社会の要請に対し、主体的にまた結果に対す

る倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応える、

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”となることであり、同時にその職種

が、基礎研究などで次々と出現する新知識の

応用可能性を、社会と矛盾することなく利用

する主役として、これからの社会の繁栄に大

きく貢献することに意欲を持つことである。 
その集大成として、「卒業研究制作」を 4 年

次に取り組むが、確かな実践力の獲得を証明

するためにプロトタイプを制作する。それは

AI 技術を応用した警備のための画像認識シス

テムであるかもしれないし、IoT 技術を用い
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て実装した工場内物流監視システムかも知れ

ない。あるいは、CG アニメーションによる

環境問題の啓発を目指すのかも知れない。こ

れら本学における学修の最終形と職業専門科

目との関連を理解するために、本学では「学

科包括科目」と呼ぶ科目を 1 年前期に設ける

が、それが「情報工学概論」及び「コンテン

ツデザイン概論」である。 
 ここまでの議論を総合すると、下記のよう

に本学の教育で養成する人材の能力が持つべ

き能力をまとめることができる。―＞図表が

ない！ 
1.2.3 産業界等の社会との共有 
本学は全体的な解決を目的とし、社会ととも

にある大学を基本理念の 1 つとして設定し、

それに基づき組織、管理、教育、研究の全て

にわたり新しくデザインされた大学である。

そして大学経営と教育研究の協力的な相互独

立関係、3 つのポリシーの全教員の協力によ

る合議的決定など、大学内は経営的にも学問

的にも分断のないフラットな意思決定によ

り、基本理念を貫くものである。その中で、

様々な、そして変動する社会の期待や課題

を、経営側、教職員の対話を通じて共有し、

それを経営、教育、研究に反映する。その方

法は、経営側と教職員側の代表で構成される

大学評議会で開放的な対話、教員間の専門的

な課題の共有と解決方針の相互理解などによ

り、大学の社会貢献という抽象的課題を具体

的な教育研究課題へと凝縮し、学生自らの学

習の中に浸透させてゆくとともに、有効な大

学社会連携を確立する。 
本学の目的に基づき、協調するべき社会の対

象は次のように言えるであろう。工科という

点では、現代社会のあらゆるセクターでその

知識が求められているのであって、本学はそ

れらに“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”である卒業生を送り出すこ

と、さらには卒業後の本学との連携により、

社会に本学のデザインを核とする思想、行動

を広め、社会の質の向上と、産業活動などの

強化に貢献する。さらに実務経験を持つ教員

の主導による分野横断的なプロジェクトを立

てて研究を実施し、社会の期待、あるいは課

題解決に有効な知識を創出する。これらは製

造業、サービス業などの産業はもちろん、政

治における立法、行政における政策立案、健

康産業と言われる医療、農業などの様々な開

発におけるデザインに広く貢献の対象がある

と考え、それらを教育、研究の上で考慮して

1.2.3 産業界等の社会との共有 
本学の基本理念の 1 つとして、「社会ととも

にある大学（University in Society）」を置

く。これは“Designer in Society（社会ととも

にあるデザイナー）”の育成を目的とする本学

にとって必要条件である。 
歴史的に学問を研究し、教育する大学は自治

を持つと言われ、教育、研究とも社会の他の

セクターからの指示や強制によってはならな

いとされる。これは全ての人に有用な中立的

知識である学問を生み出し、かつ公平に社会

に貢献する者を教育するという点で歴史的に

成功してきた理念であり、特定の社会的集団

のみに利する知識を算出するような危険を回

避してきたのである。その結果、大学は社会

から隔離されているのが正しいという思想が

長い間定着していた。 
しかし、学問が生み出す知識が膨大となり、

それが社会で使用され効果を発揮して大きな

恩恵をもたらす現代では、社会から大きな期

待が大学にかけられるようになり、隔離の思

想は成立しなくなり、また隔離状態は現実的

に終焉する。しかしながら、この現代におい

ても自治が中立的知識を生み出したという長

い歴史の影響は残り、社会の中の大学という

教員たちの意識が強くなってはいるが、それ

を歴史から離れてどのように実現するかを各

大学で模索し、学長の権限集中などの様々な

試みがされているがまだ途上であると言わざ

るを得ない。 
 
本学はこの課題の全体的な解決を目的とし、

社会とともにある大学を基本理念の 1 つとし

て設定し、それに基づき組織、管理、教育、

研究の全てにわたり新しくデザインされた大

学である。そして大学経営と教育研究の協力

的な相互独立関係、3 つのポリシーの全教員

の協力による合議的決定など、大学内は経営
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行く。 
 
（削除） 
 
これらを考慮しながら、本学では特徴的な産

業界等との協力に努める。そのために、産業

人、自治体職員などと学内委員からなる教育

課程連携協議会を置き、そこに各界の専門家

を招聘して現在の社会、産業の状況、産業か

らの期待、大学からの期待などについて討

議、議論を行い問題を共有する。また本学で

の研究プロジェクトの計画については、産

業、研究法人、既設の大学などとの連絡を行

いつつ、既存の研究と補完的で我が国の将来

にとって有用なものとするべく討議する。ま

た臨地実務実習については、学生にとって最

も効果の高い方法の探索のために、企業と緊

密な討議を行って実行し、その結果の評価を

全学で把握する。 
 

的にも学問的にも分断のないフラットな意思

決定により、基本理念を貫くものである。そ

の中で、様々な、そして変動する社会の期待

や課題を、経営側、教職員の対話を通じて共

有し、それを経営、教育、研究に反映する。

その方法は、経営側と教職員側の代表で構成

される大学評議会で開放的な対話、教員間の

専門的な課題の共有と解決方針の相互理解な

どにより、大学の社会貢献という抽象的課題

を具体的な教育研究課題へと凝縮し、学生自

らの学修の中に浸透させてゆくとともに、有

効な大学社会連携を確立する。 
本学の目的に基づき、協調するべき社会の対

象は次のように言えるであろう。工科という

点では、現代社会のあらゆるセクターでその

知識が求められているのであって、本学はそ

れらに“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”である卒業生を送り出すこ

と、さらには卒業後の本学との連携により、

社会に本学のデザインを核とする思想、行動

を広め、社会の質の向上と、産業活動などの

強化に貢献する。さらに実務経験を持つ教員

の主導による分野横断的なプロジェクトを立

てて研究を実施し、社会の期待、あるいは課

題解決に有効な知識を創出する。これらは製

造業、サービス業などの産業はもちろん、政

治における立法、行政における政策立案、健

康産業と言われる医療、農業などの様々な開

発におけるデザインに広く貢献の対象がある

と考え、それらを教育、研究の上で考慮して

いく。 
特に、情報関連の教育の重要性が国際的に強

く言われているが、この教育は歴史も浅く新

しい形の教育が生まれつつある。各国とも自

国の社会的特徴や文化に応じた教育体制を取

る傾向があり、本学の“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”教育におい

ても人間を考えた独自の教育を行う。我が国

の学問に関する基本的感覚は、「神が与えた

学問領域」という思想を根拠とする西欧型の

学問論と違い、領域間の融合に寛大な文化が

ある。1980 年代に日本提案で行われた製造業

における企業ネットワークの国際プログラム

が現在世界的常識となった IoT の源流である

と言われ、またそれは我が国ではあらゆる存

在物が対話するという「八百万（やおよろ

ず）の神」の思想の産業化だと国際的に言わ

れるように、デザインされるものは文化と関

連する。これらを考慮し、情報教育はすでに

述べたように、情報の物理的様態よりも情報
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の持つ機能、すなわち、例えば人にやさしい

情報技術などの人間にとっての意味という視

点での学修に重点を置き、それが社会の期待

実現などに直結するデザインの能力を持つ者

として社会に貢献することとする。 
これらを考慮しながら、本学では特徴的な産

業界等との協力に努める。そのために、産業

人、自治体職員などと学内委員からなる教育

課程連携協議会を置き、そこに各界の専門家

を招聘して現在の社会、産業の状況、産業か

らの期待、大学からの期待などについて討

議、議論を行い問題を共有する。また本学で

の研究プロジェクトの計画については、産

業、研究法人、既設の大学などとの連絡を行

いつつ、既存の研究と補完的で我が国の将来

にとって有用なものとするべく討議する。大

学の教学面については全面的に学長マターで

決定し、ファカルテイーデベロップメント(以
下、FD)委員会が主催するが、委員による FD
関連の討議のほかに、基本的に教員全員参加

型の会議を常時開催し、陳腐化しない教育内

容、特に社会への貢献について討議する。ま

た臨地実務実習については、学生にとって最

も効果の高い方法の探索のために、企業と緊

密な討議を行って実行し、その結果の評価を

全学で把握する。 
 
 

1.2.4 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシ

ー） 
以下に記すディプロマ・ポリシーの内、学

部以下のディプロマ・ポリシーは、資料 2 で

まとめたが総論が包括されていると共に、よ

り詳細化、且つ、具現化されているべきであ

る。それを示すために、資料 3 は資料 2 をベ

ースに、それぞれの要素を三大学力（「知

識・理解」「能力」「志向・態度」）にブレ

イクダウンさせるとともに、以下のディプロ

マ・ポリシーの各項目（以下、DP No.）に通

し番号を振り、対応する DP No.を記した。 
 
1.2.4.1 東京国際工科専門職大学のディプロ

マ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 
 本学は、卓越した機能による技術的価値と

優れた芸術的表現による文化的価値を備え、

ビジネス上の成功を目指しつつ社会や環境へ

の配慮を欠かさない人工物の創造をする

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”となるために、定められた在籍期

間、及び、所定の単位を取得し、必修等の条

1.2.4 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシ

ー） 
 
（追加） 
 
1.2.4.1 東京国際工科専門職大学のディプロ

マ・ポリシー 
本学は、「仕事の結果に対する倫理的責任を

強く持ちながら、潜在的な需要をも感受し探

索し、それを顕在化する概念を創出し、必要

な知識を選出・創出してそれを実現する、現

代に求められる真のイノベーションの実現者

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”を養成することを目的とする」を基

本理念とし、本学の各学位プログラムの課程

を修め、必要な知識が不明の需要に取り組

み、その実現過程で自ら新しい知識を創出し

つつ需要を満たす解を作り出す技術者、か

つ、地球持続性時代の国際的理解、国際社会

の要請にこたえるグローバル人材として、定

められた在籍期間、及び、所定の単位を取得

し、必修等の条件を満たすこと等を卒業要件
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件を満たすこと等を卒業要件とし、卒業を認

定し学位を授与する。 
 
1. 豊かな創造力 
 対象領域を俯瞰し、問題・課題を発見し科

学的根拠をもって分析するとともに、分析し

た結果問題の本質を精査できる総合力と、解

決を複数考案できる創造力、感性、倫理観を

有している。 
 
2. 確かな実践力 
 問題・課題解決に対し、実際にプロトタイ

プを開発し複数インプリメントすることで実

際に解決案を創造するとともに、最適解を選

択できる社会的倫理観を持ちながら判断でき

る知識・能力を有している 
 
3. 鋭敏なビジネスセンス 
 現代社会のビジネスの仕組みを知り、専門

職人材として、顧客や品質を第一に考えられ

るとともに、現実的判断をもって遂行するこ

とのできるビジネススキルと共に、自身が持

つ好奇心の実現に向け協調性をもって、主体

的に行動することができる。 
 
4. 高い倫理観 
 倫理観をもって社会の責務を認識した行動

指針を有しているとともに、顕在する問題解

決のみならず、社会の持続性・発展性まで考

慮することのできる専門職人材である。 
 
 
1.2.4.2 工科学部のディプロマ・ポリシー（卒

業認定・学位授与の方針） 
工科学部は情報技術を応用する領域における

専門職を養成する。そのため、本学の「ディ

プロマ・ポリシー」を踏まえた上で、定めら

れた課程において以下の知識・能力を修得

し、教育の理念である「Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）」に従い、

ものを創ることができる学生に対し、卒業を

認定し学位を授与する。 
【知識・理解】 
1. 発見した問題・課題を正しく分析する基本

理論を理解し、本質（ゴール）を精査するた

めにモデルを構築できる。 
2. 問題・課題解決のために知識を総合し、価

値創造の方法論について理解している。 
3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解し

ている。 

とする。 
この基本理念を実現化するため、本学では以

下に記す項目の能力・資質を高め、それらを

総合的に活用できる者に対し、卒業を認定し

学位を授与する。 
 
【態度・志向性】 
「Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）」 
仕事の結果に対する倫理的責任を強く持ちな

がら、社会的課題（顕在的・潜在的社会的期

待）に対して敏感に、しかも主体的に応える

ことができる“Designer in Society（社会とと

もにあるデザイナー）”である。 
【能力】 
「デザイン思考」 
“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”固有の「思索の骨格」である知識の

理論『デザイン学』によって自律的に思索し

実践する能力を持っている。 
「グローバルコミュニケーションスキル」 
グローバルに活躍できるコミュニケーション

力などの適応力を有し、新技術や国際情勢の

変化を察知できる視野を兼ね備えている。 
【知識・理解】 
「工科系産業分野における価値創造力」 
工科系産業分野において、大きな実践力とい

った感覚を持って活躍できる職業専門知識・

技能を修得し、価値創造を実現するためにプ

ロトタイプを作り出すことができる。 
 
1.2.4.2 工科学部のディプロマ・ポリシー 
本学部は、広い工学知識を駆使して企業目的

を達成する工科領域における専門職の育成す

る。そのため、本学部では、本学の「ディプ

ロマ・ポリシー」を踏まえた上で、定められ

た課程において以下の能力・資質等を修得

し、建学の精神である「Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）」に従い、

自律的に思索し実践する者に対し、卒業を認

定し学位を授与する。 
 
【態度・志向性】 
「Technology Designer in Society（社会とと

もにある工科デザイナー）」 
工科領域において、仕事の結果に対する倫理

的責任を強く持ちながら、社会的課題（顕在

的・潜在的社会的期待）に対して敏感に、し

か も 主 体 的 に 応 え る こ と が で き る

“Technology Designer in Society（社会とと
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4. 情報技術を応用する領域を主導する専門職

人材として、対象領域を俯瞰する能力を有す

る。 
【能力】 
5. 情報技術を応用する領域を主導する専門職

人材として、問題を発見・設定する力を有し

ている。 
6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力

を有している。 
7. プロトタイプを実際に開発する能力を有し

ている。 
8. 科学的判断力を持って最適解を決定するこ

とができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能

力を有している。 
10. 協調性をもって、主体的に行動すること

ができる。加えて、リーダーシップを発揮す

ることができる。 
【志向・態度】 
11. 倫理観をもって社会に解決案を提供する

ことができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択す

る能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エ

ラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三

現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
 
1.2.4.3 情報工学科のディプロマ・ポリシー

（卒業認定・学位授与の方針） 
情報工学科では、人工知能システム、IoT シ

ステム、ロボットを中心とした情報工学にお

ける教育・研究・実践活動を通して、情報工

学分野における基礎及び専門技術に関する知

識と創造力を身につける。さらに、それらを

俯瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニ

ケーション能力を有し、グローバルに活躍で

きる技術者を養成する。 
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身に

つけた学生に学位を授与する。 
 【知識・理解】 
1. 問題を正しく分析する数学、物理学などの

基礎知識と共に、コンピュータシステムの構

成に関する知識を有している。 
2. AI, IoT, ロボットの各分野において、価値

創造のためのソフトウェアアルゴリズムやシ

ステム構成方法論について理解している。 
・AI 戦略コースに所属する学生は、人工知能

システムに関する論理的・数学的知識を有し

ている。 

もにある工科デザイナー）”である。 
【能力】 
「デザイン思考」 
“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”固有の「思索の骨格」である知識の

理論『デザイン学』によって自律的に思索し

実践する能力を持っている。 
「グローバルコミュニケーションスキル」 
英語でのコミュニケーション能力を身につ

け、自分の考えを英語で伝えることができ

る。 
【知識・理解】 
「工科系産業分野における価値創造力」 
工科系産業分野において、大きな実践力とい

った感覚を持って活躍できる職業専門知識・

技能を修得し、価値創造を実現するためにプ

ロトタイプを作り出すことができる。 
 
1.2.4.3 情報工学科のディプロマ・ポリシー 
本学科は、次の卒業基準を満たし、所定の単

位を修得した学生に学位を授与する。 
【態度・志向性】 
・ “Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の考えを持ち、世界と社会の多様

性を認識し、高い倫理観と職業遂行力を持っ

た理工学人材として活躍できる。 
・工学の諸技術を理解し、課題を解決する能

力を身につけ、課題に対する関係する人々と

のコミュニケーションを図りながらチームで

仕事をすることができる。 
【能力】 
・制作に必要な技術情報を英文で収集・理

解・活用できるとともに、英語でのコミュニ

ケーション能力を身につけ、自分の考えを英

語で伝えることができる。 
 
 
【知識・理解】 
・ソフトウェア、ハードウェア、ネットワー

クに関する実装力を有し、専門職として必要

とされる教養、専門知識や理論、専門技術を

身につけ、問題解決に導く開発能力を有す

る。 
・未来像を自ら設定し、完成に導き、社会に

新たな価値を提供できるだけの専門的な技

術・知識を有している。 
1.2.4.4 デジタルエンタテインメント学科のデ

ィプロマ・ポリシー 
本学科は、次の卒業基準を満たし、所定の単

位を修得した学生に学位を授与する。 
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・IoT システムコースに所属する学生は、ソ

フトウェア、ハードウェア、ネットワークと

データ解析の知識を有している。 
・ロボット開発コースに所属する学生は、ハ

ードウェアとソフトウェアのバランスした知

識を有している。 
3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解し

ている。 
【能力】 
4. 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロボ

ット）と社会との接点を理解し、情報システ

ム技術をコアとして、システムインテグレー

ションに関する知識を総合的に俯瞰すること

ができる。 
5. 情報工学を主導する専門職人材として問題

を発見する力を有している。 
6. 創造力と表現力 "感性と教養にもとづ

く創造力および表現力を有している。 
7. 情報技術を応用して対象領域の課題を解決

するソリューションのプロトタイプを開発す

る能力を有している。 
・AI 戦略コースに所属する学生は、人工知能

システムの応用に着目する。 
・IoT システムコースに所属する学生は、IoT
システムのプロトタイプ開発を行い、サービ

スデザインにも着目する。 
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロ

ボットの応用に関する実践的プロトタイプ開

発に着目する。 
8. 論理的思考能力と科学的知識によって最適

解を判断することができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能

力を有している。 
10. 協調性をもって、主体的に行動すること

ができる。加えて、リーダーシップを発揮す

ることができる。 
  【志向・態度】 
11. 倫理観をもって社会に解決案を提供する

ことができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択す

る能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エ

ラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三

現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
 
 
1.2.4.4 デジタルエンタテインメント学科のデ

ィプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の

方針） 

【態度・志向性】 
・“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の考えを持ち、世界と社会の多様

性を認識し、高い倫理観と職業遂行力を持っ

た理工学人材として活躍できる。 
・デジタルエンタテインメントの未来像を創

出する上で必要となる普遍的知識を習得して

おり、それらを糧に専門的な技術・知識を学

び続ける学修姿勢を有している。 
【能力】 
・制作に必要な技術情報を英文で収集・理

解・活用できるとともに、英語でのコミュニ

ケーション能力を身につけ、自分の考えを英

語で伝えることができる。 
【知識・理解】 
・デジタルエンタテインメントの制作に必要

とされる基礎知識・技術を網羅的に学修し、

問題解決に導く開発能力を有する。 
・未来像を自ら設定し、完成に導き、社会に

新たな価値を提供できるだけの専門的な技

術・知識を有している。 
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デジタルエンタテインメント学科では、デジ

タルコンテンツ分野における歴史的・社会的

背景、および、デジタルコンテンツの役割や

職能を理解し、プロトタイプ開発を行うこと

で、グローバルに発信可能なデジタルコンテ

ンツのクリエイターを養成する。 
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身に

つけた学生に学位を授与する。 
【知識・理解】 
1. 問題解決のためにその対象を正しく分析す

る数学、専門英語といった基礎知識を有して

いる。 
2. デジタルゲーム、およびコンピュータグラ

フィックス技術を用いた価値創造のためのア

ルゴリズムや表現方法論について理解してい

る。 
・ゲームプロデュースコースに所属する学生

は、コンピュータゲームに関するデジタルコ

ンテンツ制作に特化した知識を有している。 
・CG アニメーションコースに所属する学生

は、映像制作、キャラクターデザイン等、コ

ンピュータグラフィックスに特化した知識を

有している。 
3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解し

ている。 
 【能力】 
4. 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、CG）

と社会との接点を理解し、デジタルコンテン

ツ、情報システム技術、ビジネスに関する知

識などを総合的に俯瞰することができる。 
5. デジタルコンテンツを主導する専門職人材

として問題を発見し設定する能力を有してい

る。 
6. 感性と教養にもとづく創造力および表現力

を有している。 
・ゲームプロデュースコースに所属する学生

は、コンピュータゲームデザインおよびプロ

グラミングなどゲーム開発に関する総合力を

有している。 
・CG アニメーションコースに所属する学生

は、CG 映像に関する一連のプロセスと制作

のための総合力を有している。 
7. デジタルコンテンツのプロトタイプを開発

する能力を有している。 
・ゲームプロデュースコースに所属する学生

は、プロトタイプを制作する目的を理解し、

デジタルゲームに関して企画・開発する能力

を有している。 
・CG アニメーションコースに所属する学生

は、プロトタイプを制作する目的を理解し、
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CG 映像に関して企画・制作する能力を有し

ている。 
8. 論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最

適解を判断することができる。 
9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能

力を有している。 
10. 協調性をもって、主体的に行動すること

ができる。加えて、リーダーシップを発揮す

ることができる。 
【志向・態度】 
11. 倫理観をもって社会に解決案を提供する

ことができる。 
12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択す

る能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・エ

ラーを厭わず最後までやり遂げる。 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、三

現主義（現場、現実、現物）で行動できる。 
 
 
1.3 研究対象とする中心的な学問分野 
本法人は情報処理、情報通信、デジタルコン

テンツ分野における実践教育において成果を

上げてきたのであり、有能な実務的デザイナ

ーを多数輩出してきた歴史を持っている。本

学、東京国際工科専門職大学においては、こ

の歴史における経験を存分に活かし、従来重

視されなかった学問分野の開拓を図り、また

現在の学問分野の強化に加えて分野間のつな

がりを開発し、現代社会、現在の産業に貢献

する学問分野へと進化させることを目標とし

ている。 
よって、中心的な学問分野を特定の 1 つとし

て言及することや、従来の大学同様に明確に

説明することは難しいが、現在の我が国の研

究分類として科研費の審査区分表をもちい

て、本学における研究対象とする学問分野を

述べるのであれば、小区分 90010 のデザイン

学（情報デザイン、環境デザイン、工業デザ

イン、空間デザイン、デザイン史、デザイン

論、デザイン規格、デザイン支援、デザイン

評価、デザイン教育、など）として分類さ

れ、それに対応する大・中区分である A1（思

想、芸術及びその関連分野）、 C23（建築学

およびその関連分野）、J61（人間情報学お

よびその関連分野）に関連している。また類

似小区分としては設計工学関連(18030, C18
「材料力学、生産工学、設計工学およびその

関連分野」)がある。さらに情報工学科および

デジタルエンタテインメント学科の固有技術

1.3 研究対象とする中心的な学問分野 
本法人は情報通信、デジタルコンテンツ分野

におけるものづくりの実践教育において成果

を上げてきたのであり、有能な実務的デザイ

ナーを多数輩出してきた歴史を持っている。

本学、東京国際工科専門職大学においては、

この歴史における経験を存分に活かし、従来

重視されなかった学問分野の開拓を図り、ま

た現在の学問分野の強化に加えて分野間のつ

ながりを開発し、現代社会、現在の産業に貢

献する学問分野へと進化させることを目標と

している。 
重要視されなかった分野とは、人の行動を支

援する体系的知識に関する学問である。多く

の文系、理系の学問は対象に関する真理を発

見する分析的な学問である。ここで得られた

知識は社会で使用され、人々に恩恵をもたら

すが、この学問的知識の使用という行為が、

人工化を中心とする現代社会の進展を特徴づ

けるものである。この行為に関する学問分野

は、工学をはじめとして、臨床医学、農学が

あり、また社会技術、経営学などもある。こ

れらの学問は対応する基礎学問の上に建てら

れ厳密性を持つが、現実の医療、製品開発、

企業経営、農業経営などの具体的方法を教え

るものではない。これは現在の科学の方法論

的制約からくる限界であり、実際の医療、製

品設計、企業経営、農業経営などは、それぞ

れの病院や企業、農業などに従事する人の工

夫に依拠しているが、工夫は論理で言えば仮
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領域に関して次の通りである。 
AI については「ソフトコンピューティング関

連 」 （ 61040 ） 、 「 知 能 情 報 学 関 連 」

（ 61030 ） 、 「 知 覚 情 報 処 理 関 連 」

（61010）、「統計科学関連」（60030）な

どが関係が深い。IoT に関連しては「情報ネ

ットワーク関連」（60060）、「計測工学関

連 」 （ 21030 ） 、 「 統 計 科 学 関 連 」

（60030）を挙げることができる。ロボット

は、「ロボティクスおよび知能機械システム

関連」（20020）、「知能ロボティクス関

連」（61050）、「制御およびシステム工学

関連」（21040）などである。コンピュータ

ゲームに関連しては「エンタテインメントお

よびゲーム情報学関連」（62040）並びに

「ヒューマンインターフェースおよびインタ

ラクション関連」（61020）が、最後にCGに

ついては「エンタテインメントおよびゲーム

情報学関連」（62040）ならびに「高性能計

算関連」（60090）が関連する。 
アブダクション（仮設形成）は、デザイン思

考において重要な役割を果たす。既存の領域

として長い歴史がある設計学（「設計工学関

連」（18030）で包含）でも、設計解を求め

るプロセスが演繹を中心とする科学的な思考

過程とは異なり、それはアブダクションとし

て定式化できることがよく知られてい

る ,  ,  ,  。 
分析を目的とした通常の科学では単一の知識

体系のみを用いれば充分であるのに対し、人

工物の創造の際にはいくつかの異なる知識体

系群を用いる必要がある。このことは例えば

ロボットを設計するには、機械工学だけでは

なくセンサーや制御回路に関する電子工学の

知識、フィードバック制御システムを構築す

るための制御工学の知識、画像からアームの

パスを決定するための画像認識、応用領域で

ある作業プラニングの知識といった具合に、

目的に応じて多くの知識体系群を有機的に統

合して、最後に制御ソフトウェアシステムと

してインプリメントすることが必要であるこ

とが分かる。すなわち、創造の過程では「細

分化された知識を統合して創造する」ことが

求められ、そこで統合される知識は高度に専

門化された数学や物理学に基づく科学的知識

のみならず芸術的感性や感受性、ビジネスに

関する知識、さらには倫理観、社会や環境に

与える影響などにも亘る。アブダクションは

このような知識を統合して創造するという過

程を説明するのである。 

説形成（アブダクション）であり、科学の演

繹、帰納とは異なる可謬的な論理である。こ

の状況は科学の誕生とそれに依拠する技術が

始まって以来続いているが、現代の人の行為

の広範化により、例えば、環境劣化という地

球的負担が急増し世界的問題が現実に起こる

ようになった。ここで緊急の指針が求められ

るが、そのためには広く人の行為支援する体

系的知識を作るという課題が必要であること

が国際的に認識されている。 
本学の教育課程の中心に置くデザイン学はこ

のことに関わる学問であり、社会、地球への

負担を最小化しつつ恩恵をものづくりするた

めの一般的方法にかかわる科目として

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の思索の骨格に必要なものである。

デザイン学は現在、国際的に重視されている

デザイン思考の教育の基礎として研究が行わ

れているが、決定版と言われるものはない。

我が国はこの分野で先行しており、すでに

1970 年代に国際的に発表されたが、デザイン

学は科学の一部門でなく、科学とは異なる新

しい課題であり、現在も発展途上である。現

在の我が国の研究分類として科研費の審査区

分表によれば、デザイン学を中心とする教育

分野は大区分 C（工学）、中区分 20 の「機械

力学、ロボティクス及びその関連分野」、中

区分 21 の「電気電子工学及びその関連分

野」、中区分 23「建築学及びその関連分

野」、大区分 J（情報）、中区分 62 の「応用

情報学及びその関連分野」等と関係がある。

また既に科目の項で述べたように、領域別研

究に加えて、人間に関わる知識がデザイン学

には不可欠で、倫理、文化、心理、概念論、

記号論、言語、構文論、意味論、コミュニケ

ーションなどの工学には表れない科目に関す

る研究も、プロトタイプ制作研究などでは必

要で、これらの研究も「理念的ものづくり」

という視点で新しい研究分野を開くことも考

えている。 
したがって、これらの区分領域に含まれるよ

うなデザイン行為を対象として、それを支援

する体系的知識を作る研究は、本学の全学的

視点で共有される研究分野である。そして科

研費の項目にあるような領域別行為を支援す

る体系的知識を求める研究がデザイン学研究

の基礎として行われることになる。 
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1.4 教育研究上の到達目標 
本学は教育上の目的を達成することに加え、

専門職大学の第一人者として、従来の研究領

域や体系ではない、より複合化した新領域や

実践を伴う教育効果の研究を行う。そして、

成果を広く社会に提供し発展に寄与するため

に、教員の研究・制作活動指針について、下

記に到達目標を定める。 
 
（削除） 
 
(1) 本学教員は第一に本学の定めた教育理

念の実現に資する知識創出のための研究を行

う。本学の教育は社会の期待に高い感受性を

持ち、現代社会を特徴づける “Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”と

呼ぶ専門職を教育するのが目的であり、その

教育の方法論の研究を行う。それは歴史的に

確立された科学の領域の外の研究であり、研

究方法も定められたものはない。したがって

研究対象の設定、研究方法の考案、研究実施

の方法などの考案に始まり、未開の教育論を

展開する研究を行う。それが実際の教育に有

効である水準まで到達することが求められ

る。 
(2) 本学教員としてのものづくりを実施す

る研究においては、その研究で行われた思考

過程を客観的に記録し表現する論文も本学に

ふさわしい研究である。しかし、このような

ものづくりの背後に隠れている論理を抽出で

きる対象として貴重な研究は、伝統的学問の

領域に対応する一般の学会では論文として認

められないことが多い。しかし、ものづくり

の背後から抽出してデザイン思考の要素の重

大性による評価を基準にして査読をする雑誌

もあらわれていて、本学教員は、それらの雑

誌に採択されることによって本学の新しい研

究の社会的価値を高めるところまで到達する

ことが期待される。 
(3) 本学の FD の一環として、教員の間で

研究課題についての討論を常時行う。研究は

基本的に孤独な世界であるが本学の教員は教

育についての認識を共有している仲間であ

り、教員同士の対話の中からふさわしい研究

課題が発掘されることが期待される。また相

互の研究における情報交換のため、研究紀要

（論文・作品論文を含む）や持ち回りの研究

会を実施し、日常的に研究情報を交換しお互

いに研鑽をつむことにより、教育機関として

の独自の教育方式を確立する。 

1.4 教育研究上の到達目標 
本学は教育上の目的を達成することに加え、

専門職大学の第一人者として、従来の研究領

域や体系ではない、より複合化した新領域や

実践を伴う教育効果の研究を行う。そして、

成果を広く社会に提供し発展に寄与するため

に、教員の研究・制作活動指針について、下

記に到達目標を定める。経験的に言って、国

際的にも、特に国内的に、新しい視点の研究

は学会に受け入れられないことが多い。例え

ば、国際的には存在する『デザイン学』と名

付けられた論文を受理する国内の学会は非常

に少ないであろう。しかし、本学の教員が、

受理されやすい研究課題を選んで研究し投稿

するようなことは厳に慎むことを要求する。

研究は1.2.3項に述べたように、人類のために

するのであって、論文の数を増やすためにす

るのではない。 
 
(1) 本学教員は第一に本学の定めた教育理

念の実現に資する知識創出のための研究を行

う。本学の教育は社会の期待に高い感受性を

持ち、現代社会を特徴づける「理念的ものづ

くり」の現実的表象であるものづくりを担う

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”と呼ぶ専門職を教育するのが目的で

あり、その教育の方法論の研究を行う。それ

は歴史的に確立された科学の領域の外の研究

であり、研究方法も定められたものはない。

したがって研究対象の設定、研究方法の考

案、研究実施の方法などの考案に始まり、未

開の教育論を展開する研究を行う。それが実

際の教育に有効である水準まで到達すること

が求められる。 
(2) 本学教員としてのものづくりを実施す

る研究においては、その研究で行われた思考

過程を客観的に記録し表現する論文も本学に

ふさわしい研究である。しかし、このような

「理念的ものづくり」の背後に隠れている論

理を抽出できる対象として貴重な研究は、伝

統的学問の領域に対応する一般の学会では論

文として認められない。そこには分析につい

ての評価しかなく、ものづくりは研究とは認

められない。しかしデザイン学の構築に取り

かかった国際的状況から言うと、これは奇異

なことと考えなければならない。実際には少

数であるが、ものづくりの背後から抽出して

デザイン学の要素の重大性による評価を基準

にして査読をする雑誌もあらわれていて、本

学教員は、それらの雑誌に採択されることに
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(4) 本学教員は学内のみならず、科学者コ

ミュニテイの 1 人として自己の研究に責任を

負う。これは研究者として現在の研究状況の

中で自分の研究の意義を認識し、コミュニテ

イにおいて発言することであり、特に学会に

おいては、1 人の研究者として行動すること

が求められる。実際の学会活動においては積

極的な活動を行うとともに、内外の関係学会

において原著論文の採択を目指すとともに、

研究発表を積極的に行う立場に立つ。 
(5) 教育の質の向上のために、競争的環境

の中に身を置き、科学研究費助成事業への応

募や他の公的資金の獲得、産学連携研究の推

進等、自立した研究環境の構築を実現する。 
(6) 本学教員においては、審査機構のある

関連学会の原著論文の採択を目指す。ここに

は審査機構のある内外の著名なコンペティシ

ョンへの応募・採用・入選や、オリンピッ

ク・万博等の公的な展示会への出品等、作品

等の応募・採用・入選を含める。 
(7) 社会活動や研究活動、教授法の研究、

教育効果評価等を通して到達目標を定め年度

ごとに個人業績や活動実績を記録し目標達成

度とともに評価する。 
 
 

よって本学の新しい研究の社会的価値を高め

るところまで到達することが期待される。 
(3) 本学の FD の一環として、教員の間で

研究課題についての討論を常時行う。研究は

基本的に孤独な世界であるが本学の教員は教

育についての認識を共有している仲間であ

り、教員同士の対話の中からふさわしい研究

課題が発掘されることが期待される。また相

互の研究における情報交換のため、研究紀要

（論文・作品論文を含む）や持ち回りの研究

会を実施し、日常的に研究情報を交換しお互

いに研鑽をつむことにより、教育機関として

の独自の教育方式を確立する。 
(4) 本学教員は学内のみならず、科学者コ

ミュニテイの 1 人として自己の研究に責任を

負う。これは研究者として現在の研究状況の

中で自分の研究の意義を認識し、コミュニテ

イにおいて発言することであり、特に学会に

おいては、1 人の研究者として行動すること

が求められる。実際の学会活動においては積

極的な活動を行うとともに、内外の関係学会

において原著論文の採択を目指すとともに、

研究発表を積極的に行う立場に立つ。 
(5) 教育の質の向上のために、競争的環境

の中に身を置き、科学研究費助成事業への応

募や他の公的資金の獲得、産学連携研究の推

進等、自立した研究環境の構築を実現する。 
(6) 本学教員においては、審査機構のある

関連学会の原著論文の採択を目指す。ここに

は審査機構のある内外の著名なコンペティシ

ョンへの応募・採用・入選や、オリンピッ

ク・万博等の公的な展示会への出品等、作品

等の応募・採用・入選を含める。 
(7) 社会活動や研究活動、教授法の研究、

教育効果評価等を通して到達目標を定め年度

ごとに個人業績や活動実績を記録し目標達成

度とともに評価する。 
 
 

1.5 既設学校との違い 
1.5.1 専門職大学と専門学校・大学との違い 
本学は、職と密接に関連し即戦力を養成する

専門学校や、教養教育によって幅広い知識・

教養を培い専門教育によって理論に重きを置

いて学術的な研究を行う大学のいずれでもな

い。専門職大学とは、学生の興味・関心ある

いは動機などの意欲に着目し、かつ実践・実

務に重きを置いて学ぶべき内容を体系的に整

理した上で、実現者としての自立した信念を

持って行動可能な人材を輩出する教育機関で

1.5 既設学校との違い 
1.5.1 専門職大学と専門学校・大学との違い 
本学は、職と密接に関連し即戦力を養成する

専門学校や、教養教育によって幅広い知識・

教養を培い専門教育によって理論に重きを置

いて学術的な研究を行う大学のいずれでもな

い。専門職大学とは、学生の興味・関心ある

いは動機などの意欲に着目し、かつ実践・実

務に重きを置いて学ぶべき内容を体系的に整

理した上で、実現者としての自立した信念を

持って行動可能な人材を輩出する教育機関で
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ある。本学が提案する専門職大学は、ソフト

ウェア・インテンシブな製品、サービス、エ

ンタテインメント、コンテンツの製作を実

践、実現する論理的思考能力とものづくりに

必要な（削除）感性を備えた Designer in 
Society、感性豊かなクリエイターを養成しよ

うとする試みである。 
既に我が国においてもこのような専門職が求

められ始めているが、それはまだ緒に就いた

ばかりである。既存の伝統的職業構造の中で

その職種が正当にかつ順調に育つためには、

教育を受けた若者の先進的努力も必要であ

る。新しい職を我が国社会に創出するため

に、教育機関とそこで学ぶ若者の共同作業が

必要であり、その共同作業を可能とする機関

であることも我々の目標である。 
 

ある。本学が提案する専門職大学は、ソフト

ウェア・インテンシブな製品、サービス、エ

ンタテインメント、コンテンツの製作を実

践、実現する論理的思考能力とものづくりに

必 要 な 美 的 感 性 を 備 え た Designer in 
Society、感性豊かなクリエイターを養成しよ

うとする試みである。 
既に我が国においてもこのような専門職が求

められ始めているが、それはまだ緒に就いた

ばかりである。既存の伝統的職業構造の中で

その職種が正当にかつ順調に育つためには、

教育を受けた若者の先進的努力も必要であ

る。新しい職を我が国社会に創出するため

に、教育機関とそこで学ぶ若者の共同作業が

必要であり、その共同作業を可能とする機関

であることも我々の目標である。 
 

1.5.4 専門学校と専門職大学の教育課程の比較 
既に述べてきたフレキシブルな人材になるた

めには、例えば機械工学を確固たる信念で学

び誰にも負けないというような、高い専門性

や現代社会のニーズに特化することではな

く、未来を見据えて学びを使い実践する、例

えば、電気工学に越境し現実問題に入ってい

き、さらに流動性の高い社会に対応できる志

向性を持たなければならない。そういった人

材を養成するためには、研究とともに職能教

育が重要な教育要素になり、これらを効果的

に複合することによって、興味を持って、自

ら問題を発見し、論理的に問題を解決するま

での過程を実践することで、アカデミックと

プラクティスとを融合させた、これまでにな

い新たな教育機関が必要であり、それこそが

専門学校と専門職大学の教育課程の違いであ

る。 
 
(1) 医療の進歩によって高寿命化は確実に

起こり、それに伴って近未来で現実化となる

であろうキャリアのパラレル化や、全く違う

職業への転身といった現代を生き抜く力とし

て、フレキシブルに対応できる能力は重要で

あり、そこには必ず人生の途中での学び直し

が発生する。よって、働く専門職の分野に関

わらず共通して必要とされる能力を修得する

必要がある。本学では具体的に、教養科目と

して「コミュニケーション力（外国語）」、

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の根幹となる「倫理」、デザイン思

考を支える創造力の源の一つとしての「感

性」、の 3 つの能力について強調する。これ

1.5.4 専門学校と専門職大学の教育課程の比較 
既に述べてきたフレキシブルな人材になるた

めには、例えば機械工学を確固たる信念で学

び誰にも負けないというような、高い専門性

や現代社会のニーズに特化することではな

く、未来を見据えて学びを使い実践する、例

えば、電気工学に越境し現実問題に入ってい

き、さらに流動性の高い社会に対応できる志

向性を持たなければならない。そういった人

材を養成するためには、研究とともに職能教

育が重要な教育要素になり、これらを効果的

に複合することによって、興味を持って、自

ら問題を発見し、論理的に問題を解決するま

での過程を実践することで、アカデミックと

プラクティスとを融合させた、これまでにな

い新たな教育機関が必要であり、それこそが

専門学校と専門職大学の教育課程の違いであ

る。 
 
(1) 医療の進歩によって高寿命化は確実に

起こり、それに伴って近未来で現実化となる

であろうキャリアのパラレル化や、全く違う

職業への転身といった現代を生き抜く力とし

て、フレキシブルに対応できる能力は重要で

あり、そこには必ず人生の途中での学び直し

が発生する。よって、働く専門職の分野に関

わらず共通して必要とされる能力を修得する

必要がある。本学では具体的に、教養科目と

して「コミュニケーション力（外国語）」、

“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の根幹となる「倫理」、デザイン思

考を支える創造力の源の一つとしての「感

性」、の 3 つの能力について強調する。これ
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は、専門学校に求められてこなかった、つま

り学士力の 1 つとして従来の大学に求められ

る一般教養である。 
 
(2) 社会的要求である情報教育には、専門

学校が担ってきた実践力養成の教育が有効で

ある。特に、多くの制作を通しプロトタイプ

を生み出す授業スタイルは非常に効果的であ

る。ただし、本学は潜在的社会問題にも対応

できるデザイン思考を中心とした教育課程が

編成される必要があって、そこには包括的な

技術力の強化と、より良い価値創造を生み出

すためにその時々で必要な理論を修得する要

素を加えるとともに、習得した知識を総合し

てものを創出するデザイン能力の養成に必要

な、論理的思考力が涵養される教育体系であ

ることが重要である。具体的には、動機づけ

が明確化した後の各種演習科目は Problem 
Based Learning（以下、PBL）で数多くのプ

ロトタイプの制作を行う他、工科領域で絶対

的に必要な理論を学ぶ科目として「（削除）

統計論」「線形代数」等の科目を体系的に配

する。 
 
(3) 今この時点の社会理解はビジネスの現

状を知る分析力が最も重要であるが、専門職

大学が担うのは不確実性が更に増加する未来

社会に重心があって、そこには調査だけでは

なく未来を見据えた戦略を立てられる能力が

求められる。特に、イノベータとして社会の

リーダー的存在になる者には、組織を後世に

持続できる長期的な時間幅で戦略を立てられ

るビジネス展開能力が必要である。これは、

従来の大学に求められてこなかった職能教育

のうちの 1 つであり、かつ、専門学校がその

役割を担ってきた現代社会の顕在的問題への

対応力の応用である。 
 
(4) 研究によって科学は進化し、それは社

会発展に大きく寄与している。その一連の流

れは教育機関においては従来の大学がその殆

どを担ってきた。新たな大学機関となる専門

職大学もその役割を担うことは重要で、大学

では補完することが難しかったビジネスとの

接点に重きを置いた研究を行うことが、専門

職大学の使命である。 
 
（中略） 

は、専門学校に求められてこなかった、つま

り学士力の 1 つとして従来の大学に求められ

る一般教養である。 
 
(2) 社会的要求である情報教育には、専門

学校が担ってきた実践力養成の教育が有効で

ある。特に、多くの制作を通しプロトタイプ

を生み出す授業スタイルは非常に効果的であ

る。ただし、本学は潜在的社会問題にも対応

できるデザイン思考を中心とした教育課程が

編成される必要があって、そこには包括的な

技術力の強化と、より良い価値創造を生み出

すためにその時々で必要な理論を修得する要

素を加えるとともに、習得した知識を総合し

てものを創出するデザイン能力の養成に必要

な、論理的思考力が涵養される教育体系であ

ることが重要である。具体的には、動機づけ

が明確化した後の各種演習科目は Problem 
Based Learning（以下、PBL）で数多くのプ

ロトタイプの制作を行う他、工科領域で絶対

的に必要な理論を学ぶ科目として「確率統計

論」「線形代数」等の科目を体系的に配す

る。 
 
(3) 今この時点の社会理解はビジネスの現

状を知る分析力が最も重要であるが、専門職

大学が担うのは不確実性が更に増加する未来

社会に重心があって、そこには調査だけでは

なく未来を見据えた戦略を立てられる能力が

求められる。特に、イノベータとして社会の

リーダー的存在になる者には、組織を後世に

持続できる長期的な時間幅で戦略を立てられ

るビジネス展開能力が必要である。これは、

従来の大学に求められてこなかった職能教育

のうちの 1 つであり、かつ、専門学校がその

役割を担ってきた現代社会の顕在的問題への

対応力の応用である。 
 
(4) 研究によって科学は進化し、それは社

会発展に大きく寄与している。その一連の流

れは教育機関においては従来の大学がその殆

どを担ってきた。新たな大学機関となる専門

職大学もその役割を担うことは重要で、大学

では補完することが難しかったビジネスとの

接点に重きを置いた研究を行うことが、専門

職大学の使命である。 
 
（中略） 

2. 学部・学科等の特色 
2.1 工科学部における教育の特色 

2. 学部・学科等の特色 
2.1 工科学部における教育の特色 
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東京国際工科専門職大学は工科学部という 1
学部を構える。この学部は、校名にもあるよ

うに工科領域を取り扱う。（削除）ここでは

学生側から見た特色という視点で述べる。 
若者が高等教育を受けるとき、最初の関門は

入学試験である。この競争に勝ち抜くために

は一定の受験準備が必要で、若者は受験勉強

の時は自分の趣味や関心は棚に上げるとい

う。めでたく入学すると、そこには整然とし

た学問が準備されていて、それを手順通りに

学ぶ日々が待っており、それをマスターして

社会で教養もあり特定分野の専門家として認

められて妥当な職業ににつく、という。これ

は教育の基本形で、就職までの正規の過程と

認識されていて、多くの学生が疑わない。 
しかし大学で学ぼうとしている若者にはこの

過程になじまない者がいる。彼らはなんでも

学べる能力を持っているわけではないが、お

そらく多様であろう出来事との出会いを契機

として将来自分が歩む道を想定していて、そ

の道を生き生きと歩むことの実現のための学

修を望み、それが大学に入学する動機になっ

ている者がいる。これは実感的動機である

が、学問を学んでそれを人々に理解してもら

える論理的動機にしたい。 
他の項で述べた教育内容、想定される人材

像、社会との連携の経験などの教育は、この

ような若者を歓迎するものである。そのため

にアドミッション・ポリシーとして面接によ

る動機の評価を行う。アドミッション・ポリ

シーについての詳細は後の 9 章で述べる。こ

のような若者の入学を受けて本学では、実感

的動機を尊重し、それが他人に説明可能な、

しかも具体的なものづくりの実施が可能な説

明を獲得する動機へと進化することを目標と

して、学修の最初に一人一人の学修動機を私

秘的なものから顕在化されたものへと変換す

る教育を行う。それは各学科が対象とするも

の、技術が、社会にどのような意味を持つか

を中心に、学科の特徴とそこでそのような動

機が実現されるかを学んでゆく。顕在化した

動機は、学生本人に何を学ばなければならな

いかを考えさせ、科目学修の動機を持つよう

になる。これが本学そして各学科において学

生が動機をもって各科目を履修することを可

能にする。これは本人にとっては動機の実現

であるが、教育する側から見れば、最も効率

的な学修環境が得られることとなる。 
 
 

東京国際工科専門職大学は工科学部という 1
学部を構える。この学部は、校名にもあるよ

うに工科領域を取り扱う。よって、教育の特

色は、大学の各種ポリシーとほぼ同一であ

る。その内容、範囲については 1.2 節 教育

の内容、特に 1.2.2 項 習得させるべき能力、

また 1.3 節 研究対象とする中心的な学問分野

などの項目で詳細に記したため、ここでは学

生側から見た特色という視点で述べる。 
若者が高等教育を受けるとき、最初の関門は

入学試験である。この競争に勝ち抜くために

は一定の受験準備が必要で、若者は受験勉強

の時は自分の趣味や関心は棚に上げるとい

う。めでたく入学すると、そこには整然とし

た学問が準備されていて、それを手順通りに

学ぶ日々が待っており、それをマスターして

社会で教養もあり特定分野の専門家として認

められて妥当な職業ににつく、という。これ

は教育の基本形で、就職までの正規の過程と

認識されていて、多くの学生が疑わない。 
しかし大学で学ぼうとしている若者にはこの

過程になじまない者がいる。彼らはなんでも

学べる能力を持っているわけではないが、お

そらく多様であろう出来事との出会いを契機

として将来自分が歩む道を想定していて、そ

の道を生き生きと歩むことの実現のための学

修を望み、それが大学に入学する動機になっ

ている者がいる。これは実感的動機である

が、学問を学んでそれを人々に理解してもら

える論理的動機にしたい。 
他の項で述べた教育内容、想定される人材

像、社会との連携の経験などの教育は、この

ような若者を歓迎するものである。そのため

にアドミッション・ポリシーとして面接によ

る動機の評価を行う。アドミッション・ポリ

シーについての詳細は後の 9 章で述べる。こ

のような若者の入学を受けて本学では、実感

的動機を尊重し、それが他人に説明可能な、

しかも具体的なものづくりの実施が可能な説

明を獲得する動機へと進化することを目標と

して、学修の最初に一人一人の学習動機を私

秘的なものから顕在化されたものへと変換す

る教育を行う。それは各学科が対象とするも

の、技術が、社会にどのような意味を持つか

を中心に、学科の特徴とそこでそのような動

機が実現されるかを学んでゆく。顕在化した

動機は、学生本人に何を学ばなければならな

いかを考えさせ、科目学修の動機を持つよう

になる。これが本学そして各学科において学

生が動機をもって各科目を履修することを可
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2.2 学科の特色と重点的機能 
2.1節を本学の柱とし、学部学科の特色と重点

的な機能を下記に記す。 
本学は産業界及び地域社会との連携を生かす

ために「工科学部」を設置し「情報工学

科」、「デジタルエンタテインメント学科」

を設置する。以下、学部・学科ごとに教育の

特色を明記する。 
 
2.2.1 工科学部 情報工学科の特色 
情 報 通 信 技 術 （ ICT : Information 
Communication Technology ）の発展によ

り、インターネットとモバイルシステムが爆

発的に普及し、産業界や一般の生活に深く浸

透してきた。そのために、ICT 技術と物理的

なシステムの融合であるサイバーフィジカル

システム（CPS：Cyber-Physical System）

が、あらゆるシステムにおいて急速に指導的

な構築原理となった。CPS とは、実世界（フ

ィジカル空間）にある多様なデータをセンサ

ーネットワーク等で収集し、サイバー空間で

大規模データ処理技術等を駆使して分析／知

識化を行い、そこで得られた新たな情報を実

世界に作用させる循環によって、産業の活性

化や社会問題の解決を図っていく情報処理シ

ステムである。これまで経験と勘で行ってい

た作業や判断を効率化し、生産性の向上、新

産業・サービスの創出、社会システムの課題

解決などを図ることを目指している。少子高

齢化やエネルギー制約などの課題先進国であ

る我が国でこれらの社会的課題を解決するこ

とが出来れば、社会の持続的発展に資するだ

けでなく、先進技術として国際競争力を維持

した経済発展が期待できる。 
情報工学科では、様々な社会問題の解決と持

続可能な経済発展を目指し、そのために必要

となるサイバーフィジカルシステムの実現に

必要な、AI、IoT、ロボットなどの先端 ICT
技術を高度に活用できる人材の育成を行う。

その際、ICT 技術の基礎理論を探求したり基

盤的な技術を創出したりするよりも、実世界

の課題解決のために何が必要になるかアイデ

ィアを考え、基盤的な情報技術を組み合わせ

てプロトタイプを開発し、解決策を可視化す

る「基盤技術を応用する情報技術」を探求す

ることに重きを置く。これを第１の特徴とす

る。 
また CPS 実現に際しては、実世界での経済効

果や環境・人間に及ぼす影響が大きいことを

深く考慮した「デザイン思考」の実践が必須

能にする。これは本人にとっては動機の実現

であるが、教育する側から見れば、最も効率

的な学習環境が得られることとなる。 
 
 
 
2.2 学科の特色と重点的機能 
2.1節を本学の柱とし、学部学科の特色と重点

的な機能を下記に記す。 
本学は産業界及び地域社会との連携を生かす

ために「工科学部」を設置し「情報工学

科」、「デジタルエンタテインメント学科」

を設置する。以下、学部・学科ごとに教育の

特色を明記する。 
 
 
2.2.1 工科学部 情報工学科の特色 
文部科学省と経済産業省、厚生労働省が発行

する「モノづくり白書 2017」（平成 29 年、

（資料 7））にも書かれているとおり、「人

工知能（AI）」「モノのインターネット

（IoT）」「ロボット」を組み合わせること

で、潜在需要を喚起する商品やサービスの提

供、新しいコンセプトの商品・サービス、業

務慣行・組織編成、さらには社会的課題への

対応といった様々なイノベーションが実現可

能となり、社会経済の持続的成長へ寄与して

いくことが期待されている。実社会の様々な

情報がネットワーク化されて自由にやり取り

され（IoT）、大量データがリアルタイムに

分析・利用可能となり（ビッグデータ）、機

械が自ら学習・判断を行い（AI）、多様・複

雑な作業が自動化（ロボット）される。 
情報工学科は、AI、IoT、ロボットの技術を

利用して、人と IT の共創・共生をめざすサイ

バーリアルな空間を実現するために求められ

る人材を育成する機能を重点的に担い、自然

科学と心理学や社会科学の融合領域を重視す

ることを特色とする。新規の社会サービスを

自ら考案し発信できる能力、それを情報技術

を使って実現しそのメリットを社会が享受し

大きくして行くという仕組みを見える形で構

築する能力を育成する。さらに、中央教育審

議会答申「個人の能力と可能性を開花させ、

全員参加による課題解決社会を実現するため

の教育の多様化と質保証の在り方について」

が提言する「理論と実践の架橋による職業教

育」、「産業界、地域等のニーズの反映及び

連携」を踏まえて人材の育成を図る。 
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である。そこで第２の特徴として、広い技術

分野を俯瞰し、課題解決のための新しい産業

システムや社会サービスを自ら考案できる能

力と、ICT 技術によりそれらを実現する論理

的思考能力を備えた人材“ Designer in 
Society（社会と共にあるデザイナー）”の育

成に重点を置く。 
以上の考え方に基づき、情報工学科には「AI
戦略」、「IoT システム」、「ロボット開

発」の 3 つのコースを設置する。様々な産業

や社会課題が実在するフィジカル空間と、サ

イバー空間が密接につながる CPS を実現する

ことで諸問題を解決する方法を探るために

は、1)実空間の情報を高度に分析し解を求め

るする AI 技術、2)実空間をセンシングしたデ

ジタル情報をサイバー空間につなぐ IoT 技

術、3)サイバー空間の情報を再びフィジカル

空間に戻して産業に応用、社会に作用させる

ロボット技術、この 3 つの技術要素が不可欠

なためである。 
「AI 戦略コース」は、自動車の画像認識技術

による自律走行や膨大な医学的根拠を元に正

確な診断を行う医療システムの応用事例に見

るように、ビッグデータから目的の情報を学

習し推論する理論を理解し応用する技術を身

につける。 
「IoT システムコース」は、スマートメータ

等の IoT 機器を通じて電力供給を効率化する

スマートグリッド、日常の生活に関する情報

を加えて拡張したスマートシティ、ドローン

を用いて建機を自動で動かすスマートコント

ラクション等の応用に見るように、クラウ

ド・サーバとセンサデバイス間のネットワー

キング、デバイス制御、データベース構築の

理論を理解し応用、ビッグデータを生成する

技術を身につける。 
「ロボット開発コース」は、ファクトリオー

トメーションの中核となる産業ロボット、家

事をサポートするホームロボット、対話がで

きるコミュニケーションロボット、介護ロボ

ット、災害対応の救助ロボット、農業や建設

現場で利用される作業ロボットの応用事例に

見るように、ロボットの技術要素であるセン

サ系、知能・制御系、駆動系の 3 つを有する

知能化した機械システムの理論を理解し応用

する技術を身につける。 
加えて、コース共通として、プロトタイプに

よって実証されたシステムやサービスが市中

で持続するために考慮すべきビジネスの仕組

みや、人々に受け入れられるための社会倫理

以上を実現させるために、情報工学科は「AI
戦略」、「IoT システム」、「ロボット開

発」の 3 つの専門コースで構成する。 
「AI 戦略コース」は、自動車の画像認識技術

による自律走行や膨大な医学的根拠を元に正

確な診断を行う医療システムの応用事例に見

るように、ビッグデータから目的情報を学習

し推論する理論を理解し応用する技術を身に

つける。 
「IoT システムコース」は、スマートメータ

ー等の IoT 機器を通じて電力の供給を効率よ

く行うスマートグリッドやドローンによる測

量に基づく三次元設計図面と建機に搭載され

た GPS センサーをネットワーク接続し建機を

自動で動かすスマートコントラクションの応

用事例に見るように、ネットワークサーバと

センサーデバイス間の通信プロトコル、デバ

イス制御、データ構築の理論を理解し応用す

る技術を身につける。 
「ロボット開発コース」は、ファクトリオー

トメーションの中核となる産業ロボット、家

事をサポートするホームロボット、対話がで

きるコミュニケーションロボット、介護ロボ

ット、災害対応の救助ロボット、農業や建設

現場で利用される作業ロボットの応用事例に

見るように、ロボットの技術要素であるセン

サー系、知能・制御系、駆動系の 3 つを有す

る知能化した機械システムの理論を理解し応

用する技術を身につける。 
各コースに設けるプロトタイプシステムの制

作等の実習では、学生の自発的な取り組みで

自らの興味や好奇心を具現化する。これを繰

り返すことで、一般大学では困難な「理論と

実践の架橋による職業教育」を実現し、倫理

観を持って新規の社会サービスを自ら考案し

発信できる能力を醸成する。また、この分野

の技術革新は早く、日々、研究・開発が進め

られている。国内及び海外の先進的な研究・

応用事例や標準化動向を視野に入れカリキュ

ラムへ反映することで、基礎から応用までを

集中して実施するだけではなく、プラクティ

カルに重きをおきつつもアカデミックな学び

もできる新たな教育機関として差別化を図

る。加えて、中央教育審議会答申「我が国の

高等教育の将来像」が提言する「高等教育の

多様な機能と個性・特色の明確化」を踏まえ

海外にも通じる確実な人材育成を図る。 
 
 
2.2.2 工科学部 デジタルエンタテインメント
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について学ぶ。 
情報工学科の第 3 の特徴は、各コースに設け

るプロトタイプ開発の実習である。学生の自

発的な取り組みで自らの興味や好奇心を具現

化し、機能を可視化するために、ソフトウェ

アとハードウェア、ネットワークを統合した

システムのプロトタイプ開発を反復する。こ

の実習により、グループメンバと連携して開

発できるコミュニケーション能力と、トライ

アル・アンド・エラーをいとわず途中で諦め

ない“やりきる力“も身につける。 
これらの特徴により、「理論と実践の架橋に

よる職業教育」を実現し、環境や社会に配慮

した最適解を選択する倫理観を持って新規の

社会サービスを自ら考案し発信できる能力を

醸成する。また、この分野の技術革新は早

く、日々、研究・開発が進められている。国

内及び海外の先進的な研究・応用事例や標準

化動向を視野に入れカリキュラムへ反映する

ことで、基礎から応用までを集中して実施す

るだけではなく、「実践」に重きをおきつつ

もアカデミックな学びもできる新たな教育機

関である専門職大学として差別化を図る。 
 
 
2.2.2 工科学部 デジタルエンタテインメント

学科の特色 
エンタテインメントは演劇や音楽・映像等、

人々を楽しませる娯楽である。デジタルテン

タテインメントは従来のエンタテインメント

に IT 技術を応用することで、今までに見たこ

とのなかった表現や新しい体験を提供する。

だが、単に IT 技術を付け足すだけではデジタ

ルエンタテインメントは成立せず、人々を楽

しませるというエンタテインメントの本質を

理解し、適切に IT 技術を用いる必要がある。 
本学科では、そのための知識や技術を講義、

演習、実習を通して学び、デジタルエンタテ

インメントコンテンツを創造するための人材

の育成を目指す。そこで、インタラクティブ

コンテンツを生成するための知識・技術を学

ぶ「ゲームプロデュースコース」とデジタル

映像を生成するための知識・技術を学ぶ「CG
アニメーションコース」の 2 コースを設置す

る。 
 
 「ゲームプロデュースコース」では、ビデ

オゲームを企画・開発するために必要な知識

や技術を学ぶ。インタラクティブネスが特徴

であるビデオゲームは、コンピュータソフト

学科の特色 
我が国は、発明・創造を尊重するという国の

方針のもと、従来のものづくりに加えて、デ

ザイン、音楽・映像等のメディア芸術におけ

る価値ある情報づくりを産業の基盤に据える

ことにより、経済・社会の再活性化を図るこ

とを目指してきた。平成 16 年には「コンテン

ツの創造、保護及び活用の促進に関する法

律」を施行し、コンテンツは人間の創造的活

動により生み出されるもので、教養や娯楽と

して、高い文化的、芸術的、市場的価値を有

するものとして産業振興や人材育成が進めら

れてきた。しかし我が国においては、体系的

なエンタテインメントやメディア芸術にかか

わる教育や、これらの産業における教育連携

はいまだに確立したものとはなっていない。 
 
今般、設置するデジタルエンタテインメント

学科では、従来の感性教育を中心としたデザ

インやコンテンツ教育ではなく、さらに論理

的な思考能力と美的感性の涵養を通じて、メ

ディアテクノロジーの理解と実践をもとに芸

術文化の創造に関わる国際的視野を持った高

度のクリエイター人材の育成を目指してい

く。デジタルエンタテインメント学科には

「ゲームプロデュースコース」と「CG アニ

メーションコース」の 2 つのコースを設け

る。 
「ゲームプロデュースコース」では人間の教

育や娯楽に資するゲームコンテンツを通じ

て、メディアテクノロジーの実践的応用とし

てのゲーム設計・研究・制作とともに芸術文

化の創造に関わる国際的視野を持った(ゲー

ム）クリエイター(や実務家）等の育成を行

う。 
ゲーム創造の過程で必要である、人間の感

覚・知的特性とマシンに対する反応や行動等

の習得をするとともに、開発テクノロジーで

あるプログラム、アセット生成手法を学び、

自律的にクリエイティブに実践できる人材を

育成する。またゲーム流通にかかわるビジネ

ス戦略やコンテンツの流通、権利に関する知

的財産等の外的要因について演習を通じてプ

ロジェクトや組織マネジメント等を学び、総

合的に未来をプロデュースする人材の輩出を

目指す。 
「CG アニメーションコース」では、論理的

な思考能力と美的感性の涵養を通じて、メデ

ィアテクノロジーの実践的応用及び芸術文化

の創造に関わる国際的視野を持ったコンテン
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ウェアとして動作するためプログラミングな

どの技術スキルが必要になるが、エンタテイ

ンメントでもあるため技術以外の知識も必要

となる。プログラミングの授業に加え、ビデ

オゲームのソフトウェアやハードウェアの歴

史、ゲームデザイン（ジャンル、ゲームメカ

ニクス等）、高い没入感を提供するコンテン

ツであるためクリエイターとしての倫理感

等、幅広い知識を修得できる授業を構成して

いる。また、近年注目されている AI について

は、一般的な AI について学ぶと共に、ゲーム

内での AI や開発時に使用する AI 等、これか

らのコンテンツ開発に影響を与えるため特別

に授業を配してある。3年次以降ではCGアニ

メーションコースの学生と共同で実習を行う

事で、表現力の高いアセットを用いた高品質

なインタラクティブコンテンツ制作の実習を

実施する。 「CG アニメーションコース」

では、映像コンテンツを制作するための基本

である、表現や技術の歴史、映像理論や関連

する技術（収録、表示等）を学ぶと共に、コ

ンピュータグラフィックスのアルゴリズムや

関連する数学や物理を理解しアセット等を生

成する技術を修得する。モデリング・アニメ

ーション・レンダリング等の CG 制作の一連

のプロセスを学ぶことに加え、プログラミン

グの基本を学ぶ事で、リアルタイム CG やツ

ール拡張のスキルも習得する。3 年次以降で

は、ゲームプロデュースコースの学生と共同

でインタラクティブな映像やゲームコンテン

ツ制作の実習を学ぶ。これは HMD (Head 
Mounted Display) や HUD (Head-Up 
Display)を使用した映像やプロジェクション

マッピングを状況に合わせて変化させる映像

など、最新エンタテインメントに関する、も

しくは将来に一般的となるエンタテインメン

トを創造する機会となる。 

ツクリエイターや実務家等の育成を目指す。

教育の考え方として創作イメージを具体化す

るために、対象の観察や法則性の理解等を基

盤として制作までの過程を論理化する。論理

化された創作イメージ（アルゴリズム）を手

続化し、映像等に表出によって具体化する。

さらに出来上がったコンテンツを評価しアイ

デアやプログラムを修正しながら作品を得る

過程を学修する。 
この 2 つのコースを通して、十分なデジタル

コンテンツの理解と技能の習得とともに、未

来に向かって、豊かで創造的な社会を、柔軟

に思考できる「デジタルエンタテインメント

の未来像をプロデュースできる人材」を育成

する。加えて、中央教育審議会答申「我が国

の高等教育の将来像」が提言する「高等教育

の多様な機能と個性・特色の明確化」を踏ま

え海外にも通じる確実な人材育成を図る。 
 
 
 

 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 
  新 旧 
（資料3-1）（資料3-2） 
養成する人材像とディプロマ・ポリシーとの

関係とディプロマ・ポリシーまとめ 

（追加） 
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資料3-1

No. 上位概念 基本概念 なぜ必要か keywords 能力 志向・態度
DP 
No.

1 俯瞰 俯瞰力 - 4

2 問題発見 問題発見力 - - 5

3 発見した問題・課題を正しく分析でき
ないといけない

- 理論 -

4 分析した結果、問題・課題の本質
（ゴール）を精査できないといけない

- モデル構築 -

5 - 総合方法 - 2

6 創造力 - -

7 感性に基づく表現 表現力 - -

8
解決策に対して、実際にプロトタイプ
などをインプリメント出来ないといけ
ない

プロトタイプ開発
力

プロトタイプ
開発力

- - 7

9
インプリメントした複数のプロトタイ
プに対して最終解を選択（収束過程）
できないといけない

正確な科学的判断
力

判断力 - - 8

10 提案解の評価を正しく理解して問題・
課題の発見に戻れないといけない

コミュニケーショ
ン力

コミュニケー
ション力

- - 9

11 - ヒトへの知
識・理解

-

12 - モノへの知
識・理解

-

13 - カネへの知
識・理解

-

14 協調性を持って行動できないといけな
い

チームワーク力
チームワーク

力
- -

15 リーダーになる資質を持っていないと
いけない

リーターシップ力
リーターシッ

プ力
- -

16 チャレンジ精神 - - チャレンジ精
神

13

17 三現主義 - - 三現主義 14

18 専門職として社会的責務を理解してい
ないといけない

- - 基礎倫理 11

19 社会の問題解決だけではなく、持続可
能な発展まで考慮できないといけない

- - 社会倫理 12

10

経
営
資
源

ビジネスのしくみ

倫理観

豊かな創
造力

問題・課題を発見できないといけない

精査した本質に対し、解決策を数多く
考案（発散過程）できないといけない

デザイン思考

デザイン思考

高い倫理
感

確かな実
践力

専門職として
の行動指針

鋭敏なビ
ジネスセ
ンス

倫理観

新しいものでも躊躇しない、新しい動
きや変化に好んで対応できないといけ
ない。加えて、机上のデータだけでは
なく、自分の目で見て耳で聞いて判断
できないといけない

養成する人材像とディプロマ・ポリシーの関係

1分析

創造

ビジネスの仕組みを知らないといけな
い

知識・理解

6

3
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東京国際工科専門職大学　ディプロマ・ポリシー比較表 資料3-2
東京国際工科専門職大学 工科学部 情報工学科 デジタルエンタテインメント学科
ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）＜三大学力別＞ ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）＜三大学力別＞ ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）＜三大学力別＞

冒
頭

　本学は、卓越した機能による技術的価値と優れた芸術
的表現による文化的価値を備え、ビジネス上の成功を目
指しつつ社会や環境への配慮を欠かさない人工物の創造
をする“Designer in Society（社会とともにあるデザイ

ナー）”となるために、定められた在籍期間、及び、所定
の単位を取得し、必修等の条件を満たすこと等を卒業要
件とし、卒業を認定し学位を授与する。
 


冒
頭

本学部は情報技術を応用する領域における専門職を養成する。その
ため、本学の「ディプロマ・ポリシー」を踏まえた上で、定められ
た課程において以下の知識・能力を修得し、教育の理念である
「Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）」に従い、
ものを創ることができる学生に対し、卒業を認定し学位を授与す
る。

情報工学科では、人工知能システム、IoTシステム、ロボット中心とし
た情報工学における教育・研究・実践活動を通して、情報工学分野にお
ける基礎及び専門技術に関する知識と創造力を身につける。さらに、そ
れらを俯瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニケーション能力を有
し、グローバルに活躍できる技術者を養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生に学位を授与す
る。

デジタルエンタテインメント学科では、デジタルコンテンツ分野におけ
る歴史的・社会的背景、および、デジタルコンテンツの役割や職能を理
解し、プロトタイプ開発を行うことで、グローバルに発信可能なデジタ
ルコンテンツのクリエイターを養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生に学位を授与す
る。

DP No. keywords

1 分析
発見した問題・課題を正しく分析する基本理論を理解し、本質
（ゴール）を精査するためにモデルを構築できる。

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とともに、コン

ピュータシステムの構成に関する知識を有している

問題解決のためにその対象を正しく分析する数学、専門英語といった基
礎知識を有している

2 創造

問題・課題解決のために知識を総合し、価値創造の方法論について
理解している

AI, IoT, ロボットの各分野において、価値創造のためのソフトウェアア
ルゴリズムやシステム構成方法論について理解している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムに関する論理的・
数学的知識を有している。
・IoTシステムコースに所属する学生は、ソフトウェア、ハードウェ
ア、ネットワークとデータ解析の知識を有している。
・ロボット開発コースに所属する学生は、ハードウェアとソフトウェア
のバランスした知識を有している。

デジタルゲーム、およびコンピュータグラフィックス技術を用いた価値
創造のためのアルゴリズムや表現方法論について理解している
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コンピュータゲームに
関するデジタルコンテンツ制作に特化した知識を有している。
・CGアニメーションコースに所属する学生は、映像制作、キャラク
ターデザイン等、コンピュータグラフィックスに特化した知識を有して
いる。

3 ビジネスの仕組
み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している

4 俯瞰力

情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、対象領域を
俯瞰する能力を有する

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロボット）と社会との接点を理解
し、情報システム技術をコアとして、システムインテグレーションに関
する知識を総合的に俯瞰することができる

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と社会との接点を理解し、デ
ジタルコンテンツ、情報システム技術、ビジネスに関する知識などを総
合的に俯瞰することができる

5 問題発見力

情報技術を応用する領域を主導する専門職人材として、問題を発
見・設定する力を有している

情報工学を主導する専門職人材として問題を発見する力を有している デジタルコンテンツを主導する専門職人材として問題を発見し設定する能力を
有している

6 創造力と表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。 感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コンピュータゲームデ
ザインおよびプログラミングなどゲーム開発に関する総合力を有してい
る。
・CGアニメーションコースに所属する学生は、CG映像に関する一連の
プロセスと制作のための総合力を有している。

7 プロトタイプ開発
力

プロトタイプを実際に開発する能力を有している 情報技術を応用して対象領域の課題を解決するソリューションのプロト
タイプを開発する能力を有している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムの応用に着目す
る。
・IoTシステムコースに所属する学生は、IoTシステムのプロトタイプ開
発を行い、サービスデザインにも着目する
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロボットの応用に関する実践
的プロトタイプ開発に着目する。

デジタルコンテンツのプロトタイプを開発する能力を有している
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、プロトタイプを制作す
る目的を理解し、デジタルゲームに関して企画・開発する能力を有して
いる。
・CGアニメーションコースに所属する学生は、プロトタイプを制作す

る目的を理解し、CG映像に関して企画・制作する能力を有している。

8 判断力 科学的判断力を持って最適解を決定することができる 論理的思考能力と科学的知識によって最適解を判断することができる 論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最適解を判断することができる

9 コミュニケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有している

11 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる 倫理観をもって社会に解決案を提供することができる

12 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有している

13 チャレンジ精
神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり
遂げる

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げ
る

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最後までやり遂げ
る

14 三現主義
原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現
物）で行動できる

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で
行動できる

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、現実、現物）で
行動できる

1. 豊かな創造力
　対象領域を俯瞰し、問題・課題を発見し科学的根拠をもって
分析するとともに、分析した結果問題の本質を精査できる総合
力と、解決を複数考案できる創造力、感性、倫理観を有してい
る。

2. 確かな実践力
　問題・課題解決に対し、実際にプロトタイプを開発し複数イン
プリメントすることで実際に解決案を創造するとともに、最適解
を選択できる社会的倫理観を持ちながら判断できる知識・能力
を有している

3. 鋭敏なビジネスセンス
　現代社会のビジネスの仕組みを知り、専門職人材として、顧
客や品質を第一に考えられるとともに、現実的判断をもって遂
行することのできるビジネススキルとともに、自身が持つ好奇心
の実現に向け協調性をもって、主体的に行動することができ
る。

4. 高い倫理観
　倫理観をもって社会の責務を認識した行動指針を有している
とともに、顕在する問題解決のみならず、社会の持続性・発展
性まで考慮することのできる専門職人材である。

知
識
・
理
解
・
能
力
・
態
度
・
志
向

協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダー
シップを発揮することができる

協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リーダー
シップを発揮することができる10

チームワーク力
とリーダーシップ
力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加えて、リー
ダーシップを発揮することができる

知
識
・
理
解

能
力

態
度
・
志
向

倫理観
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（是正事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科 
  

４．＜コースの運用が不明＞ 
学科の中にコースを設ける計画であるが、コースごとの教育課程が示されておら

ず、体系的な教育課程が整備されているのか不明であるため、コースごとの教育

課程を示すこと。また、コースに定員を設けるのか、どの時期からコースごとに

学生を配置するのか、学生の選抜方法、専任教員のコースごとの配置等、コース

の運用方法が不明であるため、明確に説明すること。【２学科共通】 

 
（対応） 
 コースごとに体系的な教育課程を整備するとともに、コースごとの定員、コースごとに学生を

配置する時期、学生の選抜方法、専任教員の配置等、コースの運用について以下の通り説明する。 
 
 
■コースごとの教育課程について 
 
 教育課程の詳細を資料 8, 9, 16 にて示す。コースの違いは職業専門科目の選択科目（卒業要件

で 11.5 単位分）にあり、本学におけるコースはその選択科目の履修方法を指定する「履修上の

区分」に過ぎない。資料 16 の履修モデルだが、ゲームプロデュースコースには、履修モデルが

2 つ想定できるため（プランナーとプログラマー）コースとしては 1 つだが、履修モデルについ

ては、2 つ示すことで、より、明確化を図った。 
 
 
■コースの定員について 

コースごとの定員は設けないが、運用上の目安として次の上限を設けている。 
 
＜デジタルエンタテインメント学科：入学定員 80 名＞ 

ゲームプロデュースコース： 上限 60 名 
CG アニメーションコース： 上限 60 名 

 
 本法人同種専門学校の類似する学科への近年の入学希望者数（下表 1 参照）を勘案すると若干

ゲームプロデュースコースが多くなると予想されるが、希望学生人数にどちらか偏りがあっても

希望通りに対応できるよう、各コースの目安としてそれぞれ 60 名を上限としている。仮に、希

望者数が上限枠を超えるような事態が生じた場合には選抜を行う。選抜方法ついては、後述「コ

ース運用について」において説明する。 
 

表 1  コースに対応する同種専門学校既設学科の入学定員と平均定員超過率 
コース名 対応する既設学科 入学定員 定員超過率 

ゲームプロデュース 
コース ゲーム制作学科（４年制） 80 名 2.46 

CG アニメーション 
コース 

CG 映像学科 40 名 1.85 
アニメ・イラスト学科（４年制） 40 名 1.73 

   定員超過率：平成 28～31 年の平均の入学定員超過率 
 
■コースの運用について 
 

□学生の配置時期 
 2 年次より行う。なお、各コースに対応する選択科目の履修は 1 年次後期に始まるものの、
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学生の習熟度や進路選択にかかる時間に配慮し、1 年次後期の選択科目には受講人数の上限を

設けない。したがって1年次後期の選択科目は最大 80名となり、年間開講数2回を想定する。 

 
図 コース運用の概略 

 
 

□学生の選抜方法 
仮にコース上限を超える学生の希望があった場合、まずは希望する学生と教職員との面談に

よって調整を図る。調整がつかない場合は、必要に応じて選抜を行う。選抜では、基本的に 1
年次の成績を重視する。選抜が行われる可能性があることを予め告知しておくため、入学後す

ぐに行うオリエンテーションにてコース選択についての時期や運用方法を伝達する。 
 
 

□専任教員の配置 
 本学科の専任教員はコース別の科目だけではなく学科共通科目を必ず担当するため、学生が

所属するコースの隔てなく指導を実施するが、専任教員についてあえて主となるコースを割り

振った場合の職位別人数一覧を表 2 に示す。これから見てわかるように、学生の上限のバラン

スを加味した教員の配置になっている。加えて、教育課程と同様に、当該専任教員の研究区分

や実績も複数コースに跨ることも多い。よって、万が一、学生の希望コースの偏りが顕著に表

れた場合は、専任教員採用・配置計画と共に、実績と配置された科目との適合性を改めて精査

する予定である。 
 

表 2 主担当コースの職位別人数一覧 
職位 ゲームプロデュース CG アニメーション 

教授 2 
□8 □9  

5 
□1 □2 □3 □7 □10  

准教授 2（1） 
□11 （□15 ） 

1 
□12  

講師 4（1） 
□4 □13 □14 （□16 ） 

0 

助教 1 
□6  

0 

コース合計 9(2) 6 
学科別合計 16(2)<1> 

※( )はみなし教員の内数、< >は外国語の専任教員の内数 



3 
 

 
 
□教室運用について 
 教室運用でも問題がないことを確認するため、時間割（案）では、表 3 の人数想定で試算を

行っている。その結果の各教室の稼働率を表 4 に示す。もっともクラスが多い想定での試算で

あり、この結果から問題ないことが明らかである。 
 
 表 3  時間割（案）の前提条件 

学科 情報工学科 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科 
コース AI 戦略 IoT ｼｽﾃﾑ ﾛﾎﾞｯﾄ開発 ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ CG ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 
１年 120 名(3 ｸﾗｽ) 80 名(2 ｸﾗｽ) 
２年 50 名(2 ｸﾗｽ) 50 名(2 ｸﾗｽ) 20 名 50 名(2 ｸﾗｽ) 30 名 
３年 50 名(2 ｸﾗｽ) 50 名(2 ｸﾗｽ) 20 名 50 名(2 ｸﾗｽ) 30 名 
４年 50 名(2 ｸﾗｽ) 50 名(2 ｸﾗｽ) 20 名 50 名(2 ｸﾗｽ) 30 名 

 
 表 4  教室稼働率 

教室分類 専用教室 平均稼働率 備考 
講義室 5 室 23％ 別科用講義室を除く。空き時間を

自習室として運用。 
演習室 9 室 60％ 授業のみで運用。 

情報処理施設 3 室 28％ 空き時間を研究活動及び自習用に

開放。 
実験・実習工場 3 室 16％ 空き時間を研究活動で利用。 

上記合計 20 室 35％ 他校と共有する教室は除外 
 ※完成年度における臨地実務実習が行われていない前期前半（4～6 月）の時間割案から算出。 
 
 

 
□その他、コースの運用における注意事項について 
【２年次以降のコース変更について】 
 2 年次以降、コース変更は基本的に認めない。仮に、コース変更を希望する場合は、未履修

の科目について在席期間中に履修可能であること、かつ、変更先コースの定員枠に余裕がある

ことが条件となる。 
 
【受講生が 40 名を超える場合の運用方法について】 
本学では、各授業について 40 名を超えて履修登録がある場合、当該科目については複

数名の教員を配置するもしくは同じ授業を 2 回以上に分けて行う。したがって、すべての

授業科目において、教員 1 人が同時に授業を行う学生数は 40 名以下とする。 
 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
6.3 履修モデル 
1.3 節等でも言及したが、情報工学科は「AI
戦略コース」と「IoT システムコース」と

「ロボット開発コース」に、デジタルエンタ

テインメント学科は「ゲームプロデュースコ

ース」と「CG アニメーションコース」に分

かれている。さらに、「ゲームプロデュース

コース」は“プランナー系”と“プログラマ

6.3 履修モデル 
1.3 節等でも言及したが、情報工学科は「AI
戦略コース」と「IoT システムコース」と

「ロボット開発コース」に、デジタルエンタ

テインメント学科は「ゲームプロデュースコ

ース」と「CG アニメーションコース」に分

かれている。さらに、「ゲームプロデュース

コース」は“プランナー系”と“プログラマ
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ー系”に細分化される。そこで本学では、受

験生が入学を検討している段階から、本学ホ

ームページで履修モデル等を示し、卒業まで

の道筋を入学検討者が想定・理解しやすいよ

うに入学前指導として活用する。 
卒業後の進路について、情報工学科における

「AI 戦略コース」ではディープラーニングや

ニューラルネットワーク等に代表される人工

知能技術を用いて、事業化している企業やそ

れらに関連した機関を、「IoT システムコー

ス」ではクラウドサービス等における IoT 技

術活用したシステムやサービスを展開してい

る企業やそれに関連した機関を、「ロボット

開発コース」では自動運転や介護ロボットの

みならず、将来を見据えたロボットを利用し

たサービス分野等の企業やそれに関連した機

関を想定している。また、この 3 コースは密

接に関連しており、例えば、ロボットの学習

データをクラウドに蓄積するといった一連の

先端技術を横断できる人となるようにカリキ

ュラムが組まれている。 
「ゲームプロデュースコース」の進路先は、

ゲーム産業はもちろんのこと、VR や AR と

いった 3D 市場、「CG アニメーションコー

ス」の進路先は映画業界や漫画・アニメとい

ったメディア市場を主に想定しており、どち

らもその市場におけるプランナー・デザイナ

ー・エンジニアといった人材を養成するよう

なカリキュラムとなっている。 
上記に記した各種コースの履修モデルは資料

16 に添付する。加えて、コース運用における

詳細については、後に記す。 

ー系”に細分化される。そこで本学では、受

験生が入学を検討している段階から、本学ホ

ームページで履修モデル等を示し、卒業まで

の道筋を入学検討者が想定・理解しやすいよ

うに入学前指導として活用する。 
卒業後の進路について、情報工学科における

「AI 戦略コース」ではディープラーニングや

ニューラルネットワーク等に代表される人工

知能技術を用いて、事業化している企業やそ

れらに関連した機関を、「IoT システムコー

ス」ではクラウドサービス等における IoT 技

術活用したシステムやサービスを展開してい

る企業やそれに関連した機関を、「ロボット

開発コース」では自動運転や介護ロボットの

みならず、将来を見据えたロボットを利用し

たサービス分野等の企業やそれに関連した機

関を想定している。また、この 3 コースは密

接に関連しており、例えば、ロボットの学習

データをクラウドに蓄積するといった一連の

先端技術を横断できる人となるようにカリキ

ュラムが組まれている。 
「ゲームプロデュースコース」の進路先は、

ゲーム産業はもちろんのこと、VR や AR と

いった 3D 市場、「CG アニメーションコー

ス」の進路先は映画業界や漫画・アニメとい

ったメディア市場を主に想定しており、どち

らもその市場におけるプランナー・デザイナ

ー・エンジニアといった人材を養成するよう

なカリキュラムとなっている。 
上記に記した各種コースの履修モデルは資料

16 に添付する。（追加） 

6.7 コースについて 
6.7.1 コースごとの教育課程について 
 教育課程の詳細を資料 8, 9, 16にて示す。本

学が配置するコースとは履修モデルであっ

て、何かの資格取得などには一切紐付いてい

ない。つまり、コースの違いは職業専門科目

の選択科目（卒業要件で 17 単位分）にあり、

本学におけるコースはその選択科目の履修方

法を指定する「履修上の区分」に過ぎない。 
 
6.7.2 コースの定員について 
コースごとの定員は設けないが、運用上の目

安として次の上限を設けている。 
＜情報工学科：入学定員 120 名＞ 
AI 戦略コース   ： 上限 80 名 
IoT システムコース： 上限 80 名 
ロボット開発コース： 上限 40 名 
＜デジタルエンタテインメント学科：入学定

（追加） 
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員 80 名＞ 
ゲームプロデュースコース： 上限 60 名 
CG アニメーションコース： 上限 60 名 
 
なお、これらの上限の違いは、各学科の入学

定員、および、本法人内の同種専門学校の類

似する学科への近年の入学者数を勘案したた

めである。仮に、希望者数が上限枠を超える

ような事態が生じた場合には選抜を行う。選

抜方法ついては、後述「コース運用につい

て」において説明する。 
 
6.7.3 コースの運用について 
＜学生の配置時期＞ 
2 年次より行う。なお、各コースに対応する

授業科目の履修は 1 年次後期に始まるもの

の、学生の習熟度や進路選択にかかる時間に

配慮し、1 年次後期のコース別選択科目の定

員は設けない。したがって、1 年次後期の選

択科目は情報工学科で最大 120 名、デジタル

エンタテインメント学科で最大 80名となる。

よって、情報工学科で年間開講数 3 回、デジ

タルエンタテインメント学科で年回開講数 2
回を想定する。（資料 17） 
 
＜学生の選抜方法＞ 
仮にコース上限を超える学生の希望があった

場合、まずは希望する学生と教職員との面談

によって調整を図る。調整がつかない場合

は、必要に応じて選抜を行う。選抜では、基

本的に 1 年次の成績を重視する。選抜が行わ

れる可能性があることを予め告知しておくた

め、入学後すぐに行うオリエンテーションに

てコース選択についての時期や運用方法を伝

達する。 
 
6.7.4 その他、コース運用における注意事項に

ついて 
＜2 年次以降のコース変更について＞ 
2 年次以降、コース変更は基本的に認めな

い。仮に、コース変更を希望する場合は、未

履修の科目について在席期間中に履修可能で

あること、かつ、変更先コースの定員枠に余

裕があることが条件となる。 
 
＜受講生が 40名を超える場合の運用補法につ

いて＞ 
本学では、各授業について 40名を超えて履修

登録がある場合、当該科目については複数名

の教員を配置するもしくは同じ授業を 2 回以
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上に分けて行う。したがって、すべての授業

科目において、教員 1 人が同時に授業を行う

学生数は 40 名以下とする。 
 

 
 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 
新 旧 

（資料17） （追加） 

 
 
 



1

履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ
ミュニケーション

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1

英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1

英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 比較文化論

2

コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

6
単位

選択

（ｺｰｽ別）

8
単位以上

ﾛﾎﾞｯﾄ

組込みシステ
ム制御実習 3

自動制御機
械開発実習 3

産業用ロ
ボット実習 2

情報工学概
論 2

デザインエ
ンジニアリ
ング概論

3

職業専門
科目

情報数学
2

確率統計論
2

技術英語
2

79.5

線形代数
2

単位
以上

必修

解析学
2

36.5

プログラミ
ング

C言語基礎

3

組込みC,
C++言語 3

プログラミング
概論 1.5

ソフトウェ
アシステム
開発

2

単位
情報
通信

コンピュータシ
ステム基礎 2

データベー
ス基礎と応
用

2

情報セキュ
リティ応用 2

電子
回路

電子回路基
礎 3

回路・プリ
ント基板設
計

3

人工知能基
礎 1.5

機械学習

2

深層学習

2

自然言語処
理 1.5

画像・音声
認識 2

人工知能数
学 1.5

デバイス・ネッ
トワーク 1.5

サーバ・
ネットワー
ク

1.5

9.0

IoTデバイス
プログラミ
ングⅠ

1

IoTデバイス
プログラミング
Ⅲ

2

単位以上 制御工学基
礎 2

IoTデバイス
プログラミング
Ⅱ

1

力学

2

制御工学基
礎 2

材料力学・材
料工学 2

ロボット機
構 2

機械設計

2

ロボット制
御 2

展開科目 必修

企画・発想法

1.5
プロジェク
トマネジメ
ント

2
知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会 2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ 1.5

企業経営論

2

ベンチャー起
業経営 1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目

4
単位

卒業要件 計 124 単位以上 選択科目

卒業研究制作 4

AI

IoT

必修科目

ﾛﾎﾞｯﾄ

演習
必修
4単位

研究
制作

講義
・

演習

ビジネス
教養

地域共創デザイン実習

講義
・

演習

Pythonプロ
グラミング

数学
物理
英語

選択

学科
包括

1.5

センサ・アク
チュエータ 2

カリキュラム配置  工科学部　情報工学科 資料　8

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期 前期 後期科目種別 前期 後期 前期 後期 前期

基盤

IoT
IoTシステム
開発Ⅰ 3

学科
共通

32

単位

臨地実務実習Ⅱ 7.5 臨地実務実習Ⅲ

ソリュー
ション開発
Ⅱ

4

AI

講義
・

演習

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5.0

人工知能シ
ステム開発
Ⅰ

1
メディア情報
処理実習

人工知能シ
ステム開発
Ⅱ

データ解析

IoTシステム
開発Ⅱ 3

IoTサービス
デザイン 2

2
人工知能応
用

7.5

ソリュー
ション開発
Ⅰ

2

1.5

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



2

履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ

ミュニケーショ

ン

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 単位 比較文化論

2
コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

9
単位

選択

5
単位以上

学科包括

コンテンツ
デザイン概
論

2

職業専門
科目

線形代数

2
統計論

2
技術英語

2

解析学

2

必修

コンピュータ
グラフィックス
Ⅰ 2

コンピュータ
グラフィックス
Ⅱ 2

79.5 39

情報
通信

電子情報工
学概論 2

単位
以上

単位 ゲーム構成論
Ⅰ 2

プログラミング
言語基礎 1.5

ゲームアルゴ
リズム 2

ゲームAI Ⅰ

1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅰ 3

コンテンツ制
作マネジメント 2

エンタテインメ
ント設計 1.5

デジタル造形
Ⅰ 3

デジタル造
形Ⅱ 3

映像論

2

CGデザイン
基礎 1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅱ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅠ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅡ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅢ 1

選択

6.5
単位以上 ゲーム構成論

Ⅱ 1.5
ゲームデザイ
ン実践演習 1

インターフェー
スデザイン 1

デジタル映像
表現技法基
礎 1.5

デジタル映像
表現技法応
用 3

デジタルキャ
ラクタ実践演
習 3

インターフェー
スデザイン 1

CGアニメー
ション総合
演習

1

展開科目 必修

企画・発想法

1.5

プロジェク
トマネジメ
ント

2

知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会

2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ 1.5

企業経営論

2

ベンチャー起
業経営

1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目 必修

4 4
単位 単位

卒業要件 計 124 単位以上

デジタルコンテンツ制作応用

6 3
デジタルコン
テンツ総合実
習

臨地実務実習Ⅲ

CGアニメー
ション総合実
習Ⅰ

3 2
CGアニメー
ション総合実
習Ⅱ

カリキュラム配置　工科学部 デジタルエンタテインメント学科 資料　8

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期前期後期 前期 後期科目種別 前期 後期 前期

講義
・

演習

基盤

臨地実務実習Ⅱ 7.5

ｹﾞｰﾑ

ゲーム制作技
術総合実習
Ⅰ

3

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5

ゲーム制作技
術総合実習
Ⅱ

2

CG

学科
共通

講義
・

演習

ｹﾞｰﾑ

CG

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾏｰ）

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾗﾝﾅｰ）

数学
物理
英語

3
ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅲ

3
ゲームAI Ⅱ

演習
研究
制作

CG

講義
・

演習

ビジネス
教養

1.5

地域共創デザイン実習

7.5

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

ゲームハード
概論

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



資料9-2【工科学部 デジタルエンタテインメント学科】 カリキュラムツリー 資料9-2

6



資料9-2-1

7

【工科学部 デジタルエンタテインメント学科 ゲームプロデュース】 カリキュラムツリー



資料9-2-2

8

【工科学部 デジタルエンタテインメント学科 ＣＧアニメーションコース】 カリキュラムツリー



資料9-2-3

9

【工科学部 デジタルエンタテインメント学科】 理論科目の学習体系について



1

履修方
法

必修/選
択

科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科
目 必修

グローバルコ
ミュニケーショ

ン

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅰa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅰb

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅱa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅱb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅲa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅲb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅳ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と 倫理

2

単位 比較文化論

2

コ ミ ュ ニ
ケーショ ン
と 記号論

2

感性をはか
る 2

必修

20
単位

必修

6
単位

選択

（ｺｰｽ別）

8
単位以

上 ﾛﾎﾞｯﾄ

組込みシス
テム制御実
習

3

自動制御機
械開発実習 3

産業用ロ
ボッ ト 実習 2

情報工学概
論 2

デザイ ン エ
ン ジニアリ
ン グ概論

3

職業専
門

科目

情報数学
2

確率統計論
2

技術英語
2

79. 5

線形代数
2

単位
以上

必修

解析学
2

36. 5

プログラミ
ング

C言語基礎

3

組込みC,
C++言語 3

プログラミン
グ概論 1. 5

ソ フ ト ウェ
アシステム
開発

2

単位
情報
通信

コンピュータ
システム基
礎

2

データ ベー
ス基礎と 応
用

2

情報セキュ
リ ティ 応用 2

電子
回路

電子回路基
礎 3

回路・ プリ
ン ト 基板設
計

3

人工知能基
礎 1. 5

機械学習

2

深層学習

2

自然言語処
理 1. 5

画像・ 音声
認識 2

人工知能数
学 1. 5

デバイス・
ネットワーク 1. 5

サーバ・
ネッ ト ワー
ク

1. 5

9. 0

I oTデバイ
スプロ グラ
ミ ン グⅠ

1

I oTデバイス
プログラミン
グⅢ

2

単位以
上

制御工学基
礎 2

I oTデバイス
プログラミン
グⅡ

1

力学

2

制御工学基
礎 2

材料力学・
材料工学 2

ロ ボッ ト 機
構 2

機械設計

2

ロ ボッ ト 制
御 2

展開科
目 必修

企画・発想
法 1. 5

プロ ジェ ク
ト マネジメ
ン ト

2

知的財産権
論 2

グロ ーバル
市場化戦略 2

持続可能な
社会 2

20. 5 20. 5

チームワー
クとリーダー
シップ

1. 5

企業経営論

2

ベンチャー
起業経営 1. 5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科
目
4

単位

卒業要件 計 124 単位以上

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

地域共創デザイ ン 実習

演習
必修
4単位

研究
制作

ﾛﾎﾞｯﾄ

講義
・

演習

ビジネス
教養

講義
・

演習

学科
包括

数学
物理
英語

AI

選択

Pyt honプロ
グラ ミ ン グ 1. 5

I oT

センサ・アク
チュエータ 2

データ解析

1. 5

I oTサービ
スデザイ ン 2

I oTシステム
開発Ⅰ 3

I oTシステム
開発ⅡI oT

人工知能シ
ステム開発
Ⅱ

3

人工知能応
用 2

人工知能シ
ステム開発
Ⅰ

2

メディア情報
処理実習 1

3

5. 0 臨地実務実習Ⅱ 7. 5 臨地実務実習Ⅲ 7. 5

学科
共通

ソ リ ュ ー
ショ ン 開発
Ⅱ

4

ソ リ ュ ー
ショ ン 開発
Ⅰ

2

講義
・

演習

単位

基盤

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ

AI

履修モデル  工科学部　情報工学科　　ＡＩ 戦略コース 資料16

　科目区分 １年 ２ 年 ３ 年 ４ 年

科目種別 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



2

履修方
法

必修/選
択

科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科
目 必修

グローバルコ
ミュニケーショ

ン

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅰa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅰb

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅱa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅱb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅲa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅲb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅳ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と 倫理

2

単位 比較文化論

2

コ ミ ュ ニ
ケーショ ン
と 記号論

2

感性をはか
る 2

必修

20
単位

必修

6
単位

選択
（ｺｰｽ別）

8
単位以

上 ﾛﾎﾞｯﾄ

組込みシス
テム制御実
習

3

自動制御機
械開発実習 3

産業用ロ
ボッ ト 実習 2

情報工学概
論 2

デザイ ン エ
ン ジニアリ
ン グ概論

3

職業専
門

科目

情報数学
2

確率統計論
2

技術英語
2

79. 5

線形代数
2

単位
以上

必修

解析学
2

36. 5

プログラミ
ング

C言語基礎

3

組込みC,
C++言語 3

プログラミン
グ概論 1. 5

ソ フ ト ウェ
アシステム
開発

2

単位
情報
通信

コンピュータ
システム基
礎

2

データ ベー
ス基礎と 応
用

2

情報セキュ
リ ティ 応用 2

電子
回路

電子回路基
礎 3

回路・ プリ
ン ト 基板設
計

3

人工知能基
礎 1. 5

機械学習

2

深層学習

2

自然言語処
理 1. 5

画像・ 音声
認識 2

人工知能数
学 1. 5

デバイス・
ネットワーク 1. 5

サーバ・
ネッ ト ワー
ク

1. 5

9. 0

I oTデバイ
スプロ グラ
ミ ン グⅠ

1

I oTデバイス
プログラミン
グⅢ

2

単位以
上

制御工学基
礎 2

I oTデバイス
プログラミン
グⅡ

1

力学

2

制御工学基
礎 2

材料力学・
材料工学 2

ロ ボッ ト 機
構 2

機械設計

2

ロ ボッ ト 制
御 2

展開科
目 必修

企画・発想
法 1. 5

プロ ジェ ク
ト マネジメ
ン ト

2

知的財産権
論 2

グロ ーバル
市場化戦略 2

持続可能な
社会 2

20. 5 20. 5

チームワー
クとリーダー
シップ

1. 5

企業経営論

2

ベンチャー
起業経営 1. 5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科
目
4

単位

卒業要件 計 124 単位以上

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

地域共創デザイ ン 実習

演習
必修
4単位

研究
制作

ﾛﾎﾞｯﾄ

講義
・

演習

ビジネス
教養

講義
・

演習

学科
包括

数学
物理
英語

AI

選択

Pyt honプロ
グラ ミ ン グ 1. 5

I oT

センサ・アク
チュエータ 2

データ解析

1. 5

I oTサービ
スデザイ ン 2

I oTシステム
開発Ⅰ 3

I oTシステム
開発ⅡI oT

人工知能シ
ステム開発
Ⅱ

3

人工知能応
用 2

人工知能シ
ステム開発
Ⅰ

2

メディア情報
処理実習 1

3

5. 0 臨地実務実習Ⅱ 7. 5 臨地実務実習Ⅲ 7. 5

学科
共通

ソ リ ュ ー
ショ ン 開発
Ⅱ

4

ソ リ ュ ー
ショ ン 開発
Ⅰ

2

講義
・

演習

単位

基盤

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ

AI

履修モデル  工科学部　情報工学科　　I oTシステムコース 資料16

　科目区分 １年 ２ 年 ３ 年 ４ 年

科目種別 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



3

履修方
法

必修/選
択

科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科
目 必修

グローバルコ
ミュニケーショ

ン

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅰa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅰb

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅱa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅱb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅲa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅲb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ン Ⅳ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と 倫理

2

単位 比較文化論

2

コ ミ ュ ニ
ケーショ ン
と 記号論

2

感性をはか
る 2

必修

20
単位

必修

6
単位

選択
（ｺｰｽ別）

8
単位以

上 ﾛﾎﾞｯﾄ

組込みシス
テム制御実
習

3

自動制御機
械開発実習 3

産業用ロ
ボッ ト 実習 2

情報工学概
論 2

デザイ ン エ
ン ジニアリ
ン グ概論

3

職業専
門

科目

情報数学
2

確率統計論
2

技術英語
2

79. 5

線形代数
2

単位
以上

必修

解析学
2

36. 5

プログラミ
ング

C言語基礎

3

組込みC,
C++言語 3

プログラミン
グ概論 1. 5

ソ フ ト ウェ
アシステム
開発

2

単位
情報
通信

コンピュータ
システム基
礎

2

データ ベー
ス基礎と 応
用

2

情報セキュ
リ ティ 応用 2

電子
回路

電子回路基
礎 3

回路・ プリ
ン ト 基板設
計

3

人工知能基
礎 1. 5

機械学習

2

深層学習

2

自然言語処
理 1. 5

画像・ 音声
認識 2

人工知能数
学 1. 5

デバイス・
ネットワーク 1. 5

サーバ・
ネッ ト ワー
ク

1. 5

9. 0

I oTデバイ
スプロ グラ
ミ ン グⅠ

1

I oTデバイス
プログラミン
グⅢ

2

単位以
上

制御工学基
礎 2

I oTデバイス
プログラミン
グⅡ

1

力学

2

制御工学基
礎 2

材料力学・
材料工学 2

ロ ボッ ト 機
構 2

機械設計

2

ロ ボッ ト 制
御 2

展開科
目 必修

企画・発想
法 1. 5

プロ ジェ ク
ト マネジメ
ン ト

2

知的財産権
論 2

グロ ーバル
市場化戦略 2

持続可能な
社会 2

20. 5 20. 5

チームワー
クとリーダー
シップ

1. 5

企業経営論

2

ベンチャー
起業経営 1. 5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科
目
4

単位

卒業要件 計 124 単位以上

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

地域共創デザイ ン 実習

演習
必修
4単位

研究
制作

ﾛﾎﾞｯﾄ

講義
・

演習

ビジネス
教養

講義
・

演習

学科
包括

数学
物理
英語

AI

選択

Pyt honプロ
グラ ミ ン グ 1. 5

I oT

センサ・アク
チュエータ 2

データ解析

1. 5

I oTサービ
スデザイ ン 2

I oTシステム
開発Ⅰ 3

I oTシステム
開発ⅡI oT

人工知能シ
ステム開発
Ⅱ

3

人工知能応
用 2

人工知能シ
ステム開発
Ⅰ

2

メディア情報
処理実習 1

3

5. 0 臨地実務実習Ⅱ 7. 5 臨地実務実習Ⅲ 7. 5

学科
共通

ソ リ ュ ー
ショ ン 開発
Ⅱ

4

ソ リ ュ ー
ショ ン 開発
Ⅰ

2

講義
・

演習

単位

基盤

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ

AI

履修モデル  工科学部　情報工学科　　ロボット開発コース 資料16

　科目区分 １年 ２ 年 ３ 年 ４ 年

科目種別 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



4

履修方法
必修/選

択
科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科
目 必修

グローバルコ
ミ ュ ニケー

ショ ン

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅠa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅠb

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅡa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅡb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅢa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅢb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と 倫理

2

単位 単位 比較文化論

2

コ ミ ュ ニ
ケーショ ン
と 記号論

2

感性をはか
る 2

必修

20
単位

必修

9
単位

選択

5
単位以上

学科包括

コンテンツ
デザイン概
論

2

職業専
門

科目

線形代数

2

統計論

2

技術英語

2

解析学

2

必修

コンピュータ
グラフィック
スⅠ

2

コンピュータ
グラフィック
スⅡ

2

79. 5 39

情報
通信

電子情報工
学概論 2

単位
以上

単位 ゲーム構成
論Ⅰ 2

プログラミン
グ言語基礎 1. 5

ゲームアル
ゴリズム 2

ゲームAI Ⅰ

1. 5

ゲームプロ
グラム構成
基礎Ⅰ

3

コンテンツ制
作マネジメン
ト

2

エンタテイン
メント設計 1.5

デジタル造
形Ⅰ 3

デジタ ル造
形Ⅱ 3

映像論

2

CGデザイン
基礎 1. 5

ゲームプロ
グラム構成
基礎Ⅱ

1. 5

ゲームプロ
グラミングⅠ 1.5

ゲームプロ
グラミングⅡ 1. 5

ゲームプロ
グラミングⅢ 1

選択

6. 5
単位以上 ゲーム構成

論Ⅱ 1. 5

ゲームデザ
イン実践演
習

1

インター
フェースデザ
イン

1

デジタル映
像表現技法
基礎

1. 5

デジタル映
像表現技法
応用

3

デジタル
キャラクタ実
践演習

3

インター
フェースデザ
イン

1

CGアニメ ー
ショ ン総合
演習

1

展開科
目 必修

企画・発想
法

1. 5

プロジェ ク
ト マネジメ
ント 2

知的財産権
論

2

グローバル
市場化戦略

2

持続可能な
社会

2

20. 5 20. 5

チームワー
クとリーダー
シップ 1. 5

企業経営論

2

ベンチャー
起業経営

1. 5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科
目

必修

4 4

単位 単位

卒業要件 計 124 単位以上

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

地域共創デザイ ン実習

演習
研究
制作

CG

講義
・

演習

ビジネス
教養

1. 5

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾗﾝﾅｰ）

ゲームAI
Ⅱ 3

ゲームプロ
グラム構成
基礎Ⅲ

3

講義
・

演習

数学
物理
英語

ｹﾞｰﾑ

CG

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾏｰ）

CGアニメー
ション総合実
習Ⅱ

2

ゲームハー
ド概論

CG

CGアニメー
ション総合実
習Ⅰ

3

2

臨地実務実習Ⅲ 7. 5

学科
共通

デジタルコン
テンツ総合
実習

3

デジタルコンテンツ制作応用

6

講義
・

演習

基盤

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5 臨地実務実習Ⅱ 7. 5

ｹﾞｰﾑ

ゲーム制作
技術総合実
習Ⅰ

3

ゲーム制作
技術総合実
習Ⅱ

履修モデル　工科学部 デジタルエンタテインメント学科　ゲームプロデュースコース（プログラマー系） 資料16

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期後期 前期 後期 前期科目種別 前期 後期 前期

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



5

履修方法
必修/選

択
科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科
目 必修

グローバルコ
ミ ュ ニケー

ショ ン

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅠa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅠb

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅡa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅡb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅢa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅢb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と 倫理

2

単位 単位 比較文化論

2

コ ミ ュ ニ
ケーショ ン
と 記号論

2

感性をはか
る 2

必修

20
単位

必修

9
単位

選択

5
単位以上

学科包括

コンテンツ
デザイン概
論

2

職業専
門

科目

線形代数

2

統計論

2

技術英語

2

解析学

2

必修

コンピュータ
グラフィック
スⅠ

2

コンピュータ
グラフィック
スⅡ

2

79. 5 39

情報
通信

電子情報工
学概論 2

単位
以上

単位 ゲーム構成
論Ⅰ 2

プログラミン
グ言語基礎 1. 5

ゲームアル
ゴリズム 2

ゲームAI Ⅰ

1. 5

ゲームプロ
グラム構成
基礎Ⅰ

3

コンテンツ制
作マネジメン
ト

2

エンタテイン
メント設計 1.5

デジタル造
形Ⅰ 3

デジタ ル造
形Ⅱ 3

映像論

2

CGデザイン
基礎 1. 5

ゲームプロ
グラム構成
基礎Ⅱ

1. 5

ゲームプロ
グラミングⅠ 1.5

ゲームプロ
グラミングⅡ 1. 5

ゲームプロ
グラミングⅢ 1

選択

6. 5
単位以上 ゲーム構成

論Ⅱ 1. 5

ゲームデザ
イン実践演
習

1

インター
フェースデザ
イン

1

デジタル映
像表現技法
基礎

1. 5

デジタル映
像表現技法
応用

3

デジタル
キャラクタ実
践演習

3

インター
フェースデザ
イン

1

CGアニメ ー
ショ ン総合
演習

1

展開科
目 必修

企画・発想
法

1. 5

プロジェ ク
ト マネジメ
ント 2

知的財産権
論

2

グローバル
市場化戦略

2

持続可能な
社会

2

20. 5 20. 5

チームワー
クとリーダー
シップ 1. 5

企業経営論

2

ベンチャー
起業経営

1. 5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科
目

必修

4 4

単位 単位

卒業要件 計 124 単位以上

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

地域共創デザイ ン実習

演習
研究
制作

CG

講義
・

演習

ビジネス
教養

1. 5

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾗﾝﾅｰ）

ゲームAI
Ⅱ 3

ゲームプロ
グラム構成
基礎Ⅲ

3

講義
・

演習

数学
物理
英語

ｹﾞｰﾑ

CG

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾏｰ）

CGアニメー
ション総合実
習Ⅱ

2

ゲームハー
ド概論

CG

CGアニメー
ション総合実
習Ⅰ

3

2

臨地実務実習Ⅲ 7. 5

学科
共通

デジタルコン
テンツ総合
実習

3

デジタルコンテンツ制作応用

6

講義
・

演習

基盤

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5 臨地実務実習Ⅱ 7. 5

ｹﾞｰﾑ

ゲーム制作
技術総合実
習Ⅰ

3

ゲーム制作
技術総合実
習Ⅱ

履修モデル　工科学部 デジタルエンタテインメント学科　ゲームプロデュースコース（プランナー系） 資料16

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期後期 前期 後期 前期科目種別 前期 後期 前期

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



6

履修方法
必修/選

択
科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科
目 必修

グローバルコ
ミ ュ ニケー

ショ ン

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅠa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅠb

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅡa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅡb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅢa

2

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅢb

1

英語コ ミ ュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と 倫理

2

単位 単位 比較文化論

2

コ ミ ュ ニ
ケーショ ン
と 記号論

2

感性をはか
る 2

必修

20
単位

必修

9
単位

選択

5
単位以上

学科包括

コンテンツ
デザイン概
論

2

職業専
門

科目

線形代数

2

統計論

2

技術英語

2

解析学

2

必修

コンピュータ
グラフィック
スⅠ

2

コンピュータ
グラフィック
スⅡ

2

79. 5 39

情報
通信

電子情報工
学概論 2

単位
以上

単位 ゲーム構成
論Ⅰ 2

プログラミン
グ言語基礎 1. 5

ゲームアル
ゴリズム 2

ゲームAI Ⅰ

1. 5

ゲームプロ
グラム構成
基礎Ⅰ

3

コンテンツ制
作マネジメン
ト

2

エンタテイン
メント設計 1.5

デジタル造
形Ⅰ 3

デジタ ル造
形Ⅱ 3

映像論

2

CGデザイン
基礎 1. 5

ゲームプロ
グラム構成
基礎Ⅱ

1. 5

ゲームプロ
グラミングⅠ 1.5

ゲームプロ
グラミングⅡ 1. 5

ゲームプロ
グラミングⅢ 1

選択

6. 5
単位以上 ゲーム構成

論Ⅱ 1. 5

ゲームデザ
イン実践演
習

1

インター
フェースデザ
イン

1

デジタル映
像表現技法
基礎

1. 5

デジタル映
像表現技法
応用

3

デジタル
キャラクタ実
践演習

3

インター
フェースデザ
イン

1

CGアニメ ー
ショ ン総合
演習

1

展開科
目 必修

企画・発想
法

1. 5

プロジェ ク
ト マネジメ
ント 2

知的財産権
論

2

グローバル
市場化戦略

2

持続可能な
社会

2

20. 5 20. 5

チームワー
クとリーダー
シップ 1. 5

企業経営論

2

ベンチャー
起業経営

1. 5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科
目

必修

4 4

単位 単位

卒業要件 計 124 単位以上

デジタルコンテンツ制作応用

6 3

デジタルコン
テンツ総合
実習

臨地実務実習Ⅲ

CGアニメー
ション総合実
習Ⅰ

3 2

CGアニメー
ション総合実
習Ⅱ

履修モデル　工科学部 デジタルエンタテインメント学科　ＣＧアニメーションコース 資料16

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期前期後期 前期 後期科目種別 前期 後期 前期

講義
・

演習

基盤

臨地実務実習Ⅱ 7. 5

ｹﾞｰﾑ

ゲーム制作
技術総合実
習Ⅰ

3

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5

ゲーム制作
技術総合実
習Ⅱ

2

CG

学科
共通

講義
・

演習

ｹﾞｰﾑ

CG

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾏｰ）

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾗﾝﾅｰ）

数学
物理
英語

3

ゲームプロ
グラム構成
基礎Ⅲ

3
ゲームAI
Ⅱ

演習
研究
制作

CG

講義
・

演習

ビジネス
教養

1. 5

地域共創デザイ ン実習

7. 5

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

ゲームハー
ド概論

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



1 
 

コース運用の概要 
 
 

 
 

資料 17 



1 
 

（是正事項） 工科学部  デジタルエンタテインメント学科 
  

５．＜教育課程が不適切＞ 
養成する人材像等を踏まえると、学生が数学等の理論的な内容を基礎から段階

的に学修を行い修得する必要があるが、そのような体系的な教育課程となって

いない。例えば、科目間で内容が重複している科目が散見される、授業内容が

過重であるなど、教育課程が体系的に配置されていないため、適切に改めるこ

と。【２学科共通】 

 
（対応） 
  （対応） 
審査意見 1 や 6 などを鑑み、教育課程を抜本的に見直す。 
当該是正意見にある科目間の重複や、単独授業内の内容また分量の過密に加え、大学の目的、

設置の趣旨・必要性、養成する人材像を考慮し、基礎から段階的に学修することに留意した。 

加えて本審査意見から、教育課程を抜本的に見直し修正を行なった。また、教育課程の体系が明

確になるように、従来のカリキュラム配置図（資料 8）に加え、新たに、カリキュラムツリーを

作成した（資料 9）。このカリキュラムツリーは、学科別にまとめたものと、コース別にまとめ

たものと、当該審査意見にある、数学などの理論科目に特化したツリーがある。 
 以下に、見直した教育課程について詳細を記す。 
 
 
◆教育課程の体系の変更の総論 

まず１年次については、1 年次前期に学修の動機づけに当たる科目を基本的に配置し、理論的

な内容等を学ぶ科目については 1 年次後期から基本的に学修が始まるようにしている。このよう

な教育課程にした理由は、従来の大学では 1 年次前期から、卒業に向けて段階的に理論を積み上

げていくが、学生が入学時に持つ学修の動機、好奇心、興味関心をより鮮明にさせるとともに、

理論が未定着なことによって、創造的な制作・開発の体験をより可能とさせるためである。その

体験を一度経た上で、学生は工科学部に相応しい線形代数や解析学などの理論を学ぶ。 
2年次以降は、極力PBLを意識し、ディプロマ・ポリシーにある「分析」と「判断」を涵養す

る理論系科目と、ディプロマ・ポリシーにある「創造（力）」と「プロトタイプ開発」を涵養す

る演習科目と同時に学べるように留意するとともに、講義・演習が実習と交互に配置されるよう

に配慮した。このように、教育課程が体系立てられることによって、分析、判断、創造、プロト

タイプ開発という 4 つの項目が効果的に学べる。よって、本学の科目には、講義や演習といった

区分が明確化された授業のみならず、講義・演習科目か混在している。 
2 年次以降は、極力 PBL を意識し、理論も演習と同時に学べるように留意するとともに、講

義・演習が実習と交互に配置されるように配慮した。加えて、実習系の教育課程にも留意した。

デジタルエンタテインメント学科では、1 年次前期の動機づけと 1 年次後期の理論の定着を踏ん

だ後に始まる 2 年次以降の教育課程は、審査意見 4 で述べたコースごとの履修モデルも始まる教

育課程であることから、2 年次の実習はコースそれぞれに特化した実習に変更を行った。一方で、

展開科目に配した学科横断の実習科目である「地域共創デザイン実習」によって、特定の学問領

域に囚われることなく、課題を俯瞰し問題解決を体感的に同時に学ぶことも可能となっている。

さらに、2 年間の学びの集大成として、2 年次の最終科目を「臨地実務実習Ⅰ」とすることによ

って、最低限のコースごとの知識と教養とともに、社会を俯瞰し問題解決する前に重要な問題発

見のための社会のプロセスを、実社会での学びを通して学ぶという段階的な教育となった。 
 3 年次からは、これまでに学修した知識や能力のさらなる深化とともに、実社会に対しての理

解を深めることのできるような教育課程に変更することで、専門職人材の養成により近づく体系

になった。例えば、実社会でデジタルゲームを開発する場合、ゲームプランナー、プログラマー、

アーティスト、ビジュアルエフェクトエンジニア、ソフトウェア開発部門とハードウェア開発部

門、といった具合に、それぞれの専門職が集まりプロジェクトを進める。そこで、デジタルエン
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タテインメント学科の実習科目においては、ゲーム分野と CG 分野のコースごとの実習科目を 3
年次で高度化するが、引続いて実施する 3 年次後期の「デジタルコンテンツ制作応用」、4 年次

前期の「デジタルコンテンツ総合実習」では、これらの専門職グループの共同作業として１つの

プロジェクトに取り組むことを体験するために、学科横断でのチーム編成を行う。 
さらに展開科目には、実社会を理解する科目を置いている。先に述べた、コース横断の実習科

目は、社内の能力を結集し創造する能力や隣接他部署とのコミュニケーション力を高めることは

できるが、実社会の課題を俯瞰し創造するための知識・理解、能力や、クライアント、顧客、仕

入れ先、業務委託先など、社外と効果的なコミュニケーションを取るための実社会の深い理解が

不足しているであろう。そこで、3 年次以降の展開科目には、知的財産権、ファイナンス、企業

組織、法務、人材、CSRなどを学ぶ科目を配している。展開科目の目的などの詳細については、

審査意見 6 にて改めて回答する。 
 3 年次からの教育課程は 1 年次や 2 年次に見られる、学問の追及、分析ではなく、創造（統合）

にシフトされており、養成する人材像と整合性が高いと考える。さらに、これらを強化するため

に、これらの創造も講義・演習、学内実習と臨地実務実習とを往復することでより、専門職とし

て確かな実践力を養成することができるような教育課程に変更を行った。 
 「臨地実務実習Ⅱ」は 3 年次の後期に配され、コース別の学修が終盤に差しかかり、専門職と

して必要な知識をある程度修得しているタイミングで取り組むことができる。加えて、展開科目

の一部によって、対象社会のビジネスルールやプロセスの理解も最低限備えている。よって、3
年次後期に配された「臨地実務実習Ⅱ」の到達目標は「製品、業務内容、ビジネスプロセスなど

の問題点の発見や課題の理解」が相応しい。 
 先に述べた「デジタルコンテンツ総合実習」は、2 年次に配された「地域共創デザイン実習」

での課題を発展させ、最終的にプロトタイプ生み出すための学内実習の総まとめとして位置づけ

ており、専門技術の習得のまとめであると同時に、最終課題と言ってもよい、「臨地実務実習Ⅲ」

と「卒業研究制作」を繋ぐ科目として、重要な位置づけとなっている。 
 先に述べた「臨地実務実習Ⅲ」は 4 年次前期に配され、総合科目に配された、卒業研究制作を

除く全ての教育課程が履修されたタイミングで行われる。「臨地実務実習Ⅲ」の到達目標は、本

学のディプロマ・ポリシーにある“7. プロトタイプを実際に開発する能力を有している。”に直

結している。 
 そして、今までの学びの総まとめとして位置する科目が「卒業研究制作」である。1 年次の学

修の動機づけと身につけた理論、2 年次の「地域共創デザイン実習」による自治体や地域企業な

どの課題を解決するプロトタイプのデザインを通して制作や研究を実践し、3、 4 年次のソリュ

ーション開発Ⅰ、Ⅱ」と「デジタルコンテンツ総合実習」によって「地域共創デザイン実習」で

の課題を専門職として発展させ、「卒業研究制作」で学生一人一人がまとめる。そのような重要

な位置づけとなっているのが、「卒業研究制作」である。 
 
 以上のことから、これらの修正によって本学の教育課程の編成について、段階的かつ横断的に

理論と実践が融合されているとともに、それらの積み上げによって、ディプロマ・ポリシーに到

達できる教育課程となった。これらを可視化するため、資料 9 にカリキュラムツリーを新たに追

加する。カリキュラムツリーによって、カリキュラムマップやカリキュラム配置図にはなかった、

個々の科目のつながり、流れ、関連性がより鮮明に分かるようになった。 
  
 
 
  
◆カリキュラム・ポリシーの変更について 
 当該審査意見、及び審査意見 1 に伴い、カリキュラム・ポリシーの変更を行った。以下に詳細

を記す。 
 
 カリキュラム・ポリシー変更の要点は、①デザイン学に関する文言の削除、および修正、②職

業専門科目と展開科目の見直しによる修正、③各ディプロマ・ポリシーとの整合性である。特に
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③は、ディプロマ・ポリシーのどの項目を主として対応しているカリキュラム・ポリシーなのか

を明確にするために、ディプロマ・ポリシーの各項目に通し番号を振り（以下、DP No.）、そ

の DP No.を対応するカリキュラム・ポリシーに記載し、ディプロマ・ポリシーと、カリキュラ

ム・ポリシーとの整合性を明確化した。（資料 10） 
 
 ＜東京国際工科専門職大学 カリキュラム・ポリシー（大学教育課程の編成・実施方針）＞ 

東京国際工科専門職大学では、ディプロマ・ポリシーに掲げた学修成果を得るために、デザイ

ン思考の教育課程を編成する。 
学修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のように定める。 
＜教育課程の区分＞ 
 教育課程は①対象領域を俯瞰し、②問題・課題を発見し、③解決策を考え、④プロトタイプ

を開発し、⑤評価から①に戻る一連の過程に必要な知識、能力を得られる教育課程とする。 
 専門職人材としてプロトタイプ開発を行う実践力とビジネスセンスを磨き倫理観をもって対

象領域にアプローチするために必要な科目を配する。 
 
 実習科目を中心として志向・態度を学び、チャレンジ精神、向上心、探究心を涵養する 
 
＜教育内容・方法＞ 
本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・履修登

録のみならず、より良い教育及び学修を円滑に運営するための人間環境を整え「個に対する教育」

を行う。 
（学修方法） 
科目が初歩的なものから専門的なものへと進行する配置の中で、初歩的過程で学んだ科目内容

が、どのようにして専門的な科目の基礎をなすか、また専門的科目の内容がどのようにして社会

にどのように役立つかを実習科目や総合科目を通じて学ぶ。この実感が、“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”の基礎となる。したがって、科目配列は特に１年次では最初

に動機付け及びトピックへのエクスポージャを目的とした科目によって原理や理論を深く学ぶの

ではなく、何に使われているかを中心に理解する。その後に原理や理論を学ぶ科目を配置してい

る。これは自分が持っている社会に役立ちたいという動機が、学問によって裏付けられることを

経験し、実感的動機を科目学修動機に変換させることでもある。それに基づいて、専門的な科目

は動機を満たすものとして自発的に学習することが可能となる。これを実現するために、実務経

験のある教員から何を学ぶかを知り、また実習、演習、インターンシップなども、漫然と課題に

向かうのでなく、自発的に学習するものとして位置づけることができるものとなる。 
 
 
 
 
 
 
 ＜工科学部 カリキュラム・ポリシー（大学教育課程の編成・実施方針）＞ 
工科学部では、ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけることができるように、以下のよ

うに教育課程を編成する。このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学修方法･学修

過程、学修成果の評価の在り方は以下のように定める。 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理解の科目を置く  広義のデザインに

おける感性的思考を支援する知識・理解の科目を基盤科目として添える。これらを基盤科目

群とする。 
 “Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する

科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの汎用的技能を育成する科目を置く 
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【職業専門科目】 
 設定された問題を解決するための理論科目と、正確な判断力を養成する科目を置く。これら

の科目は職業専門科目の講義科目として配する 
 問題・課題解決のために知識を総合し、価値創造の方法論を学ぶ科目を配する。 
【職業専門科目と展開科目における実習科目】 
 プロトタイプ開発を主軸とする実習科目を配置する 
 俯瞰力と問題発見力を涵養する実習科目を配置する 
 多くの実習科目を通し、新しいモノ・コトでも躊躇せず、変化を好んで対応し、対話を通じ

て他者と協力し、机上のデータだけではなく、自分の目で見て耳で聞く行動指針を養成する 
【展開科目】 
 ビジネスの仕組みと関連する知識を養成する科目を配置する 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知識を学ぶ 
 実習による実践だけではなく、協調性をもって、チームメンバーとして主体的に行動する、

または、リーダーとして、指導力を発揮する原理を学ぶ科目を配する 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制作を実施します。この科目は、英語での発表を義務

付けている 
 
＜教育内容・方法＞ 
（教育方法） 
 本学では「担任制度」を設け、学生１０名程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・履修

登録のみならず、より良い教育及び学修を円滑に運営するための人間環境を整え「個に対する教

育」を行う。 
（学修方法） 
科目が初歩的なものから専門的なものへと進行する配置の中で、初歩的過程で学んだ科目内容

が、どのようにして専門的な科目の基礎をなすか、また専門的科目の内容がどのようにして社会

にどのように役立つかを実習科目や総合科目を通じて学ぶ。この実感が、“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”の基礎となる。したがって、科目配列は特に１年次では最初

に動機付け及びトピックへのエクスポージャを目的とした科目によって原理や理論を深く学ぶの

ではなく、何に使われているかを中心に理解する。その後に原理や理論を学ぶ科目を配置してい

る。これは自分が持っている社会に役立ちたいという動機が、学問によって裏付けられることを

経験し、実感的動機を科目学修動機に変換させることでもある。それに基づいて、専門的な科目

は動機を満たすものとして自発的に学習することが可能となる。これを実現するために、実務経

験のある教員から何を学ぶかを知り、また実習、演習、インターンシップなども、漫然と課題に

向かうのでなく、自発的に学習するものとして位置づけることができるものとなる。 
 
＜学修成果の評価＞ 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の 8 割以上の出席・課題提出を前提とし、その上で、各授業に応じ

て評価することとする。詳細の評価については、各種シラバスで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先の企業との連携の重要性から、必ずルーブリック評

価表を用い、公平で客観的かつ厳格な成績評価を行うこととする。詳細の評価については、各種

シラバスで明示する。 
 
 
 ＜デジタルエンタテインメント学科 カリキュラム・ポリシー（大学教育課程の編成・実施方

針）＞ 
デジタルエンタテインメント学科ではディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけることが

できるように、以下のように教育課程を編成する。このように体系立てられ編成される教育課程
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に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理解の科目を置く 
 “Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する

科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの汎用的技能を育成する科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理論科目として数学とともに、技術

の基礎的な知識に関する理論科目を配置する。「コンピュータグラフィックスⅠ」「電子情報

工学概論」「ゲーム構成論Ⅰ」「線形代数」「解析学」「コンピュータグラフィックスⅡ」「統

計論」「ゲームアルゴリズム」「コンテンツ制作マネジメント」「映像論」「ゲーム構成論Ⅱ」

「ゲームハード概論」「技術英語」 
 問題解決のためにデジタルゲーム、およびコンピュータグラフィックス技術を統合し、価値

創造の方法論を学び芸術的感性を涵養する科目を配する。「ゲームプログラム構成基礎Ⅰ」

「デジタル造形Ⅰ」「CG デザイン基礎」「プログラミング言語基礎」「デジタル造形Ⅱ」「ゲ

ーム AIⅠ」「エンタテインメント設計」「ゲームプログラム構成基礎Ⅱ」「デジタル映像表現

技法基礎」「ゲームプログラム構成基礎Ⅲ」「デジタル映像表現技法応用」「ゲームプログラ

ミングⅠ」「ゲームデザイン実践演習」「デジタルキャラクタ実践演習」「ゲームプログラミ

ングⅡ」「インターフェースデザイン」「ゲームプログラミングⅢ」「ゲームAI Ⅱ」「CGアニ

メーション総合演習」 
【職業専門科目と展開科目における実習科目】 
 デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ知的好奇心を向上させながら探

究心を身につけるとともに、チャレンジ精神を養成する。 
 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、CG）と対象領域が抱える問題を見つけるための俯

瞰力と問題発見力、その問題を解決するための知識の総合力を養成する科目を配する。 
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテンツ創造実習」「デジタルコンテンツ総合実習」

「地域共創デザイン実習」「ゲーム制作技術創造実習Ⅰ、Ⅱ」「CG アニメーション総合実

習Ⅰ、Ⅱ」 
【展開科目】 
 専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する手法を講義と演習を組み合わせ

て学ぶ 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知識を養成する 
 社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経営資産についての知識を習得す

る科目を配する 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制作を実施する。この科目は、英語での発表を義務付

けている。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・履修

登録のみならず、より良い教育及び学修を円滑に運営するための人間環境を整え「個に対する教

育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指したそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシーに

従って作成されたシラバスによって学修進行し、シラバスに予め記された評価の方法によって科

目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目においては定められた順序に科目取得を行う。 
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(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得していなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価についてはスタディーログとして記録し、教育の評価や点検

の材料として積極的に利用した教育方法論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学生に開示する。評価の客観性を得るために必要な

科目にはルーブリック評価を取り入れる。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基づき

学生指導を実施する。学生アンケートによりカリキュラムの評価を行い次年度に活かす。 
 
 
 
  
◆体系を立てるために大きく変更を行った科目 
 上記の教育課程にするために、ほぼ全ての科目について何らかの修正を行った。基本的には段

階的な学修のための変更や、科目間の重複、内容の過密性の修正だが、明らかに不足していた項

目を担保するために、新たに加えた授業がいくつかあるため以下に詳細を説明する。 
 
① 「コンピュータグラフィックス I」「コンピュータグラフィックスⅡ」 

「（旧）造形のための数理」、「（旧）数理造形論」において、物理に関する理論の内容が不

十分であったため、内容を精査するとともに段階的に学べるように連続科目として授業を配した。 
② 「ゲーム AI I」、「ゲーム AI Ⅱ」 

養成する人材像と教育課程を照らし合わせた時に、十分なデジタルコンテンツの理解と技能の

習得に対して昨今の人工知能といった観点からの教育が不十分であったため、新たに「ゲーム

AI I」、「ゲーム AI Ⅱ」の授業を配した。 
 
 
 ■科目間で内容重複、単体授業における授業内容の過重調整や配当年次の調整 
 上記で既に述べたように、全授業科目の計画を見直し、ほぼ全ての授業に対し修正を行っ

た。全ての修正はシラバスで行ったため、以下、内容の過密性の修正、適切な学修量のための

配当年次の修正について、抜粋し説明する。 
【過重調整】 

デジタルエンタテインメント学科における「デジタル造形 I」及び「デジタル造形 II」につい

て、内容が過密であったため、どちらも授業数を増やす（単位数を増やす）ことで対応を行った。

他授業の内容も精査し、「デジタルキャラクタ実践演習」の授業とともに、キャラクタモデリン

グやアニメーション理論や技術を学ぶ機会を適切に増加させるとともに、冗長的なデッサンの授

業を集約することで授業スピードの適正化をはかった。 
【配当科目数の修正】 
 基礎科目に配した「社会と倫理」について、1 年次前期から 3 年次前期に年次を変更した。

1 年次には、補講科目として「基礎英語」、「基礎数学」、「基礎物理」といった、入学時

の能力差を担保する科目も配置するために、申請書では見えてこなかった配当科目が集中と

いう問題に対し、配当年次を変更することで、履修単位の過重、学修量のバランス調整を行

った。 
 

 
■数学等の理論科目の体系 

資料 9-2-4 に、数学などの理論科目に特化したカリキュラムツリーを記す。この表には、各科

目の授業計画の順番も記した。この図表を見てわかるように、基礎から段階的に学修を行い修

得できるように、授業計画内で順序立てて学修が行われている。単位を与えることはないが、

入学時の学力差異を担保するために、一年次前期に「基礎数学」を配しているため、それも

含めて段階的に理論科目を学修しているといえる。 
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
 
4. 教育課程の編成における考え方及び特色 
教育課程の編成及び実施の方針 

 カリキュラム・ポリシー（大学教育課

程の編成・実施方針） 
本学では以下のようにカリキュラム・ポリシ

ーを定め、教育課程を編成、実施する。参考

資料として教育課程の進行が把握しやすいカ

リキュラム配置（資料 8）や、教育課程の科

目群が把握しやすいカリキュラムツリー（資

料 9）を添付する。また、各ディプロマ・ポ

リシーに対して以下のカリキュラム・ポリシ

ーがどのように対応しているのかが明確にな

るように（資料 10）を添付する。 
 
4.1.1.1 東京国際工科専門職大学のカリキュラ

ム・ポリシー（大学教育課程の編成・実施方

針） 
東京国際工科専門職大学では、ディプロマ・

ポリシーに掲げた学修成果を得るために、デ

ザイン思考の教育課程を編成する。 
学修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方

は以下のように定める。 
＜教育課程の区分＞ 
 教育課程は①対象領域を俯瞰し、②問

題・課題を発見し、③解決策を考え、④

プロトタイプを開発し、⑤評価から①に

戻る一連の過程に必要な知識、能力を得

られる教育課程とする。 
 専門職人材としてプロトタイプ開発を行

う実践力とビジネスセンスを磨き倫理観

をもって対象領域にアプローチするため

に必要な科目を配する。 
 
 実習科目を中心として志向・態度を学

び、チャレンジ精神、向上心、探究心を

涵養する 
 
＜教育内容・方法＞ 
本学では「担任制度」を設け、学生 10名程度

に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・履

修登録のみならず、より良い教育及び学修を

円滑に運営するための人間環境を整え「個に

対する教育」を行う。 
（学修方法） 
科目が初歩的なものから専門的なものへと進

 
４教育課程の編成における考え方及び特色 
教育課程の編成及び実施の方針 

4.1.1 カリキュラム・ポリシー（大学教育課

程の編成・実施方針） 
本学では以下のようにカリキュラム・ポリシ

ーを定め、教育課程を編成、実施する。参考

資料として教育課程の進行が把握しやすいカ

リキュラム配置（資料 9）や、教育課程の科

目群が把握しやすいカリキュラムマップ（資

料 10）を添付する。 
 
4.1.1.1 東京国際工科専門職大学のカリキュラ

ム・ポリシー 
東京国際工科専門職大学では、ディプロマ・

ポリシーに掲げた学修成果を得るために、教

育課程を「基礎科目」、「職業専門科目」、

「展開科目」及び「総合科目」に区分する。

加えて、思考の出発は分析する対象としての

ものではなく、社会に存在する多様な期待で

ある。よって、従来の思考過程を逆転するデ

ザイン志向の教育課程を編成する。 
このように体系立てられ編成される教育課程

に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評価

の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
伝統的な領域科学志向の考え方と異なるデザ

イン志向の論理を身につける感性的思考を支

援する知識群を置く。 
【職業専門科目】 
各専門職を特徴づける教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業を

実施する。数多くの制作経験を通して学生の

入学時に持つ実感的なモノづくりに対し、論

理に裏付けられた表現能力としてさらに展開

される科目群である。 
【展開科目】 
卒業後専門職として歩む道には、専門職の能

力を高めつつ、さらに別な視点や学問領域か

らの取り組みが必要となる。例えば社会のリ

ーダーとして活躍するために必要な知識や、

世界的視野からの問題解決のためのアプロー

チも必要となる。職業専門科目に直接隣接す

る分野ではなく、学修成果を広範な視点から
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行する配置の中で、初歩的過程で学んだ科目

内容が、どのようにして専門的な科目の基礎

をなすか、また専門的科目の内容がどのよう

にして社会にどのように役立つかを実習科目

や総合科目を通じて学ぶ。この実感が、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の基礎となる。したがって、科

目配列は特に１年次では最初に動機付け及び

トピックへのエクスポージャを目的とした科

目によって原理や理論を深く学ぶのではな

く、何に使われているかを中心に理解する。

その後に原理や理論を学ぶ科目を配置してい

る。これは自分が持っている社会に役立ちた

いという動機が、学問によって裏付けられる

ことを経験し、実感的動機を科目学修動機に

変換させることでもある。それに基づいて、

専門的な科目は動機を満たすものとして自発

的に学習することが可能となる。これを実現

するために、実務経験のある教員から何を学

ぶかを知り、また実習、演習、インターンシ

ップなども、漫然と課題に向かうのでなく、

自発的に学習するものとして位置づけること

ができるものとなる。 
 
 
4.1.1.2 工科学部のカリキュラム・ポリシー 
工科学部では、ディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。このように

体系立てられ編成される教育課程に対し、学

修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は

以下のように定める。 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支

援する知識・理解の科目を置く  広義のデ

ザインにおける感性的思考を支援する知

識・理解の科目を基盤科目として添え

る。これらを基盤科目群とする。 
 “Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の根幹に当たる倫理観

を確立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミ

ュニケーションの汎用的技能を育成する

科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を解決するための理論科

目と、正確な判断力を養成する科目を置

く。これらの科目は職業専門科目の講義

科目として配する 

取り組み、入学時の動機を成熟させて卒業時

の動機となる科目である。 
【総合科目】 
個別対象を離れた総合的視点から俯瞰し、新

たなデザイン思考や共創行為が可能となる。

これらの学修は卒業研究制作の学修を通して

社会の課題解決を実際に経験することにより

強化される。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の出席を前提と

し、その上で、各授業に応じて評価すること

とする。詳細の評価については、各種シラバ

スで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先

の企業との連携の重要性から、必ずルーブリ

ック評価表を用い、公平で客観的かつ厳格な

成績評価を行うこととする。 
 
 
4.1.1.2 工科学部のカリキュラム・ポリシー 
工科学部では、工科領域におけるディプロ

マ・ポリシーに掲げる目標を達成するため

に、教育課程を「基礎科目」、「職業専門科

目」、「展開科目」及び「総合科目」に区分

し、講義、演習、実験、実習を適切に組み合

わせた授業科目を開講し、従来の思考過程を

逆転するデザイン志向の教育課程を編成す

る。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
伝統的な領域科学志向の考え方と異なるデザ

イン志向の論理を身につける感性的思考を支

援する知識群を置く。 
①コミュニケーション・スキル： 
 グローバルに活躍するための汎用的技能を

育成する科目を配する。具体的には英語を指

す。これらをグローバル・コミュニケーショ
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 問題・課題解決のために知識を総合し、

価値創造の方法論を学ぶ科目を配する。 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 プロトタイプ開発を主軸とする実習科目

を配置する 
 俯瞰力と問題発見力を涵養する実習科目

を配置する 
 多くの実習科目を通し、新しいモノ・コ

トでも躊躇せず、変化を好んで対応し、

対話を通じて他者と協力し、机上のデー

タだけではなく、自分の目で見て耳で聞

く行動指針を養成する 
【展開科目】 
 ビジネスの仕組みと関連する知識を養成

する科目を配置する 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解を

生み出すための知識を学ぶ 
 実習による実践だけではなく、協調性を

もって、チームメンバーとして主体的に

行動する、または、リーダーとして、指

導力を発揮する原理を学ぶ科目を配する 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制

作を実施します。この科目は、英語での

発表を義務付けている 
 
＜教育内容・方法＞ 
（教育方法） 
 本学では「担任制度」を設け、学生１０名

程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計

画・履修登録のみならず、より良い教育及び

学修を円滑に運営するための人間環境を整え

「個に対する教育」を行う。 
（学修方法） 
科目が初歩的なものから専門的なものへと進

行する配置の中で、初歩的過程で学んだ科目

内容が、どのようにして専門的な科目の基礎

をなすか、また専門的科目の内容がどのよう

にして社会にどのように役立つかを実習科目

や総合科目を通じて学ぶ。この実感が、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の基礎となる。したがって、科

目配列は特に１年次では最初に動機付け及び

トピックへのエクスポージャを目的とした科

目によって原理や理論を深く学ぶのではな

く、何に使われているかを中心に理解する。

その後に原理や理論を学ぶ科目を配置してい

る。これは自分が持っている社会に役立ちた

いという動機が、学問によって裏付けられる

ン科目群とする。 
②倫理： 
 “Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する

科目を据える。これらを倫理科目群とする。 
③社会の中のデザイナー思考： 
  広義のデザインにおける感性的思考を支援

する知識・理解の科目を基盤科目として添え

る。これらを基盤科目群とする。 
 
 
【職業専門科目】 
各専門職を特徴づける教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業を

実施する。数多くの制作経験を通して学生の

入学時に持つ実感的なモノづくりに対し、論

理に裏付けられた表現能力としてさらに展開

される科目群である。 
①デザイン学的思考： 
伝統的な領域科学志向の考え方と異なるデザ

イン志向の論理を身につける科目として学科

包括科目を配する 
②論理的思考・デザイン的思考能力： 
推論過程である帰納法・演繹法はもちろん、

社会の中のデザイナーに必要な仮説検証に必

要な感性を養成する 
③理論と実践力： 
動機の実現を軸としてプロトタイプ制作を行

い、それに必要な基礎知識を身につけられる

教育課程とする 
【展開科目】 
卒業後専門職として歩む道として、専門職の

能力を高めつつ、さらに別な視点や学問領域

からの取り組みが必要となる。例えば社会の

リーダーとして活躍するために必要な知識

や、世界的視野からの問題解決のためのアプ

ローチも必要となる。職業専門科目に直接隣

接する分野ではなく、学修成果を広範な視点

から取り組み、入学時の動機を成熟させて卒

業時の動機となる科目である。 
【総合科目】 
個別対象を離れた総合的視点から俯瞰し、新

たなデザイン思考や共創行為が可能となる。

これらの学修は卒業研究制作の学修を通して

社会の課題解決を実際に経験することにより

強化される。 
 
＜教育内容・方法＞ 
（教育方法） 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程
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ことを経験し、実感的動機を科目学修動機に

変換させることでもある。それに基づいて、

専門的な科目は動機を満たすものとして自発

的に学習することが可能となる。これを実現

するために、実務経験のある教員から何を学

ぶかを知り、また実習、演習、インターンシ

ップなども、漫然と課題に向かうのでなく、

自発的に学習するものとして位置づけること

ができるものとなる。 
 
＜学修成果の評価＞ 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の 8 割以上の出

席・課題提出を前提とし、その上で、各授業

に応じて評価することとする。詳細の評価に

ついては、各種シラバスで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先

の企業との連携の重要性から、必ずルーブリ

ック評価表を用い、公平で客観的かつ厳格な

成績評価を行うこととする。詳細の評価につ

いては、各種シラバスで明示する。 
 
4.1.1.3 情報工学科のカリキュラム・ポリシー 
情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支

援する知識・理解の科目を置く 
 “Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の根幹に当たる倫理観

を確立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミ

ュニケーションの汎用的技能を育成する

科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を分析するためのモデル

構築及び解法の理論科目として数学や、

物理学と共に、情報技術の基礎的な知識

に関する理論科目を配置する。「電子回

路基礎」「コンピュータシステム基礎」

「情報数学」「線形代数」「解析学」

「確率統計論」「データベース基礎と応

用」「技術英語」「情報セキュリティ応

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う。 
（学習方法） 
各科目群は、学年の進行に従って学習が容易

なように配置される。よって、その時々に強

調されるのが、入学から卒業までに、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”という基本を身に着けることで

ある。科目が初歩的なものから専門的なもの

へと進行する配置の中で、初歩的過程で学ん

だ科目が、専門的な科目においてはその科学

や技術が社会にどのように役立つかを学ぶこ

と。この実感が、“Designer in Society（社

会とともにあるデザイナー）”の基礎とな

る。したがって、学習はまず初年度一学期に

自分が持っている社会に役立ちたいという動

機が、学問によって裏付けられることを経験

し、実感的動機を科目学習動機に変換させ

る。それに基づいて、専門的な科目は動機を

満たすものとして自発的に学習することが可

能となる。これを実現するために、実務経験

のある教員から何を学ぶかを知り、また実

習、演習、インターンシップなども、漫然と

課題に向かうのでなく、自発的に学習するも

のとして位置づけることができるものとな

る。 
 
＜学修成果の評価＞ 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の 8 割以上の出

席・課題提出を前提とし、その上で、各授業

に応じて評価することとする。詳細の評価に

ついては、各種シラバスで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先

の企業との連携の重要性から、必ずルーブリ

ック評価表を用い、公平で客観的かつ厳格な

成績評価を行うこととする。詳細の評価につ

いては、各種シラバスで明示する。 
 
 
4.1.1.3 情報工学科のカリキュラム・ポリシー 
情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評
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用」「力学」「人工知能数学」「自然言

語処理」「人工知能数学」「制御工学基

礎」「センサ・アクチュエータ」「材料

力学・材料工学」「データ解析」「技術

英語」 
 問題解決のために情報技術を統合し、価

値創造の方法論を学ぶ科目を配する。

「C 言語基礎」「組込み C,C++言語」

「回路・プリント基板設計」「プログラ

ミング概論」「ソフトウェアシステム開

発」「Python プログラミング」「機械学

習」「デバイス・ネットワーク」「IoT
デバイスプログラミングⅠ」「機械設

計」「深層学習」「画像・音声認識」

「サーバ・ネットワーク」「IoT デバイ

スプログラミングⅡ」「ロボット機構」

「ロボット制御」 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 デザイン思考の実践を含む実習の反復を

通し、学生が持つ知的好奇心を向上させ

ながら探究心を身につけるとともに、チ

ャレンジ精神を養成する。 
 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロ

ボット）と対象領域が抱える問題を見つ

けるための俯瞰力と問題発見力、その問

題を解決するための知識の総合力を養成

する科目を配する。 
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開

発Ⅰ、Ⅱ」「地域共創デザイン実習」「人工

知能システムⅠ、Ⅱ」「メディア情報処理」

「人工知能応用」「IoT システム開発Ⅰ、

Ⅱ」「IoT サービスデザイン」「組込みシス

テム制御実習」「産業用ロボット実習」 
【展開科目】 
 専門職人材として、主体的にかつ協調性

を持って行動する手法を講義と演習を組

み合わせて学ぶ 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解を

生み出すための知識を養成する 
 社会人として相応しい志向と態度を身に

つけるために、経営資産についての知識

を習得する科目を配する。 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制

作を実施する。この科目は、英語での発

表を義務付けている。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
基礎科目群に外国語科目を入学年から卒業年

まで配し、グローバルコミュニケーション力

を養成する。さらに社会倫理、コミュニケー

ション、人の感性など生涯継続して学修する

素養を身につける。 
【職業専門科目】 
職業専門科目群には、専門技術領域を体系的

に修得する科目群とそれを修得するための基

礎的な科目群を配し基礎力とスキルを修得す

る。主に実習科目で行われるプロトタイプ制

作を通して、問題発見力、解決過程でのデザ

イン的思考能力を育成し、新たな価値創造に

重きを置いた教育を行う。 
【展開科目】 
 グローバルな市場化戦略、知的財産、企業

経営論などの将来の専門的活動分野に発展さ

せるのに有効な科目群を配し、本学がめざす

ビジネスリーダの素養を身につける。また、

地域貢献を目的として地域共創デザイン実習

科目を配し、社会や異分野に対し専門性を活

かした強いアンテナを持つ人材育成を行う。 
【総合科目】 
卒業研究制作科目を配する。グローバル展開

の拠点である東京の強みを活かしたビジネス

につながる応用研究をテーマとする。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに記された評価の方法によ

って科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については
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度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え「個

に対する教育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに予め記された評価の方法

によって科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用した教育方法

論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
4.1.1.4 デジタルエンタテインメント学科のカ

リキュラム・ポリシー 
デジタルエンタテインメント学科ではディプ

ロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるこ

とができるように、以下のように教育課程を

編成する。このように体系立てられ編成され

る教育課程に対し、学修方法･学修過程、学修

成果の評価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支

援する知識・理解の科目を置く 
 “Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の根幹に当たる倫理観

を確立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミ

ュニケーションの汎用的技能を育成する

科目を置く 
【職業専門科目】 

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用し、先端技術

を背景とした教育方法論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
4.1.1.4 デジタルエンタテインメント学科のカ

リキュラム・ポリシー 
デジタルエンタテインメント学科ではディプ

ロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるこ

とができるように、以下のように教育課程を

編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
 
 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
基礎科目群に外国語科目を入学年から卒業年

まで配し、グローバルコミュニケーション力

を養成する。さらに社会倫理、コミュニケー

ション、人の感性など生涯継続して学修する

素養を身につける。 
【職業専門科目】 
（学科内共通） 
論理的思考の基盤となる、計算機幾何学やコ

ンピュータ言語の学修と共に芸術的感性及び

論理的思考との関連を重視した科目、例えば

数理造形論や生態の観察と表現を体系的に学

修する。当該学科において必要な論理的思考

のための学修として数理造形論や計算機幾何

学、プログラム言語等を設置している。  
（ゲームプロデュースコース） 
ゲームプロデュースコースでは、デジタルコ

ンテンツの主要産業であるゲームを具体化す

るために、人間の感覚・知覚的特性とマシン

に対する反応や行動などを考慮しながら、ゲ

ームの手順を考えプログラム化する過程を学

ぶ。またゲーム流通にかかわるビジネス戦略

やコンテンツの流通や権利に関する知的財産
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 設定された問題を分析するためのモデル

構築及び解法の理論科目として数学とと

もに、技術の基礎的な知識に関する理論

科目を配置する。「コンピュータグラフ

ィックスⅠ」「電子情報工学概論」「ゲ

ーム構成論Ⅰ」「線形代数」「解析学」

「コンピュータグラフィックスⅡ」「統

計論」「ゲームアルゴリズム」「コンテ

ンツ制作マネジメント」「映像論」「ゲ

ーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」

「技術英語」 
 問題解決のためにデジタルゲーム、およ

びコンピュータグラフィックス技術を統

合し、価値創造の方法論を学び芸術的感

性を涵養する科目を配する。「ゲームプ

ログラム構成基礎Ⅰ」「デジタル造形

Ⅰ」「CG デザイン基礎」「プログラミ

ング言語基礎」「デジタル造形Ⅱ」「ゲ

ーム AIⅠ」「エンタテインメント設計」

「ゲームプログラム構成基礎Ⅱ」「デジ

タル映像表現技法基礎」「ゲームプログ

ラム構成基礎Ⅲ」「デジタル映像表現技

法応用」「ゲームプログラミングⅠ」

「ゲームデザイン実践演習」「デジタル

キャラクタ実践演習」「ゲームプログラ

ミングⅡ」「インターフェースデザイ

ン」「ゲームプログラミングⅢ」「ゲー

ム AI Ⅱ」「CG アニメーション総合演

習」 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 デザイン思考の実践を含む実習の反復

を通し、学生が持つ知的好奇心を向上

させながら探究心を身につけるととも

に、チャレンジ精神を養成する。 
 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、

CG）と対象領域が抱える問題を見つけ

るための俯瞰力と問題発見力、その問

題を解決するための知識の総合力を養

成する科目を配する。 
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテン

ツ創造実習」「デジタルコンテンツ総合実

習」「地域共創デザイン実習」「ゲーム制作

技術創造実習Ⅰ、Ⅱ」「CG アニメーション

総合実習Ⅰ、Ⅱ」 
【展開科目】 
 専門職人材として、主体的にかつ協調

性を持って行動する手法を講義と演習

を組み合わせて学ぶ 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解

等の外的要因についても学ぶ。講義・演習と

ともに PBL を通してトータルなゲームクリエ

ータ・設計家を目指すためのカリキュラムを

構成する。 また、本コースは、プランナーと

プログラマーにさらに細分化される。 
（CG アニメーションコース） 
CG アニメーションコースでは創作イメージ

を具体化するために、対象の観察や法則性の

理解などを基盤として制作までの過程を論理

化する。さらに論理化された創作イメージを

アルゴリズムとして手続化し、その結果を映

像やサウンドなどに表出することで具体化す

る。また出来上がったコンテンツを評価しア

イデアやプログラムを修正しながら作品を得

る過程を学修する。これらの学修の成果は、

広範な分野における CG の応用に展開するこ

とができる。芸術的感性の育成においても、

文理、芸術系の融合を図ったプログラムの工

夫を行っている、CG デザイン・デジタル造

形系科目群の生体の観察と表現では、従来の

美術系教育にみられる観察能力を主としたデ

ッサンとともにデジタルデータやドローイン

グによる平面立体表現も含めて行う。さらに

仮想身体制作では本格的な産業応用に対応す

る時系列モーションデータや身体アニメーシ

ョンデータを制作し、プログラミング能力と

芸術的感性の育成を融合した新しい指向の特

徴的授業を行う。 
【展開科目】 
展開科目では、創業し自立していくための基

礎となる企画・発想法やリーダーシップ論、

経営論などについて学ぶ。 
【総合科目】 
４年間の学修の総合的な結果としての卒業研

究制作を行う。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに記された評価の方法によ

って科目の合否を決定する。 
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を生み出すための知識を養成する 
 社会人として相応しい志向と態度を身

につけるために、経営資産についての

知識を習得する科目を配する 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制

作を実施する。この科目は、英語での発

表を義務付けている。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え「個

に対する教育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに予め記された評価の方法

によって科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用した教育方法

論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
4.1.2 教育課程の体系本学は学生が持つ知的好

奇心を起点とした教育課程の体系をとる。具

体的には 1 年次前期に動機を定着させる科目

を配し、一年次後期に理論の科目を配する。 
 
本学の教育課程の編成における考え方と特色

は以下である。 
まず１年次については、1 年次前期に学修の

動機づけ及び専門技術の紹介（エクスポージ

(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用し、先端技術

を背景とした教育方法論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
 
4.1.2 教育課程の体系本学は学生が持つ知的好

奇心を起点とした「理念的ものづくり」力を

育成する教育課程の体系をとる。それがデザ

イン学的な教育体系であって、具体的には 1
年次前期に動機を定着させる科目を配し、一

年次後期に理論の科目を配する。 
 
近年、技術系教育では自ら起業して新しい市

場を開拓するなど、現在の産業活動の発展に

寄与する人材が想定されるようになった。こ

れは重要な進歩である。しかし本学の設置の

目的は、より大きな課題の達成に置く。それ

は未来の社会的期待に応える産業の創出を目

標としつつ働く専門職に必要な、新しい思考

形式を持つ人材の育成である。この人材の思

考形式とは、課題を発見してその解決策を創

出する思考である。 
従来の大学では、専門が理系、文系の二つの

柱のもとに、それぞれ学問の構造に従って学

部、学科などの組織が作られ、各組織で自立

した教育が行われる。それは基礎科学である

法（基礎）、経（基礎）などの社会科学、文

学などの文系科学、物理などの理系科学と、

専門職に対応する法、経、医、工、農、薬な

どの臨床科学の教育である。その結果、教育

を受けたものは、特定の学問分野における独

自の視点を持つ専門家となる。例えば工学で

いえば、熱力学、電磁気学などの専門家とな

り、企業に入れば様々な製品の創出にその専

門的視点で広く寄与するのが専門的な仕事と
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ャ）に当たる科目（学科包括科目）を基本的

に配置し、理論的な内容等を学ぶ科目につい

ては 1 年次後期から基本的に学修が始まるよ

うにしている。このような教育課程にした理

由は、従来の大学では 1 年次前期から、卒業

に向けて段階的に理論を積み上げていくが、

数学などの基礎的科目の関連性の欠如から学

習興味が喪失することが往々にしてある。そ

こでこれらの科目の前に動機付け科目を配す

ることで、学生が入学時に持つ学修の動機、

好奇心、興味関心をより鮮明にさせるととも

に、理論が未定着であるがゆえに可能になる

創造的な制作・開発の体験をする。その体験

を一度経た上で、学生は工科学部に相応しい

線形代数や解析学などの理論を学ぶ。 
2 年次以降は、極力 PBL を意識し、ディプロ

マ・ポリシーにある「分析」と「判断」を涵

養する理論系科目と、ディプロマ・ポリシー

にある「創造（力）」と「プロトタイプ開

発」を涵養する演習科目と同時に学べるよう

に留意するとともに、講義・演習が実習と交

互に配置されるように配慮した。このよう

に、教育課程が体系立てられることによっ

て、分析、判断、創造、プロトタイプ開発と

いう 4 つの項目が効果的に学べる。よって、

本学の科目には、講義や演習といった区分が

明確化された授業のみならず、講義・演習科

目が混在している。  
加えて、実習系の教育課程にも留意した。情

報工学科では 1 年次前期の動機づけと 1 年次

後期の理論の定着を踏んだ後に始まる 2 年次

以降の教育課程は、コースごとの履修モデル

も始まるため、それに特化した実習が配され

ている。一方で、展開科目に配した学部横断

の実習科目である「地域共創デザイン実習」

によって、特定の学問領域に囚われることな

く、課題を俯瞰し問題解決を体感的に同時に

学ぶことも可能となっている。さらに、2 年

間の学びの集大成として、2 年次の最終科目

を「臨地実務実習Ⅰ」とすることによって、

最低限のコースごとの知識と教養とともに、

社会を俯瞰し問題解決する前に重要な問題発

見のための社会のプロセスを、実社会での学

びを通して学ぶという段階的な教育となっ

た。 
 3 年次からは、これまでに学修した知識や

能力のさらなる深化とともに、実社会に対し

ての理解を深めることのできるような教育課

程に変更することで、専門職人材の養成によ

り近づく体系になった。例えば、情報工学科

される。このような専門職で構成される我が

国の企業は、高性能、長寿命、低価格の製品

で世界を制覇したのであった。この専門家の

思考形式は、与えられた対象を専門的に分析

し、性能の高度化に必要な事項を指摘するこ

とであり、教育はそれを可能にするように行

われてきたのである。 
本学の目標とする思考形式はこれと逆であ

る。思考の出発は分析する対象としてのもの

ではなく、社会に存在する多様な期待であ

る。ここで顕在する期待だけでなく潜在する

期待も含めて「社会的期待」と呼ぶ。まず期

待を探索し、それを実現するための知識を収

集あるいは創出し、それを統合して製品・サ

ービスや技術システム・社会システムなどの

“もの”をデザインする。従来の大学ではもの

から知識を抽出する分析科学的な能力を身に

つけるのに対し、本学では知識から“もの”を
創出するデザイン能力を身につける。 
この生み出す“もの”は「人工物」である。す

ると伝統的な科学が「自然物を思索して知識

を生み出す（Create knowledge through the 
think of existence〈nature〉」のに対し、

「知識を思索して人工物を生み出す（Create 
existence〈artifacts〉through the think of 
knowledge）」と表現することができて、科

学とデザインが逆の構造を持つことが端的に

示される。 
社会的期待はいつの時代にも存在したが、そ

れが学問の世界で明示的に議論されることは

ほとんどなく、したがってその探索と解決に

ついての能力を獲得するための学修を可能に

する大学は存在しなかった。社会的期待は伝

統的な大学教育においては学問の外にあるも

のとされ、それは普通の個人または企業など

の、大学で身につけた学問分野を持つ専門家

を含む組織が探索し決定するものであり、基

本的には各組織に定められた目的の範囲とい

う条件のもとに決定するものとされていた。 
学問が真実の発見を目的とする以上、それは

純粋な知的好奇心のみに駆動されて行われる

思索によって進められるべきであり、社会的

期待のように個人の主観に依存しまた時代に

よって変動するような“世俗的な”ものに関心

を持てば、それが生きるために重要であるこ

とは十分認めるけれども、得られた知識は個

人や時代に影響を受けた偶発的なものとな

り、無意味あるいは貧弱な真実しか得られな

いとする考え方が学問の中心に置かれてきた

し （ Charles Sanders Peirce, Collected 
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で言えば、実社会でソフトウェア・インテン

シブな製品を開発する場合、システムエンジ

ニア、プログラマー、データ分析者、企画

者、ソフトウェア開発部門とハードウェア開

発部門、といった具合に、それぞれの専門職

が集まりプロジェクトを進める。そこで、情

報工学科の実習科目においては、AI 分野、

IoT 分野、ロボット分野のコースごとの実習

科目を 3 年次で高度化するが、引続いて実施

する 3 年次後期の「ソリューション開発

Ⅰ」、4 年次前期の「ソリューション開発

Ⅱ」では、これらの専門職グループの共同作

業として 1 つのプロジェクトに取り組むこと

を体験するために、学科横断でのチーム編成

を行う。これはデジタルエンタテインメント

学科でも同様で、例えば、実社会でデジタル

ゲームを開発する場合、ゲームプランナー、

プログラマー、アーティスト、ビジュアルエ

フェクトエンジニア、ソフトウェア開発部門

とハードウェア開発部門、といった具合に、

それぞれの専門職が集まりプロジェクトを進

める。そこで、デジタルエンタテインメント

学科の実習科目においては、ゲーム分野と

CG分野のコースごとの実習科目を 3年次で高

度化するが、引続いて実施する 3 年次後期の

「デジタルコンテンツ制作応用」、4 年次前

期の「デジタルコンテンツ総合実習」では、

これらの専門職グループの共同作業として１

つのプロジェクトに取り組むことを体験する

ために、学科横断でのチーム編成を行う。 
さらに 2 学科共通の展開科目には、実社会を

理解する科目を置いている。先に述べた、コ

ース横断の実習科目は、社内の能力を結集し

創造する能力や隣接他部署とのコミュニケー

ション力を高めることはできるが、実社会で

の課題を俯瞰し創造するための知識・理解、

能力や、クライアント、顧客、仕入れ先、業

務委託先など、社外と効果的なコミュニケー

ションを取るための実社会の深い理解が不足

しているであろう。そこで、3 年次以降の展

開科目には、知的財産権、ファイナンス、企

業組織、法務、人材、CSR などを学ぶ科目を

配している。 
 3 年次からの教育課程は 1 年次や 2 年次に

見られる、学問の追及、分析ではなく、創造

（統合）にシフトされており、養成する人材

像と整合性が高いと考える。さらに、これら

を強化するために、これらの創造も講義・演

習、学内実習と臨地実務実習とを往復するこ

とでより、専門職として確かな実践力を養成

Papers of Charles Peirce, Vol.1, p.349, C. 
Hartshorne, Paul Weiss (eds.), Thoemmes 
Press, 1931）、それは現代でも根強い考え方

である。  
この思想が人類に、主義主張や立場にかかわ

らずすべての人に常に有用である科学知識を

生み出したことは紛れもない事実である。し

かし現代においてこの事情は一変した。それ

はこの定義に基づく科学の否定ではなく、科

学が無視してきた空間にもう一つ別の知識体

系が存在することの発見である。それは科学

的知識が持つ現実世界への不可避的な影響で

あり、それを探索しない限り伝統的な科学の

正当性の中に安住していることができなくな

ったという事実の出現である。科学が存在の

真実を求めてきたとすれば、もう一つの知識

体系は「影響の真実」と呼ぶべきものであ

る。 
伝統的科学においては、工学や農学などの、

有用性を目標とする分野も作られたが、それ

は物理学や生物学の応用と考えられ、独立の

科学分野とは考えられず、大学の分野として

は認知されてこなかった。我が国でいち早く

それを大学組織に取り込む政策をとったのは

特筆するべき政策であったが、それはあくま

で応用分野という定義のもとに存在していた

のである。 
いま科学技術の社会への影響が大きくなり、

多様化・複雑化するにつれ、その恩恵と脅威

に対する理解が不可欠となり、顕在するか潜

在的かを問わず満たすべき社会的期待を探索

することが重要な仕事となる。これは目的を

定められた組織や制度によっては探索するこ

とができず、自由な個人の社会に対する感受

性を中心とする独創性によってはじめて可能

となる時代が到来した。これは現代の「知的

好奇心」である。発見された期待は、分野を

超えた知識及び新しい知識を使いこなしつつ

解を求めるデザイン型の思考によってその解

が求められる。 
社会的期待実現のために知識を使用する方法

の創出の仕事が新知識を創出する科学的仕事

と並んで重要な時代が到来したことは、既に

平成 11 年の国際科学会議 ICSU と UNESCO
が主催した世界科学会議（World Conference 
on Science, WCS, Budapest）のブダペスト宣

言で明確に述べられている（資料 11）。また

平成 27年の国連で決議された「持続可能な開

発のためのアジェンダ 2030（Sustainable 
Development Goals, SDGs）（資料 3）」に
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することができるような教育課程となってい

る。 
 「臨地実務実習Ⅱ」は 3 年次の後期に配さ

れ、コース別の学修が終盤に差しかかり、専

門職として必要な知識をある程度修得してい

るタイミングで取り組むことができる。加え

て、展開科目の一部によって、対象社会のビ

ジネスルールやプロセスの理解も最低限備え

ている。よって、3 年次後期に配された「臨

地実務実習Ⅱ」の到達目標は「製品、業務内

容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や

課題の理解」が相応しい。 
 先に述べた「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」

や「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジ

タルコンテンツ総合実習」は、2 年次に配さ

れた「地域共創デザイン実習」での課題を発

展させ、最終的にプロトタイプを生み出すた

めの学内実習の総まとめとして位置づけてお

り、専門技術の習得のまとめであると同時

に、最終課題と言ってもよい「臨地実務実習

Ⅲ」と「卒業研究制作」を繋ぐ科目として、

重要な位置づけとなっている。 
 先に述べた「臨地実務実習Ⅲ」は 4 年次前

期に配され、総合科目に配された、卒業研究

制作を除く全ての教育課程が履修されたタイ

ミングで行われる。「臨地実務実習Ⅲ」の到

達目標は、学部・学科以下ののディプロマ・

ポリシーの 7 項に直結している。 
 そして、今までの学びの総まとめとして位

置する科目が「卒業研究制作」である。1 年

次の学修の動機づけと身につけた理論、2 年

次の「地域共創デザイン実習」による自治体

や地域企業などの課題を解決するプロトタイ

プのデザインを通して制作や研究を実践し、

3、4 年次の「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」、

「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジタ

ルコンテンツ総合実習」によって「地域共創

デザイン実習」での課題を専門職として発展

させ、「卒業研究制作」で学生一人一人がま

とめる。そのような重要な位置づけとなって

いるのが、「卒業研究制作」である。 
 
  
上記で明記した教育を具現化するために、例

えば、「線形代数」「解析学」「確率統計

論」等の数学における理論科目は、1 年前期

の「情報工学概論」を前段の科目として後期

に実施する。先ずは手を動かしモノに触れる

ような授業として情報工学科では「情報工学

概論」を、デジタルエンタテインメント学科

おいては、世界においてすべての国が努力し

て実現するべきものとして 17 個の社会的期待

が合意されたものとして明示され詳述され

た。このように、もはや社会的期待は大学や

専門家の外にあるものではなく、大学をはじ

め、諸機関の専門職が重点的に取り組むべき

大きな公的課題になりつつあるのが世界的な

流れである。本学ではこの流れを受け止め、

国内のみならず世界の社会的期待を感知し、

その解決のための方法を身につけ、世界で活

躍する専門職となるべく教育を行う。 
このような従来の思考過程を逆転するデザイ

ン志向の教育は、従来の大学が持つ学部学科

組織の下で個別学問分野を専門とする教員が

行う教育とは異なるものであるが、伝統的人

事構造の中に安住する人材に対する批判が産

業を中心に広範囲に広がり、これを克服する

人材が強く求められ始めた状況に応えるもの

である。したがって、本大学の使命は、前述

の基本的に新しい教育を若者に対して実施す

るだけでなく、企業人の再教育にも大きな責

任を負っていると認識し、社会人学生の入学

も予想している。 
 
上記で明記した教育を具現化するために、例

えば、「確率統計論」「線形代数」「解析

学」等の数学における理論科目は、1 年前期

の「情報工学演習」を前段の科目として後期

に実施する。学問の追及は従来の大学が担う

べき役割であるが、専門職大学である本学は

“分析して原理を用いる”が中心ではなく、入

学時、ひいては入学してくる若者や社会人が

今までの人生の中で大事にしてきた事柄、つ

まり“知的好奇心”から生まれる突発的な発想

に基づく自由なアイデアを中心と据える。も

ちろん、多くの理論・原理を身につけている

ことで、良いモノができることは確かであ

る。しかし、必ずしも理論を修得してからで

ないと、価値創造が生み出せないとは限らな

い。先ずは手を動かしモノに触れるような授

業として情報工学科では「情報工学演習」

を、デジタルエンタテインメント学科では

「コンテンツデザイン概論」等を配し、従来

の工学系大学において 1 年次前期によく見ら

れる理論系の科目を後期に配する。 
さらに「情報工学演習」、と「コンテンツデ

ザイン概論」は学科包括科目として、1 年次

後期から始まる、コース体系をアナウンスす

る科目でもある。各学科内でもさらにコース

別に細分化される本学特有の教育課程ををガ
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では「コンテンツデザイン概論」等を配し、

従来の工学系大学において 1 年次前期によく

見られる理論系の科目を後期に配する。これ

によって学生が入学前に持っていた創造への

期待を学修への動機へと転換する。 
さらに「情報工学演習」、と「コンテンツデ

ザイン概論」は学科包括科目として、1 年次

後期から始まる、コース体系をアナウンスす

る科目でもある。各学科内でもさらにコース

別に細分化される本学特有の教育課程ををガ

イダンスする科目である。加えて、学科の特

性上情報工学科について更に「情報工学演

習」を補佐する「デザインエンジニアリング

概論」も学科包括科目として据える。この科

目は、コース体系をアナウンスしつつ、演習

要素を含んだ科目である「情報工学概論」の

講義部分を補佐する役目を果たす。 
このような、体験かつ学科を包括する科目を

置くことで、何ができるようになるのかを体

感し、体験を通して当該技術が何に役立てら

れるのかを技術の応用側面から理解すること

ができる。これらにより、学修の動機付けと

自らが新たな利用価値を見いだす第一歩を作

り出す。 
加えて、均質な教育が入学する学生に施され

るためには、入学時の学力差について補うこ

とが重要と考えている。そこで、本学では本

申請書にある教育課程として配する科目以外

にも、入学時の学力差補助のために「基礎数

学」、「基礎物理」、「基礎英語」といった

補講科目を配する。 
 
 
4.1.2.1 実践的能力と応用的能力の育成・展開

本学では既に述べたカリキュラム・ポリシー

やディプロマ・ポリシーに定める専門知識と

専門技能、国際コミュニケーション力、価値

創造力、職業的倫理観等を修得させるため

に、職業に密接に関連した学際的な教育内容

を、順次性を考慮し基礎科目、職業専門科

目、展開科目、総合科目の区分で編成する。 
それぞれの科目ではその教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業体

系とし、特に、実践力の育成と学修内容の定

着度向上を図るため、座学（講義）だけの科

目は極力減らし演習と講義を組み合わせた科

目とする。また、実制作実習科目は教育課程

連携協議会の協力や支援を必ず求めること

で、実社会の課題解決経験も得られる実践的

な教育体系にする。 

イダンスする科目である。加えて、学科の特

性上情報工学科について更に「情報工学演

習」を補佐する「デザインエンジニアリング

概論」も学科包括科目として据える。この科

目は、コース体系をアナウンスしつつ、演習

要素を含んだ科目である「情報工学演習」の

講義部分を補佐する役目を果たす。 
このような、体験かつ学科を包括する科目を

置くことで、何ができるようになるのかを体

感し、体験を通して当該技術が何に役立てら

れるのかを技術の利用側面から捉えることが

できる。これらにより、学修の動機付けと自

らが新たな利用価値を見いだす第一歩を作り

出す。 
加えて、均質な教育が入学する学生に施され

るためには、入学時の学力差について補うこ

とが重要と考えている。そこで、本学では本

申請書にある教育課程として配する科目以外

にも、入学時の学力差補助のために「基礎数

学」、「基礎物理」、「基礎英語」といった

補講科目を配する。 
 
 
4.1.2.1 実践的能力と応用的能力の育成・展開

本学では既に述べたカリキュラム・ポリシー

やディプロマ・ポリシーに定める専門知識と

専門技能、国際コミュニケーション力、価値

創造力、職業的倫理観等を修得させるため

に、職業に密接に関連した学際的な教育内容

を、順次性を考慮し基礎科目、職業専門科

目、展開科目、総合科目の区分で編成する。 
それぞれの科目ではその教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業体

系とし、特に、実践力の育成と学修内容の定

着度向上を図るため、座学（講義）だけの科

目は極力減らし演習と講義を組み合わせた科

目とする。また、実制作実習科目は教育課程

連携協議会の協力や支援を必ず求めること

で、実社会の課題解決経験も得られる実践的

な教育体系にする。 
各授業科目の単位数は、専門職大学設置基準

第 14 条に則り、本学では講義 30 時間で 2 単

位、演習と実習は 30 時間で 1 単位を基本とす

る。講義 15 時間と演習を 15 時間合わせた授

業の場合には 1.5 単位としている。 
総合科目ではそれまでに学び得た知識、実践

力、職業倫理観等の集大成となる応用的な科

目を配し、さらに、2 学科それぞれが横断す

ることで部門を越えた応用力等も涵養される

ように配慮した。 
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各授業科目の単位数は、専門職大学設置基準

第 14 条に則り、本学では講義 30 時間で 2 単

位、演習と実習は 30 時間で 1 単位を基本とす

る。講義 15 時間と演習を 15 時間合わせた授

業の場合には 1.5 単位としている。 
総合科目ではそれまでに学び得た知識、実践

力、職業倫理観等の集大成となる応用的な科

目を配し、さらに、2 学科それぞれが横断す

ることで部門を越えた応用力等も涵養される

ように配慮した。 
この教育編成によって、専門領域や特定のマ

ーケット等に縛られることのない問題発見・

解決思考回路や他業種との交流が図れるよう

な人材を育み、実社会を価値創造へ導くこと

のできる応用力を育成する教育編成とする。 
 
 
教育課程を開発・不断の見直しと反映を行う

仕組み 
本学の教育課程において、臨地実務実習を除

く全ての授業は、基本的に本学が契約した教

員によって行われている。また、臨地実務実

習先（受け入れ先）は、全て臨地実務実習施

設使用承諾書を交わすとともに、臨地実務実

習施設の概要に明記がある通り、実習指導

者・事業の概要・該当施設の選定理由等を、

本学に所属する教職員によって確認し適切と

判断できる企業や団体等に限定している。加

えて、海外臨地実務実習を除く全ての臨地実

務実習では、複数人の教職員による巡回によ

って、適切に教育が行われているかが確認さ

れる等、実習水準の確保の方策も取ってい

る。これら臨地実務実習に関する詳細につい

ては後の 11 章で言及する。以上のことから、

本学で必要な授業科目を自ら開講していると

いえる。 
教育課程連携協議会についての詳細は後の 7
章で述べるが、今回、編成・設置される教育

課程は、現代社会特有の複雑化した問題に対

峙できるように教育課程連携協議会の意見等

を反映させ、その時世に合った体系に常に変

化させることで教育課程を開発する。 
例えば、教育課程連携協議会の構成員には、

学校教育法第 11 条 2 項（エ）で定義されてい

るように、臨地実務実習先として本学と連携

を取る事業者が含まれる。この構成員によっ

て臨地実務実習の実態として教育課程に反映

すべき意見が出された場合は、必要に応じて

再検討され、所定の手続きをもって「臨地実

務実習Ⅰ～Ⅲ」に反映されるようにする。こ

この教育編成によって、専門領域や特定のマ

ーケット等に縛られることのない問題発見・

解決思考回路や他業種との交流が図れるよう

な人材を育み、実社会を価値創造へ導くこと

のできる応用力を育成する教育編成とする。 
 
 
豊かな人間性と職業倫理観の涵養 
1 章で述べた通り、本法人の理念は知性と感

性の総合に支えられた「創造力」と「豊かな

人間性」を教育の根幹とした「人間教育」で

あり、本学はこの理念のもと教育を行う。 
「豊かな人間性」とは、各コースに設ける演

習・実習系の科目等で自らの興味や好奇心を

具現化することで得られる達成感や充実感と

ともに、グループワークや実社会における業

務等で出会う葛藤等を通し、集団において現

象する喜怒哀楽を感受することを通じてはぐ

くまれる人間性の育成である。さらに、変化

スピードが速い現代社会の要求に対し、人間

の感性という普遍的な要素を理解すること

は、プロフェッショナル人材の輩出のために

重要であることは明らかである。そこで、本

学では人間が持つ感性を体系的に理解するだ

けでなく、それを設計に応用できるようにす

るために、各学科に心理関係の科目も配置す

る。 
「職業倫理」の教育に関しても本学は重要視

している。従来の教育機関では座学として一

般教養を学ぶ側面と、プラクティカルに特化

した職業倫理を学ぶ側面のどちらか一方であ

ったが、本学では生涯を通して学ぶ必要のあ

る「グローバルコミュニケーション科目」、

「倫理科目」、デザイン学教育のための「基

盤科目」といった学士力に当たる一般教養と

ともに、ビジネス展開のための実践力の養成

に必要な教養科目として、例えば「知的財産

権論」等によって実践力を通して創造された

コンテンツの流通・保護を理解する。 
 
本学の育成するデザイナー像は、仕事の結果

に対する倫理的責任を強く持ちながら、変化

する社会の要請に対して敏感に反応し対応す

る、“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”の育成を目指している。ここで

は、我々が個人としての活動に責任を持つと

ともに、日常的なデザイン行為や使用してい

る技術、社会的な規範に反しないよう高い倫

理性を持って監視する姿勢を持つことが必要

で、これは、健全な社会を維持していくため
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のように本学では教育課程の開発を行う。 
加えて、臨地実務実習を含む全ての実習科目

は必ず教育課程連携協議会の協力や支援を求

める。教育課程連携協議会では、産業界及び

地域社会との連携による授業科目の開設や、

その他の教育課程の編成に関する基本的な事

項などについて議論される。議論に基づき設

置される臨地実務実習や各学科の職業専門科

目に配した実習科目、並びに、産学官の連携

を目的とする「地域共創デザイン実習」によ

って、学生は技術の社会性を現実的に学ぶ。

具体的な関係性は、科目ごとに以下に記す。 
 
「地域共創デザイン実習」 
報工学科とデジタルエンタテインメント学科

の双方に配置したこの科目については、教育

課程連携協議会の主に「地域」・「協力」区

分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマに取り組む際の

企画提案の場の提供等である。 
 
「ソリューション開発Ⅰ」「ソリューション

開発Ⅱ」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマを取り組む際の

共同製品・共同制作物の開発、あるいは企画

提案・報告の場の提供等である。 
 
 
「デジタルコンテンツ制作応用」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力と支援を得る。ここで指す協力と

支援とは、実習テーマ等の共同策定や、その

テーマを取り組む際の共同製品・共同制作物

の開発、あるいは企画提案・報告の場の提供

等である。 
 
「人工知能応用」「IoT サービスデザイン」

「産業用ロボット実習」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力を得る。こ

こで指す協力とは、実習テーマ等の共同策定

等である。 

に重要な行為である。技術が社会に打撃を与

える事例が少なからず存在するが、特に現代

において広範な分野で急速に進展する科学的

知識に依拠するデザインは、その効果が未知

の要因を含むことを認識し、新しいデザイン

が人にとって、また社会・自然環境にとっ

て、常によきものであることを希求する倫理

観を身につけることを学修の中心に置く必要

がある。そして近い将来、専門的な職業人と

して属する企業や起業する個人としても、単

に利益を追求するばかりでなく、企業の組織

的活動が社会に与える影響にも責任を持ち、

社会の発展に貢献するための倫理的な責任に

ついて注視する必要がある。この授業では具

体的な個人や組織の社会における倫理性につ

いて事例を挙げて説明するとともに、我々が

将来に向かって、困難な問題を克服し、持続

可能な社会を維持していくための責任につい

ても専門職が社会に対して持たなければなら

ない倫理について学修する。 
さらに、各臨地実務実習等の実践的な教育を

通して、社会人が持ち合わせなければならな

い職業倫観のみならず、1 章で述べた通り、

結果に対する倫理的責任を強く持ちつつ社会

の要求に敏感に応えられる高いレベルの職業

倫理観を涵養することによって、本学が目指

す、“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”を育成する。 
 
 
教育課程を開発・不断の見直しと反映を行う

仕組み 
本学の教育課程において、臨地実務実習を除

く全ての授業は、基本的に本学が契約した教

員によって行われている。また、臨地実務実

習先（受け入れ先）は、全て臨地実務実習施

設使用承諾書を交わすとともに、臨地実務実

習施設の概要に明記がある通り、実習指導

者・事業の概要・該当施設の選定理由等を、

本学に所属する教職員によって確認し適切と

判断できる企業や団体等に限定している。加

えて、海外臨地実務実習を除く全ての臨地実

務実習では、複数人の教職員による巡回によ

って、適切に教育が行われているかが確認さ

れる等、実習水準の確保の方策も取ってい

る。これら臨地実務実習に関する詳細につい

ては後の 11章で言及する。以上のことから、

本学で必要な授業科目を自ら開講していると

いえる。 
教育課程連携協議会についての詳細は後の 7
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「デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa、Ⅰb」
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力を得る。ここで指す協力とは、実

習テーマ等の共同策定等である。 
 
以上のように、上記の科目については必ず教

育課程連携協議会との関係を持つとともに、

開発・不断の見直しを行う。不断の見直しを

行う体制についての詳細は、7 章にて説明す

る。 
 
ここまで述べてきた実習系授業と、教育課程

連携協議会が効果的に連携を取るための機能

として、本学では分科会を設置している。例

えば、「地域共創デザイン実習」の授業実施

おいては地域区分構成員だけでなく、その関

連企業・団体が複数関わることになるため、

「地域共創デザイン実習」の協力企業・団体

からなる分科会を組織し、授業運営に向けた

取り組みを行うこととしている。その分科会

の位置づけは、教育課程連携協議会規定で以

下のように示している。なお、その分科会

は、授業担当の専任教員も構成員となる。 
 
教育課程連携協議会規定に追加する規定【抜

粋】 
（分科会） 
第７条 本協議会は、教育課程の見直しなど特

定の分野・目的毎に審議するため、必要に応

じ分科会を置くことができる。 
  ２ 分科会長は、本協議会の構成員から

学長が指名する。 
  ３ 分科会に所属する者は、本協議会の

構成員、専任教員及び教育課程の実施におい

て本学と協力する事業者から学長が指名す

る。 
  ４ 分科会長は当分科会での審議の内容

について協議会に報告し、協議会の了承を得

るものとする。 
 
 
 
4.3 4 つの科目区分の目的と科目配置 
専門職大学設置基準第 13 条に規定された 4 科

目区分ごとに各種科目の配置を行い、それら

該当科目の目的が果たされるように配置され

章で述べるが、今回、編成・設置される教育

課程は、現代社会特有の複雑化した問題に対

峙できるように教育課程連携協議会の意見等

を反映させ、その時世に合った体系に常に変

化させることで教育課程を開発する。 
例えば、教育課程連携協議会の構成員には、

学校教育法第 11 条 2項（エ）で定義されてい

るように、臨地実務実習先として本学と連携

を取る事業者が含まれる。この構成員によっ

て臨地実務実習の実態として教育課程に反映

すべき意見が出された場合は、必要に応じて

再検討され、所定の手続きをもって「インタ

ーンシップⅠ～Ⅳ」に反映されるようにす

る。このように本学では教育課程の開発を行

う。 
加えて、臨地実務実習を含む全ての実習科目

は必ず教育課程連携協議会の協力や支援を求

める。教育課程連携協議会では、産業界及び

地域社会との連携による授業科目の開設や、

その他の教育課程の編成に関する基本的な事

項などについて議論される。議論に基づき設

置される臨地実務実習や各学科の職業専門科

目に配した実習科目、並びに、産学官の連携

を目的とする「地域共創デザイン実習」によ

って、学生は技術の社会性を現実的に学ぶ。

具体的な関係性は、科目ごとに以下に記す。 
 
「地域共創デザイン実習」 
情報工学科とデジタルエンタテインメント学

科の双方に配置したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「地域」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマに取り組む際の

企画提案の場の提供等である。 
 
「ソリューション開発Ⅰ」「ソリューション

開発Ⅱ」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマを取り組む際の

共同製品・共同制作物の開発、あるいは企画

提案・報告の場の提供等である。 
 
「デジタルコンテンツ制作応用」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ
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ている（資料 8, 9）。以下、科目区分別に詳

細を記す。 
 
4.3.1 基礎科目 
 本学を卒業したものが、専門職として社会

に身を置き成長する過程において常に基礎と

するべく、学科にかかわりなく共通して学ぶ

基礎的な必修科目である。 
本学が養成する“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”を養成するために

は、学問領域の専門家になることを目標とす

るのではなく社会的期待の充足に専門職とし

て応えたいという強い意志と目標を持った人

に対し、その目標の実現に必要な論理的思考

能力とデザイン思考の涵養が必要で、モノづ

くりの経験や分析を通し社会との共創を行う

ことによって、未来志向の発想力や創造性を

期待している。 
加えて、経済産業省による「大学生の「社会

人観」の把握と 「社会人基礎力」の認知度向

上実証に関する調査」（平成 22 年（資料

12 ））によると、企業が学生に不足している

と挙げる能力と学生自身が不足していると挙

げる能力に明らかなギャップが生じている。

企業側は学生に対し、「主体性」「粘り強

さ」「コミュニケーション力」といった内面

的な基本能力の不足を感じているが、学生

は、技術・スキル系の能力要素が企業から見

たときに不足していると考えている。このギ

ャップを埋めるために、コミュニケーション

力といった能力の養成には注力する必要があ

る。 
そこで本学の基礎科目には、カリキュラム・

ポリシーにもある通り“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”となる為に

最低限必要な能力、例えば、ファッションや

医療といった専門職の分野に関わらず、新し

い思考形式を持ち続けられる人材に必要な能

力、つまり「生涯にわたり自らの資質を向上

させ、社会的及び職業的自立を図るために必

要な能力を育成する」科目を配置する。ま

た、基礎科目に配当する科目には、新しい教

育機関の大学として学士力の養成に必要な科

目とも捕えることができる。よって、主に従

来の大学における教養科目で一部垣間見るこ

とができる授業でもある。 
 
(1) 「専門職のための倫理学」。専門職は、

社会的期待に対する回答を社会に提供す

ることを使命とするのであるから社会に

ーから協力と支援を得る。ここで指す協力と

支援とは、実習テーマ等の共同策定や、その

テーマを取り組む際の共同製品・共同制作物

の開発、あるいは企画提案・報告の場の提供

等である。 
 
「人工知能応用」「IoT サービスデザイン」

「産業用ロボット実習」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力を得る。こ

こで指す協力とは、実習テーマ等の共同策定

等である。 
 
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa、Ⅰb」
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力を得る。ここで指す協力とは、実

習テーマ等の共同策定等である。 
 
以上のように、上記の科目については必ず教

育課程連携協議会との関係を持つとともに、

開発・不断の見直しを行う。不断の見直しを

行う体制についての詳細は、7 章にて説明す

る。 
 
 
 
4.3  4 つの科目区分の目的と科目配置 
専門職大学設置基準第 13条に規定された 4 科

目区分ごとに各種科目の配置を行い、それら

該当科目の目的が果たされるように配置され

ている（資料 9, 10）。以下、科目区分別に詳

細を記す。 
 
4.3.1 基礎科目 
 本学を卒業したものが、専門職として社会

に身を置き成長する過程において常に基礎と

するべく、学科にかかわりなく共通して学ぶ

基礎的な必修科目である。 
本学が養成する“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”を養成するために

は、学問領域の専門家になることを目標とす

るのではなく社会的期待の充足に専門職とし

て応えたいという強い意志と目標を持った人

に対し、その目標の実現に必要な論理的思考

能力とデザイン思考の涵養が必要で、モノづ

くりの経験や分析を通し社会との共創を行う
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対して責任を持つ。したがって組織内で

協調的仕事を行う場合も、個人として仕

事をする場合もともに倫理的であること

が必要条件であり、専門職が社会に対し

て持たなければならない倫理について学

修する。 
(2) 「専門職であるために必要な人格の形

成」。専門職は組織の一員として行動す

るだけでなく個人としての責任において

社会的に行動することを基本とする者で

ある。そのためには専門職に課せられる

固有の人格を持つことが求められ、社会

と人間についての洞察力、行動がもたら

す社会への影響の予測力、未来社会を描

き出す構想力などを基礎として持つ必要

がある。これは分野でいえば、文化人類

学、比較文化論、認知心理学、記号学、

科学哲学、社会哲学、など、職能人とし

て基礎的・汎用的な知識・教養を持つこ

とで達成される。 
(3) 「専門職のためのコミュニケーション

論」。社会的期待の探索のために必要な

理解力、及びデザイン結果とその背景の

思想についての社会への正確な発信力

は、専門職にとって不可欠の条件であ

り、生涯にわたり深化させるべき能力で

あって、その基礎を学修する。具体的に

は、コミュニケーションツールの修得と

ともに、国際的活動のためには英語力が

必要で、この学修も必修である。 
 
 
 
4.3.2 職業専門科目 
職業専門科目は、理論的かつ専門性の高い即

戦力人材を育成するために、演習・実習を重

視した実践的教育を行うための各種科目を配

置する。各学科内でもさらにコース別に細分

化され、より専門的で実践力に富んだ科目を

配置した。また、学科包括科目を職業専門科

目に配し、各学科の分野全般に精通するため

の科目を設置した(資料 9, 10)。学科包括科目

は、それら分野へのイントロダクションと同

時にデザイン思考を支える科目であって、各

学科の分野全般に精通する要素を含んだ科目

でもある。 
これらの配置によって、学生が専攻する分野

において理論的かつ実践的な能力や、専攻す

る学科の全般を俯瞰できるように配慮してい

る。 

ことによって、未来志向の発想力や創造性を

期待している。 
加えて、経済産業省による「大学生の「社会

人観」の把握と 「社会人基礎力」の認知度向

上実証に関する調査」（平成 22 年（資料

12 ））によると、企業が学生に不足している

と挙げる能力と学生自身が不足していると挙

げる能力に明らかなギャップが生じている。

企業側は学生に対し、「主体性」「粘り強

さ」「コミュニケーション力」といった内面

的な基本能力の不足を感じているが、学生

は、技術・スキル系の能力要素が企業から見

たときに不足していると考えている。このギ

ャップを埋めるために、コミュニケーション

力といった能力の養成には注力する必要があ

る。 
そこで本学の基礎科目には、カリキュラム・

ポリシーにもある通り“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”となる為に

最低限必要な能力、例えば、ファッションや

医療といった専門職の分野に関わらず、新し

い思考形式を持ち続けられる人材に必要な能

力、つまり「生涯にわたり自らの資質を向上

させ、社会的及び職業的自立を図るために必

要な能力を育成する」科目を配置する。ま

た、基礎科目に配当する科目には、新しい教

育機関の大学として学士力の養成に必要な科

目とも捕えることができる。よって、主に従

来の大学における教養科目で一部垣間見るこ

とができる授業でもある。 
 
(4) 「専門職のための倫理学」。専門職は、

社会的期待に対する回答を社会に提供す

ることを使命とするのであるから社会に

対して責任を持つ。したがって組織内で

協調的仕事を行う場合も、個人として仕

事をする場合もともに倫理的であること

が必要条件であり、専門職が社会に対し

て持たなければならない倫理について学

修する。 
(5) 「専門職であるために必要な人格の形

成」。専門職は組織の一員として行動す

るだけでなく個人としての責任において

社会的に行動することを基本とする者で

ある。そのためには専門職に課せられる

固有の人格を持つことが求められ、社会

と人間についての洞察力、行動がもたら

す社会への影響の予測力、未来社会を描

き出す構想力などを基礎として持つ必要

がある。これは分野でいえば、文化人類
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 職業専門科目は基本的には学生本人が関心

を持つ課題、すなわち本人の学修動機を実現

するためのプロトタイプ制作を最終目標とす

る 4 年間の学修において、その実現に必要な

関連教科を、専門家になるためでなく実現に

必要なものとして学ぶ。そしてその学修が将

来にわたりより広い分野で活躍できる専門職

として有用な基礎知識を学修するように配置

される。 
 情報工学科を例にとれば、この関係は以下

のようになる。現在急速に進行中の情報通信

技術についての概説科目の履修を通じて、情

報通信技術を理解するとともにそれによって

社会の進展の可能性を知り、 “Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
倫理観のもとに自分の使命を認識する。この

使命の実現を目標として科目を学ぶ。各科目

の講義・実習を、自分の関心分野、実現した

いと考えるプロトタイプが含まれる技術分野

の背景知識と位置付けて理解し、特に制作課

題に関連する専門的理論、制作理論などの知

識を実際に使用してプロトタイプの高度化を

図ることによって個別知識の有効性を実感

し、さらに使用法について第三者に説明可能

なように理解を深める。また特に情報工学科

の学生が共通に持つ関心分野、例えば現在急

速に進歩しているビッグデータ、IoT、AI、
ロボットなどの先端分野の進展が社会に及ぼ

す影響について理解する。これらは行政、公

共サービス、企業における設計、製造、製品

サービス、物流などに及ぼす強力な効率化と

質的変化、それが人々の生活に及ぼす効果な

どが予想されるが、それについての分析、評

価、予測などを演習・実習を通じて学ぶ。こ

れらを通じて将来に起こる変化に対して的確

な判断をすることができる専門職になるため

に必要な知識を獲得すると同時に、直観力・

感受性を身につける。 
 デジタルエンタテインメント学科において

も、制作プロトタイプの高度化に必要な科目

を中心に、関心領域の背景知識に関する科

目、学科に関係する先端分野の科目を各学生

の学修計画に対応する配置を定めて学修す

る。これらの学修の実現のためには、各専門

教科において学術的な実績を持つ教員が協力

しつつ専門知識を教育することと並行して、

プロトタイプ制作という学生の動機にかかわ

る教育を担当する実務経験のある教員が協力

して、職業専門科目の配置や教育内容などに

ついて常時検討しつつ各学生にとってそれぞ

学、比較文化論、認知心理学、記号学、

科学哲学、社会哲学、など、職能人とし

て基礎的・汎用的な知識・教養を持つこ

とで達成される。 
(6) 「専門職のためのコミュニケーション

論」。社会的期待の探索のために必要な

理解力、及びデザイン結果とその背景の

思想についての社会への正確な発信力

は、専門職にとって不可欠の条件であ

り、生涯にわたり深化させるべき能力で

あって、その基礎を学修する。国際的活

動のためには英語力が必要で、この学修

も必修である。 
(7) 「デザイン原論（一般設計学）」。従来

の大学では分析型論理に導かれて分科さ

れた領域ごとの教科を学んで領域を専門

とする分析型知性をもつ専門家を育成す

るが、領域を超える総合型の論理の下で

デザインを学ぶ本学では伝統的な領域ご

との学修とは別にデザインに固有の論理

と知識を学ぶことが必要で、これは伝統

的な教科にはないものであり、本学独自

の「デザイン原論」を主体とした学科包

括科目を設置して、本学で共有する。こ

の科目は性格上基礎科目であるが、カリ

キュラム編成上は各学科においてその骨

子を学科の領域に即して、職業専門科目

として教育する方法をとる。 
 
 
4.3.2 職業専門科目 
職業専門科目は、理論的かつ専門性の高い即

戦力人材を育成するために、演習・実習を重

視した実践力的教育を行うための各種科目を

配置する。実践力の修得といった目的が達成

されるように、各学科の専門分野に特化した

授業のみならず、各学科内でもさらにコース

別に細分化され、より専門的で実践力に富ん

だ科目を配置した。また、学科包括科目を職

業専門科目に配し、各学科の分野全般に精通

するための科目を設置した(資料 9, 10)。学科

包括科目は、デザイン学を支える科目であっ

て、実践的な能力と各学科の創造力を支える

科目として配置されており、各学科の分野全

般に精通する要素を含んだ科目でもある。 
これらの配置によって、学生が専攻する分野

において理論的かつ実践的な能力や、専攻す

る学科の全般を俯瞰できるように配慮してい

る。 
 職業専門科目は基本的には学生本人が関心
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れ最適な教育をすることが必要である。 
  
 
4.3.3 展開科目 
本学は工科分野において日本の首都東京で国

際性を理解し、社会の発展と調和を目指した

教育・研究・実践活動を行い、真のイノベー

ションの実現者となるような人材を養成する

ことを目的としている。そのような、人材を

養成するために展開科目区分で修得すべき能

力は、『鋭敏なビジネスセンス』である。真

のイノベーションの実現者となるような人

材、つまり、“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”は社会の期待、あ

るいは自己の夢の実現を目指しているが、そ

れはビジネス原則を無視しては叶わないこと

も理解する必要があり、この能力を涵養する

べきである。 
加えて、専門職大学では、いわゆる社会人基

礎力の涵養も重要である。ここでいう社会人

基礎力とは、「前に踏み出す力（アクショ

ン）」（主体性、働きかけ力、実行力）、

「考え抜く力（シンキング）」（課題発見

力、計画力、創造力）、「チームで働く力

（チームワーク）」（発信力、傾聴力、柔軟

性、状況把握力、規律性、ストレスコントロ

ール力）の 3 つからなり、企業は学生に対し

「前に踏み出す力」をまず期待し、能力では

実行力に期待している。一方、学生は専門的

な知識やスキルに不安を感じているが、企業

側は「主体性」、「粘り強さ」、「コミュニ

ケーション能力」が不足と感じている 1。具体

的には、主体的に行動を起こし最後まで粘り

強くやり抜く力、またそのプロセスでのコミ

ュニケーション能力の涵養が求められる。 
大学生（特に学部新卒者）が卒業時に持つべ

き知識・能力についての調査結果がある 2。こ

の調査によると特に大学、企業の両方が重要

と考える能力は、「チャレンジ精神」、「チ

ームワーク能力」、「コミュニケーション能

力」などの一般的な社会人基礎力に加えて、

「問題解決・物を作り出していく能力」、

「課題を見出す能力」、「倫理観」などの専

門的能力である。企業側からは、学部新卒者

に不足する知識・能力として、「問題解決・

を持つ課題、すなわち本人の学修動機として

の社会的期待の実現を実体験するためのプロ

トタイプ制作を軸とする 4 年間の制作学修に

おいて、その動機である実現に必要な関連教

科を、専門家になるためでなく制作に必要な

ものとして学ぶ。そしてその学修が将来にわ

たりより広い分野で活躍できる専門職として

有用な基礎知識を学修するように配置され

る。すなわち職業専門科目の学修は、「専門

職になるために知らなければならない科目

群」でなく、「制作中のプロトタイプをより

高度にするための科目群」であって、学修動

機が従来の大学とは異なるように設定され

る。 
 情報工学科を例にとれば、この関係は以下

のようになる。現在急速に進行中の情報通信

技術についての概説科目の履修を通じて、情

報通信技術を理解するとともにそれによって

社会の進展の可能性を知り、“Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
倫理観のもとに自分の使命を認識する。この

使命の実現を目標として科目を学ぶ。各論の

講義・実習を、自分の関心分野、実現したい

と考えるプロトタイプが含まれる技術分野の

背景知識と位置付けて理解し、特に制作とし

て選んだ課題に関連する専門的理論、制作理

論などの知識を実際に使用してプロトタイプ

の高度化を図ることによって個別知識の有効

性を実感し、さらに使用法について第三者に

説明可能なように理解を深める。また情報技

術の進展が社会に及ぼす影響について、特に

情報工学科の学生が共通に持つ関心分野に対

して現在急速に進歩しているビッグデータ、

IoT、AI などの先端分野を学ぶ。これらは行

政、公共サービス、企業における設計、製

造、製品サービス、配送などに及ぼす強力な

効率化と質的変化、それが人々の生活に及ぼ

す効果などが予想されるが、それについての

分析、評価、予測などを演習・実習を通じて

学ぶ。これらを通じて将来に起こる変化に対

して的確な判断をすることができる専門職に

なるために必要な知識を獲得すると同時に、

直観力・感受性を身につける。 
 デジタルエンタテインメント学科において

も、制作プロトタイプの高度化に必要な科目

                                                   
1大学生の「社会人観」の把握と「社会人基礎力」の認知度向上実証に関する調査、経済産業

省、平成 22 年 6 月 
2平成 28 年度文部科学省「理工系プロフェッショナル教育推進委託事業」工学分野における理工

系人材育成の在り方に関する調査研究、千葉大学(2016) 
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物を作り出していく能力」、「チャレンジ精

神」、「コミュニケーション能力」、「専門

分野に関する基礎的知識」、「文系分野も含

む幅広い教養」という指摘があった。 
さらに、日本経済再生本部第 4 次産業革命人

材育成推進会議は、IT を中心とした必要人材

のスキル・コンピテンシーを次のように設定

している 3。 
(1) 課題設定力、目的設定力 
(2) データ活用や IT にかかる能力・スキル 
(3) コンピュータ等の IT リテラシー 
(4) コミュニケーション能力 
(5) 分野を超えて専門知や技能を組み合わせ

る実践力 
(6) リーダーになる資質 
 
 よって、社会人基礎力にはビジネスの原則

を知るだけではなく、「前に踏み出す力（主

体的に行動を起こし最後まで粘り強くやり抜

く力）」、「チャレンジ精神」、「コミュニ

ケーション能力」、「チームワーク能力」、

「リーダーシップ」も重視する必要もある。 
 
以上をまとめると、展開科目を中心として

『鋭敏なビジネスセンス』を養成するその必

要性とは、 
1. ビジネスの仕組みを知らないといけな

い 
2. 協調性を持って行動できないといけな

い 
3. リーダーになる資質を持っていないと

いけない 
4. 新しいものでも躊躇せず、新しい働き

や変化に好んで対応できないといけな

い 
5. 机上のデータのみならず、働きかけら

れないといけない 
6. 社会の問題解決だけではなく、真のイ

ノベータとして持続可能かつ発展性ま

で考慮できないといけない 
が列挙でき、そのために具体的には 

1. 経営資源の知識・理解 
2. チームワーク力 
3. リーダーシップ力 
4. チャレンジ精神 
5. 三現主義 
6. 社会倫理 

を中心に、関心領域の背景知識に関する科

目、学科に関係する先端分野の科目を各学生

の学修計画に対応する配置を定めて学修す

る。これらの学修の実現のためには、各専門

教科において学術的な実績を持つ教員が協力

しつつ専門知識を教育することと並行して、

プロトタイプ制作という学生の動機にかかわ

る教育を担当する実務経験のある教員が協力

して、職業専門科目の配置や教育内容などに

ついて常時検討しつつ各学生にとってそれぞ

れ最適な教育をすることが必要である。 
  
 
4.3.3 展開科目 
本学が養成する“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”を養成するために

は、学問領域の専門家になることを目標とす

るのではなく社会的期待の充足に専門職とし

て応えたいという強い意志と目標を持った人

に対し、その目標の実現に必要な論理的思考

能力とデザイン思考の涵養が必要で、モノづ

くりの経験や分析を通し社会との共創を行う

ことによって、未来志向の発想力や創造性を

期待している。 
そこで本学の展開科目には、カリキュラム・

ポリシーにもある通り“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”となる為

に、日本の産業界を固定化してしまった学問

分野でいう工学、産業界では ICT と呼ばれる

ような領域において、その職種が、次々と出

現する技術の可能性を、社会と矛盾すること

なく利用する主役として、これからの社会の

繁栄に大きく貢献するために必要な能力を涵

養する科目を配置する。つまり「専攻する特

定の職業分野に関連する他分野の応用的な能

力であって、当該職業の分野において創造的

な役割を果たすために必要なものを育成す

る」科目を配置する。また、展開科目に配当

する科目には、新しい専門職養成機関として

ビジネス展開のための実践力の養成に必要な

科目とも捕えることができる。よって、既設

の専門学校HAL東京で取り扱う科目で一部垣

間見ることできる授業でもある。 
この展開科目はビジネス教養として、専攻分

野における価値創造といった能力が、実社会

において遺憾なく発揮できるよう、工学分野

ではない科学研究費助成事業 「審査区分表」

                                                   
3第 4 次産業革命 人材育成推進会議（第 2 回）配布資料、日本経済再生本部、平成 29 年 2 月 
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といった、「知識・理解」、「能力」、「志

向・態度」を養成するべきである。 
 
これらの能力の養成の内、本学では展開科目

に最も重要な科目として「地域共創デザイン

実習」を配する。この科目は実体験に則する

ことが重要で、実際には産学官連携の授業と

して本学が配する。本学が立地する地域が抱

える問題に対して産学官連携で取り組み、授

業評価については指導教員のみならず、連携

した企業や地域団体にも評価を求める。この

実体験によって、我が国の将来において、制

度、社会、産業、国際協力、そして人々の生

活などあらゆる側面への寄与を肌で感じるこ

とが可能となる。加えて、この「地域共創デ

ザイン実習」は 2 学科が協力して学ぶ展開的

な科目で、学部横断で取り組むことによっ

て、それぞれの学科における創造的な役割を

担うための能力を展開させるための授業であ

る。 
 
 
4.3.4 総合科目 
総合科目は、それまでに学んだことを、変化

する社会の要請に対し主体的に、また結果に

対する倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応え

る“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”となるべく、実践的かつ応用的な

能力を総合的に高めるための集大成となる科

目を配置する。 
 
 
4.4 4 つの科目区分の観点と体系的教育課程

の編成 
体系的教育課程の編成については資料 8、9に

概念図を記すとともに、以下に説明する。 
 

 4 つの科目区分における体系的教育課

程の編成 
4.1.1.1 基礎科目における体系的教育課程の編

成 
本学の基礎科目は、４本柱として以下を配置

する。教養にあたる基礎的科目のため、英語

を除く科目は主として 1, 2 年次に配置され

る。国際的コミュニケーション力の養成に重

きを置く本学における英語に関連する科目に

ついては 4 年間の学びの場を配置している。 
 
① グローバルコミュニケーション科目 
グローバルに活躍するための汎用的技能を育

（平成 30 年度助成に係る審査より適用）で大

区分 A に該当するような、マーケティングを

学ぶ授業を配置するだけではなく、職業専門

科目で培った実践的かつ専門的な能力で価値

創造を生み出す職能人としてスムーズに社会

で実力が評価されるように、プレゼンテーシ

ョン技術や制作したものを評価し、それをも

って再度制作に取り組むことのできる職業倫

理観等を涵養する科目を配置した。加えて、

2 年次において、実習科目として今まで培っ

てきた実践力のみで価値創造を行う科目を各

学科別に配することで、企画発想、制作、評

価といった一貫した制作過程を実践すること

を通して、価値創造を生み出す過程を体感で

きるように配する。 
この科目は実体験に則することが重要で、実

際には産学官連携の授業として本学が配する

「地域共創デザイン実習」が該当する。本学

が立地する地域が抱える問題に対して産学官

連携で取り組み、授業評価については指導教

員のみならず、連携した企業や地域団体にも

評価を求める。この実体験によって、我が国

の将来において、制度、社会、産業、国際協

力、そして人々の生活などあらゆる側面への

寄与を肌で感じることが可能となる。加え

て、この「地域共創デザイン実習」は 2 学科

が協力して学ぶ展開的な科目で、学科横断で

取り組むことによって、それぞれの学科にお

ける創造的な役割を担うための能力を展開さ

せるための授業である。 
 
 
4.3.4 総合科目 
総合科目は、それまでに学んだことを、変化

する社会の要請に対し主体的に、また結果に

対する倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応え

る“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”となるべく、実践的かつ応用的な

能力を総合的に高めるための集大成となる科

目を配置する。 
 
 
4.4 4 つの科目区分の観点と体系的教育課程

の編成 
体系的教育課程の編成については資料 9, 10に

概念図を記すとともに、以下に説明する。 
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成する科目で構成される。専門職にとって国

際的活動のためには英語力が必要で、この学

修は必修である。以下の配置による、臨地実

務実習の期間と卒業間近の 4 年次後期を除く

期間において、2 単元/週以上英語を学ぶこと

が可能となる。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「英語コミュニケーションⅠ

a」後期：「英語コミュニケーションⅠb」 
2 年次 前期：「英語コミュニケーションⅡ

a」後期：「英語コミュニケーションⅡb」 
3 年次 前期：「英語コミュニケーションⅢ

a」後期：「英語コミュニケーションⅢb」 
4 年次 前期：「英語コミュニケーション

Ⅳ」 
 
 
② コミュニケーションツール科目 
①の能力を最大限に生かすためには、社会へ

の正確な発信力が重要である。そこで、発信

力を養成する科目を配する。この科目は、プ

レゼンテーションスキルなどを養成し、単な

る発信力のみではなく、効果的な発信力の養

成を目指す。 
＜配置科目＞ 
1 年次 後期：「コミュニケーションツー

ル」 
 
 
③ 倫理科目 
“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科

目を据える。 
専門職は、社会的期待に対する回答を社会に

提供することを使命とするのであるから社会

に対して責任を持つ。したがって組織内で協

調的仕事を行う場合も、個人として仕事をす

る場合もともに倫理的であることが必要条件

であり、専門職が社会に対して持たなければ

ならない倫理について学修する。 
＜配置科目＞ 
3 年次 前期：「社会と倫理」 
 
 
④ 基礎科目 
広義のデザインにおける感性的思考を支援す

る知識・理解の科目を基礎科目の中に加え

る。本学で要請する専門職は情報技術分野で

あるがゆえに特有の感性に基づく判断を求め

られる。これを涵養するために、感性そのも

 
 4 つの科目区分における体系的教育課

程の編成 
基礎科目における体系的教育課程の編成 
上記で述べた能力を養成するために、本学の

基礎科目は、伝統的な領域科学志向の考え方

と異なるデザイン志向の論理を身につける感

性的思考を支援する知識群を置くこととし、

3 本柱として以下を網羅することとする。教

養にあたる基礎的科目のため、英語を除く科

目は全て 1, 2 年次に配置される。加えて、国

際的コミュニケーション力の養成に重きを置

く本学における英語に関連する科目について

は 4 年間学びを通しての全学年に該当する科

目を配置している。 
 
① グローバルコミュニケーション科目 
グローバルに活躍するための汎用的技能を育

成する科目で構成される。 
社会的期待の探索のために必要な理解力、及

びデザイン結果とその背景の思想についての

社会への正確な発信力は、専門職にとって不

可欠の条件であり、生涯にわたり深化させる

べき能力であって、その基礎を学修する。国

際的活動のためには英語力が必要で、この学

修は必修である。以下の配置による、臨地実

務実習の期間と卒業間近の 4 年次後期を除く

期間において、2 単元/週以上英語を学ぶこと

が可能となる。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「英語コミュニケーションⅠ

a」後期：「英語コミュニケーションⅠb」 
2 年次 前期：「英語コミュニケーションⅡ

a」後期：「英語コミュニケーションⅡb」 
3 年次 前期：「英語コミュニケーションⅢ

a」後期：「英語コミュニケーションⅢb」 
4 年次 前期：「英語コミュニケーション

Ⅳ」 
 
（追加） 
 
② 倫理科目 
“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科

目を据える。 
専門職は、社会的期待に対する回答を社会に

提供することを使命とするのであるから社会

に対して責任を持つ。したがって組織内で協

調的仕事を行う場合も、個人として仕事をす

る場合もともに倫理的であることが必要条件
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のの取り扱いに加え、比較文化論、記号学、

などに関する、職能人として基礎的・汎用的

な知識・教養を持つことで達成される。また

比較文化論は文化に対する感性、記号論はコ

ミュニケーションにおける基礎的な理論の役

割を果たす。これは情報工学科（例えばユー

ザーインターフェース設計などで有益）、デ

ジタルエンタテインメント学科（例えば CG
やデジタルゲーム制作では直接必要となる）

の両学科の学生に有益である。 
 
＜配置科目＞ 
1 年次  前期：「比較文化論」、「感性をは

かる」 
後期：「コミュニケーションと記号論」 
 
 
4.1.1.2 職業専門科目における体系的教育課程

の編成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ

て、職業専門科目は学科内で共通する科目を

集めた学科共通科目と、各学科に据えたコー

スに呼応したコース別科目の 2 種類に分類さ

れる。その中でも共通科目についてはデザイ

ン的思考に対し中核的な科目となる「学科包

括科目」となる「情報工学演習」、「デザイ

ンエンジニア概論」、「コンテンツデザイン

概論」を体系的に用意し編成する。プロトタ

イプを作成する能力が身につく職業専門科目

は、年次が上がるにつれ内容が高度化する。 
また、臨地実務実習科目も職業専門科目内に

体系的に用意し編成する。臨地実務実習科目

に当たる「臨地実務実習位置～Ⅲ」について

は、後の 11 章「実習の具体的計画」で明記す

る。 
 
職業専門科目は、各学科に特徴が出る科目で

ある。以下に、学科別に記す。 
 情報工学科は、最も大きな分類として AI、
IoT、ロボットといった、本学科が用意した 3
コースと呼応し、大きく 2 つの科目群に分か

れる。全コースに共通して修得すべき能力を

養成する科目を「共通（必修）」科目群、コ

ース別でより一層技術力を深化させる科目を

「コース別（選択）」科目群とし、「共通

（必修）」科目群はさらに、該当分野全般に

精通する「学科包括」科目群、工学に絡んだ

数学や英語の理論を修得する「数理英」科目

群の他に、「電子回路」「プログラム言語」

「情報通信」といった科目群が揃う。選択科

であり、専門職が社会に対して持たなければ

ならない倫理について学修する。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「社会と倫理」 
 
 
 
 
③ 基盤科目 
広義のデザインにおける感性的思考を支援す

る知識・理解の科目を基盤科目として添え

る。 
専門職は組織の一員として行動するだけでな

く個人としての責任において社会的に行動す

ることを基本とする者である。そのためには

専門職に課せられる固有の人格を持つことが

求められ、社会と人間についての洞察力、行

動がもたらす社会への影響の予測力、未来社

会を描き出す構想力などを基礎として持つ必

要がある。これは分野でいえば、職能人とし

て基礎的・汎用的な知識・教養を持つことで

達成される。 
＜配置科目＞ 
1 年次  前期：「比較文化論」、「感性をは

かる」 
後期：「コミュニケーションと記号論」 
 
 
4.1.2.1 職業専門科目における体系的教育課程

の編成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ

て、職業専門科目は学科内で共通する科目を

集めた学科共通科目と、各学科に据えたコー

スに呼応したコース別科目の 2 種類に分類さ

れる。その中でも共通科目についてはデザイ

ン的思考に対し中核的な科目となる「学科包

括科目」となる「情報工学演習」、「デザイ

ンエンジニア概論」、「コンテンツデザイン

概論」を体系的に用意し編成する。プロトタ

イプを作成する能力が身につく職業専門科目

は、年次が上がるにつれ内容が高度化する。 
また、臨地実務実習科目も職業専門科目内に

体系的に用意し編成する。臨地実務実習科目

に当たる「インターンシップⅠ～Ⅳ」につい

ては、後の 11 章「実習の具体的計画」で明記

する。 
 
職業専門科目は、各学科に特徴が出る科目で

ある。以下に、学科別に記す。 
 情報工学科は、最も大きな分類として AI、
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目は AI, IoT, ロボットといった 3 コースに呼

応する履修モデルである。AI 戦略コース（資

料 9-1-1）の特徴は、学科共通で学ぶ解析学や

確率統計論などの理論科目に続き、「人工知

能数学」という AI 戦略コースに特化した数学

が配されていることや、「人工知能基礎」と

った、学科包括科目の AI コースを俯瞰する歴

史的背景など導入部分の科目があること、加

えて、他コースとは違った実習の動きをし、

自然言語処理に特化した実習「メディア情報

処理実習」が、講義科目を踏まえた後に実施

されるように教育課程が体系だっている。

IoT システムコース（資料 9-1-2）の特徴は、

資料 9-1 を見ると分かるように、AI 戦略コー

スと、ロボット開発コースの双方に共通の科

目が配されていることが特徴である。段階的

に、ハードウェア側とソフトウェア側両方を

学びながら、最終的に IoT サービスデザイン

といった、他コースには感性も必要とする科

目が配されている。ロボット開発コース（資

料 9-1-3）の特徴は、物理の理論科目「力学」

に加え、「材料工学・材料力学」といった、

理論科目が順序だてて配されていることが他

コースには無い特徴であるといえよう。 
デジタルエンタテインメント学科も、最も大

きな分類としてゲームと CG といった、本学

科が用意した 2 コースと呼応する形で、共通

して修得すべき科目と、各コースに特化した

科目の大きく 2 つの科目群に基本的に分かれ

る。情報工学科と同様に、本学の工科学部と

して「学科包括」、「数英」、「情報通信」

が配され、その他はコースごとにさらに細分

化され学年の進行とともに深化していく。選

択科目は、情報工学科同様、ゲームとCGの2
コースに呼応する履修モデルが配されてい

る。ゲームプロデュースコースの特徴は、こ

のコースの中でも 2 つの履修モデルが想定で

きるところが特徴である。これは、産業界が

プログラマーとプランナーそれぞれに特化し

た人事配置などを行っていることを鑑み他結

果でもある。CG アニメーションコースの特

徴は、段階的に積み上げられた最後に総合演

習が組まれていることである。CG 映像の基

礎から、表現について段階的に学び、キャラ

クタデザインのみならず、UI/UXやゲームAI
についても学び、最終的にそれらを統合する

力がより求められているといえよう。 
 
4.4.1.3 展開科目における体系的教育課程の編

成 

IoT、ロボットといった、本学科が用意した 3
コースと呼応し、大きく 2 つの科目群に分か

れる。全コースに共通して修得すべき能力を

養成する科目を「共通（必修）」科目群、コ

ース別でより一層技術力を深化させる科目を

「コース別（選択）」科目群とし、「共通

（必修）」科目群はさらに、該当分野全般に

精通する「学科包括」科目群、工学に絡んだ

数学や英語の理論を修得する「数理英」科目

群の他に、「電子回路」「プログラム言語」

「情報通信」といった科目群が揃う。 
 
（追加） 
 
デジタルエンタテインメント学科も、最も大

きな分類としてゲームと CG といった、本学

科が用意した 2 コースと呼応する形で、共通

して修得すべき科目と、各コースに特化した

科目の大きく 2 つの科目群に基本的に分かれ

る。情報工学科と同様に、本学の工科学部と

して「学科包括」、「数理英」、「情報通

信」が配され、その他はコースごとにさらに

細分化され学年の進行とともに深化してい

く。 
 
（追加） 
 
デジタルエンタテインメント学科で特徴的な

のは、ゲームと CG は関係性が強いこと、企

業側が採用時からプランナーとプログラマー

といった職種別で入り口を分けていること

等、エンタテインメント業界における明確な

産業界の動向を鑑みて、必修科目群と選択科

目群がコースの内外に混在していることであ

る。例えばゲームプロデュースコースを希望

すると、低学年の CG コースの授業も必修科

目として受講する。このような教育課程の体

系を取ることで、専門職として社会に飛び出

し他後、どの職種であろうとエンタテインメ

ントという比較的広範囲でない業界で連携を

取るに必要な多職種の理解につながる。 
 
 
4.4.1.3 展開科目における体系的教育課程の編

成 
本学の展開科目は本学が位置する東京都を中

心とした地域の持つ独自の産業、文化、生活

などの具体的な環境の中で、社会的期待を探

索しつつ、その実現について学ぶために、課

題を達成するための知識に加え、社会に発信
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本学の展開科目は、社会的期待を探索しつ

つ、その実現について学ぶために、課題を達

成するための知識に加え、社会に発信し説明

するために必要な知識を学修する。国内のみ

ならず世界の社会的期待を感知し、その解決

をビジネスとして実現するためには鋭敏なビ

ジネスセンスが必要であることは言うまでも

ない。 
基礎科目、職業専門科目の学修によって得た

思考能力及び知識を身につけて卒業し、それ

を源泉として自ら専門職の仕事をする場を設

定したとき、その能力・知識を有効に発揮・

使用し、さらに能力を深化させていくために

は、その場で遭遇する多様な社会、組織、協

力者などの環境と矛盾することなく行動する

ことが必要である。これは専門職としての仕

事をする場において関与する環境とそれに対

応する方法に関する知識であるといってよ

い。 
それは卒業後専門職として歩む道として、専

門職の能力を高めつつ成長を続け、最終的に

はリーダーとして社会に寄与するという一つ

の典型を考えた時、その計画を現実化する道

で身につけてゆくべきものであり、入学時の

動機を成熟させて卒業時の動機とするために

必要な科目である。 
 

(ア)  ビジネス教養科目群 
アイデアはアイデアであって、アウトプット

によってビジネスに変換することで実社会に

初めて価値がもたらされるものである。そこ

で、行動に関する知識や指針となる、企画

力、発信力、マネジメント力、市場戦略力、

知的財産の保護、現在の諸問題から鑑みる潜

在的社会問題を察知するビジネス展開力など

を配する。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「企画・発想法」 
後期：「プロジェクトマネジメント」 
 2 年次 後期：「チームワークとリーダー

シップ」 
３年次 前期：「知的財産権論」 
3 年次 後期：「企業経営論」、「グローバ

ル市場化戦略」 
4 年次 前期：「ベンチャー起業経営」 
 
「企画・発想法」はプロジェクトの企画方

法、アイデアの発想法のツールやテクニック

に関する科目である。 
これに対して、プロジェクトやチームといっ

し説明するために必要な知識を学修する。国

内のみならず世界の社会的期待を感知し、そ

の解決のための方法を身につける知識群を置

くこととし、それらは以下を網羅することと

する。 
基礎科目、職業専門科目の学修によって得た

思考能力及び知識を身につけて卒業し、それ

を源泉として自ら専門職の仕事をする場を設

定したとき、その能力・知識を有効に発揮・

使用し、さらに能力を深化させて専門職とし

ての能力を向上し自らが目標とする専門職に

なるためには、その場で遭遇する多様な社

会、組織、協力者などの環境と矛盾すること

なく行動することが必要である。これは専門

職としての仕事をする場において関与する環

境とそれに対応する方法に関する知識である

といってよい。 
これらは、卒業後専門職として歩む道とし

て、専門職の能力を高めつつ成長を続け、最

終的には社長（リーダーシップ力）として社

会に寄与するという一つの典型を考えた時、

その計画を現実化する道で身につけてゆくべ

きものであり、入学時の動機を成熟させて卒

業時の動機とするために必要な科目である。 
 
① ビジネス教養科目群 
アイデアはアイデアであって、アウトプット

によって実社会に初めて価値がもたらされる

ものである。 
行動に関する知識や指針となる、企画力、発

信力、マネジメント力、市場戦略力、知的財

産の保護、現在の諸問題から鑑みる潜在的社

会問題を察知するビジネス展開力などを配す

る。 
 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「企画・発想法Ⅰ」 
後期：「企画・発想法Ⅱ」『マネジメント

論』 
 3 年次 前期：「知的財産権論」、『ビジ

ネス課程論』 
3 年次 後期：「グローバル市場化戦略」、

「リソースマネジメント」 
4 年次 前期：「企業経営論」 
 
上記に記した科目のうち、該当職業分野を鑑

み『マネジメント論』と『ビジネス課程論』

は学科ごとに違う科目を配する。 
『マネジメント論』については「プロジェク

トマネジメント」と「組織化とリーダーシッ
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た比較的小さな組織単位におけるマネジメン

ト手法やツールについて議論する科目が２つ

あり、「プロジェクトマネジメント」は科目

の名の通り、プロジェクトマネジメントの手

法やツールに関する一般的、実践的な科目で

ある。一方、「チームワークとリーダーシッ

プ」はチーム内でのチームワーク力やリーダ

ーシップ力といった個人の能力の養成を意図

している。 
これらに対し、「知的財産権論」では特許、

著作権、意匠権などの知的財産権を取得、保

護する法令、メカニズムについて、これらに

直接かかわることの多い専門職として学修す

る。最近は個人情報の保護なども関連してき

ておりこの科目の重要性は増している。 
残りの３科目はビジネスを企業という単位で

見たときの重要なトピックをカバーする。ま

ず「企業経営論」では特に企業のビジネスプ

ラン、ビジネスモデル、経営戦略と言った経

営の根幹にかかわる事項を学修する。「グロ

ーバル市場化戦略」は商品マーケティング、

市場開拓、海外進出、海外市場戦略などにつ

いて論じる。最後に「ベンチャー起業経営」

はおそらく本学の卒業生の長い人生の中で経

験するかもしれぬベンチャー企業の起業につ

いて、特に「ヒト」「モノ」「カネ」に関す

る基本的知識を学ぶ。 
 

(イ)  地域ビジネス実践科目 
産学官連携による実習科目で、テーマ選定、

プロジェクト指導、成果評価などを教育課程

連携協議会のメンバー機関に協力と支援を依

頼する。 
企画発想・制作・評価の一貫した制作過程を

実践することを通して、地域産業、さらに広

く社会一般において価値が創造される過程を

実感的に学び、社会の中で働く専門職として

地域創生力や国際力といった価値創造を牽引

する能力を身につける。 
 
＜配置科目＞ 
2 年次 通期：「地域共創デザイン実習」 
 
 
4.4.1.4 総合科目における体系的教育課程の編

成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ

て、「卒業研究制作」を 4 年次に配すること

で、本学の学びの集大成となるように体系的

な教育課程を編成する。 

プ」科目を用意し、「プロジェクトマネジメ

ント」は情報工学科に、「組織化とリーダー

シップ」はデジタルエンタテインメント学科

に配する。ここでは科目の名の通り、プロジ

ェクトマネジメント力やリーダーシップ力と

いった能力の養成を意図しているが、デジタ

ルエンタテインメント学科においては、職業

専門科目に配した「プロジェクトマネジメン

ト（ゲーム）」を配しているため、その関係

性も考慮し、学科ごとに違う科目を配する。 
『ビジネス課程論』については、実際のビジ

ネス展開が社会でどのように行われるのか、

企業内・企業間の取引やその役割を学ぶ科目

である。該当職業分野を鑑みた時、行動に関

する知識や指針に対してより適切な科目を配

するために、情報工学科では「サプライチェ

ーンマネジメント」を、デジタルエンタテイ

ンメント学科では「ビジネスマネジメント」

を配する。 
 
 
② 地域ビジネス実践科目 
産学官連携による実習科目で、評価を実際に

外の機関にも委ねる。加えて、この授業は教

育課程連携協議会の地域（若しくは協力）に

該当するメンバーから協力と支援を得る。 
企画発想・制作・評価の一貫した制作過程を

実践することを通して、地域産業、さらに広

く社会一般において価値が創造される過程を

実感的に学び、社会の中で働く専門職として

東京から発信する真の地方創生力や国際力と

いった価値創造を牽引する能力を身につけ

る。 
 
＜配置科目＞ 
2 年次 通期：「地域共創デザイン実習」 
 
4.4.1.4 総合科目における体系的教育課程の編

成本学では 4.3 節で言及した目的と配置をも

って、「卒業研究制作」を 4 年次に配するこ

とで、本学の学びの集大成となるように体系

的な教育課程を編成する。 
＜配置科目＞ 
4 年次 通期：「卒業研究制作」 
 
 
4.4.2 臨地実務実習を含む実習について 
本学では専門職大学設置基準に則り、実習に

よる授業科目を 40 単位以上配している。加え

て、実習科目は全て 30 時間から 45 時間まで
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＜配置科目＞ 
4 年次 通期：「卒業研究制作」 
 
 
4.4.2 臨地実務実習を含む実習について 
本学では専門職大学設置基準に則り、実習に

よる授業科目を 40単位以上配している。加え

て、実習科目は全て 30 時間から 45 時間まで

の範囲時間の授業をもって 1 単位としてお

り、実習が適切に教育課程に含まれている。 
また、後の 11章で詳細を述べるが、全学部全

学科に共通で配置されている臨地実務実習に

あたる「インターンシップⅠ～Ⅳ」の臨地実

務実習先の確保状況は、平成 30 年 10 月時点

で既に定員数を上回っており、十分数確保し

ているといえる。さらに、学生の希望に応じ

て実習先を選択できるよう、開学に向けてさ

らに実習先を確保する。加えて、「インター

ンシップⅢ～Ⅳ」の実習先については、海外

における臨地実務実習も一定数確保してお

り、一定の条件を満たすことで海外での実習

も参加可能である。 
 
 
 
4.5 教育課程編成上の工夫 

4.5.1 臨地実務実習実施における教育上の工

夫 
臨地実務実習に当たる「臨地実務実習Ⅰ～

Ⅳ」において、受け入れ先企業の新規開拓は

特別な期間を定めることなく実施するととも

に、学生が望む企業にて実習ができるように

受け入れ先企業の希望調査を事前に行い、必

要に応じて新規開拓に努める。加えて、海外

臨地実務実習に参加する学生について、各イ

ンターン実施期間に対し時間的余裕をもたせ

て確定させることで、ビザの取得といった諸

手続きの不足等で参加できないといった事態

にならないように配慮する。 
また、初めての臨地実務実習が行われる「臨

地実務実習Ⅰ」の事前指導として、名刺交

換、電話の受け答え、メールのやり取りとい

った社会人のマナー基礎や、臨地実務実習で

知り得た機密事項の取り扱い等について学内

でオリエンテーションを行い、学生が実習を

スムーズに始められるように配慮する。 
 
 

 入学時の学力差異の補助 
入学生の基礎学力格差等を解消できるよう

の範囲時間の授業をもって 1 単位としてお

り、実習が適切に教育課程に含まれている。 
また、後の 11 章で詳細を述べるが、全学部全

学科に共通で配置されている臨地実務実習に

あたる「インターンシップⅠ～Ⅳ」の臨地実

務実習先の確保状況は、平成 29 年 10 月時点

で既に定員数を上回っており、十分数確保し

ているといえる。さらに、学生の希望に応じ

て実習先を選択できるよう、開学に向けてさ

らに実習先を確保する。加えて、「インター

ンシップⅢ～Ⅳ」の実習先については、海外

における臨地実務実習も一定数確保してお

り、一定の条件を満たすことで海外での実習

も参加可能である。 
 
 
 
4.5 教育課程編成上の工夫 

4.5.1 臨地実務実習実施における教育上の工

夫 
臨地実務実習に当たる「インターンシップⅠ

～Ⅳ」において、受け入れ先企業の新規開拓

は特別な期間を定めることなく実施するとと

もに、学生が望む企業にて実習ができるよう

に受け入れ先企業の希望調査を事前に行い、

必要に応じて新規開拓に努める。加えて、海

外臨地実務実習に参加する学生について、各

インターン実施期間に対し時間的余裕をもた

せて確定させることで、ビザの取得といった

諸手続きの不足等で参加できないといった事

態にならないように配慮する。 
また、初めての臨地実務実習が行われる「イ

ンターンシップⅠ」の事前指導として、名刺

交換、電話の受け答え、メールのやり取りと

いった社会人のマナー基礎や、臨地実務実習

で知り得た機密事項の取り扱い等について学

内でオリエンテーションを行い、学生が実習

をスムーズに始められるように配慮する。 
 
 

4.1.2 入学時の学力差異の補助 
入学生の基礎学力格差等を解消できるよう

に、高校の数学・物理・英語を補う「基礎数

学」、「基礎物理」と「基礎英語」を開講す

る。これらは卒業要件に含まれない科目であ

るが、入学直後に基礎学力の確認を行い、各

学科の 1 年次における授業の習熟に影響が出

ると判断される学生に対しては受講を促す。

上記で説明した通り、「基礎数学」、「基礎

物理」及び「基礎英語」については、入学時
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に、高校の数学・物理・英語を補う「基礎数

学」、「基礎物理」と「基礎英語」を開講す

る。これらは卒業要件に含まれない科目であ

るが、入学直後に基礎学力の確認を行い、各

学科の 1 年次における授業の習熟に影響が出

ると判断される学生に対しては受講を促す。

上記で説明した通り、「基礎数学」、「基礎

物理」及び「基礎英語」については、入学時

の学力差を担保するための科目であり、補講

にあたる科目である。よって、大学教育とし

て適切な水準となっていない科目に当たるた

め、卒業要件に係る単位を与えていない補講

科目として設定している。 
 
 
4.6 研究活動に関する考え方 
本学が掲げる“Designer in Society（社会とと

もにあるデザイナー）”を養成するために、数

学、物理学、制御工学、機械設計など工科に

おける基礎知識に加え、情報科学として、情

報数学、人工知能、情報システム、機械学

習、コンピュータグラフィックス、ソフトウ

ェア工学など、またより高度な階層をもつ

IoT、ロボテイックス、などを学ぶ。これら

は社会の中のデザイナーとなるために必修の

科目である。またデザイナーは、専門分野を

熟知するだけの専門家でなく、実際に社会の

中で行為する人であるから、これらの学んだ

知識を使ってデザインという行為をすると

き、それが外界に与える効果について十分な

理解を持つために、３年次に配当された「社

会と倫理」、４年次の「持続可能な社会」な

どの科目を学ぶ。さらに、自分のデザインの

ための広いコミュニケーションを可能にする

外国語（英語）を学ぶ。また 2 年次に配当さ

れ産学官連携を目的とした「地域共創デザイ

ン実習」、3 年次にはグローバルな視野を養

成する「グローバル市場化戦略」は、幅広い

連携相手、手段を知る機会である。 
このように、デザイン行為のための必要な能

力、デザイナーとして社会で行動するときに

必要なグローバルな思考や地域文化と国際性

の理解に必要な能力が習得される。それらを

前提とし、4 年間の学びの集大成の科目とし

て 4 年次に「卒業研究制作」を全学部全学科

に必修科目として配置し、研究・制作を行う

教育課程を編成している。 
 このような教育を支えるために必要な研究

をすべての教員が行う。研究は科学的知識生

産のための領域別に固有の方法による研究で

の学力差を担保するための科目であり、補講

にあたる科目である。よって、大学教育とし

て適切な水準となっていない科目に当たるた

め、卒業要件に係る単位を与えていない補講

科目として設定している。 
 
 
 
4.6 研究活動に関する考え方 
本学が掲げる“Designer in Society（社会とと

もにあるデザイナー）”を養成するために、機

械設計、回路設計、制御システム設計など工

科における基礎知識に加え、情報科学とし

て、情報数学、人工知能、情報システム、機

械学習、OSなど、またより高度な階層をもつ

IoT、ロボテイックス、などを学ぶ。これら

は社会の中のデザイナーとなるために必修の

科目である。またデザイナーは、専門分野を

熟知するだけの専門家でなく、実際に社会の

中で行為する人であるから、これらの学んだ

知識を使ってデザインという行為をすると

き、それが外界に与える効果について十分な

理解を持つことが求められる。そのために、

自らの制作が社会にとってどの様な意義を持

つのかを深く認識するために 1 年次に配当さ

れた「社会と倫理」、「比較文化論」などの

科目を通して、技術によってもたらされる環

境破壊などの社会問題を考察する道徳心や、

そのための広いコミュニケーションを可能に

する外国語（英語）を学ぶ。また 2 年次に配

当され産学官連携を目的とした「地域共創デ

ザイン実習」、3 年次にはグローバルな視野

を養成する「グローバル市場化戦略」といっ

た科目を学ぶ。 
このように、デザイン行為のための必要な能

力、デザイナーとして社会で行動するときに

必要なグローバルな思考や地域文化と国際性

の理解に必要な能力が習得される。それらを

前提とし、4 年間の学びの集大成の科目とし

て 4 年次に「卒業研究制作」を全学部全学科

に必修科目として配置し、研究・制作を行う

教育課程を編成している。 
 
 このような教育を支えるために必要な研究

をすべての教員が行う。研究は伝統的な科学

分野で行われる、科学的知識生産のための領

域別に固有の方法による研究でなく、社会的

期待にデザイナーとして応えるデザイン行為

にとって有用なデザイン支援知識体系の創出

のための研究である。従来は、あらゆる工学
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なく、「領域×IT」という応用領域において

社会的期待に対しデザイナーとして応える創

造行為のための研究である。科学的知識生産

のための研究は分析的、説明的であるが、

「領域×IT」という応用領域におけるデザイ

ンは、異なる複数の領域に関わる知識を運用

し説明ではなく新たな人工物を創造する。例

えば、電気モータの性能を電磁気学の知識を

応用して分析的に説明するのが科学的知識で

あるが、モータの設計はそのような性能を満

たすモータの諸元を電磁気学、モータの回路

理論、モータの冷却の知識、モータの制御工

学といったありとあらゆる知識を動員して導

出する。モータの設計ですらこうなのである

から、ロボットの設計ではこれをはるかに超

える量と幅の知識が必要となり、ロボットを

一つのエージェントとする IoT システムの設

計はさらに複雑になることは言うまでもな

い。そのことはロボット・デザイナーになる

ための知識量が極めて膨大となることを意味

するが、一方で幸いなことにコンピュータの

力やチームワークのおかげですべてを必ずも

知る必要もなく、チームワークやリーダシッ

プを実習の過程で学ぶことの重要性が正当化

される。 
このようないわば複合領域、多領域融合にお

ける知識の統合、それはデザイン思考に基づ

くシステムインテグレーションの結果、ソフ

トウェアとしてインプリメントする過程であ

ると言えるが、このような研究が両学科での

研究の主要な形態の一つであると予想され、

4 年次総合科目「卒業研究制作」において行

う学生の研究でも、スケールは小さくなるも

ののそのことは変わらないであろう。つま

り、その時点までに修得した基礎科目、職業

専門科目、展開科目に関する技術・知識を集

結し、テーマ選定におけるニーズ調査、分析

においては学術論文・特許調査、学会等での

研究発表の聴講、専門技術展での情報収集、

アンケート等によるユーザー調査を基に行

う。これまでに学んできたグローバル性や地

域性を考慮しビジネスとの接点に重きを置い

た応用研究がテーマとなるのである。 
学生の研究成果は卒業制作や卒業論文として

まとめ、制作物つまりプロトタイプは学内に

展示し継承するが、研究成果を対外コンペテ

ィションや企業向けプレゼンテーション、学

会などで公開し評価を受け、参加者との交流

により情報交換及び人脈作りを行うことも本

人の成長のために重要である。 

領域に存在するデザイン、あるいは設計は、

各工学領域固有の知識の適用によって行われ

てきた。例えば建築設計では、建築物の強度

や居住性などの機能とは何かが説明される。

機械設計では、機械システムの動力、安定性

などの機能が説明される。この説明は分析的

であり、独自の方法、多くは数学であるが、

それを使って体系的な説明が行われる。この

ように、従来の領域における研究・教育のい

ずれも、ものが与えられてそれを分析し、分

析結果である科学的知識を生産し学ぶことに

主眼が置かれる。この場合、それらの知識を

使用して“もの”を作るのは、発明と呼び、正

規のカリキュラムには取り上げられない。各

領域で生み出された知識は科学的知識と呼ば

れ論文として登録される。このようにして科

学的知識は常に増大して行くが、それは豊富

でありこれがその後の科学研究を知性によっ

て行うことを可能にしている。 
 一方、本学のザインを主体とする教育・研

究では、一般には言葉で述べられる期待を出

発点とし、“もの”を創出することが目的であ

る。このとき、このデザインを支援する体系

的知識がない。したがってデザインは感性に

よって行われるといわれることが多い。デザ

インも、もちろん科学的知識を使って知性に

よって行われるが、科学的知識の及ばない部

分を多く含み、特に独創的デザインには感性

が重要な働きをする。この感性を支援する体

系知識の欠落は、人工物が自然及び社会と矛

盾する状況を生むが、これは現代の深刻な問

題である。本学教育の中心に据えるデザイン

学は、この体系化を目標とするものである

が、これは各教員研究のみならず、学生の制

作においても重要な課題と位置づけ、制作に

おいては“もの”を作るとともに、その過程で

得られたデザイン学の要素を表現することを

求める。 
 本学における研究領域の具体的な説明につ

いては、後の 8 章でも述べるが、『Getting 
started with the SDGs in Universities（資料

13）』を参考に、SDGs の指針に合った研究

を推奨する。加えて、研究家と実務家が連携

することは、後の 5 章でふれる教員組織のう

ち、特に研究実務家や研究家を目指す実務家

教員の育成にもつながる。 
 
学生の研究は、4 年次総合科目「卒業研究制

作」において行う。これまでに修得した基礎

科目、職業専門科目、展開科目に関する技
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 一方、特にデジタルエンタテインメント学

科での作品制作は人工物の設計とは、やや色

合いが異なる。これは科学的知識、工学的知

識だけを統合してプログラムの動作原理とし

てインプリメントするのが情報工学科におけ

る研究であるのに対比して、デジタルエンタ

テインメント学科での作品制作は、科学的知

識、工学的知識に加えて感性に基づく判断が

大きな役割を果たす。もちろん、感性に基づ

く判断は情報工学科の人工物設計でも必要で

ある。例えばユーザーインターフェースの設

計やユーザビリティの考慮といった時、客観

的に計測できる物理量以外のファクタを考慮

せねばならない。それは情報工学科でも同様

の事情であり、したがって両学科ともに感性

を涵養する科目群を学び、また演習や実習、

卒業研究制作でも感性に基づく判断を求めら

れ、最終的には研究にも反映していく。 
 
 

術・知識を集結して取り組む。テーマ選定に

おけるニーズ調査、分析においては学術論

文・特許調査、学会等での研究発表の聴講、

専門技術展での情報収集、アンケート等によ

るユーザー調査を基に行う。これまでに学ん

できたグローバル性や地域性を考慮しビジネ

スとの接点に重きを置いた応用研究をテーマ

とする。デザイン思考に基づき得られた成果

を対外コンペティションや企業向けプレゼン

テーション、学会などで公開し評価を受け

る。参加者との交流により情報交換及び人脈

作りを行う。成果は卒業制作や卒業論文とし

てまとめ制作物は学内に展示し継承する。 
 
 
 

 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 

新 旧 
資料 8  
カリキュラム配置 

資料 9 
カリキュラム配置 

資料 9 
カリキュラムツリー 

（追加） 

資料 10 
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリ

シーの関係 

（追加） 
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1

履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ
ミュニケーション

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1

英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1

英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 比較文化論

2

コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

6
単位

選択

（ｺｰｽ別）

8
単位以上

ﾛﾎﾞｯﾄ

組込みシステ
ム制御実習 3

自動制御機
械開発実習 3

産業用ロ
ボット実習 2

情報工学概
論 2

デザインエ
ンジニアリ
ング概論

3

職業専門
科目

情報数学
2

確率統計論
2

技術英語
2

79.5

線形代数
2

単位
以上

必修

解析学
2

36.5

プログラミ
ング

C言語基礎

3

組込みC,
C++言語 3

プログラミング
概論 1.5

ソフトウェ
アシステム
開発

2

単位
情報
通信

コンピュータシ
ステム基礎 2

データベー
ス基礎と応
用

2

情報セキュ
リティ応用 2

電子
回路

電子回路基
礎 3

回路・プリ
ント基板設
計

3

人工知能基
礎 1.5

機械学習

2

深層学習

2

自然言語処
理 1.5

画像・音声
認識 2

人工知能数
学 1.5

デバイス・ネッ
トワーク 1.5

サーバ・
ネットワー
ク

1.5

9.0

IoTデバイス
プログラミ
ングⅠ

1

IoTデバイス
プログラミング
Ⅲ

2

単位以上 制御工学基
礎 2

IoTデバイス
プログラミング
Ⅱ

1

力学

2

制御工学基
礎 2

材料力学・材
料工学 2

ロボット機
構 2

機械設計

2

ロボット制
御 2

展開科目 必修

企画・発想法

1.5
プロジェク
トマネジメ
ント

2
知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会 2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ 1.5

企業経営論

2

ベンチャー起
業経営 1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目

4
単位

卒業要件 計 124 単位以上 選択科目

卒業研究制作 4

AI

IoT

必修科目

ﾛﾎﾞｯﾄ

演習
必修
4単位

研究
制作

講義
・

演習

ビジネス
教養

地域共創デザイン実習

講義
・

演習

Pythonプロ
グラミング

数学
物理
英語

選択

学科
包括

1.5

センサ・アク
チュエータ 2

カリキュラム配置  工科学部　情報工学科 資料　8

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期 前期 後期科目種別 前期 後期 前期 後期 前期

基盤

IoT
IoTシステム
開発Ⅰ 3

学科
共通

32

単位

臨地実務実習Ⅱ 7.5 臨地実務実習Ⅲ

ソリュー
ション開発
Ⅱ

4

AI

講義
・

演習

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5.0

人工知能シ
ステム開発
Ⅰ

1
メディア情報
処理実習

人工知能シ
ステム開発
Ⅱ

データ解析

IoTシステム
開発Ⅱ 3

IoTサービス
デザイン 2

2
人工知能応
用

7.5

ソリュー
ション開発
Ⅰ

2

1.5

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



2

履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ

ミュニケーショ

ン

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 単位 比較文化論

2
コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

9
単位

選択

5
単位以上

学科包括

コンテンツ
デザイン概
論

2

職業専門
科目

線形代数

2
統計論

2
技術英語

2

解析学

2

必修

コンピュータ
グラフィックス
Ⅰ 2

コンピュータ
グラフィックス
Ⅱ 2

79.5 39

情報
通信

電子情報工
学概論 2

単位
以上

単位 ゲーム構成論
Ⅰ 2

プログラミング
言語基礎 1.5

ゲームアルゴ
リズム 2

ゲームAI Ⅰ

1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅰ 3

コンテンツ制
作マネジメント 2

エンタテインメ
ント設計 1.5

デジタル造形
Ⅰ 3

デジタル造
形Ⅱ 3

映像論

2

CGデザイン
基礎 1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅱ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅠ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅡ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅢ 1

選択

6.5
単位以上 ゲーム構成論

Ⅱ 1.5
ゲームデザイ
ン実践演習 1

インターフェー
スデザイン 1

デジタル映像
表現技法基
礎 1.5

デジタル映像
表現技法応
用 3

デジタルキャ
ラクタ実践演
習 3

インターフェー
スデザイン 1

CGアニメー
ション総合
演習

1

展開科目 必修

企画・発想法

1.5

プロジェク
トマネジメ
ント

2

知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会

2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ 1.5

企業経営論

2

ベンチャー起
業経営

1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目 必修

4 4
単位 単位

卒業要件 計 124 単位以上

デジタルコンテンツ制作応用

6 3
デジタルコン
テンツ総合実
習

臨地実務実習Ⅲ

CGアニメー
ション総合実
習Ⅰ

3 2
CGアニメー
ション総合実
習Ⅱ

カリキュラム配置　工科学部 デジタルエンタテインメント学科 資料　8

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期前期後期 前期 後期科目種別 前期 後期 前期

講義
・

演習

基盤

臨地実務実習Ⅱ 7.5

ｹﾞｰﾑ

ゲーム制作技
術総合実習
Ⅰ

3

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5

ゲーム制作技
術総合実習
Ⅱ

2

CG

学科
共通

講義
・

演習

ｹﾞｰﾑ

CG

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾏｰ）

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾗﾝﾅｰ）

数学
物理
英語

3
ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅲ

3
ゲームAI Ⅱ

演習
研究
制作

CG

講義
・

演習

ビジネス
教養

1.5

地域共創デザイン実習

7.5

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

ゲームハード
概論

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



資料9-2【工科学部 デジタルエンタテインメント学科】 カリキュラムツリー 資料9-2

6



資料9-2-1

7

【工科学部 デジタルエンタテインメント学科 ゲームプロデュース】 カリキュラムツリー



資料9-2-2

8

【工科学部 デジタルエンタテインメント学科 ＣＧアニメーションコース】 カリキュラムツリー



資料9-2-3

9

【工科学部 デジタルエンタテインメント学科】 理論科目の学習体系について



1

資料10-1

ディプロマ・ポリシー
（学位授与の方針）

カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成・実施の

方針）

冒
頭

　本学は、卓越した機能によ
る技術的価値と優れた芸術的
表現による文化的価値を備
え、ビジネス上の成功を目指
しつつ社会や環境への配慮を
欠かさない人工物の創造をす
る“Designer in Society（社
会とともにあるデザイ
ナー）”となるために、定め
られた在籍期間、及び、所定
の単位を取得し、必修等の条
件を満たすこと等を卒業要件
とし、卒業を認定し学位を授
与する。

東京国際工科専門職大学
では、ディプロマ・ポリ
シーに掲げた学修成果を
得るために、デザイン思
考の教育課程を編成す
る。
学修方法･学修過程、学修
成果の評価の在り方は以
下のように定める。

冒
頭

本学部は情報技術を応用する領域におけ
る専門職を養成する。そのため、本学の
「ディプロマ・ポリシー」を踏まえた上
で、定められた課程において以下の知
識・能力を修得し、教育の理念である
「Designer in Society（社会とともに
あるデザイナー）」に従い、ものを創る
ことができる学生に対し、卒業を認定し
学位を授与する。

工科学部では、ディプロマ・ポリシー
に掲げた能力を身につけることができ
るように、以下のように教育課程を編
成する。
このように体系立てられ編成される教
育課程に対し、学修方法･学修過程、学
修成果の評価の在り方は以下のように
定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

主な
授業形
態

DP
No.

keywords ＜教育課程の区分＞

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学など
の基礎知識とともに、コンピュータシス
テムの構成に関する知識を有している

3
創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を
支援する知識・理解の科目を置く

2 創造

AI, IoT, ロボットの各分野において、
価値創造のためのソフトウェアアルゴリ
ズムやシステム構成方法論について理解
している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工
知能システムに関する論理的・数学的知
識を有している
・IoTシステムコースに所属する学生
は、ソフトウェア、ハードウェア、ネッ
トワークとデータ解析の知識を有してい
る
・ロボット開発コースに所属する学生
は、ハードウェアとソフトウェアのバラ
ンスした知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともに
あるデザイナー）”の根幹に当たる倫
理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解
している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコ
ミュニケーションの汎用的技能を育成
する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロ
ボット）と社会との接点を理解し、情報
システム技術をコアとして、システムイ
ンテグレーションに関する知識を総合的
に俯瞰することができる 1 分析

5
問題発見
力

情報工学を主導する専門職人材として問
題を発見する力を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現
力を有している

演習 2 創造

問題・課題解決のために知識を総合
し、価値創造の方法論を学ぶ科目を配
する。

7
プロトタ
イプ開発
力

情報技術を応用して対象領域の課題を解
決するソリューションのプロトタイプを
開発する能力を有している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工
知能システムの応用に着目する
・IoTシステムコースに所属する学生
は、IoTシステムのプロトタイプ開発を
行い、サービスデザインにも着目する
・ロボット開発コースに所属する学生
は、ロボットの応用に関する実践的プロ
トタイプ開発に着目する

7
プロトタ
イプ開発
力

プロトタイプ開発を主軸とする実習科
目を配置する

8 判断力

論理的思考能力と科学的知識によって最
適解を判断することができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション
能力を有している 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供する
ことができる 3

ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を養
成する科目を配置する

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択す
る能力を有している 12 倫理観

環境や社会への配慮し、持続可能な解
を生み出すための知識を学ぶ

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エ
ラーを厭わず最後までやり遂げる

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三
現主義（現場、現実、現物）で行動でき
る

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究
制作を実施します。この科目は、英語
での発表を義務付けている

＜教育課程の区分＞
1. 教育課程は①対象領域
を俯瞰し、②問題・課題
を発見し、③解決策を考
え、④プロトタイプを開
発し、⑤評価から①に戻
る一連の過程に必要な知
識、能力を得られる教育
課程とする。

2. 専門職人材としてプロ
トタイプ開発を行う実践
力とビジネスセンスを磨
き倫理観をもって対象領
域にアプローチするため
に必要な科目を配する。

3．実習科目を中心として
志向・態度を学び、チャ
レンジ精神、向上心、探
究心を涵養する

＜教育内容・方法＞
本学では「担任制度」を
設け、学生10名程度に1名
以上の担当教員を配し、
学修計画・履修登録のみ
ならず、より良い教育及
び学修を円滑に運営する
ための人間環境を整え
「個に対する教育」を行
う。
（学修方法）
科目が初歩的なものから
専門的なものへと進行す
る配置の中で、初歩的過
程で学んだ科目内容が、
どのようにして専門的な
科目の基礎をなすか、ま
た専門的科目の内容がど
のようにして社会にどの
ように役立つかを実習科
目や総合科目を通じて学
ぶ。この実感が、
“Designer in Society
（社会とともにあるデザ
イナー）”の基礎とな
る。したがって、科目配
列は特に１年次では最初
に動機付け及びトピック
へのエクスポージャを目
的とした科目によって原
理や理論を深く学ぶので
はなく、何に使われてい
るかを中心に理解する。
その後に原理や理論を学
ぶ科目を配置している。
これは自分が持っている
社会に役立ちたいという
動機が、学問によって裏
付けられることを経験
し、実感的動機を科目学
修動機に変換させること
でもある。それに基づい
て、専門的な科目は動機
を満たすものとして自発
的に学習することが可能
となる。これを実現する
ために、実務経験のある
教員から何を学ぶかを知
り、また実習、演習、イ
ンターンシップなども、
漫然と課題に向かうので
なく、自発的に学習する
ものとして位置づけるこ
とができるものとなる。

実習

講義・
演習

多くの実習科目を通し、新しいモノ・
コトでも躊躇せず、変化を好んで対応
し、対話を通じて他者と協力し、机上
のデータだけではなく、自分の目で見
て耳で聞く行動指針を養成する

基礎
科目

職業
専門
科目

協調性をもって、主体的に行動すること
ができる。加えて、リーダーシップを発
揮することができる

設定された問題を解決するための理論
科目と、正確な判断力を養成する科目
を置く。これらの科目は職業専門科目
の講義科目として配する

職業
専門
科目

展開
科目

俯瞰力と問題発見力を涵養する実習科
目を配置する

実習による実践だけではなく、協調性
をもって、チームメンバーとして主体
的に行動する、または、リーダーとし
て、指導力を発揮する原理を学ぶ科目
を配する

知
識
・
理
解

能
力

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

10

態
度
・
志
向

倫理観

1. 豊かな創造力
　対象領域を俯瞰し、問題・
課題を発見し科学的根拠を
もって分析するとともに、分
析した結果問題の本質を精査
できる総合力と、解決を複数
考案できる創造力、感性、倫
理観を有している。

2. 確かな実践力
　問題・課題解決に対し、実
際にプロトタイプを開発し複
数インプリメントすることで
実際に解決案を創造するとと
もに、最適解を選択できる社
会的倫理観を持ちながら判断
できる知識・能力を有してい
る

3. 鋭いビジネスセンス
　専門職人材として、顧客や
品質を第一に考えられるとと
もに、現実的判断をもって遂
行することのできるビジネス
スキルと共に、自身が持つ好
奇心の実現に向け協調性を
もって、主体的に行動するこ
とができる。

4. 高い倫理観
　倫理観をもって社会の責務
を認識した行動指針を有して
いるとともに、顕在する問題
解決のみならず、社会の持続
性・発展性まで考慮すること
のできる専門職人材である。

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

講義

講義

展開
科目

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

工科学部東京国際工科専門職大学

東京国際工科専門職大学　工科学部
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較



2

資料10-2

冒
頭

情報工学科では、人工知能システム、IoTシステム、ロ
ボット中心とした情報工学における教育・研究・実践活
動を通して、情報工学分野における基礎及び専門技術に
関する知識と創造力を身につける。さらに、それらを俯
瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニケーション能
力を有し、グローバルに活躍できる技術者を養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生
に学位を授与する。

情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身に
つけることができるように、以下のように教育課程を編成
する。
　このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学
修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のよう
に定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

授業
形態

DP
No.

keywords

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とと
もに、コンピュータシステムの構成に関する知識を有し
ている 3

創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理
解の科目を置く

2 創造

AI, IoT, ロボットの各分野において、価値創造のため
のソフトウェアアルゴリズムやシステム構成方法論につ
いて理解している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムに
関する論理的・数学的知識を有している
・IoTシステムコースに所属する学生は、ソフトウェ
ア、ハードウェア、ネットワークとデータ解析の知識を
有している
・ロボット開発コースに所属する学生は、ハードウェア
とソフトウェアのバランスした知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともにあるデザイ
ナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの
汎用的技能を育成する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロボット）と社会
との接点を理解し、情報システム技術をコアとして、シ
ステムインテグレーションに関する知識を総合的に俯瞰
することができる

1 分析

5
問題発見
力

情報工学を主導する専門職人材として問題を発見する力
を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している

演習 2 創造

問題解決のために情報技術を統合し、価値創造の方法論を
学ぶ科目を配する。「C言語基礎」「組込みC,C++言語」
「回路・プリント基板設計」「プログラミング概論」「ソ
フトウェアシステム開発」「Pythonプログラミング」「機
械学習」「デバイス・ネットワーク」「IoTデバイスプロ
グラミングⅠ」「機械設計」「深層学習」「画像・音声認
識」「サーバ・ネットワーク」「IoTデバイスプログラミ
ングⅡ」「ロボット機構」「ロボット制御」

7
プロトタ
イプ開発
力

情報技術を応用して対象領域の課題を解決するソリュー
ションのプロトタイプを開発する能力を有している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムの
応用に着目する
・IoTシステムコースに所属する学生は、IoTシステムの
プロトタイプ開発を行い、サービスデザインにも着目す
る
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロボットの応
用に関する実践的プロトタイプ開発に着目する

7
プロトタ
イプ開発
力

8 判断力
論理的思考能力と科学的知識によって最適解を判断する
ことができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有してい
る 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供することができる

3
ビジネス
の仕組み

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有して
いる

12 倫理観

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最
後までやり遂げる

環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知
識を養成する

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、
現実、現物）で行動できる

社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経
営資産についての知識を習得する科目を配する。

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究制作を実施する。こ
の科目は、英語での発表を義務付けている。

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する
手法を講義と演習を組み合わせて学ぶ

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理
論科目として数学や、物理学と共に、情報技術の基礎的な
知識に関する理論科目を配置する。「電子回路基礎」「コ
ンピュータシステム基礎」「情報数学」「線形代数」「解
析学」「確率統計論」「データベース基礎と応用」「技術
英語」「情報セキュリティ応用」「力学」「人工知能基
礎」「自然言語処理」「人工知能数学」「制御工学基礎」
「センサ・アクチュエータ」「材料力学・材料工学」
「データ解析」「技術英語」

デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ
知的好奇心を向上させながら探究心を身につけるととも
に、チャレンジ精神を養成する。

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロボット）と対象領
域が抱える問題を見つけるための俯瞰力と問題発見力、そ
の問題を解決するための知識の総合力を養成する科目を配
する。
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」
「地域共創デザイン実習」「人工知能システムⅠ、Ⅱ」
「メディア情報処理」「人工知能応用」「IoTシステム開
発Ⅰ、Ⅱ」「IoTサービスデザイン」「組込みシステム制
御実習」「自動制御機械開発実習」「産業用ロボット実
習」

態
度
・
志
向

倫理観

展開
科目

職業
専門
科目
展開
科目

実習

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加え
て、リーダーシップを発揮することができる

講
義・
演習

東京国際工科専門職大学　工科学部　情報工学科
　ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

情報工学科

知
識
・
理
解

基礎
科目

能
力

職業
専門
科目

講義

講義

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）
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資料10-3

冒
頭

デジタルエンタテインメント学科では、デジタルコンテ
ンツ分野における歴史的・社会的背景、および、デジタ
ルコンテンツの役割や職能を理解し、プロトタイプ開発
を行うことで、グローバルに発信可能なデジタルコンテ
ンツのクリエイターを養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生
に学位を授与する。

デジタルエンタテインメント学科ではディプロマ・ポリ
シーに掲げた能力を身につけることができるように、以下
のように教育課程を編成する。
　このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学
修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のように
定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

授業
形態

DP
No.

keywords

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とと
もに、コンピュータシステムの基本構成やデジタルコン
テンツに関する知識を有している 6

創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理解
の科目を置く

2 創造

デジタルゲーム、およびコンピュータグラフィックス技
術を用いた価値創造のためのアルゴリズムや表現方法論
について理解している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コン
ピュータゲームに関するデジタルコンテンツ制作に特化
した知識を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、映像制
作、キャラクターデザイン等、コンピュータグラフィッ
クスに特化した知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”
の根幹に当たる倫理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの
汎用的技能を育成する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と社会との接
点を理解し、デジタルコンテンツ、情報システム技術、
ビジネスに関する知識などを総合的に俯瞰することがで
きる

1 分析

5
問題発見
力

デジタルコンテンツを主導する専門職人材として問題を
発見し設定する能力を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有してい
る。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コン
ピュータゲームデザインおよびプログラミングなどゲー
ム開発に関する総合力を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、CG映像に
関する一連のプロセスと制作のための総合力を有してい
る 演習 2 創造

問題解決のためにデジタルゲーム、およびコンピュータグ
ラフィックス技術を統合し、価値創造の方法論を学び芸術
的感性を涵養する科目を配する。「ゲームプログラム構成
基礎Ⅰ」「デジタル造形Ⅰ」「CGデザイン基礎」「プログ
ラミング言語基礎」「デジタル造形Ⅱ」「ゲームAIⅠ」
「エンタテインメント設計」「ゲームプログラム構成基礎
Ⅱ」「デジタル映像表現技法基礎」「ゲームプログラム構
成基礎Ⅲ」「デジタル映像表現技法応用」「ゲームプログ
ラミングⅠ」「ゲームデザイン実践演習」「デジタルキャ
ラクタ実践演習」「ゲームプログラミングⅡ」「インター
フェースデザイン」「ゲームプログラミングⅢ」「ゲーム
AI Ⅱ」「CGアニメーション総合演習」

7
プロトタ
イプ開発
力

デジタルコンテンツのプロトタイプを開発する能力を有
している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、プロト
タイプを制作する目的を理解し、デジタルゲームに関し
て企画・開発する能力を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、プロトタ
イプを制作する目的を理解し、CG映像に関して企画・制
作する能力を有している

7
プロトタ
イプ開発
力

8 判断力
論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最適解を判断す
ることができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有してい
る 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供することができる

3
ビジネス
の仕組み

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有して
いる

12 倫理観

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最
後までやり遂げる

環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知
識を養成する

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、
現実、現物）で行動できる

社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経
営資産についての知識を習得する科目を配する

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究制作を実施する。こ
の科目は、英語での発表を義務付けている。

態
度
・
志
向

倫理観

展開
科目

専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する
手法を講義と演習を組み合わせて学ぶ

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

講
義・
演習

能
力

職業
専門
科目

講義

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理
論科目として数学とともに、技術の基礎的な知識に関する
理論科目を配置する。「コンピュータグラフィックスⅠ」
「電子情報工学概論」「ゲーム構成論Ⅰ」「線形代数」
「解析学」「コンピュータグラフィックスⅡ」「統計論」
「ゲームアルゴリズム」「コンテンツ制作マネジメント」
「映像論」「ゲーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」「技
術英語」

職業
専門
科目
展開
科目

実習

デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ
知的好奇心を向上させながら探究心を身につけるととも
に、チャレンジ精神を養成する。

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と対象領域が抱え
る問題を見つけるための俯瞰力と問題発見力、その問題を
解決するための知識の総合力を養成する科目を配する。
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテンツ総合実習」
「デジタルコンテンツ総合実習」「地域共創デザイン実
習」「ゲーム制作技術総合実習Ⅰ、Ⅱ」「CGアニメーショ
ン総合実習Ⅰ、Ⅱ」

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加え
て、リーダーシップを発揮することができる

東京国際工科専門職大学　工科学部　デジタルエンタテインメント学科
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

デジタルエンタテインメント学科

知
識
・
理
解

基礎
科目

講義

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）



1 
 

（是正事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科 
  

６．＜展開科目の科目区分等が不明確＞ 
展開科目を通じて、どのような能力を育成しようとしているのか不明確であるほ

か、その目的は育成する専門職業人にとって有意義な内容であるのか不明なた

め、学科ごとに明確に説明すること。その際、その目的を達成するために必要な

科目が適切に配置されていることを併せて説明すること。【２学科共通】 

 
（対応） 
審査意見 1、5 を考慮し、展開科目を通じて育成する能力を見直し、修正を行った。 
以下、展開科目の修正の要点とともに、展開科目を通じてどのような能力を養成しようとして

いるのかを説明する。 
 
 
■展開科目の修正について 
 本審査意見とともに、審査意見 1 や 5 を中心に、養成する人材像の変更、教育課程の「重複」

などから、展開科目を見直した。 
 要点は以下である。 
 
①学部・学科のディプロマ・ポリシー“9. 異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有して 
いる。”に伴い、「企画・発想法Ⅱ」の区分について、基礎科目が相応しくなったため、基礎

科目に区分を変更し、授業名称をわかりやすくするために「コミュニケーションツール」と変

更する。加えて、「企画・発想法Ⅰ」について、「企画・発想法Ⅱ」の削除から、科目名称を

「企画・発想法」に変更する。 
②学部・学科のディプロマ・ポリシー“10. 協調性をもって、主体的に行動することができる。加 
えて、リーダーシップを発揮することができる。”に対し、協調性とリーダーシップを担保す

る科目「チームワークとリーダーシップ」を新規に配置する。 
③学部・学科のディプロマ・ポリシー“3. ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している”に対 
し、「組織化とリーダーシップ」、「リソースマネジメント」、「ビジネスマネジメント」、

「企業経営論」、「プロジェクトマネジメント」の科目間の重複、他区分の教育課程との関係

性（特に、「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」）、養成する人材像に必要な能力の過不足を踏まえ修正を

行う。対象領域に関する基本知識については、情報工学科、デジタルエンタテインメント学科

同一であるから、同じ教育課程に変更するとともに、経営資源“ヒト”“モノ”“カネ”を観点とし

て授業内容を整理し、効果的に学べるように各科目に配当し直すために「プロジェクトマネジ

メント」「企業経営論」については、授業計画を一部修正し他科目の内容を集約、新たに「ベ

ンチャー起業経営」を配置する。 
④学部・学科のディプロマ・ポリシー“12. 環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有し 

ている”に対し、その能力を担保する科目がなかったため、新たに「持続可能な社会」を配置

する。 
 
 
 
■展開科目を通じて養成すべき能力について 

本学は工科分野において日本の首都東京で国際性を理解し、社会の発展と調和を目指した教

育・研究・実践活動を行い、真のイノベーションの実現者となるような人材を養成することを目

的としている。そのような、人材を養成するために展開科目区分で修得すべき能力は、『鋭敏な

ビジネスセンス』である。真のイノベーションの実現者となるような人材、つまり、“Designer 
in Society（社会とともにあるデザイナー）”は社会の期待、あるいは自己の夢の実現を目指し
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ているが、それはビジネス原則を無視しては叶わないことも理解する必要があり、この能力を涵

養するべきである。 
加えて、専門職大学では、いわゆる社会人基礎力の涵養も重要である。ここでいう社会人基礎

力とは、「前に踏み出す力（アクション）」（主体性、働きかけ力、実行力）、「考え抜く力

（シンキング）」（課題発見力、計画力、創造力）、「チームで働く力（チームワーク）」（発

信力、傾聴力、柔軟性、状況把握力、規律性、ストレスコントロール力）の 3 つからなり、企業

は学生に対し「前に踏み出す力」をまず期待し、能力では実行力に期待している。一方、学生は

専門的な知識やスキルに不安を感じているが、企業側は「主体性」、「粘り強さ」、「コミュニ

ケーション能力」が不足と感じている 1。具体的には、主体的に行動を起こし最後まで粘り強く

やり抜く力、またそのプロセスでのコミュニケーション能力の涵養が求められる。 
大学生（特に学部新卒者）が卒業時に持つべき知識・能力についての調査結果がある 2。この

調査によると特に大学、企業の両方が重要と考える能力は、「チャレンジ精神」、「チームワー

ク能力」、「コミュニケーション能力」などの一般的な社会人基礎力に加えて、「問題解決・物

を作り出していく能力」、「課題を見出す能力」、「倫理観」などの専門的能力である。企業側

からは、学部新卒者に不足する知識・能力として、「問題解決・物を作り出していく能力」、

「チャレンジ精神」、「コミュニケーション能力」、「専門分野に関する基礎的知識」、「文系

分野も含む幅広い教養」という指摘があった。 
さらに、日本経済再生本部第 4次産業革命人材育成推進会議は、ITを中心とした必要人材のス

キル・コンピテンシーを次のように設定している 3。 
(1) 課題設定力、目的設定力 
(2) データ活用や IT にかかる能力・スキル 
(3) コンピュータ等の IT リテラシー 
(4) コミュニケーション能力 
(5) 分野を超えて専門知や技能を組み合わせる実践力 
(6) リーダーになる資質 
 
 よって、社会人基礎力にはビジネスの原則を知るだけではなく、「前に踏み出す力（主体的に

行動を起こし最後まで粘り強くやり抜く力）」、「チャレンジ精神」、「コミュニケーション能

力」、「チームワーク能力」、「リーダーシップ」も重視する必要もある。 
 
以上をまとめると、展開科目を中心として『鋭敏なビジネスセンス』を養成するその必要性と

は、 
1. ビジネスの仕組みを知らないといけない 
2. 協調性を持って行動できないといけない 
3. リーダーになる資質を持っていないといけない 
4. 新しいものでも躊躇せず、新しい働きや変化に好んで対応できないといけない 
5. 机上のデータのみならず、働きかけられないといけない 
6. 社会の問題解決だけではなく、真のイノベータとして持続可能かつ発展性まで考慮できな

いといけない 
が列挙でき、そのために具体的には 
1. 経営資源の知識・理解 
2. チームワーク力 
3. リーダーシップ力 

                                                   
1大学生の「社会人観」の把握と「社会人基礎力」の認知度向上実証に関する調査、経済産業

省、平成 22 年 6 月 
2平成 28 年度文部科学省「理工系プロフェッショナル教育推進委託事業」工学分野における理工

系人材育成の在り方に関する調査研究、千葉大学(2016) 
3第 4 次産業革命 人材育成推進会議（第 2 回）配布資料、日本経済再生本部、平成 29 年 2 月 
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4. チャレンジ精神 
5. 三現主義 
6. 社会倫理 
といった、「知識・理解」、「能力」、「志向・態度」を養成するべきである。 
 
 
■展開科目を通じて養成すべき能力の目的を達成するために必要な科目について 
上記で説明した、 
1. 経営資源の知識・理解 
2. チームワーク力 
3. リーダーシップ力 
4. チャレンジ精神 
5. 三現主義 
6.   社会倫理 
 
といった、「知識・理解」、「能力」、「志向・態度」を養成する目的を達成するために具体

的に配置した科目について以下に説明する。 
 
【知識・理解】 
1.   経営資源の知識・理解 
経営資源とは「ヒト」、「モノ」、「カネ」であるそれらを学ぶために、以下の科目を配する。 

 
① 経営資源“ヒト”、組織マネジメントにおける基礎力を養成する「プロジェクトマネジメン

ト」 
具体的にはイノベーションを推進するプロジェクトの管理方法を修得する。 

② 経営資源“モノ”のルールについて学ぶ「知的財産権論」 
本学科の卒業生の多くがその生産者になると見込まれる知的財産について、権利の獲得、保

護、活用といった、イノベーションの成果物を守り、付加価値を高める方法を身につける。 
③ 経営資源“モノ”と“カネ”の戦略について学ぶ「グローバル市場化戦略」 

非技術イノベーションの一翼であるマーケティングイノベーションに直結する科目であり、

販売・価格設定や販路開拓方法の修得を図る。 
④ 経営資源 “カネ”を中心に“ヒト”“モノ”の関係性の基礎も学ぶ「企業経営論」 

現代企業経営のテーマである「終わりなきイノベーションの追求」にかかる様々な論点を学

修する。 
⑤ 経営資源 “カネ”“ヒト”“モノ”の総まとめとしてビジネス法規を学ぶ「ベンチャー起業

経営」 
イノベータの養成にあたる企業経営に必要な会計・財務、モチベーションの高め方、経営戦

略などにかかる知識・技術を修得する。 
 

【能力】 
2. チームワーク力 
3. リーダーシップ力 
コミュニケーション能力は、産業からのニーズが非常に高い。そこで、各種実習で体感するの

は勿論、本学では基礎科目で学んだ基本的なコミュニケーション力に加えて、鋭敏なビジネスセ

ンスを養成するためにチームワークとリーダーシップについて学ぶ講義・演習科目を配する。 
 

⑥ コミュニケーション力の向上と組織マネジメントにおける応用力の養成：「チームワークと

リーダーシップ」 
組織マネジメントと絡めた協調性と主体性について学ぶことで、イノベーションを生み出

すための基本単位であるチームと、その活動を推進するリーダーの役割を学ぶ。 
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【志向・態度】 
4. チャレンジ精神 
5. 三現主義 
これらは志向・態度であるから、実習を通して修得されるべきである。特に、地域との連携が

重要である専門職大学として、地域と実際に連携する実習科目を配する。 
⑦ 対象社会を実際に知る：「地域共創デザイン実習」 

学部横断型プログラムである当該科目は、実際の隣接他部署を想定し、他学科、他コースのメ

ンバーとチームを組んで、イノベーションを推進する方法を学ぶ。並行して、地域、国家、環境、

文化・歴史問題など、技術者がイノベーション実現にあたって留意すべき諸問題との取り組み方

を体得する。 
 
この「地域共創デザイン実習」は実際に教育課程連携協議会の協力と支援を得る、本学の中で

も重要な位置づけとして配している。この科目をより一層有意義にするためには、展開科目も 1
年次から段階的に学ぶべきである。よって、社会の要請に応えるために必要な応用力を学ぶ展開

科目区分の中にも、基礎的な科目は必要であるため、以下の科目を配する。 
⑧ 企画・発想力における基礎力の養成：「企画・発想法」 

科目名称の通り、企画力と発想力を養成する科目。イノベーション実現の基本となる新規性の

ある発想や独創的な提案を発信できる能力を修得する。 
 
6.   社会倫理 
本学は高い倫理観を要求する。基礎的倫理観の養成については基礎科目区分で行うが、社会の

発展と持続に寄与するイノベータ“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”を養

成するためには、SDGs を理解し、それらが志向・態度に現れるべきである。それを担保する科

目を配する。 
⑨ 専門職として SDGs を学ぶ：「持続可能な社会」 
情報工学分野におけるイノベーションの追求と、地球環境保護や限りある天然資源といった対

照的な問題についてディスカッションベースで取り組みながら、経営者としてのバランス感覚を

養う。 
 
 

 
■展開科目に配された科目の適切な体系について 
 上記で述べた 9 科目について、基礎科目、職業専門科目とのつながりを考え、以下のように科

目を配置する。 
 
⑦ 対象社会を実際に知る：「地域共創デザイン実習」 
 この科目は他の実習科目、特に「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」との関係性が重要である。加えて、こ

の科目は他の実習科目の足掛かりになる科目である。そこで「2 年次」に配置する。 
 
⑧ 企画・発想力における基礎力の養成：「企画・発想法」 
① 経営資源“ヒト”、組織マネジメントにおける基礎力を養成する「プロジェクトマネジメン

ト」 
「地域共創デザイン実習」を有意義にするためには、最低限の企画発想力と、学部横断プロ

ジェクトを効果的に推進するためのマネジメント力が重要である。そこで、「地域共創デザ

イン実習」の前に学べるように「1 年次」に配する。 
 
 

  
⑥ コミュニケーション力の向上と組織マネジメントにおける応用力の養成：「チームワークと 

リーダーシップ」 
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 通年で配されている「地域共創デザイン実習」のみならず「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」を有意義に

するためには、チームワーク力とリーダーシップ力が欠かせない。そこで、この科目は「2 年次」

に配する。 
 
 
 
② 経営資源“モノ”のルールについて学ぶ「知的財産権論」 
③ 経営資源“モノ”と“カネ”の戦略について学ぶ「グローバル市場化戦略」 
④ 経営資源 “カネ”を中心に“ヒト”“モノ”の関係性の基礎も学ぶ「企業経営論」 
 これらの科目は、実際の地域連携科目「地域共創デザイン実習」や「臨地実務実習Ⅰ」等によ

って、ビジネスプロセスを実際に知った後に学ぶことが、より効果的な学修を生むはずである。

よって、「3 年次」に配する。 
その中でも、「知的財産権論」は著作権などについても学ぶが、職業専門科目で画像や音声と

いった素材を実際に利用し、それらの処理を行う 3 年次の他科目との配当に留意した時、3 年次 
の早期段階で学ぶことが効果的である。 
 
⑤ 経営資源 “カネ”、“ヒト”、“モノ”の総まとめとしてビジネス法規を学ぶ「ベンチャ 
ー起業経営」 

⑨ 専門職として SDGs を学ぶ：「持続可能な社会」 
 これらの科目は、各種の学びが成熟し、専門職として社会に排出されるイメージが学生の中で

具現化してきたときに学ぶことが有効である。よって、「4 年次」に配する。 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
 
4. 教育課程の編成における考え方及び特色 
教育課程の編成及び実施の方針 

 カリキュラム・ポリシー（大学教育課

程の編成・実施方針） 
本学では以下のようにカリキュラム・ポリシ

ーを定め、教育課程を編成、実施する。参考

資料として教育課程の進行が把握しやすいカ

リキュラム配置（資料 8）や、教育課程の科

目群が把握しやすいカリキュラムツリー（資

料 9）を添付する。また、各ディプロマ・ポ

リシーに対して以下のカリキュラム・ポリシ

ーがどのように対応しているのかが明確にな

るように（資料 10）を添付する。 
 
4.1.1.1 東京国際工科専門職大学のカリキュラ

ム・ポリシー（大学教育課程の編成・実施方

針） 
東京国際工科専門職大学では、ディプロマ・

ポリシーに掲げた学修成果を得るために、デ

ザイン思考の教育課程を編成する。 
学修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方

は以下のように定める。 
＜教育課程の区分＞ 
 教育課程は①対象領域を俯瞰し、②問

 
4. 教育課程の編成における考え方及び特色教

育課程の編成及び実施の方針 
4.1.1 カリキュラム・ポリシー（大学教育課

程の編成・実施方針） 
本学では以下のようにカリキュラム・ポリシ

ーを定め、教育課程を編成、実施する。参考

資料として教育課程の進行が把握しやすいカ

リキュラム配置（資料 9）や、教育課程の科

目群が把握しやすいカリキュラムマップ（資

料 10）を添付する。 
 
4.1.1.1 東京国際工科専門職大学のカリキュラ

ム・ポリシー 
東京国際工科専門職大学では、ディプロマ・

ポリシーに掲げた学修成果を得るために、教

育課程を「基礎科目」、「職業専門科目」、

「展開科目」及び「総合科目」に区分する。

加えて、思考の出発は分析する対象としての

ものではなく、社会に存在する多様な期待で

ある。よって、従来の思考過程を逆転するデ

ザイン志向の教育課程を編成する。 
このように体系立てられ編成される教育課程

に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評価

の在り方は以下のように定める。 
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題・課題を発見し、③解決策を考え、④

プロトタイプを開発し、⑤評価から①に

戻る一連の過程に必要な知識、能力を得

られる教育課程とする。 
 専門職人材としてプロトタイプ開発を行

う実践力とビジネスセンスを磨き倫理観

をもって対象領域にアプローチするため

に必要な科目を配する。 
 
 実習科目を中心として志向・態度を学

び、チャレンジ精神、向上心、探究心を

涵養する 
 
＜教育内容・方法＞ 
本学では「担任制度」を設け、学生 10名程度

に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・履

修登録のみならず、より良い教育及び学修を

円滑に運営するための人間環境を整え「個に

対する教育」を行う。 
（学修方法） 
科目が初歩的なものから専門的なものへと進

行する配置の中で、初歩的過程で学んだ科目

内容が、どのようにして専門的な科目の基礎

をなすか、また専門的科目の内容がどのよう

にして社会にどのように役立つかを実習科目

や総合科目を通じて学ぶ。この実感が、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の基礎となる。したがって、科

目配列は特に１年次では最初に動機付け及び

トピックへのエクスポージャを目的とした科

目によって原理や理論を深く学ぶのではな

く、何に使われているかを中心に理解する。

その後に原理や理論を学ぶ科目を配置してい

る。これは自分が持っている社会に役立ちた

いという動機が、学問によって裏付けられる

ことを経験し、実感的動機を科目学修動機に

変換させることでもある。それに基づいて、

専門的な科目は動機を満たすものとして自発

的に学習することが可能となる。これを実現

するために、実務経験のある教員から何を学

ぶかを知り、また実習、演習、インターンシ

ップなども、漫然と課題に向かうのでなく、

自発的に学習するものとして位置づけること

ができるものとなる。 
 
 
4.1.1.2 工科学部のカリキュラム・ポリシー 
工科学部では、ディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。このように

 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
伝統的な領域科学志向の考え方と異なるデザ

イン志向の論理を身につける感性的思考を支

援する知識群を置く。 
【職業専門科目】 
各専門職を特徴づける教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業を

実施する。数多くの制作経験を通して学生の

入学時に持つ実感的なモノづくりに対し、論

理に裏付けられた表現能力としてさらに展開

される科目群である。 
【展開科目】 
卒業後専門職として歩む道には、専門職の能

力を高めつつ、さらに別な視点や学問領域か

らの取り組みが必要となる。例えば社会のリ

ーダーとして活躍するために必要な知識や、

世界的視野からの問題解決のためのアプロー

チも必要となる。職業専門科目に直接隣接す

る分野ではなく、学修成果を広範な視点から

取り組み、入学時の動機を成熟させて卒業時

の動機となる科目である。 
【総合科目】 
個別対象を離れた総合的視点から俯瞰し、新

たなデザイン思考や共創行為が可能となる。

これらの学修は卒業研究制作の学修を通して

社会の課題解決を実際に経験することにより

強化される。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の出席を前提と

し、その上で、各授業に応じて評価すること

とする。詳細の評価については、各種シラバ

スで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先

の企業との連携の重要性から、必ずルーブリ

ック評価表を用い、公平で客観的かつ厳格な

成績評価を行うこととする。 
 
 
4.1.1.2 工科学部のカリキュラム・ポリシー 
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体系立てられ編成される教育課程に対し、学

修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は

以下のように定める。 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支

援する知識・理解の科目を置く  広義のデ

ザインにおける感性的思考を支援する知

識・理解の科目を基盤科目として添え

る。これらを基盤科目群とする。 
 “Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の根幹に当たる倫理観

を確立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミ

ュニケーションの汎用的技能を育成する

科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を解決するための理論科

目と、正確な判断力を養成する科目を置

く。これらの科目は職業専門科目の講義

科目として配する 
 問題・課題解決のために知識を総合し、

価値創造の方法論を学ぶ科目を配する。 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 プロトタイプ開発を主軸とする実習科目

を配置する 
 俯瞰力と問題発見力を涵養する実習科目

を配置する 
 多くの実習科目を通し、新しいモノ・コ

トでも躊躇せず、変化を好んで対応し、

対話を通じて他者と協力し、机上のデー

タだけではなく、自分の目で見て耳で聞

く行動指針を養成する 
【展開科目】 
 ビジネスの仕組みと関連する知識を養成

する科目を配置する 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解を

生み出すための知識を学ぶ 
 実習による実践だけではなく、協調性を

もって、チームメンバーとして主体的に

行動する、または、リーダーとして、指

導力を発揮する原理を学ぶ科目を配する 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制

作を実施します。この科目は、英語での

発表を義務付けている 
 
＜教育内容・方法＞ 
（教育方法） 

工科学部では、工科領域におけるディプロ

マ・ポリシーに掲げる目標を達成するため

に、教育課程を「基礎科目」、「職業専門科

目」、「展開科目」及び「総合科目」に区分

し、講義、演習、実験、実習を適切に組み合

わせた授業科目を開講し、従来の思考過程を

逆転するデザイン志向の教育課程を編成す

る。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
伝統的な領域科学志向の考え方と異なるデザ

イン志向の論理を身につける感性的思考を支

援する知識群を置く。 
①コミュニケーション・スキル： 
 グローバルに活躍するための汎用的技能を

育成する科目を配する。具体的には英語を指

す。これらをグローバル・コミュニケーショ

ン科目群とする。 
②倫理： 
 “Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する

科目を据える。これらを倫理科目群とする。 
③社会の中のデザイナー思考： 
  広義のデザインにおける感性的思考を支援

する知識・理解の科目を基盤科目として添え

る。これらを基盤科目群とする。 
 
 
【職業専門科目】 
各専門職を特徴づける教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業を

実施する。数多くの制作経験を通して学生の

入学時に持つ実感的なモノづくりに対し、論

理に裏付けられた表現能力としてさらに展開

される科目群である。 
①デザイン学的思考： 
伝統的な領域科学志向の考え方と異なるデザ

イン志向の論理を身につける科目として学科

包括科目を配する 
②論理的思考・デザイン的思考能力： 
推論過程である帰納法・演繹法はもちろん、

社会の中のデザイナーに必要な仮説検証に必

要な感性を養成する 
③理論と実践力： 
動機の実現を軸としてプロトタイプ制作を行

い、それに必要な基礎知識を身につけられる
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 本学では「担任制度」を設け、学生１０名

程度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計

画・履修登録のみならず、より良い教育及び

学修を円滑に運営するための人間環境を整え

「個に対する教育」を行う。 
（学修方法） 
科目が初歩的なものから専門的なものへと進

行する配置の中で、初歩的過程で学んだ科目

内容が、どのようにして専門的な科目の基礎

をなすか、また専門的科目の内容がどのよう

にして社会にどのように役立つかを実習科目

や総合科目を通じて学ぶ。この実感が、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の基礎となる。したがって、科

目配列は特に１年次では最初に動機付け及び

トピックへのエクスポージャを目的とした科

目によって原理や理論を深く学ぶのではな

く、何に使われているかを中心に理解する。

その後に原理や理論を学ぶ科目を配置してい

る。これは自分が持っている社会に役立ちた

いという動機が、学問によって裏付けられる

ことを経験し、実感的動機を科目学修動機に

変換させることでもある。それに基づいて、

専門的な科目は動機を満たすものとして自発

的に学習することが可能となる。これを実現

するために、実務経験のある教員から何を学

ぶかを知り、また実習、演習、インターンシ

ップなども、漫然と課題に向かうのでなく、

自発的に学習するものとして位置づけること

ができるものとなる。 
 
＜学修成果の評価＞ 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の 8 割以上の出

席・課題提出を前提とし、その上で、各授業

に応じて評価することとする。詳細の評価に

ついては、各種シラバスで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先

の企業との連携の重要性から、必ずルーブリ

ック評価表を用い、公平で客観的かつ厳格な

成績評価を行うこととする。詳細の評価につ

いては、各種シラバスで明示する。 
 
4.1.1.3 情報工学科のカリキュラム・ポリシー 
情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

教育課程とする 
【展開科目】 
卒業後専門職として歩む道として、専門職の

能力を高めつつ、さらに別な視点や学問領域

からの取り組みが必要となる。例えば社会の

リーダーとして活躍するために必要な知識

や、世界的視野からの問題解決のためのアプ

ローチも必要となる。職業専門科目に直接隣

接する分野ではなく、学修成果を広範な視点

から取り組み、入学時の動機を成熟させて卒

業時の動機となる科目である。 
【総合科目】 
個別対象を離れた総合的視点から俯瞰し、新

たなデザイン思考や共創行為が可能となる。

これらの学修は卒業研究制作の学修を通して

社会の課題解決を実際に経験することにより

強化される。 
 
＜教育内容・方法＞ 
（教育方法） 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う。 
（学習方法） 
各科目群は、学年の進行に従って学習が容易

なように配置される。よって、その時々に強

調されるのが、入学から卒業までに、

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”という基本を身に着けることで

ある。科目が初歩的なものから専門的なもの

へと進行する配置の中で、初歩的過程で学ん

だ科目が、専門的な科目においてはその科学

や技術が社会にどのように役立つかを学ぶこ

と。この実感が、“Designer in Society（社

会とともにあるデザイナー）”の基礎とな

る。したがって、学習はまず初年度一学期に

自分が持っている社会に役立ちたいという動

機が、学問によって裏付けられることを経験

し、実感的動機を科目学習動機に変換させ

る。それに基づいて、専門的な科目は動機を

満たすものとして自発的に学習することが可

能となる。これを実現するために、実務経験

のある教員から何を学ぶかを知り、また実

習、演習、インターンシップなども、漫然と

課題に向かうのでなく、自発的に学習するも

のとして位置づけることができるものとな

る。 
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価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支

援する知識・理解の科目を置く 
 “Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の根幹に当たる倫理観

を確立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミ

ュニケーションの汎用的技能を育成する

科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を分析するためのモデル

構築及び解法の理論科目として数学や、

物理学と共に、情報技術の基礎的な知識

に関する理論科目を配置する。「電子回

路基礎」「コンピュータシステム基礎」

「情報数学」「線形代数」「解析学」

「確率統計論」「データベース基礎と応

用」「技術英語」「情報セキュリティ応

用」「力学」「人工知能数学」「自然言

語処理」「人工知能数学」「制御工学基

礎」「センサ・アクチュエータ」「材料

力学・材料工学」「データ解析」「技術

英語」 
 問題解決のために情報技術を統合し、価

値創造の方法論を学ぶ科目を配する。

「C 言語基礎」「組込み C,C++言語」

「回路・プリント基板設計」「プログラ

ミング概論」「ソフトウェアシステム開

発」「Python プログラミング」「機械学

習」「デバイス・ネットワーク」「IoT
デバイスプログラミングⅠ」「機械設

計」「深層学習」「画像・音声認識」

「サーバ・ネットワーク」「IoT デバイ

スプログラミングⅡ」「ロボット機構」

「ロボット制御」 
【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 デザイン思考の実践を含む実習の反復を

通し、学生が持つ知的好奇心を向上させ

ながら探究心を身につけるとともに、チ

ャレンジ精神を養成する。 
 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロ

ボット）と対象領域が抱える問題を見つ

けるための俯瞰力と問題発見力、その問

題を解決するための知識の総合力を養成

する科目を配する。 
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開

 
＜学修成果の評価＞ 
【通常授業】 
 単位認定は所定の授業回数の 8 割以上の出

席・課題提出を前提とし、その上で、各授業

に応じて評価することとする。詳細の評価に

ついては、各種シラバスで明示する。 
【臨地実務実習】 
 臨地実務実習科目においては、受け入れ先

の企業との連携の重要性から、必ずルーブリ

ック評価表を用い、公平で客観的かつ厳格な

成績評価を行うこととする。詳細の評価につ

いては、各種シラバスで明示する。 
 
 
4.1.1.3 情報工学科のカリキュラム・ポリシー 
情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げ

た能力を身につけることができるように、以

下のように教育課程を編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
基礎科目群に外国語科目を入学年から卒業年

まで配し、グローバルコミュニケーション力

を養成する。さらに社会倫理、コミュニケー

ション、人の感性など生涯継続して学修する

素養を身につける。 
【職業専門科目】 
職業専門科目群には、専門技術領域を体系的

に修得する科目群とそれを修得するための基

礎的な科目群を配し基礎力とスキルを修得す

る。主に実習科目で行われるプロトタイプ制

作を通して、問題発見力、解決過程でのデザ

イン的思考能力を育成し、新たな価値創造に

重きを置いた教育を行う。 
【展開科目】 
 グローバルな市場化戦略、知的財産、企業

経営論などの将来の専門的活動分野に発展さ

せるのに有効な科目群を配し、本学がめざす

ビジネスリーダの素養を身につける。また、

地域貢献を目的として地域共創デザイン実習

科目を配し、社会や異分野に対し専門性を活

かした強いアンテナを持つ人材育成を行う。 
【総合科目】 
卒業研究制作科目を配する。グローバル展開

の拠点である東京の強みを活かしたビジネス

につながる応用研究をテーマとする。 
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発Ⅰ、Ⅱ」「地域共創デザイン実習」「人工

知能システムⅠ、Ⅱ」「メディア情報処理」

「人工知能応用」「IoT システム開発Ⅰ、

Ⅱ」「IoT サービスデザイン」「組込みシス

テム制御実習」「産業用ロボット実習」 
【展開科目】 
 専門職人材として、主体的にかつ協調性

を持って行動する手法を講義と演習を組

み合わせて学ぶ 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解を

生み出すための知識を養成する 
 社会人として相応しい志向と態度を身に

つけるために、経営資産についての知識

を習得する科目を配する。 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制

作を実施する。この科目は、英語での発

表を義務付けている。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え「個

に対する教育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに予め記された評価の方法

によって科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用した教育方法

論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 

 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに記された評価の方法によ

って科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用し、先端技術

を背景とした教育方法論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
4.1.1.4 デジタルエンタテインメント学科のカ

リキュラム・ポリシー 
デジタルエンタテインメント学科ではディプ

ロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるこ

とができるように、以下のように教育課程を

編成する。 
 このように体系立てられ編成される教育課

程に対し、学修方法･学修過程、学修成果の評

価の在り方は以下のように定める。 
 
 
 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
基礎科目群に外国語科目を入学年から卒業年
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4.1.1.4 デジタルエンタテインメント学科のカ

リキュラム・ポリシー 
デジタルエンタテインメント学科ではディプ

ロマ・ポリシーに掲げた能力を身につけるこ

とができるように、以下のように教育課程を

編成する。このように体系立てられ編成され

る教育課程に対し、学修方法･学修過程、学修

成果の評価の在り方は以下のように定める。 
 
＜教育課程の区分＞ 
【基礎科目】 
 広義のデザインにおける感性的思考を支

援する知識・理解の科目を置く 
 “Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”の根幹に当たる倫理観

を確立する科目を置く 
 グローバルに活躍するために必要なコミ

ュニケーションの汎用的技能を育成する

科目を置く 
【職業専門科目】 
 設定された問題を分析するためのモデル

構築及び解法の理論科目として数学とと

もに、技術の基礎的な知識に関する理論

科目を配置する。「コンピュータグラフ

ィックスⅠ」「電子情報工学概論」「ゲ

ーム構成論Ⅰ」「線形代数」「解析学」

「コンピュータグラフィックスⅡ」「統

計論」「ゲームアルゴリズム」「コンテ

ンツ制作マネジメント」「映像論」「ゲ

ーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」

「技術英語」 
 問題解決のためにデジタルゲーム、およ

びコンピュータグラフィックス技術を統

合し、価値創造の方法論を学び芸術的感

性を涵養する科目を配する。「ゲームプ

ログラム構成基礎Ⅰ」「デジタル造形

Ⅰ」「CG デザイン基礎」「プログラミ

ング言語基礎」「デジタル造形Ⅱ」「ゲ

ーム AIⅠ」「エンタテインメント設計」

「ゲームプログラム構成基礎Ⅱ」「デジ

タル映像表現技法基礎」「ゲームプログ

ラム構成基礎Ⅲ」「デジタル映像表現技

法応用」「ゲームプログラミングⅠ」

「ゲームデザイン実践演習」「デジタル

キャラクタ実践演習」「ゲームプログラ

ミングⅡ」「インターフェースデザイ

ン」「ゲームプログラミングⅢ」「ゲー

ム AI Ⅱ」「CG アニメーション総合演

習」 

まで配し、グローバルコミュニケーション力

を養成する。さらに社会倫理、コミュニケー

ション、人の感性など生涯継続して学修する

素養を身につける。 
【職業専門科目】 
（学科内共通） 
論理的思考の基盤となる、計算機幾何学やコ

ンピュータ言語の学修と共に芸術的感性及び

論理的思考との関連を重視した科目、例えば

数理造形論や生態の観察と表現を体系的に学

修する。当該学科において必要な論理的思考

のための学修として数理造形論や計算機幾何

学、プログラム言語等を設置している。  
（ゲームプロデュースコース） 
ゲームプロデュースコースでは、デジタルコ

ンテンツの主要産業であるゲームを具体化す

るために、人間の感覚・知覚的特性とマシン

に対する反応や行動などを考慮しながら、ゲ

ームの手順を考えプログラム化する過程を学

ぶ。またゲーム流通にかかわるビジネス戦略

やコンテンツの流通や権利に関する知的財産

等の外的要因についても学ぶ。講義・演習と

ともに PBL を通してトータルなゲームクリエ

ータ・設計家を目指すためのカリキュラムを

構成する。 また、本コースは、プランナーと

プログラマーにさらに細分化される。 
（CG アニメーションコース） 
CG アニメーションコースでは創作イメージ

を具体化するために、対象の観察や法則性の

理解などを基盤として制作までの過程を論理

化する。さらに論理化された創作イメージを

アルゴリズムとして手続化し、その結果を映

像やサウンドなどに表出することで具体化す

る。また出来上がったコンテンツを評価しア

イデアやプログラムを修正しながら作品を得

る過程を学修する。これらの学修の成果は、

広範な分野における CG の応用に展開するこ

とができる。芸術的感性の育成においても、

文理、芸術系の融合を図ったプログラムの工

夫を行っている、CG デザイン・デジタル造

形系科目群の生体の観察と表現では、従来の

美術系教育にみられる観察能力を主としたデ

ッサンとともにデジタルデータやドローイン

グによる平面立体表現も含めて行う。さらに

仮想身体制作では本格的な産業応用に対応す

る時系列モーションデータや身体アニメーシ

ョンデータを制作し、プログラミング能力と

芸術的感性の育成を融合した新しい指向の特

徴的授業を行う。 
【展開科目】 
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【職業専門科目と展開科目における実習科

目】 
 デザイン思考の実践を含む実習の反復

を通し、学生が持つ知的好奇心を向上

させながら探究心を身につけるととも

に、チャレンジ精神を養成する。 
 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、

CG）と対象領域が抱える問題を見つけ

るための俯瞰力と問題発見力、その問

題を解決するための知識の総合力を養

成する科目を配する。 
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテン

ツ創造実習」「デジタルコンテンツ総合実

習」「地域共創デザイン実習」「ゲーム制作

技術創造実習Ⅰ、Ⅱ」「CG アニメーション

総合実習Ⅰ、Ⅱ」 
【展開科目】 
 専門職人材として、主体的にかつ協調

性を持って行動する手法を講義と演習

を組み合わせて学ぶ 
 環境や社会への配慮し、持続可能な解

を生み出すための知識を養成する 
 社会人として相応しい志向と態度を身

につけるために、経営資産についての

知識を習得する科目を配する 
【総合科目】 
 キャップストーン科目として卒業研究制

作を実施する。この科目は、英語での発

表を義務付けている。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 10 名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え「個

に対する教育」を行う。 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに予め記された評価の方法

によって科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない。 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

展開科目では、創業し自立していくための基

礎となる企画・発想法やリーダーシップ論、

経営論などについて学ぶ。 
【総合科目】 
４年間の学修の総合的な結果としての卒業研

究制作を行う。 
 
＜教育内容・方法＞ 
 本学では「担任制度」を設け、学生 40名程

度に 1 名以上の担当教員を配し、学修計画・

履修登録のみならず、より良い教育及び学修

を円滑に運営するための人間環境を整え“個に

対する教育”と同時に、“集団に対する教育”を
行う 
 
＜学修成果の評価＞ 
(1) 基礎学力や情報活用能力、総合力を目指し

たそれぞれの科目は、カリキュラム・ポリシ

ーに従って作成されたシラバスによって学修

進行し、シラバスに記された評価の方法によ

って科目の合否を決定する。 
(2) 相互に関係し積み上げ学修がなされる科目

においては定められた順序に科目取得を行

う。 
(3) 各学年進級時に定められた単位数を取得し

ていなければならない 
(4) 個々の学生の学びの過程と評価については

スタディーログとして記録し、教育の評価や

点検の材料として積極的に利用し、先端技術

を背景とした教育方法論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
 
4.1.2 教育課程の体系本学は学生が持つ知的好

奇心を起点とした「理念的ものづくり」力を

育成する教育課程の体系をとる。それがデザ

イン学的な教育体系であって、具体的には 1
年次前期に動機を定着させる科目を配し、一

年次後期に理論の科目を配する。 
 
近年、技術系教育では自ら起業して新しい市

場を開拓するなど、現在の産業活動の発展に
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点検の材料として積極的に利用した教育方法

論の開発を行う。 
(5) 科目ごとに成績基準や評価方法を決定し学

生に開示する。評価の客観性を得るために必

要な科目にはルーブリック評価を取り入れ

る。 
(6) 各学年終了時に、年次の必修科目の単位取

得を判定し進級の判断を行う。履修状況に基

づき学生指導を実施する。学生アンケートに

よりカリキュラムの評価を行い次年度に活か

す。 
 
4.1.2 教育課程の体系本学は学生が持つ知的好

奇心を起点とした教育課程の体系をとる。具

体的には 1 年次前期に動機を定着させる科目

を配し、一年次後期に理論の科目を配する。 
 
本学の教育課程の編成における考え方と特色

は以下である。 
まず１年次については、1 年次前期に学修の

動機づけ及び専門技術の紹介（エクスポージ

ャ）に当たる科目（学科包括科目）を基本的

に配置し、理論的な内容等を学ぶ科目につい

ては 1 年次後期から基本的に学修が始まるよ

うにしている。このような教育課程にした理

由は、従来の大学では 1 年次前期から、卒業

に向けて段階的に理論を積み上げていくが、

数学などの基礎的科目の関連性の欠如から学

習興味が喪失することが往々にしてある。そ

こでこれらの科目の前に動機付け科目を配す

ることで、学生が入学時に持つ学修の動機、

好奇心、興味関心をより鮮明にさせるととも

に、理論が未定着であるがゆえに可能になる

創造的な制作・開発の体験をする。その体験

を一度経た上で、学生は工科学部に相応しい

線形代数や解析学などの理論を学ぶ。 
2 年次以降は、極力 PBL を意識し、ディプロ

マ・ポリシーにある「分析」と「判断」を涵

養する理論系科目と、ディプロマ・ポリシー

にある「創造（力）」と「プロトタイプ開

発」を涵養する演習科目と同時に学べるよう

に留意するとともに、講義・演習が実習と交

互に配置されるように配慮した。このよう

に、教育課程が体系立てられることによっ

て、分析、判断、創造、プロトタイプ開発と

いう 4 つの項目が効果的に学べる。よって、

本学の科目には、講義や演習といった区分が

明確化された授業のみならず、講義・演習科

目が混在している。  
加えて、実習系の教育課程にも留意した。情

寄与する人材が想定されるようになった。こ

れは重要な進歩である。しかし本学の設置の

目的は、より大きな課題の達成に置く。それ

は未来の社会的期待に応える産業の創出を目

標としつつ働く専門職に必要な、新しい思考

形式を持つ人材の育成である。この人材の思

考形式とは、課題を発見してその解決策を創

出する思考である。 
従来の大学では、専門が理系、文系の二つの

柱のもとに、それぞれ学問の構造に従って学

部、学科などの組織が作られ、各組織で自立

した教育が行われる。それは基礎科学である

法（基礎）、経（基礎）などの社会科学、文

学などの文系科学、物理などの理系科学と、

専門職に対応する法、経、医、工、農、薬な

どの臨床科学の教育である。その結果、教育

を受けたものは、特定の学問分野における独

自の視点を持つ専門家となる。例えば工学で

いえば、熱力学、電磁気学などの専門家とな

り、企業に入れば様々な製品の創出にその専

門的視点で広く寄与するのが専門的な仕事と

される。このような専門職で構成される我が

国の企業は、高性能、長寿命、低価格の製品

で世界を制覇したのであった。この専門家の

思考形式は、与えられた対象を専門的に分析

し、性能の高度化に必要な事項を指摘するこ

とであり、教育はそれを可能にするように行

われてきたのである。 
本学の目標とする思考形式はこれと逆であ

る。思考の出発は分析する対象としてのもの

ではなく、社会に存在する多様な期待であ

る。ここで顕在する期待だけでなく潜在する

期待も含めて「社会的期待」と呼ぶ。まず期

待を探索し、それを実現するための知識を収

集あるいは創出し、それを統合して製品・サ

ービスや技術システム・社会システムなどの

“もの”をデザインする。従来の大学ではもの

から知識を抽出する分析科学的な能力を身に

つけるのに対し、本学では知識から“もの”を
創出するデザイン能力を身につける。 
この生み出す“もの”は「人工物」である。す

ると伝統的な科学が「自然物を思索して知識

を生み出す（Create knowledge through the 
think of existence〈nature〉」のに対し、

「知識を思索して人工物を生み出す（Create 
existence〈artifacts〉through the think of 
knowledge）」と表現することができて、科

学とデザインが逆の構造を持つことが端的に

示される。 
社会的期待はいつの時代にも存在したが、そ
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報工学科では 1 年次前期の動機づけと 1 年次

後期の理論の定着を踏んだ後に始まる 2 年次

以降の教育課程は、コースごとの履修モデル

も始まるため、それに特化した実習が配され

ている。一方で、展開科目に配した学部横断

の実習科目である「地域共創デザイン実習」

によって、特定の学問領域に囚われることな

く、課題を俯瞰し問題解決を体感的に同時に

学ぶことも可能となっている。さらに、2 年

間の学びの集大成として、2 年次の最終科目

を「臨地実務実習Ⅰ」とすることによって、

最低限のコースごとの知識と教養とともに、

社会を俯瞰し問題解決する前に重要な問題発

見のための社会のプロセスを、実社会での学

びを通して学ぶという段階的な教育となっ

た。 
 3 年次からは、これまでに学修した知識や

能力のさらなる深化とともに、実社会に対し

ての理解を深めることのできるような教育課

程に変更することで、専門職人材の養成によ

り近づく体系になった。例えば、情報工学科

で言えば、実社会でソフトウェア・インテン

シブな製品を開発する場合、システムエンジ

ニア、プログラマー、データ分析者、企画

者、ソフトウェア開発部門とハードウェア開

発部門、といった具合に、それぞれの専門職

が集まりプロジェクトを進める。そこで、情

報工学科の実習科目においては、AI 分野、

IoT 分野、ロボット分野のコースごとの実習

科目を 3 年次で高度化するが、引続いて実施

する 3 年次後期の「ソリューション開発

Ⅰ」、4 年次前期の「ソリューション開発

Ⅱ」では、これらの専門職グループの共同作

業として 1 つのプロジェクトに取り組むこと

を体験するために、学科横断でのチーム編成

を行う。これはデジタルエンタテインメント

学科でも同様で、例えば、実社会でデジタル

ゲームを開発する場合、ゲームプランナー、

プログラマー、アーティスト、ビジュアルエ

フェクトエンジニア、ソフトウェア開発部門

とハードウェア開発部門、といった具合に、

それぞれの専門職が集まりプロジェクトを進

める。そこで、デジタルエンタテインメント

学科の実習科目においては、ゲーム分野と

CG分野のコースごとの実習科目を 3年次で高

度化するが、引続いて実施する 3 年次後期の

「デジタルコンテンツ制作応用」、4 年次前

期の「デジタルコンテンツ総合実習」では、

これらの専門職グループの共同作業として１

つのプロジェクトに取り組むことを体験する

れが学問の世界で明示的に議論されることは

ほとんどなく、したがってその探索と解決に

ついての能力を獲得するための学修を可能に

する大学は存在しなかった。社会的期待は伝

統的な大学教育においては学問の外にあるも

のとされ、それは普通の個人または企業など

の、大学で身につけた学問分野を持つ専門家

を含む組織が探索し決定するものであり、基

本的には各組織に定められた目的の範囲とい

う条件のもとに決定するものとされていた。 
学問が真実の発見を目的とする以上、それは

純粋な知的好奇心のみに駆動されて行われる

思索によって進められるべきであり、社会的

期待のように個人の主観に依存しまた時代に

よって変動するような“世俗的な”ものに関心

を持てば、それが生きるために重要であるこ

とは十分認めるけれども、得られた知識は個

人や時代に影響を受けた偶発的なものとな

り、無意味あるいは貧弱な真実しか得られな

いとする考え方が学問の中心に置かれてきた

し （ Charles Sanders Peirce, Collected 
Papers of Charles Peirce, Vol.1, p.349, C. 
Hartshorne, Paul Weiss (eds.), Thoemmes 
Press, 1931）、それは現代でも根強い考え方

である。  
この思想が人類に、主義主張や立場にかかわ

らずすべての人に常に有用である科学知識を

生み出したことは紛れもない事実である。し

かし現代においてこの事情は一変した。それ

はこの定義に基づく科学の否定ではなく、科

学が無視してきた空間にもう一つ別の知識体

系が存在することの発見である。それは科学

的知識が持つ現実世界への不可避的な影響で

あり、それを探索しない限り伝統的な科学の

正当性の中に安住していることができなくな

ったという事実の出現である。科学が存在の

真実を求めてきたとすれば、もう一つの知識

体系は「影響の真実」と呼ぶべきものであ

る。 
伝統的科学においては、工学や農学などの、

有用性を目標とする分野も作られたが、それ

は物理学や生物学の応用と考えられ、独立の

科学分野とは考えられず、大学の分野として

は認知されてこなかった。我が国でいち早く

それを大学組織に取り込む政策をとったのは

特筆するべき政策であったが、それはあくま

で応用分野という定義のもとに存在していた

のである。 
いま科学技術の社会への影響が大きくなり、

多様化・複雑化するにつれ、その恩恵と脅威
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ために、学科横断でのチーム編成を行う。 
さらに 2 学科共通の展開科目には、実社会を

理解する科目を置いている。先に述べた、コ

ース横断の実習科目は、社内の能力を結集し

創造する能力や隣接他部署とのコミュニケー

ション力を高めることはできるが、実社会で

の課題を俯瞰し創造するための知識・理解、

能力や、クライアント、顧客、仕入れ先、業

務委託先など、社外と効果的なコミュニケー

ションを取るための実社会の深い理解が不足

しているであろう。そこで、3 年次以降の展

開科目には、知的財産権、ファイナンス、企

業組織、法務、人材、CSR などを学ぶ科目を

配している。 
 3 年次からの教育課程は 1 年次や 2 年次に

見られる、学問の追及、分析ではなく、創造

（統合）にシフトされており、養成する人材

像と整合性が高いと考える。さらに、これら

を強化するために、これらの創造も講義・演

習、学内実習と臨地実務実習とを往復するこ

とでより、専門職として確かな実践力を養成

することができるような教育課程となってい

る。 
 「臨地実務実習Ⅱ」は 3 年次の後期に配さ

れ、コース別の学修が終盤に差しかかり、専

門職として必要な知識をある程度修得してい

るタイミングで取り組むことができる。加え

て、展開科目の一部によって、対象社会のビ

ジネスルールやプロセスの理解も最低限備え

ている。よって、3 年次後期に配された「臨

地実務実習Ⅱ」の到達目標は「製品、業務内

容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や

課題の理解」が相応しい。 
 先に述べた「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」

や「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジ

タルコンテンツ総合実習」は、2 年次に配さ

れた「地域共創デザイン実習」での課題を発

展させ、最終的にプロトタイプを生み出すた

めの学内実習の総まとめとして位置づけてお

り、専門技術の習得のまとめであると同時

に、最終課題と言ってもよい「臨地実務実習

Ⅲ」と「卒業研究制作」を繋ぐ科目として、

重要な位置づけとなっている。 
 先に述べた「臨地実務実習Ⅲ」は 4 年次前

期に配され、総合科目に配された、卒業研究

制作を除く全ての教育課程が履修されたタイ

ミングで行われる。「臨地実務実習Ⅲ」の到

達目標は、学部・学科以下ののディプロマ・

ポリシーの 7 項に直結している。 
 そして、今までの学びの総まとめとして位

に対する理解が不可欠となり、顕在するか潜

在的かを問わず満たすべき社会的期待を探索

することが重要な仕事となる。これは目的を

定められた組織や制度によっては探索するこ

とができず、自由な個人の社会に対する感受

性を中心とする独創性によってはじめて可能

となる時代が到来した。これは現代の「知的

好奇心」である。発見された期待は、分野を

超えた知識及び新しい知識を使いこなしつつ

解を求めるデザイン型の思考によってその解

が求められる。 
社会的期待実現のために知識を使用する方法

の創出の仕事が新知識を創出する科学的仕事

と並んで重要な時代が到来したことは、既に

平成 11 年の国際科学会議 ICSU と UNESCO
が主催した世界科学会議（World Conference 
on Science, WCS, Budapest）のブダペスト宣

言で明確に述べられている（資料 11）。また

平成 27年の国連で決議された「持続可能な開

発のためのアジェンダ 2030（Sustainable 
Development Goals, SDGs）（資料 3）」に

おいては、世界においてすべての国が努力し

て実現するべきものとして 17 個の社会的期待

が合意されたものとして明示され詳述され

た。このように、もはや社会的期待は大学や

専門家の外にあるものではなく、大学をはじ

め、諸機関の専門職が重点的に取り組むべき

大きな公的課題になりつつあるのが世界的な

流れである。本学ではこの流れを受け止め、

国内のみならず世界の社会的期待を感知し、

その解決のための方法を身につけ、世界で活

躍する専門職となるべく教育を行う。 
このような従来の思考過程を逆転するデザイ

ン志向の教育は、従来の大学が持つ学部学科

組織の下で個別学問分野を専門とする教員が

行う教育とは異なるものであるが、伝統的人

事構造の中に安住する人材に対する批判が産

業を中心に広範囲に広がり、これを克服する

人材が強く求められ始めた状況に応えるもの

である。したがって、本大学の使命は、前述

の基本的に新しい教育を若者に対して実施す

るだけでなく、企業人の再教育にも大きな責

任を負っていると認識し、社会人学生の入学

も予想している。 
 
上記で明記した教育を具現化するために、例

えば、「確率統計論」「線形代数」「解析

学」等の数学における理論科目は、1 年前期

の「情報工学演習」を前段の科目として後期

に実施する。学問の追及は従来の大学が担う
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置する科目が「卒業研究制作」である。1 年

次の学修の動機づけと身につけた理論、2 年

次の「地域共創デザイン実習」による自治体

や地域企業などの課題を解決するプロトタイ

プのデザインを通して制作や研究を実践し、

3、4 年次の「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」、

「デジタルコンテンツ制作応用」、「デジタ

ルコンテンツ総合実習」によって「地域共創

デザイン実習」での課題を専門職として発展

させ、「卒業研究制作」で学生一人一人がま

とめる。そのような重要な位置づけとなって

いるのが、「卒業研究制作」である。 
 
  
上記で明記した教育を具現化するために、例

えば、「線形代数」「解析学」「確率統計

論」等の数学における理論科目は、1 年前期

の「情報工学概論」を前段の科目として後期

に実施する。先ずは手を動かしモノに触れる

ような授業として情報工学科では「情報工学

概論」を、デジタルエンタテインメント学科

では「コンテンツデザイン概論」等を配し、

従来の工学系大学において 1 年次前期によく

見られる理論系の科目を後期に配する。これ

によって学生が入学前に持っていた創造への

期待を学修への動機へと転換する。 
さらに「情報工学演習」、と「コンテンツデ

ザイン概論」は学科包括科目として、1 年次

後期から始まる、コース体系をアナウンスす

る科目でもある。各学科内でもさらにコース

別に細分化される本学特有の教育課程ををガ

イダンスする科目である。加えて、学科の特

性上情報工学科について更に「情報工学演

習」を補佐する「デザインエンジニアリング

概論」も学科包括科目として据える。この科

目は、コース体系をアナウンスしつつ、演習

要素を含んだ科目である「情報工学概論」の

講義部分を補佐する役目を果たす。 
このような、体験かつ学科を包括する科目を

置くことで、何ができるようになるのかを体

感し、体験を通して当該技術が何に役立てら

れるのかを技術の応用側面から理解すること

ができる。これらにより、学修の動機付けと

自らが新たな利用価値を見いだす第一歩を作

り出す。 
加えて、均質な教育が入学する学生に施され

るためには、入学時の学力差について補うこ

とが重要と考えている。そこで、本学では本

申請書にある教育課程として配する科目以外

にも、入学時の学力差補助のために「基礎数

べき役割であるが、専門職大学である本学は

“分析して原理を用いる”が中心ではなく、入

学時、ひいては入学してくる若者や社会人が

今までの人生の中で大事にしてきた事柄、つ

まり“知的好奇心”から生まれる突発的な発想

に基づく自由なアイデアを中心と据える。も

ちろん、多くの理論・原理を身につけている

ことで、良いモノができることは確かであ

る。しかし、必ずしも理論を修得してからで

ないと、価値創造が生み出せないとは限らな

い。先ずは手を動かしモノに触れるような授

業として情報工学科では「情報工学演習」

を、デジタルエンタテインメント学科では

「コンテンツデザイン概論」等を配し、従来

の工学系大学において 1 年次前期によく見ら

れる理論系の科目を後期に配する。 
さらに「情報工学演習」、と「コンテンツデ

ザイン概論」は学科包括科目として、1 年次

後期から始まる、コース体系をアナウンスす

る科目でもある。各学科内でもさらにコース

別に細分化される本学特有の教育課程ををガ

イダンスする科目である。加えて、学科の特

性上情報工学科について更に「情報工学演

習」を補佐する「デザインエンジニアリング

概論」も学科包括科目として据える。この科

目は、コース体系をアナウンスしつつ、演習

要素を含んだ科目である「情報工学演習」の

講義部分を補佐する役目を果たす。 
このような、体験かつ学科を包括する科目を

置くことで、何ができるようになるのかを体

感し、体験を通して当該技術が何に役立てら

れるのかを技術の利用側面から捉えることが

できる。これらにより、学修の動機付けと自

らが新たな利用価値を見いだす第一歩を作り

出す。 
加えて、均質な教育が入学する学生に施され

るためには、入学時の学力差について補うこ

とが重要と考えている。そこで、本学では本

申請書にある教育課程として配する科目以外

にも、入学時の学力差補助のために「基礎数

学」、「基礎物理」、「基礎英語」といった

補講科目を配する。 
 
 
4.1.2.1 実践的能力と応用的能力の育成・展開

本学では既に述べたカリキュラム・ポリシー

やディプロマ・ポリシーに定める専門知識と

専門技能、国際コミュニケーション力、価値

創造力、職業的倫理観等を修得させるため

に、職業に密接に関連した学際的な教育内容
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学」、「基礎物理」、「基礎英語」といった

補講科目を配する。 
 
 
4.1.2.1 実践的能力と応用的能力の育成・展開

本学では既に述べたカリキュラム・ポリシー

やディプロマ・ポリシーに定める専門知識と

専門技能、国際コミュニケーション力、価値

創造力、職業的倫理観等を修得させるため

に、職業に密接に関連した学際的な教育内容

を、順次性を考慮し基礎科目、職業専門科

目、展開科目、総合科目の区分で編成する。 
それぞれの科目ではその教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業体

系とし、特に、実践力の育成と学修内容の定

着度向上を図るため、座学（講義）だけの科

目は極力減らし演習と講義を組み合わせた科

目とする。また、実制作実習科目は教育課程

連携協議会の協力や支援を必ず求めること

で、実社会の課題解決経験も得られる実践的

な教育体系にする。 
各授業科目の単位数は、専門職大学設置基準

第 14 条に則り、本学では講義 30 時間で 2 単

位、演習と実習は 30 時間で 1 単位を基本とす

る。講義 15 時間と演習を 15 時間合わせた授

業の場合には 1.5 単位としている。 
総合科目ではそれまでに学び得た知識、実践

力、職業倫理観等の集大成となる応用的な科

目を配し、さらに、2 学科それぞれが横断す

ることで部門を越えた応用力等も涵養される

ように配慮した。 
この教育編成によって、専門領域や特定のマ

ーケット等に縛られることのない問題発見・

解決思考回路や他業種との交流が図れるよう

な人材を育み、実社会を価値創造へ導くこと

のできる応用力を育成する教育編成とする。 
 
 
教育課程を開発・不断の見直しと反映を行う

仕組み 
本学の教育課程において、臨地実務実習を除

く全ての授業は、基本的に本学が契約した教

員によって行われている。また、臨地実務実

習先（受け入れ先）は、全て臨地実務実習施

設使用承諾書を交わすとともに、臨地実務実

習施設の概要に明記がある通り、実習指導

者・事業の概要・該当施設の選定理由等を、

本学に所属する教職員によって確認し適切と

判断できる企業や団体等に限定している。加

えて、海外臨地実務実習を除く全ての臨地実

を、順次性を考慮し基礎科目、職業専門科

目、展開科目、総合科目の区分で編成する。 
それぞれの科目ではその教育内容に応じて講

義・演習・実習を適切に組み合わせた授業体

系とし、特に、実践力の育成と学修内容の定

着度向上を図るため、座学（講義）だけの科

目は極力減らし演習と講義を組み合わせた科

目とする。また、実制作実習科目は教育課程

連携協議会の協力や支援を必ず求めること

で、実社会の課題解決経験も得られる実践的

な教育体系にする。 
各授業科目の単位数は、専門職大学設置基準

第 14 条に則り、本学では講義 30 時間で 2 単

位、演習と実習は 30 時間で 1 単位を基本とす

る。講義 15 時間と演習を 15 時間合わせた授

業の場合には 1.5 単位としている。 
総合科目ではそれまでに学び得た知識、実践

力、職業倫理観等の集大成となる応用的な科

目を配し、さらに、2 学科それぞれが横断す

ることで部門を越えた応用力等も涵養される

ように配慮した。 
この教育編成によって、専門領域や特定のマ

ーケット等に縛られることのない問題発見・

解決思考回路や他業種との交流が図れるよう

な人材を育み、実社会を価値創造へ導くこと

のできる応用力を育成する教育編成とする。 
 
 
豊かな人間性と職業倫理観の涵養 
1 章で述べた通り、本法人の理念は知性と感

性の総合に支えられた「創造力」と「豊かな

人間性」を教育の根幹とした「人間教育」で

あり、本学はこの理念のもと教育を行う。 
「豊かな人間性」とは、各コースに設ける演

習・実習系の科目等で自らの興味や好奇心を

具現化することで得られる達成感や充実感と

ともに、グループワークや実社会における業

務等で出会う葛藤等を通し、集団において現

象する喜怒哀楽を感受することを通じてはぐ

くまれる人間性の育成である。さらに、変化

スピードが速い現代社会の要求に対し、人間

の感性という普遍的な要素を理解すること

は、プロフェッショナル人材の輩出のために

重要であることは明らかである。そこで、本

学では人間が持つ感性を体系的に理解するだ

けでなく、それを設計に応用できるようにす

るために、各学科に心理関係の科目も配置す

る。 
「職業倫理」の教育に関しても本学は重要視

している。従来の教育機関では座学として一
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務実習では、複数人の教職員による巡回によ

って、適切に教育が行われているかが確認さ

れる等、実習水準の確保の方策も取ってい

る。これら臨地実務実習に関する詳細につい

ては後の 11 章で言及する。以上のことから、

本学で必要な授業科目を自ら開講していると

いえる。 
教育課程連携協議会についての詳細は後の 7
章で述べるが、今回、編成・設置される教育

課程は、現代社会特有の複雑化した問題に対

峙できるように教育課程連携協議会の意見等

を反映させ、その時世に合った体系に常に変

化させることで教育課程を開発する。 
例えば、教育課程連携協議会の構成員には、

学校教育法第 11 条 2 項（エ）で定義されてい

るように、臨地実務実習先として本学と連携

を取る事業者が含まれる。この構成員によっ

て臨地実務実習の実態として教育課程に反映

すべき意見が出された場合は、必要に応じて

再検討され、所定の手続きをもって「臨地実

務実習Ⅰ～Ⅲ」に反映されるようにする。こ

のように本学では教育課程の開発を行う。 
加えて、臨地実務実習を含む全ての実習科目

は必ず教育課程連携協議会の協力や支援を求

める。教育課程連携協議会では、産業界及び

地域社会との連携による授業科目の開設や、

その他の教育課程の編成に関する基本的な事

項などについて議論される。議論に基づき設

置される臨地実務実習や各学科の職業専門科

目に配した実習科目、並びに、産学官の連携

を目的とする「地域共創デザイン実習」によ

って、学生は技術の社会性を現実的に学ぶ。

具体的な関係性は、科目ごとに以下に記す。 
 
「地域共創デザイン実習」 
報工学科とデジタルエンタテインメント学科

の双方に配置したこの科目については、教育

課程連携協議会の主に「地域」・「協力」区

分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマに取り組む際の

企画提案の場の提供等である。 
 
「ソリューション開発Ⅰ」「ソリューション

開発Ⅱ」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマを取り組む際の

般教養を学ぶ側面と、プラクティカルに特化

した職業倫理を学ぶ側面のどちらか一方であ

ったが、本学では生涯を通して学ぶ必要のあ

る「グローバルコミュニケーション科目」、

「倫理科目」、デザイン学教育のための「基

盤科目」といった学士力に当たる一般教養と

ともに、ビジネス展開のための実践力の養成

に必要な教養科目として、例えば「知的財産

権論」等によって実践力を通して創造された

コンテンツの流通・保護を理解する。 
 
本学の育成するデザイナー像は、仕事の結果

に対する倫理的責任を強く持ちながら、変化

する社会の要請に対して敏感に反応し対応す

る、“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”の育成を目指している。ここで

は、我々が個人としての活動に責任を持つと

ともに、日常的なデザイン行為や使用してい

る技術、社会的な規範に反しないよう高い倫

理性を持って監視する姿勢を持つことが必要

で、これは、健全な社会を維持していくため

に重要な行為である。技術が社会に打撃を与

える事例が少なからず存在するが、特に現代

において広範な分野で急速に進展する科学的

知識に依拠するデザインは、その効果が未知

の要因を含むことを認識し、新しいデザイン

が人にとって、また社会・自然環境にとっ

て、常によきものであることを希求する倫理

観を身につけることを学修の中心に置く必要

がある。そして近い将来、専門的な職業人と

して属する企業や起業する個人としても、単

に利益を追求するばかりでなく、企業の組織

的活動が社会に与える影響にも責任を持ち、

社会の発展に貢献するための倫理的な責任に

ついて注視する必要がある。この授業では具

体的な個人や組織の社会における倫理性につ

いて事例を挙げて説明するとともに、我々が

将来に向かって、困難な問題を克服し、持続

可能な社会を維持していくための責任につい

ても専門職が社会に対して持たなければなら

ない倫理について学修する。 
さらに、各臨地実務実習等の実践的な教育を

通して、社会人が持ち合わせなければならな

い職業倫観のみならず、1 章で述べた通り、

結果に対する倫理的責任を強く持ちつつ社会

の要求に敏感に応えられる高いレベルの職業

倫理観を涵養することによって、本学が目指

す、“Designer in Society（社会とともにある

デザイナー）”を育成する。 
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共同製品・共同制作物の開発、あるいは企画

提案・報告の場の提供等である。 
 
 
「デジタルコンテンツ制作応用」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力と支援を得る。ここで指す協力と

支援とは、実習テーマ等の共同策定や、その

テーマを取り組む際の共同製品・共同制作物

の開発、あるいは企画提案・報告の場の提供

等である。 
 
「人工知能応用」「IoT サービスデザイン」

「産業用ロボット実習」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力を得る。こ

こで指す協力とは、実習テーマ等の共同策定

等である。 
 
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa、Ⅰb」
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力を得る。ここで指す協力とは、実

習テーマ等の共同策定等である。 
 
以上のように、上記の科目については必ず教

育課程連携協議会との関係を持つとともに、

開発・不断の見直しを行う。不断の見直しを

行う体制についての詳細は、7 章にて説明す

る。 
 
ここまで述べてきた実習系授業と、教育課程

連携協議会が効果的に連携を取るための機能

として、本学では分科会を設置している。例

えば、「地域共創デザイン実習」の授業実施

おいては地域区分構成員だけでなく、その関

連企業・団体が複数関わることになるため、

「地域共創デザイン実習」の協力企業・団体

からなる分科会を組織し、授業運営に向けた

取り組みを行うこととしている。その分科会

の位置づけは、教育課程連携協議会規定で以

下のように示している。なお、その分科会

は、授業担当の専任教員も構成員となる。 
 
教育課程連携協議会規定に追加する規定【抜

 
教育課程を開発・不断の見直しと反映を行う

仕組み 
本学の教育課程において、臨地実務実習を除

く全ての授業は、基本的に本学が契約した教

員によって行われている。また、臨地実務実

習先（受け入れ先）は、全て臨地実務実習施

設使用承諾書を交わすとともに、臨地実務実

習施設の概要に明記がある通り、実習指導

者・事業の概要・該当施設の選定理由等を、

本学に所属する教職員によって確認し適切と

判断できる企業や団体等に限定している。加

えて、海外臨地実務実習を除く全ての臨地実

務実習では、複数人の教職員による巡回によ

って、適切に教育が行われているかが確認さ

れる等、実習水準の確保の方策も取ってい

る。これら臨地実務実習に関する詳細につい

ては後の 11章で言及する。以上のことから、

本学で必要な授業科目を自ら開講していると

いえる。 
教育課程連携協議会についての詳細は後の 7
章で述べるが、今回、編成・設置される教育

課程は、現代社会特有の複雑化した問題に対

峙できるように教育課程連携協議会の意見等

を反映させ、その時世に合った体系に常に変

化させることで教育課程を開発する。 
例えば、教育課程連携協議会の構成員には、

学校教育法第 11 条 2項（エ）で定義されてい

るように、臨地実務実習先として本学と連携

を取る事業者が含まれる。この構成員によっ

て臨地実務実習の実態として教育課程に反映

すべき意見が出された場合は、必要に応じて

再検討され、所定の手続きをもって「インタ

ーンシップⅠ～Ⅳ」に反映されるようにす

る。このように本学では教育課程の開発を行

う。 
加えて、臨地実務実習を含む全ての実習科目

は必ず教育課程連携協議会の協力や支援を求

める。教育課程連携協議会では、産業界及び

地域社会との連携による授業科目の開設や、

その他の教育課程の編成に関する基本的な事

項などについて議論される。議論に基づき設

置される臨地実務実習や各学科の職業専門科

目に配した実習科目、並びに、産学官の連携

を目的とする「地域共創デザイン実習」によ

って、学生は技術の社会性を現実的に学ぶ。

具体的な関係性は、科目ごとに以下に記す。 
 
「地域共創デザイン実習」 
情報工学科とデジタルエンタテインメント学
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粋】 
（分科会） 
第７条 本協議会は、教育課程の見直しなど特

定の分野・目的毎に審議するため、必要に応

じ分科会を置くことができる。 
  ２ 分科会長は、本協議会の構成員から

学長が指名する。 
  ３ 分科会に所属する者は、本協議会の

構成員、専任教員及び教育課程の実施におい

て本学と協力する事業者から学長が指名す

る。 
  ４ 分科会長は当分科会での審議の内容

について協議会に報告し、協議会の了承を得

るものとする。 
 
 
 
4.3 4 つの科目区分の目的と科目配置 
専門職大学設置基準第 13 条に規定された 4 科

目区分ごとに各種科目の配置を行い、それら

該当科目の目的が果たされるように配置され

ている（資料 8, 9）。以下、科目区分別に詳

細を記す。 
 
4.3.1 基礎科目 
 本学を卒業したものが、専門職として社会

に身を置き成長する過程において常に基礎と

するべく、学科にかかわりなく共通して学ぶ

基礎的な必修科目である。 
本学が養成する“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”を養成するために

は、学問領域の専門家になることを目標とす

るのではなく社会的期待の充足に専門職とし

て応えたいという強い意志と目標を持った人

に対し、その目標の実現に必要な論理的思考

能力とデザイン思考の涵養が必要で、モノづ

くりの経験や分析を通し社会との共創を行う

ことによって、未来志向の発想力や創造性を

期待している。 
加えて、経済産業省による「大学生の「社会

人観」の把握と 「社会人基礎力」の認知度向

上実証に関する調査」（平成 22 年（資料

12 ））によると、企業が学生に不足している

と挙げる能力と学生自身が不足していると挙

げる能力に明らかなギャップが生じている。

企業側は学生に対し、「主体性」「粘り強

さ」「コミュニケーション力」といった内面

的な基本能力の不足を感じているが、学生

は、技術・スキル系の能力要素が企業から見

たときに不足していると考えている。このギ

科の双方に配置したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「地域」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマに取り組む際の

企画提案の場の提供等である。 
 
「ソリューション開発Ⅰ」「ソリューション

開発Ⅱ」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマを取り組む際の

共同製品・共同制作物の開発、あるいは企画

提案・報告の場の提供等である。 
 
「デジタルコンテンツ制作応用」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力と支援を得る。ここで指す協力と

支援とは、実習テーマ等の共同策定や、その

テーマを取り組む際の共同製品・共同制作物

の開発、あるいは企画提案・報告の場の提供

等である。 
 
「人工知能応用」「IoT サービスデザイン」

「産業用ロボット実習」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力を得る。こ

こで指す協力とは、実習テーマ等の共同策定

等である。 
 
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa、Ⅰb」
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力を得る。ここで指す協力とは、実

習テーマ等の共同策定等である。 
 
以上のように、上記の科目については必ず教

育課程連携協議会との関係を持つとともに、

開発・不断の見直しを行う。不断の見直しを

行う体制についての詳細は、7 章にて説明す

る。 
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ャップを埋めるために、コミュニケーション

力といった能力の養成には注力する必要があ

る。 
そこで本学の基礎科目には、カリキュラム・

ポリシーにもある通り“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”となる為に

最低限必要な能力、例えば、ファッションや

医療といった専門職の分野に関わらず、新し

い思考形式を持ち続けられる人材に必要な能

力、つまり「生涯にわたり自らの資質を向上

させ、社会的及び職業的自立を図るために必

要な能力を育成する」科目を配置する。ま

た、基礎科目に配当する科目には、新しい教

育機関の大学として学士力の養成に必要な科

目とも捕えることができる。よって、主に従

来の大学における教養科目で一部垣間見るこ

とができる授業でもある。 
 
(1) 「専門職のための倫理学」。専門職は、

社会的期待に対する回答を社会に提供す

ることを使命とするのであるから社会に

対して責任を持つ。したがって組織内で

協調的仕事を行う場合も、個人として仕

事をする場合もともに倫理的であること

が必要条件であり、専門職が社会に対し

て持たなければならない倫理について学

修する。 
(2) 「専門職であるために必要な人格の形

成」。専門職は組織の一員として行動す

るだけでなく個人としての責任において

社会的に行動することを基本とする者で

ある。そのためには専門職に課せられる

固有の人格を持つことが求められ、社会

と人間についての洞察力、行動がもたら

す社会への影響の予測力、未来社会を描

き出す構想力などを基礎として持つ必要

がある。これは分野でいえば、文化人類

学、比較文化論、認知心理学、記号学、

科学哲学、社会哲学、など、職能人とし

て基礎的・汎用的な知識・教養を持つこ

とで達成される。 
(3) 「専門職のためのコミュニケーション

論」。社会的期待の探索のために必要な

理解力、及びデザイン結果とその背景の

思想についての社会への正確な発信力

は、専門職にとって不可欠の条件であ

り、生涯にわたり深化させるべき能力で

あって、その基礎を学修する。具体的に

は、コミュニケーションツールの修得と

ともに、国際的活動のためには英語力が

 
4.3  4 つの科目区分の目的と科目配置 
専門職大学設置基準第 13条に規定された 4 科

目区分ごとに各種科目の配置を行い、それら

該当科目の目的が果たされるように配置され

ている（資料 9, 10）。以下、科目区分別に詳

細を記す。 
 
4.3.1 基礎科目 
 本学を卒業したものが、専門職として社会

に身を置き成長する過程において常に基礎と

するべく、学科にかかわりなく共通して学ぶ

基礎的な必修科目である。 
本学が養成する“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”を養成するために

は、学問領域の専門家になることを目標とす

るのではなく社会的期待の充足に専門職とし

て応えたいという強い意志と目標を持った人

に対し、その目標の実現に必要な論理的思考

能力とデザイン思考の涵養が必要で、モノづ

くりの経験や分析を通し社会との共創を行う

ことによって、未来志向の発想力や創造性を

期待している。 
加えて、経済産業省による「大学生の「社会

人観」の把握と 「社会人基礎力」の認知度向

上実証に関する調査」（平成 22 年（資料

12 ））によると、企業が学生に不足している

と挙げる能力と学生自身が不足していると挙

げる能力に明らかなギャップが生じている。

企業側は学生に対し、「主体性」「粘り強

さ」「コミュニケーション力」といった内面

的な基本能力の不足を感じているが、学生

は、技術・スキル系の能力要素が企業から見

たときに不足していると考えている。このギ

ャップを埋めるために、コミュニケーション

力といった能力の養成には注力する必要があ

る。 
そこで本学の基礎科目には、カリキュラム・

ポリシーにもある通り“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”となる為に

最低限必要な能力、例えば、ファッションや

医療といった専門職の分野に関わらず、新し

い思考形式を持ち続けられる人材に必要な能

力、つまり「生涯にわたり自らの資質を向上

させ、社会的及び職業的自立を図るために必

要な能力を育成する」科目を配置する。ま

た、基礎科目に配当する科目には、新しい教

育機関の大学として学士力の養成に必要な科

目とも捕えることができる。よって、主に従

来の大学における教養科目で一部垣間見るこ
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必要で、この学修も必修である。 
 
 
 
4.3.2 職業専門科目 
職業専門科目は、理論的かつ専門性の高い即

戦力人材を育成するために、演習・実習を重

視した実践的教育を行うための各種科目を配

置する。各学科内でもさらにコース別に細分

化され、より専門的で実践力に富んだ科目を

配置した。また、学科包括科目を職業専門科

目に配し、各学科の分野全般に精通するため

の科目を設置した(資料 9, 10)。学科包括科目

は、それら分野へのイントロダクションと同

時にデザイン思考を支える科目であって、各

学科の分野全般に精通する要素を含んだ科目

でもある。 
これらの配置によって、学生が専攻する分野

において理論的かつ実践的な能力や、専攻す

る学科の全般を俯瞰できるように配慮してい

る。 
 職業専門科目は基本的には学生本人が関心

を持つ課題、すなわち本人の学修動機を実現

するためのプロトタイプ制作を最終目標とす

る 4 年間の学修において、その実現に必要な

関連教科を、専門家になるためでなく実現に

必要なものとして学ぶ。そしてその学修が将

来にわたりより広い分野で活躍できる専門職

として有用な基礎知識を学修するように配置

される。 
 情報工学科を例にとれば、この関係は以下

のようになる。現在急速に進行中の情報通信

技術についての概説科目の履修を通じて、情

報通信技術を理解するとともにそれによって

社会の進展の可能性を知り、 “Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
倫理観のもとに自分の使命を認識する。この

使命の実現を目標として科目を学ぶ。各科目

の講義・実習を、自分の関心分野、実現した

いと考えるプロトタイプが含まれる技術分野

の背景知識と位置付けて理解し、特に制作課

題に関連する専門的理論、制作理論などの知

識を実際に使用してプロトタイプの高度化を

図ることによって個別知識の有効性を実感

し、さらに使用法について第三者に説明可能

なように理解を深める。また特に情報工学科

の学生が共通に持つ関心分野、例えば現在急

速に進歩しているビッグデータ、IoT、AI、
ロボットなどの先端分野の進展が社会に及ぼ

す影響について理解する。これらは行政、公

とができる授業でもある。 
 
(4) 「専門職のための倫理学」。専門職は、

社会的期待に対する回答を社会に提供す

ることを使命とするのであるから社会に

対して責任を持つ。したがって組織内で

協調的仕事を行う場合も、個人として仕

事をする場合もともに倫理的であること

が必要条件であり、専門職が社会に対し

て持たなければならない倫理について学

修する。 
(5) 「専門職であるために必要な人格の形

成」。専門職は組織の一員として行動す

るだけでなく個人としての責任において

社会的に行動することを基本とする者で

ある。そのためには専門職に課せられる

固有の人格を持つことが求められ、社会

と人間についての洞察力、行動がもたら

す社会への影響の予測力、未来社会を描

き出す構想力などを基礎として持つ必要

がある。これは分野でいえば、文化人類

学、比較文化論、認知心理学、記号学、

科学哲学、社会哲学、など、職能人とし

て基礎的・汎用的な知識・教養を持つこ

とで達成される。 
(6) 「専門職のためのコミュニケーション

論」。社会的期待の探索のために必要な

理解力、及びデザイン結果とその背景の

思想についての社会への正確な発信力

は、専門職にとって不可欠の条件であ

り、生涯にわたり深化させるべき能力で

あって、その基礎を学修する。国際的活

動のためには英語力が必要で、この学修

も必修である。 
(7) 「デザイン原論（一般設計学）」。従来

の大学では分析型論理に導かれて分科さ

れた領域ごとの教科を学んで領域を専門

とする分析型知性をもつ専門家を育成す

るが、領域を超える総合型の論理の下で

デザインを学ぶ本学では伝統的な領域ご

との学修とは別にデザインに固有の論理

と知識を学ぶことが必要で、これは伝統

的な教科にはないものであり、本学独自

の「デザイン原論」を主体とした学科包

括科目を設置して、本学で共有する。こ

の科目は性格上基礎科目であるが、カリ

キュラム編成上は各学科においてその骨

子を学科の領域に即して、職業専門科目

として教育する方法をとる。 
 



23 
 

共サービス、企業における設計、製造、製品

サービス、物流などに及ぼす強力な効率化と

質的変化、それが人々の生活に及ぼす効果な

どが予想されるが、それについての分析、評

価、予測などを演習・実習を通じて学ぶ。こ

れらを通じて将来に起こる変化に対して的確

な判断をすることができる専門職になるため

に必要な知識を獲得すると同時に、直観力・

感受性を身につける。 
 デジタルエンタテインメント学科において

も、制作プロトタイプの高度化に必要な科目

を中心に、関心領域の背景知識に関する科

目、学科に関係する先端分野の科目を各学生

の学修計画に対応する配置を定めて学修す

る。これらの学修の実現のためには、各専門

教科において学術的な実績を持つ教員が協力

しつつ専門知識を教育することと並行して、

プロトタイプ制作という学生の動機にかかわ

る教育を担当する実務経験のある教員が協力

して、職業専門科目の配置や教育内容などに

ついて常時検討しつつ各学生にとってそれぞ

れ最適な教育をすることが必要である。 
  
 
4.3.3 展開科目 
本学は工科分野において日本の首都東京で国

際性を理解し、社会の発展と調和を目指した

教育・研究・実践活動を行い、真のイノベー

ションの実現者となるような人材を養成する

ことを目的としている。そのような、人材を

養成するために展開科目区分で修得すべき能

力は、『鋭敏なビジネスセンス』である。真

のイノベーションの実現者となるような人

材、つまり、“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”は社会の期待、あ

るいは自己の夢の実現を目指しているが、そ

れはビジネス原則を無視しては叶わないこと

も理解する必要があり、この能力を涵養する

べきである。 
加えて、専門職大学では、いわゆる社会人基

礎力の涵養も重要である。ここでいう社会人

基礎力とは、「前に踏み出す力（アクショ

ン）」（主体性、働きかけ力、実行力）、

「考え抜く力（シンキング）」（課題発見

力、計画力、創造力）、「チームで働く力

（チームワーク）」（発信力、傾聴力、柔軟

性、状況把握力、規律性、ストレスコントロ

ール力）の 3 つからなり、企業は学生に対し

「前に踏み出す力」をまず期待し、能力では

実行力に期待している。一方、学生は専門的

 
4.3.2 職業専門科目 
職業専門科目は、理論的かつ専門性の高い即

戦力人材を育成するために、演習・実習を重

視した実践力的教育を行うための各種科目を

配置する。実践力の修得といった目的が達成

されるように、各学科の専門分野に特化した

授業のみならず、各学科内でもさらにコース

別に細分化され、より専門的で実践力に富ん

だ科目を配置した。また、学科包括科目を職

業専門科目に配し、各学科の分野全般に精通

するための科目を設置した(資料 9, 10)。学科

包括科目は、デザイン学を支える科目であっ

て、実践的な能力と各学科の創造力を支える

科目として配置されており、各学科の分野全

般に精通する要素を含んだ科目でもある。 
これらの配置によって、学生が専攻する分野

において理論的かつ実践的な能力や、専攻す

る学科の全般を俯瞰できるように配慮してい

る。 
 職業専門科目は基本的には学生本人が関心

を持つ課題、すなわち本人の学修動機として

の社会的期待の実現を実体験するためのプロ

トタイプ制作を軸とする 4 年間の制作学修に

おいて、その動機である実現に必要な関連教

科を、専門家になるためでなく制作に必要な

ものとして学ぶ。そしてその学修が将来にわ

たりより広い分野で活躍できる専門職として

有用な基礎知識を学修するように配置され

る。すなわち職業専門科目の学修は、「専門

職になるために知らなければならない科目

群」でなく、「制作中のプロトタイプをより

高度にするための科目群」であって、学修動

機が従来の大学とは異なるように設定され

る。 
 情報工学科を例にとれば、この関係は以下

のようになる。現在急速に進行中の情報通信

技術についての概説科目の履修を通じて、情

報通信技術を理解するとともにそれによって

社会の進展の可能性を知り、“Designer in 
Society（社会とともにあるデザイナー）”の
倫理観のもとに自分の使命を認識する。この

使命の実現を目標として科目を学ぶ。各論の

講義・実習を、自分の関心分野、実現したい

と考えるプロトタイプが含まれる技術分野の

背景知識と位置付けて理解し、特に制作とし

て選んだ課題に関連する専門的理論、制作理

論などの知識を実際に使用してプロトタイプ

の高度化を図ることによって個別知識の有効

性を実感し、さらに使用法について第三者に
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な知識やスキルに不安を感じているが、企業

側は「主体性」、「粘り強さ」、「コミュニ

ケーション能力」が不足と感じている 4。具体

的には、主体的に行動を起こし最後まで粘り

強くやり抜く力、またそのプロセスでのコミ

ュニケーション能力の涵養が求められる。 
大学生（特に学部新卒者）が卒業時に持つべ

き知識・能力についての調査結果がある 5。こ

の調査によると特に大学、企業の両方が重要

と考える能力は、「チャレンジ精神」、「チ

ームワーク能力」、「コミュニケーション能

力」などの一般的な社会人基礎力に加えて、

「問題解決・物を作り出していく能力」、

「課題を見出す能力」、「倫理観」などの専

門的能力である。企業側からは、学部新卒者

に不足する知識・能力として、「問題解決・

物を作り出していく能力」、「チャレンジ精

神」、「コミュニケーション能力」、「専門

分野に関する基礎的知識」、「文系分野も含

む幅広い教養」という指摘があった。 
さらに、日本経済再生本部第 4 次産業革命人

材育成推進会議は、IT を中心とした必要人材

のスキル・コンピテンシーを次のように設定

している 6。 
(7) 課題設定力、目的設定力 
(8) データ活用や IT にかかる能力・スキル 
(9) コンピュータ等の IT リテラシー 
(10) コミュニケーション能力 
(11) 分野を超えて専門知や技能を組み合わせ

る実践力 
(12) リーダーになる資質 
 
 よって、社会人基礎力にはビジネスの原則

を知るだけではなく、「前に踏み出す力（主

体的に行動を起こし最後まで粘り強くやり抜

く力）」、「チャレンジ精神」、「コミュニ

ケーション能力」、「チームワーク能力」、

「リーダーシップ」も重視する必要もある。 
 
以上をまとめると、展開科目を中心として

『鋭敏なビジネスセンス』を養成するその必

要性とは、 
7. ビジネスの仕組みを知らないといけな

説明可能なように理解を深める。また情報技

術の進展が社会に及ぼす影響について、特に

情報工学科の学生が共通に持つ関心分野に対

して現在急速に進歩しているビッグデータ、

IoT、AI などの先端分野を学ぶ。これらは行

政、公共サービス、企業における設計、製

造、製品サービス、配送などに及ぼす強力な

効率化と質的変化、それが人々の生活に及ぼ

す効果などが予想されるが、それについての

分析、評価、予測などを演習・実習を通じて

学ぶ。これらを通じて将来に起こる変化に対

して的確な判断をすることができる専門職に

なるために必要な知識を獲得すると同時に、

直観力・感受性を身につける。 
 デジタルエンタテインメント学科において

も、制作プロトタイプの高度化に必要な科目

を中心に、関心領域の背景知識に関する科

目、学科に関係する先端分野の科目を各学生

の学修計画に対応する配置を定めて学修す

る。これらの学修の実現のためには、各専門

教科において学術的な実績を持つ教員が協力

しつつ専門知識を教育することと並行して、

プロトタイプ制作という学生の動機にかかわ

る教育を担当する実務経験のある教員が協力

して、職業専門科目の配置や教育内容などに

ついて常時検討しつつ各学生にとってそれぞ

れ最適な教育をすることが必要である。 
  
 
4.3.3 展開科目 
本学が養成する“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”を養成するために

は、学問領域の専門家になることを目標とす

るのではなく社会的期待の充足に専門職とし

て応えたいという強い意志と目標を持った人

に対し、その目標の実現に必要な論理的思考

能力とデザイン思考の涵養が必要で、モノづ

くりの経験や分析を通し社会との共創を行う

ことによって、未来志向の発想力や創造性を

期待している。 
そこで本学の展開科目には、カリキュラム・

ポリシーにもある通り“Designer in Society
（社会とともにあるデザイナー）”となる為

                                                   
4大学生の「社会人観」の把握と「社会人基礎力」の認知度向上実証に関する調査、経済産業

省、平成 22 年 6 月 
5平成 28 年度文部科学省「理工系プロフェッショナル教育推進委託事業」工学分野における理工

系人材育成の在り方に関する調査研究、千葉大学(2016) 
6第 4 次産業革命 人材育成推進会議（第 2 回）配布資料、日本経済再生本部、平成 29 年 2 月 
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い 
8. 協調性を持って行動できないといけな

い 
9. リーダーになる資質を持っていないと

いけない 
10. 新しいものでも躊躇せず、新しい働き

や変化に好んで対応できないといけな

い 
11. 机上のデータのみならず、働きかけら

れないといけない 
12. 社会の問題解決だけではなく、真のイ

ノベータとして持続可能かつ発展性ま

で考慮できないといけない 
が列挙でき、そのために具体的には 

7. 経営資源の知識・理解 
8. チームワーク力 
9. リーダーシップ力 
10. チャレンジ精神 
11. 三現主義 
12. 社会倫理 

といった、「知識・理解」、「能力」、「志

向・態度」を養成するべきである。 
 
これらの能力の養成の内、本学では展開科目

に最も重要な科目として「地域共創デザイン

実習」を配する。この科目は実体験に則する

ことが重要で、実際には産学官連携の授業と

して本学が配する。本学が立地する地域が抱

える問題に対して産学官連携で取り組み、授

業評価については指導教員のみならず、連携

した企業や地域団体にも評価を求める。この

実体験によって、我が国の将来において、制

度、社会、産業、国際協力、そして人々の生

活などあらゆる側面への寄与を肌で感じるこ

とが可能となる。加えて、この「地域共創デ

ザイン実習」は 2 学科が協力して学ぶ展開的

な科目で、学部横断で取り組むことによっ

て、それぞれの学科における創造的な役割を

担うための能力を展開させるための授業であ

る。 
 
 
4.3.4 総合科目 
総合科目は、それまでに学んだことを、変化

する社会の要請に対し主体的に、また結果に

対する倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応え

る“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”となるべく、実践的かつ応用的な

能力を総合的に高めるための集大成となる科

目を配置する。 

に、日本の産業界を固定化してしまった学問

分野でいう工学、産業界では ICT と呼ばれる

ような領域において、その職種が、次々と出

現する技術の可能性を、社会と矛盾すること

なく利用する主役として、これからの社会の

繁栄に大きく貢献するために必要な能力を涵

養する科目を配置する。つまり「専攻する特

定の職業分野に関連する他分野の応用的な能

力であって、当該職業の分野において創造的

な役割を果たすために必要なものを育成す

る」科目を配置する。また、展開科目に配当

する科目には、新しい専門職養成機関として

ビジネス展開のための実践力の養成に必要な

科目とも捕えることができる。よって、既設

の専門学校HAL東京で取り扱う科目で一部垣

間見ることできる授業でもある。 
この展開科目はビジネス教養として、専攻分

野における価値創造といった能力が、実社会

において遺憾なく発揮できるよう、工学分野

ではない科学研究費助成事業 「審査区分表」

（平成 30 年度助成に係る審査より適用）で大

区分 A に該当するような、マーケティングを

学ぶ授業を配置するだけではなく、職業専門

科目で培った実践的かつ専門的な能力で価値

創造を生み出す職能人としてスムーズに社会

で実力が評価されるように、プレゼンテーシ

ョン技術や制作したものを評価し、それをも

って再度制作に取り組むことのできる職業倫

理観等を涵養する科目を配置した。加えて、

2 年次において、実習科目として今まで培っ

てきた実践力のみで価値創造を行う科目を各

学科別に配することで、企画発想、制作、評

価といった一貫した制作過程を実践すること

を通して、価値創造を生み出す過程を体感で

きるように配する。 
この科目は実体験に則することが重要で、実

際には産学官連携の授業として本学が配する

「地域共創デザイン実習」が該当する。本学

が立地する地域が抱える問題に対して産学官

連携で取り組み、授業評価については指導教

員のみならず、連携した企業や地域団体にも

評価を求める。この実体験によって、我が国

の将来において、制度、社会、産業、国際協

力、そして人々の生活などあらゆる側面への

寄与を肌で感じることが可能となる。加え

て、この「地域共創デザイン実習」は 2 学科

が協力して学ぶ展開的な科目で、学科横断で

取り組むことによって、それぞれの学科にお

ける創造的な役割を担うための能力を展開さ

せるための授業である。 
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4.4 4 つの科目区分の観点と体系的教育課程

の編成 
体系的教育課程の編成については資料 8、9に

概念図を記すとともに、以下に説明する。 
 

 4 つの科目区分における体系的教育課

程の編成 
4.1.1.1 基礎科目における体系的教育課程の編

成 
本学の基礎科目は、４本柱として以下を配置

する。教養にあたる基礎的科目のため、英語

を除く科目は主として 1, 2 年次に配置され

る。国際的コミュニケーション力の養成に重

きを置く本学における英語に関連する科目に

ついては 4 年間の学びの場を配置している。 
 
① グローバルコミュニケーション科目 
グローバルに活躍するための汎用的技能を育

成する科目で構成される。専門職にとって国

際的活動のためには英語力が必要で、この学

修は必修である。以下の配置による、臨地実

務実習の期間と卒業間近の 4 年次後期を除く

期間において、2 単元/週以上英語を学ぶこと

が可能となる。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「英語コミュニケーションⅠ

a」後期：「英語コミュニケーションⅠb」 
2 年次 前期：「英語コミュニケーションⅡ

a」後期：「英語コミュニケーションⅡb」 
3 年次 前期：「英語コミュニケーションⅢ

a」後期：「英語コミュニケーションⅢb」 
4 年次 前期：「英語コミュニケーション

Ⅳ」 
 
 
② コミュニケーションツール科目 
①の能力を最大限に生かすためには、社会へ

の正確な発信力が重要である。そこで、発信

力を養成する科目を配する。この科目は、プ

レゼンテーションスキルなどを養成し、単な

る発信力のみではなく、効果的な発信力の養

成を目指す。 
＜配置科目＞ 
1 年次 後期：「コミュニケーションツー

ル」 
 
 
③ 倫理科目 

 
 
4.3.4 総合科目 
総合科目は、それまでに学んだことを、変化

する社会の要請に対し主体的に、また結果に

対する倫理的責任を強く持ちつつ敏感に応え

る“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”となるべく、実践的かつ応用的な

能力を総合的に高めるための集大成となる科

目を配置する。 
 
 
4.4 4 つの科目区分の観点と体系的教育課程

の編成 
体系的教育課程の編成については資料 9, 10に

概念図を記すとともに、以下に説明する。 
 
 
 
 
 

 4 つの科目区分における体系的教育課

程の編成 
基礎科目における体系的教育課程の編成 
上記で述べた能力を養成するために、本学の

基礎科目は、伝統的な領域科学志向の考え方

と異なるデザイン志向の論理を身につける感

性的思考を支援する知識群を置くこととし、

3 本柱として以下を網羅することとする。教

養にあたる基礎的科目のため、英語を除く科

目は全て 1, 2 年次に配置される。加えて、国

際的コミュニケーション力の養成に重きを置

く本学における英語に関連する科目について

は 4 年間学びを通しての全学年に該当する科

目を配置している。 
 
① グローバルコミュニケーション科目 
グローバルに活躍するための汎用的技能を育

成する科目で構成される。 
社会的期待の探索のために必要な理解力、及

びデザイン結果とその背景の思想についての

社会への正確な発信力は、専門職にとって不

可欠の条件であり、生涯にわたり深化させる

べき能力であって、その基礎を学修する。国

際的活動のためには英語力が必要で、この学

修は必修である。以下の配置による、臨地実

務実習の期間と卒業間近の 4 年次後期を除く

期間において、2 単元/週以上英語を学ぶこと

が可能となる。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「英語コミュニケーションⅠ
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“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科

目を据える。 
専門職は、社会的期待に対する回答を社会に

提供することを使命とするのであるから社会

に対して責任を持つ。したがって組織内で協

調的仕事を行う場合も、個人として仕事をす

る場合もともに倫理的であることが必要条件

であり、専門職が社会に対して持たなければ

ならない倫理について学修する。 
＜配置科目＞ 
3 年次 前期：「社会と倫理」 
 
 
④ 基礎科目 
広義のデザインにおける感性的思考を支援す

る知識・理解の科目を基礎科目の中に加え

る。本学で要請する専門職は情報技術分野で

あるがゆえに特有の感性に基づく判断を求め

られる。これを涵養するために、感性そのも

のの取り扱いに加え、比較文化論、記号学、

などに関する、職能人として基礎的・汎用的

な知識・教養を持つことで達成される。また

比較文化論は文化に対する感性、記号論はコ

ミュニケーションにおける基礎的な理論の役

割を果たす。これは情報工学科（例えばユー

ザーインターフェース設計などで有益）、デ

ジタルエンタテインメント学科（例えば CG
やデジタルゲーム制作では直接必要となる）

の両学科の学生に有益である。 
 
＜配置科目＞ 
1 年次  前期：「比較文化論」、「感性をは

かる」 
後期：「コミュニケーションと記号論」 
 
 
4.1.1.2 職業専門科目における体系的教育課程

の編成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ

て、職業専門科目は学科内で共通する科目を

集めた学科共通科目と、各学科に据えたコー

スに呼応したコース別科目の 2 種類に分類さ

れる。その中でも共通科目についてはデザイ

ン的思考に対し中核的な科目となる「学科包

括科目」となる「情報工学演習」、「デザイ

ンエンジニア概論」、「コンテンツデザイン

概論」を体系的に用意し編成する。プロトタ

イプを作成する能力が身につく職業専門科目

は、年次が上がるにつれ内容が高度化する。 

a」後期：「英語コミュニケーションⅠb」 
2 年次 前期：「英語コミュニケーションⅡ

a」後期：「英語コミュニケーションⅡb」 
3 年次 前期：「英語コミュニケーションⅢ

a」後期：「英語コミュニケーションⅢb」 
4 年次 前期：「英語コミュニケーション

Ⅳ」 
 
（追加） 
 
② 倫理科目 
“Designer in Society（社会とともにあるデザ

イナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科

目を据える。 
専門職は、社会的期待に対する回答を社会に

提供することを使命とするのであるから社会

に対して責任を持つ。したがって組織内で協

調的仕事を行う場合も、個人として仕事をす

る場合もともに倫理的であることが必要条件

であり、専門職が社会に対して持たなければ

ならない倫理について学修する。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「社会と倫理」 
 
 
 
 
③ 基盤科目 
広義のデザインにおける感性的思考を支援す

る知識・理解の科目を基盤科目として添え

る。 
専門職は組織の一員として行動するだけでな

く個人としての責任において社会的に行動す

ることを基本とする者である。そのためには

専門職に課せられる固有の人格を持つことが

求められ、社会と人間についての洞察力、行

動がもたらす社会への影響の予測力、未来社

会を描き出す構想力などを基礎として持つ必

要がある。これは分野でいえば、職能人とし

て基礎的・汎用的な知識・教養を持つことで

達成される。 
＜配置科目＞ 
1 年次  前期：「比較文化論」、「感性をは

かる」 
後期：「コミュニケーションと記号論」 
 
 
4.1.2.1 職業専門科目における体系的教育課程

の編成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ
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また、臨地実務実習科目も職業専門科目内に

体系的に用意し編成する。臨地実務実習科目

に当たる「臨地実務実習位置～Ⅲ」について

は、後の 11 章「実習の具体的計画」で明記す

る。 
 
職業専門科目は、各学科に特徴が出る科目で

ある。以下に、学科別に記す。 
 情報工学科は、最も大きな分類として AI、
IoT、ロボットといった、本学科が用意した 3
コースと呼応し、大きく 2 つの科目群に分か

れる。全コースに共通して修得すべき能力を

養成する科目を「共通（必修）」科目群、コ

ース別でより一層技術力を深化させる科目を

「コース別（選択）」科目群とし、「共通

（必修）」科目群はさらに、該当分野全般に

精通する「学科包括」科目群、工学に絡んだ

数学や英語の理論を修得する「数理英」科目

群の他に、「電子回路」「プログラム言語」

「情報通信」といった科目群が揃う。選択科

目は AI, IoT, ロボットといった 3 コースに呼

応する履修モデルである。AI 戦略コース（資

料 9-1-1）の特徴は、学科共通で学ぶ解析学や

確率統計論などの理論科目に続き、「人工知

能数学」という AI 戦略コースに特化した数学

が配されていることや、「人工知能基礎」と

った、学科包括科目の AI コースを俯瞰する歴

史的背景など導入部分の科目があること、加

えて、他コースとは違った実習の動きをし、

自然言語処理に特化した実習「メディア情報

処理実習」が、講義科目を踏まえた後に実施

されるように教育課程が体系だっている。

IoT システムコース（資料 9-1-2）の特徴は、

資料 9-1 を見ると分かるように、AI 戦略コー

スと、ロボット開発コースの双方に共通の科

目が配されていることが特徴である。段階的

に、ハードウェア側とソフトウェア側両方を

学びながら、最終的に IoT サービスデザイン

といった、他コースには感性も必要とする科

目が配されている。ロボット開発コース（資

料 9-1-3）の特徴は、物理の理論科目「力学」

に加え、「材料工学・材料力学」といった、

理論科目が順序だてて配されていることが他

コースには無い特徴であるといえよう。 
デジタルエンタテインメント学科も、最も大

きな分類としてゲームと CG といった、本学

科が用意した 2 コースと呼応する形で、共通

して修得すべき科目と、各コースに特化した

科目の大きく 2 つの科目群に基本的に分かれ

る。情報工学科と同様に、本学の工科学部と

て、職業専門科目は学科内で共通する科目を

集めた学科共通科目と、各学科に据えたコー

スに呼応したコース別科目の 2 種類に分類さ

れる。その中でも共通科目についてはデザイ

ン的思考に対し中核的な科目となる「学科包

括科目」となる「情報工学演習」、「デザイ

ンエンジニア概論」、「コンテンツデザイン

概論」を体系的に用意し編成する。プロトタ

イプを作成する能力が身につく職業専門科目

は、年次が上がるにつれ内容が高度化する。 
また、臨地実務実習科目も職業専門科目内に

体系的に用意し編成する。臨地実務実習科目

に当たる「インターンシップⅠ～Ⅳ」につい

ては、後の 11 章「実習の具体的計画」で明記

する。 
 
職業専門科目は、各学科に特徴が出る科目で

ある。以下に、学科別に記す。 
 情報工学科は、最も大きな分類として AI、
IoT、ロボットといった、本学科が用意した 3
コースと呼応し、大きく 2 つの科目群に分か

れる。全コースに共通して修得すべき能力を

養成する科目を「共通（必修）」科目群、コ

ース別でより一層技術力を深化させる科目を

「コース別（選択）」科目群とし、「共通

（必修）」科目群はさらに、該当分野全般に

精通する「学科包括」科目群、工学に絡んだ

数学や英語の理論を修得する「数理英」科目

群の他に、「電子回路」「プログラム言語」

「情報通信」といった科目群が揃う。 
 
（追加） 
 
デジタルエンタテインメント学科も、最も大

きな分類としてゲームと CG といった、本学

科が用意した 2 コースと呼応する形で、共通

して修得すべき科目と、各コースに特化した

科目の大きく 2 つの科目群に基本的に分かれ

る。情報工学科と同様に、本学の工科学部と

して「学科包括」、「数理英」、「情報通

信」が配され、その他はコースごとにさらに

細分化され学年の進行とともに深化してい

く。 
 
（追加） 
 
デジタルエンタテインメント学科で特徴的な

のは、ゲームと CG は関係性が強いこと、企

業側が採用時からプランナーとプログラマー

といった職種別で入り口を分けていること
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して「学科包括」、「数英」、「情報通信」

が配され、その他はコースごとにさらに細分

化され学年の進行とともに深化していく。選

択科目は、情報工学科同様、ゲームとCGの2
コースに呼応する履修モデルが配されてい

る。ゲームプロデュースコースの特徴は、こ

のコースの中でも 2 つの履修モデルが想定で

きるところが特徴である。これは、産業界が

プログラマーとプランナーそれぞれに特化し

た人事配置などを行っていることを鑑み他結

果でもある。CG アニメーションコースの特

徴は、段階的に積み上げられた最後に総合演

習が組まれていることである。CG 映像の基

礎から、表現について段階的に学び、キャラ

クタデザインのみならず、UI/UXやゲームAI
についても学び、最終的にそれらを統合する

力がより求められているといえよう。 
 
4.4.1.3 展開科目における体系的教育課程の編

成 
本学の展開科目は、社会的期待を探索しつ

つ、その実現について学ぶために、課題を達

成するための知識に加え、社会に発信し説明

するために必要な知識を学修する。国内のみ

ならず世界の社会的期待を感知し、その解決

をビジネスとして実現するためには鋭敏なビ

ジネスセンスが必要であることは言うまでも

ない。 
基礎科目、職業専門科目の学修によって得た

思考能力及び知識を身につけて卒業し、それ

を源泉として自ら専門職の仕事をする場を設

定したとき、その能力・知識を有効に発揮・

使用し、さらに能力を深化させていくために

は、その場で遭遇する多様な社会、組織、協

力者などの環境と矛盾することなく行動する

ことが必要である。これは専門職としての仕

事をする場において関与する環境とそれに対

応する方法に関する知識であるといってよ

い。 
それは卒業後専門職として歩む道として、専

門職の能力を高めつつ成長を続け、最終的に

はリーダーとして社会に寄与するという一つ

の典型を考えた時、その計画を現実化する道

で身につけてゆくべきものであり、入学時の

動機を成熟させて卒業時の動機とするために

必要な科目である。 
 

(ア)  ビジネス教養科目群 
アイデアはアイデアであって、アウトプット

によってビジネスに変換することで実社会に

等、エンタテインメント業界における明確な

産業界の動向を鑑みて、必修科目群と選択科

目群がコースの内外に混在していることであ

る。例えばゲームプロデュースコースを希望

すると、低学年の CG コースの授業も必修科

目として受講する。このような教育課程の体

系を取ることで、専門職として社会に飛び出

し他後、どの職種であろうとエンタテインメ

ントという比較的広範囲でない業界で連携を

取るに必要な多職種の理解につながる。 
 
 
4.4.1.3 展開科目における体系的教育課程の編

成 
本学の展開科目は本学が位置する東京都を中

心とした地域の持つ独自の産業、文化、生活

などの具体的な環境の中で、社会的期待を探

索しつつ、その実現について学ぶために、課

題を達成するための知識に加え、社会に発信

し説明するために必要な知識を学修する。国

内のみならず世界の社会的期待を感知し、そ

の解決のための方法を身につける知識群を置

くこととし、それらは以下を網羅することと

する。 
基礎科目、職業専門科目の学修によって得た

思考能力及び知識を身につけて卒業し、それ

を源泉として自ら専門職の仕事をする場を設

定したとき、その能力・知識を有効に発揮・

使用し、さらに能力を深化させて専門職とし

ての能力を向上し自らが目標とする専門職に

なるためには、その場で遭遇する多様な社

会、組織、協力者などの環境と矛盾すること

なく行動することが必要である。これは専門

職としての仕事をする場において関与する環

境とそれに対応する方法に関する知識である

といってよい。 
これらは、卒業後専門職として歩む道とし

て、専門職の能力を高めつつ成長を続け、最

終的には社長（リーダーシップ力）として社

会に寄与するという一つの典型を考えた時、

その計画を現実化する道で身につけてゆくべ

きものであり、入学時の動機を成熟させて卒

業時の動機とするために必要な科目である。 
 
① ビジネス教養科目群 
アイデアはアイデアであって、アウトプット

によって実社会に初めて価値がもたらされる

ものである。 
行動に関する知識や指針となる、企画力、発

信力、マネジメント力、市場戦略力、知的財
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初めて価値がもたらされるものである。そこ

で、行動に関する知識や指針となる、企画

力、発信力、マネジメント力、市場戦略力、

知的財産の保護、現在の諸問題から鑑みる潜

在的社会問題を察知するビジネス展開力など

を配する。 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「企画・発想法」 
後期：「プロジェクトマネジメント」 
 2 年次 後期：「チームワークとリーダー

シップ」 
３年次 前期：「知的財産権論」 
3 年次 後期：「企業経営論」、「グローバ

ル市場化戦略」 
4 年次 前期：「ベンチャー起業経営」 
 
「企画・発想法」はプロジェクトの企画方

法、アイデアの発想法のツールやテクニック

に関する科目である。 
これに対して、プロジェクトやチームといっ

た比較的小さな組織単位におけるマネジメン

ト手法やツールについて議論する科目が２つ

あり、「プロジェクトマネジメント」は科目

の名の通り、プロジェクトマネジメントの手

法やツールに関する一般的、実践的な科目で

ある。一方、「チームワークとリーダーシッ

プ」はチーム内でのチームワーク力やリーダ

ーシップ力といった個人の能力の養成を意図

している。 
これらに対し、「知的財産権論」では特許、

著作権、意匠権などの知的財産権を取得、保

護する法令、メカニズムについて、これらに

直接かかわることの多い専門職として学修す

る。最近は個人情報の保護なども関連してき

ておりこの科目の重要性は増している。 
残りの３科目はビジネスを企業という単位で

見たときの重要なトピックをカバーする。ま

ず「企業経営論」では特に企業のビジネスプ

ラン、ビジネスモデル、経営戦略と言った経

営の根幹にかかわる事項を学修する。「グロ

ーバル市場化戦略」は商品マーケティング、

市場開拓、海外進出、海外市場戦略などにつ

いて論じる。最後に「ベンチャー起業経営」

はおそらく本学の卒業生の長い人生の中で経

験するかもしれぬベンチャー企業の起業につ

いて、特に「ヒト」「モノ」「カネ」に関す

る基本的知識を学ぶ。 
 

(イ)  地域ビジネス実践科目 
産学官連携による実習科目で、テーマ選定、

産の保護、現在の諸問題から鑑みる潜在的社

会問題を察知するビジネス展開力などを配す

る。 
 
＜配置科目＞ 
1 年次 前期：「企画・発想法Ⅰ」 
後期：「企画・発想法Ⅱ」『マネジメント

論』 
 3 年次 前期：「知的財産権論」、『ビジ

ネス課程論』 
3 年次 後期：「グローバル市場化戦略」、

「リソースマネジメント」 
4 年次 前期：「企業経営論」 
 
上記に記した科目のうち、該当職業分野を鑑

み『マネジメント論』と『ビジネス課程論』

は学科ごとに違う科目を配する。 
『マネジメント論』については「プロジェク

トマネジメント」と「組織化とリーダーシッ

プ」科目を用意し、「プロジェクトマネジメ

ント」は情報工学科に、「組織化とリーダー

シップ」はデジタルエンタテインメント学科

に配する。ここでは科目の名の通り、プロジ

ェクトマネジメント力やリーダーシップ力と

いった能力の養成を意図しているが、デジタ

ルエンタテインメント学科においては、職業

専門科目に配した「プロジェクトマネジメン

ト（ゲーム）」を配しているため、その関係

性も考慮し、学科ごとに違う科目を配する。 
『ビジネス課程論』については、実際のビジ

ネス展開が社会でどのように行われるのか、

企業内・企業間の取引やその役割を学ぶ科目

である。該当職業分野を鑑みた時、行動に関

する知識や指針に対してより適切な科目を配

するために、情報工学科では「サプライチェ

ーンマネジメント」を、デジタルエンタテイ

ンメント学科では「ビジネスマネジメント」

を配する。 
 
 
② 地域ビジネス実践科目 
産学官連携による実習科目で、評価を実際に

外の機関にも委ねる。加えて、この授業は教

育課程連携協議会の地域（若しくは協力）に

該当するメンバーから協力と支援を得る。 
企画発想・制作・評価の一貫した制作過程を

実践することを通して、地域産業、さらに広

く社会一般において価値が創造される過程を

実感的に学び、社会の中で働く専門職として

東京から発信する真の地方創生力や国際力と
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プロジェクト指導、成果評価などを教育課程

連携協議会のメンバー機関に協力と支援を依

頼する。 
企画発想・制作・評価の一貫した制作過程を

実践することを通して、地域産業、さらに広

く社会一般において価値が創造される過程を

実感的に学び、社会の中で働く専門職として

地域創生力や国際力といった価値創造を牽引

する能力を身につける。 
 
＜配置科目＞ 
2 年次 通期：「地域共創デザイン実習」 
 
 
4.4.1.4 総合科目における体系的教育課程の編

成 
本学では 4.3 節で言及した目的と配置をもっ

て、「卒業研究制作」を 4 年次に配すること

で、本学の学びの集大成となるように体系的

な教育課程を編成する。 
＜配置科目＞ 
4 年次 通期：「卒業研究制作」 
 
 
4.4.2 臨地実務実習を含む実習について 
本学では専門職大学設置基準に則り、実習に

よる授業科目を 40単位以上配している。加え

て、実習科目は全て 30 時間から 45 時間まで

の範囲時間の授業をもって 1 単位としてお

り、実習が適切に教育課程に含まれている。 
また、後の 11章で詳細を述べるが、全学部全

学科に共通で配置されている臨地実務実習に

あたる「インターンシップⅠ～Ⅳ」の臨地実

務実習先の確保状況は、平成 30 年 10 月時点

で既に定員数を上回っており、十分数確保し

ているといえる。さらに、学生の希望に応じ

て実習先を選択できるよう、開学に向けてさ

らに実習先を確保する。加えて、「インター

ンシップⅢ～Ⅳ」の実習先については、海外

における臨地実務実習も一定数確保してお

り、一定の条件を満たすことで海外での実習

も参加可能である。 
 
 
 
4.5 教育課程編成上の工夫 

4.5.1 臨地実務実習実施における教育上の工

夫 
臨地実務実習に当たる「臨地実務実習Ⅰ～

Ⅳ」において、受け入れ先企業の新規開拓は

いった価値創造を牽引する能力を身につけ

る。 
 
＜配置科目＞ 
2 年次 通期：「地域共創デザイン実習」 
 
4.4.1.4 総合科目における体系的教育課程の編

成本学では 4.3 節で言及した目的と配置をも

って、「卒業研究制作」を 4 年次に配するこ

とで、本学の学びの集大成となるように体系

的な教育課程を編成する。 
＜配置科目＞ 
4 年次 通期：「卒業研究制作」 
 
 
4.4.2 臨地実務実習を含む実習について 
本学では専門職大学設置基準に則り、実習に

よる授業科目を 40 単位以上配している。加え

て、実習科目は全て 30 時間から 45 時間まで

の範囲時間の授業をもって 1 単位としてお

り、実習が適切に教育課程に含まれている。 
また、後の 11 章で詳細を述べるが、全学部全

学科に共通で配置されている臨地実務実習に

あたる「インターンシップⅠ～Ⅳ」の臨地実

務実習先の確保状況は、平成 29 年 10 月時点

で既に定員数を上回っており、十分数確保し

ているといえる。さらに、学生の希望に応じ

て実習先を選択できるよう、開学に向けてさ

らに実習先を確保する。加えて、「インター

ンシップⅢ～Ⅳ」の実習先については、海外

における臨地実務実習も一定数確保してお

り、一定の条件を満たすことで海外での実習

も参加可能である。 
 
 
 
4.5 教育課程編成上の工夫 

4.5.1 臨地実務実習実施における教育上の工

夫 
臨地実務実習に当たる「インターンシップⅠ

～Ⅳ」において、受け入れ先企業の新規開拓

は特別な期間を定めることなく実施するとと

もに、学生が望む企業にて実習ができるよう

に受け入れ先企業の希望調査を事前に行い、

必要に応じて新規開拓に努める。加えて、海

外臨地実務実習に参加する学生について、各

インターン実施期間に対し時間的余裕をもた

せて確定させることで、ビザの取得といった

諸手続きの不足等で参加できないといった事

態にならないように配慮する。 
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特別な期間を定めることなく実施するととも

に、学生が望む企業にて実習ができるように

受け入れ先企業の希望調査を事前に行い、必

要に応じて新規開拓に努める。加えて、海外

臨地実務実習に参加する学生について、各イ

ンターン実施期間に対し時間的余裕をもたせ

て確定させることで、ビザの取得といった諸

手続きの不足等で参加できないといった事態

にならないように配慮する。 
また、初めての臨地実務実習が行われる「臨

地実務実習Ⅰ」の事前指導として、名刺交

換、電話の受け答え、メールのやり取りとい

った社会人のマナー基礎や、臨地実務実習で

知り得た機密事項の取り扱い等について学内

でオリエンテーションを行い、学生が実習を

スムーズに始められるように配慮する。 
 
 

 入学時の学力差異の補助 
入学生の基礎学力格差等を解消できるよう

に、高校の数学・物理・英語を補う「基礎数

学」、「基礎物理」と「基礎英語」を開講す

る。これらは卒業要件に含まれない科目であ

るが、入学直後に基礎学力の確認を行い、各

学科の 1 年次における授業の習熟に影響が出

ると判断される学生に対しては受講を促す。

上記で説明した通り、「基礎数学」、「基礎

物理」及び「基礎英語」については、入学時

の学力差を担保するための科目であり、補講

にあたる科目である。よって、大学教育とし

て適切な水準となっていない科目に当たるた

め、卒業要件に係る単位を与えていない補講

科目として設定している。 
 
 
4.6 研究活動に関する考え方 
本学が掲げる“Designer in Society（社会とと

もにあるデザイナー）”を養成するために、数

学、物理学、制御工学、機械設計など工科に

おける基礎知識に加え、情報科学として、情

報数学、人工知能、情報システム、機械学

習、コンピュータグラフィックス、ソフトウ

ェア工学など、またより高度な階層をもつ

IoT、ロボテイックス、などを学ぶ。これら

は社会の中のデザイナーとなるために必修の

科目である。またデザイナーは、専門分野を

熟知するだけの専門家でなく、実際に社会の

中で行為する人であるから、これらの学んだ

知識を使ってデザインという行為をすると

き、それが外界に与える効果について十分な

また、初めての臨地実務実習が行われる「イ

ンターンシップⅠ」の事前指導として、名刺

交換、電話の受け答え、メールのやり取りと

いった社会人のマナー基礎や、臨地実務実習

で知り得た機密事項の取り扱い等について学

内でオリエンテーションを行い、学生が実習

をスムーズに始められるように配慮する。 
 
 

4.1.2 入学時の学力差異の補助 
入学生の基礎学力格差等を解消できるよう

に、高校の数学・物理・英語を補う「基礎数

学」、「基礎物理」と「基礎英語」を開講す

る。これらは卒業要件に含まれない科目であ

るが、入学直後に基礎学力の確認を行い、各

学科の 1 年次における授業の習熟に影響が出

ると判断される学生に対しては受講を促す。

上記で説明した通り、「基礎数学」、「基礎

物理」及び「基礎英語」については、入学時

の学力差を担保するための科目であり、補講

にあたる科目である。よって、大学教育とし

て適切な水準となっていない科目に当たるた

め、卒業要件に係る単位を与えていない補講

科目として設定している。 
 
 
 
4.6 研究活動に関する考え方 
本学が掲げる“Designer in Society（社会とと

もにあるデザイナー）”を養成するために、機

械設計、回路設計、制御システム設計など工

科における基礎知識に加え、情報科学とし

て、情報数学、人工知能、情報システム、機

械学習、OSなど、またより高度な階層をもつ

IoT、ロボテイックス、などを学ぶ。これら

は社会の中のデザイナーとなるために必修の

科目である。またデザイナーは、専門分野を

熟知するだけの専門家でなく、実際に社会の

中で行為する人であるから、これらの学んだ

知識を使ってデザインという行為をすると

き、それが外界に与える効果について十分な

理解を持つことが求められる。そのために、

自らの制作が社会にとってどの様な意義を持

つのかを深く認識するために 1 年次に配当さ

れた「社会と倫理」、「比較文化論」などの

科目を通して、技術によってもたらされる環

境破壊などの社会問題を考察する道徳心や、

そのための広いコミュニケーションを可能に

する外国語（英語）を学ぶ。また 2 年次に配

当され産学官連携を目的とした「地域共創デ
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理解を持つために、３年次に配当された「社

会と倫理」、４年次の「持続可能な社会」な

どの科目を学ぶ。さらに、自分のデザインの

ための広いコミュニケーションを可能にする

外国語（英語）を学ぶ。また 2 年次に配当さ

れ産学官連携を目的とした「地域共創デザイ

ン実習」、3 年次にはグローバルな視野を養

成する「グローバル市場化戦略」は、幅広い

連携相手、手段を知る機会である。 
このように、デザイン行為のための必要な能

力、デザイナーとして社会で行動するときに

必要なグローバルな思考や地域文化と国際性

の理解に必要な能力が習得される。それらを

前提とし、4 年間の学びの集大成の科目とし

て 4 年次に「卒業研究制作」を全学部全学科

に必修科目として配置し、研究・制作を行う

教育課程を編成している。 
 このような教育を支えるために必要な研究

をすべての教員が行う。研究は科学的知識生

産のための領域別に固有の方法による研究で

なく、「領域×IT」という応用領域において

社会的期待に対しデザイナーとして応える創

造行為のための研究である。科学的知識生産

のための研究は分析的、説明的であるが、

「領域×IT」という応用領域におけるデザイ

ンは、異なる複数の領域に関わる知識を運用

し説明ではなく新たな人工物を創造する。例

えば、電気モータの性能を電磁気学の知識を

応用して分析的に説明するのが科学的知識で

あるが、モータの設計はそのような性能を満

たすモータの諸元を電磁気学、モータの回路

理論、モータの冷却の知識、モータの制御工

学といったありとあらゆる知識を動員して導

出する。モータの設計ですらこうなのである

から、ロボットの設計ではこれをはるかに超

える量と幅の知識が必要となり、ロボットを

一つのエージェントとする IoT システムの設

計はさらに複雑になることは言うまでもな

い。そのことはロボット・デザイナーになる

ための知識量が極めて膨大となることを意味

するが、一方で幸いなことにコンピュータの

力やチームワークのおかげですべてを必ずも

知る必要もなく、チームワークやリーダシッ

プを実習の過程で学ぶことの重要性が正当化

される。 
このようないわば複合領域、多領域融合にお

ける知識の統合、それはデザイン思考に基づ

くシステムインテグレーションの結果、ソフ

トウェアとしてインプリメントする過程であ

ると言えるが、このような研究が両学科での

ザイン実習」、3 年次にはグローバルな視野

を養成する「グローバル市場化戦略」といっ

た科目を学ぶ。 
このように、デザイン行為のための必要な能

力、デザイナーとして社会で行動するときに

必要なグローバルな思考や地域文化と国際性

の理解に必要な能力が習得される。それらを

前提とし、4 年間の学びの集大成の科目とし

て 4 年次に「卒業研究制作」を全学部全学科

に必修科目として配置し、研究・制作を行う

教育課程を編成している。 
 
 このような教育を支えるために必要な研究

をすべての教員が行う。研究は伝統的な科学

分野で行われる、科学的知識生産のための領

域別に固有の方法による研究でなく、社会的

期待にデザイナーとして応えるデザイン行為

にとって有用なデザイン支援知識体系の創出

のための研究である。従来は、あらゆる工学

領域に存在するデザイン、あるいは設計は、

各工学領域固有の知識の適用によって行われ

てきた。例えば建築設計では、建築物の強度

や居住性などの機能とは何かが説明される。

機械設計では、機械システムの動力、安定性

などの機能が説明される。この説明は分析的

であり、独自の方法、多くは数学であるが、

それを使って体系的な説明が行われる。この

ように、従来の領域における研究・教育のい

ずれも、ものが与えられてそれを分析し、分

析結果である科学的知識を生産し学ぶことに

主眼が置かれる。この場合、それらの知識を

使用して“もの”を作るのは、発明と呼び、正

規のカリキュラムには取り上げられない。各

領域で生み出された知識は科学的知識と呼ば

れ論文として登録される。このようにして科

学的知識は常に増大して行くが、それは豊富

でありこれがその後の科学研究を知性によっ

て行うことを可能にしている。 
 一方、本学のザインを主体とする教育・研

究では、一般には言葉で述べられる期待を出

発点とし、“もの”を創出することが目的であ

る。このとき、このデザインを支援する体系

的知識がない。したがってデザインは感性に

よって行われるといわれることが多い。デザ

インも、もちろん科学的知識を使って知性に

よって行われるが、科学的知識の及ばない部

分を多く含み、特に独創的デザインには感性

が重要な働きをする。この感性を支援する体

系知識の欠落は、人工物が自然及び社会と矛

盾する状況を生むが、これは現代の深刻な問
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研究の主要な形態の一つであると予想され、

4 年次総合科目「卒業研究制作」において行

う学生の研究でも、スケールは小さくなるも

ののそのことは変わらないであろう。つま

り、その時点までに修得した基礎科目、職業

専門科目、展開科目に関する技術・知識を集

結し、テーマ選定におけるニーズ調査、分析

においては学術論文・特許調査、学会等での

研究発表の聴講、専門技術展での情報収集、

アンケート等によるユーザー調査を基に行

う。これまでに学んできたグローバル性や地

域性を考慮しビジネスとの接点に重きを置い

た応用研究がテーマとなるのである。 
学生の研究成果は卒業制作や卒業論文として

まとめ、制作物つまりプロトタイプは学内に

展示し継承するが、研究成果を対外コンペテ

ィションや企業向けプレゼンテーション、学

会などで公開し評価を受け、参加者との交流

により情報交換及び人脈作りを行うことも本

人の成長のために重要である。 
 一方、特にデジタルエンタテインメント学

科での作品制作は人工物の設計とは、やや色

合いが異なる。これは科学的知識、工学的知

識だけを統合してプログラムの動作原理とし

てインプリメントするのが情報工学科におけ

る研究であるのに対比して、デジタルエンタ

テインメント学科での作品制作は、科学的知

識、工学的知識に加えて感性に基づく判断が

大きな役割を果たす。もちろん、感性に基づ

く判断は情報工学科の人工物設計でも必要で

ある。例えばユーザーインターフェースの設

計やユーザビリティの考慮といった時、客観

的に計測できる物理量以外のファクタを考慮

せねばならない。それは情報工学科でも同様

の事情であり、したがって両学科ともに感性

を涵養する科目群を学び、また演習や実習、

卒業研究制作でも感性に基づく判断を求めら

れ、最終的には研究にも反映していく。 
 
 

題である。本学教育の中心に据えるデザイン

学は、この体系化を目標とするものである

が、これは各教員研究のみならず、学生の制

作においても重要な課題と位置づけ、制作に

おいては“もの”を作るとともに、その過程で

得られたデザイン学の要素を表現することを

求める。 
 本学における研究領域の具体的な説明につ

いては、後の 8 章でも述べるが、『Getting 
started with the SDGs in Universities（資料

13）』を参考に、SDGs の指針に合った研究

を推奨する。加えて、研究家と実務家が連携

することは、後の 5 章でふれる教員組織のう

ち、特に研究実務家や研究家を目指す実務家

教員の育成にもつながる。 
 
学生の研究は、4 年次総合科目「卒業研究制

作」において行う。これまでに修得した基礎

科目、職業専門科目、展開科目に関する技

術・知識を集結して取り組む。テーマ選定に

おけるニーズ調査、分析においては学術論

文・特許調査、学会等での研究発表の聴講、

専門技術展での情報収集、アンケート等によ

るユーザー調査を基に行う。これまでに学ん

できたグローバル性や地域性を考慮しビジネ

スとの接点に重きを置いた応用研究をテーマ

とする。デザイン思考に基づき得られた成果

を対外コンペティションや企業向けプレゼン

テーション、学会などで公開し評価を受け

る。参加者との交流により情報交換及び人脈

作りを行う。成果は卒業制作や卒業論文とし

てまとめ制作物は学内に展示し継承する。 
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 
新 旧 

資料 8  
カリキュラム配置 

資料 9 
カリキュラム配置 

資料 9 
カリキュラムツリー 

（追加） 

資料 10 
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリ

シーの関係 

（追加） 
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1

履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ
ミュニケーション

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1

英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2

英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1

英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 比較文化論

2

コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

6
単位

選択

（ｺｰｽ別）

8
単位以上

ﾛﾎﾞｯﾄ

組込みシステ
ム制御実習 3

自動制御機
械開発実習 3

産業用ロ
ボット実習 2

情報工学概
論 2

デザインエ
ンジニアリ
ング概論

3

職業専門
科目

情報数学
2

確率統計論
2

技術英語
2

79.5

線形代数
2

単位
以上

必修

解析学
2

36.5

プログラミ
ング

C言語基礎

3

組込みC,
C++言語 3

プログラミング
概論 1.5

ソフトウェ
アシステム
開発

2

単位
情報
通信

コンピュータシ
ステム基礎 2

データベー
ス基礎と応
用

2

情報セキュ
リティ応用 2

電子
回路

電子回路基
礎 3

回路・プリ
ント基板設
計

3

人工知能基
礎 1.5

機械学習

2

深層学習

2

自然言語処
理 1.5

画像・音声
認識 2

人工知能数
学 1.5

デバイス・ネッ
トワーク 1.5

サーバ・
ネットワー
ク

1.5

9.0

IoTデバイス
プログラミ
ングⅠ

1

IoTデバイス
プログラミング
Ⅲ

2

単位以上 制御工学基
礎 2

IoTデバイス
プログラミング
Ⅱ

1

力学

2

制御工学基
礎 2

材料力学・材
料工学 2

ロボット機
構 2

機械設計

2

ロボット制
御 2

展開科目 必修

企画・発想法

1.5
プロジェク
トマネジメ
ント

2
知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会 2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ 1.5

企業経営論

2

ベンチャー起
業経営 1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目

4
単位

卒業要件 計 124 単位以上 選択科目

卒業研究制作 4

AI

IoT

必修科目

ﾛﾎﾞｯﾄ

演習
必修
4単位

研究
制作

講義
・

演習

ビジネス
教養

地域共創デザイン実習

講義
・

演習

Pythonプロ
グラミング

数学
物理
英語

選択

学科
包括

1.5

センサ・アク
チュエータ 2

カリキュラム配置  工科学部　情報工学科 資料　8

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期 前期 後期科目種別 前期 後期 前期 後期 前期

基盤

IoT
IoTシステム
開発Ⅰ 3

学科
共通

32

単位

臨地実務実習Ⅱ 7.5 臨地実務実習Ⅲ

ソリュー
ション開発
Ⅱ

4

AI

講義
・

演習

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5.0

人工知能シ
ステム開発
Ⅰ

1
メディア情報
処理実習

人工知能シ
ステム開発
Ⅱ

データ解析

IoTシステム
開発Ⅱ 3

IoTサービス
デザイン 2

2
人工知能応
用

7.5

ソリュー
ション開発
Ⅰ

2

1.5

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



2

履修方法 必修/選択 科目群 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

基礎科目 必修

グローバルコ

ミュニケーショ

ン

英語コミュ
ニケーショ
ンⅠa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅠb

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅡb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢa

2
英語コミュ
ニケーショ
ンⅢb

1
英語コミュ
ニケーショ
ンⅣ

1

コミュニ
ケーション

スキル

コミュニケー
ションツール 1

20 20
倫理

社会と倫理

2

単位 単位 比較文化論

2
コミュニ
ケーション
と記号論

2

感性をはかる

2

必修

20
単位

必修

9
単位

選択

5
単位以上

学科包括

コンテンツ
デザイン概
論

2

職業専門
科目

線形代数

2
統計論

2
技術英語

2

解析学

2

必修

コンピュータ
グラフィックス
Ⅰ 2

コンピュータ
グラフィックス
Ⅱ 2

79.5 39

情報
通信

電子情報工
学概論 2

単位
以上

単位 ゲーム構成論
Ⅰ 2

プログラミング
言語基礎 1.5

ゲームアルゴ
リズム 2

ゲームAI Ⅰ

1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅰ 3

コンテンツ制
作マネジメント 2

エンタテインメ
ント設計 1.5

デジタル造形
Ⅰ 3

デジタル造
形Ⅱ 3

映像論

2

CGデザイン
基礎 1.5

ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅱ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅠ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅡ 1.5

ゲームプログ
ラミングⅢ 1

選択

6.5
単位以上 ゲーム構成論

Ⅱ 1.5
ゲームデザイ
ン実践演習 1

インターフェー
スデザイン 1

デジタル映像
表現技法基
礎 1.5

デジタル映像
表現技法応
用 3

デジタルキャ
ラクタ実践演
習 3

インターフェー
スデザイン 1

CGアニメー
ション総合
演習

1

展開科目 必修

企画・発想法

1.5

プロジェク
トマネジメ
ント

2

知的財産権
論 2

グローバル
市場化戦略 2

持続可能な社
会

2

20.5 20.5

チームワーク
とリーダー
シップ 1.5

企業経営論

2

ベンチャー起
業経営

1.5

単位

実習

単位 地域
ビジネス

実践
6

総合科目 必修

4 4
単位 単位

卒業要件 計 124 単位以上

デジタルコンテンツ制作応用

6 3
デジタルコン
テンツ総合実
習

臨地実務実習Ⅲ

CGアニメー
ション総合実
習Ⅰ

3 2
CGアニメー
ション総合実
習Ⅱ

カリキュラム配置　工科学部 デジタルエンタテインメント学科 資料　8

　科目区分 １年 ２年 ３年 ４年

後期前期後期 前期 後期科目種別 前期 後期 前期

講義
・

演習

基盤

臨地実務実習Ⅱ 7.5

ｹﾞｰﾑ

ゲーム制作技
術総合実習
Ⅰ

3

実習

臨地実務
実習

臨地実務実習Ⅰ 5

ゲーム制作技
術総合実習
Ⅱ

2

CG

学科
共通

講義
・

演習

ｹﾞｰﾑ

CG

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾏｰ）

ｹﾞｰﾑ
（ﾌﾟﾗﾝﾅｰ）

数学
物理
英語

3
ゲームプログ
ラム構成基礎
Ⅲ

3
ゲームAI Ⅱ

演習
研究
制作

CG

講義
・

演習

ビジネス
教養

1.5

地域共創デザイン実習

7.5

卒業研究制作 4

必修科目 選択科目

ゲームハード
概論

動機付け
動機からの
基礎理論

定着

研究・実務力
学びの集大成

キャリアプラン
最終形成



資料9-2【工科学部 デジタルエンタテインメント学科】 カリキュラムツリー 資料9-2

6



資料9-2-1

7

【工科学部 デジタルエンタテインメント学科 ゲームプロデュース】 カリキュラムツリー



資料9-2-2

8

【工科学部 デジタルエンタテインメント学科 ＣＧアニメーションコース】 カリキュラムツリー
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【工科学部 デジタルエンタテインメント学科】 理論科目の学習体系について



1

資料10-1

ディプロマ・ポリシー
（学位授与の方針）

カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成・実施の

方針）

冒
頭

　本学は、卓越した機能によ
る技術的価値と優れた芸術的
表現による文化的価値を備
え、ビジネス上の成功を目指
しつつ社会や環境への配慮を
欠かさない人工物の創造をす
る“Designer in Society（社
会とともにあるデザイ
ナー）”となるために、定め
られた在籍期間、及び、所定
の単位を取得し、必修等の条
件を満たすこと等を卒業要件
とし、卒業を認定し学位を授
与する。

東京国際工科専門職大学
では、ディプロマ・ポリ
シーに掲げた学修成果を
得るために、デザイン思
考の教育課程を編成す
る。
学修方法･学修過程、学修
成果の評価の在り方は以
下のように定める。

冒
頭

本学部は情報技術を応用する領域におけ
る専門職を養成する。そのため、本学の
「ディプロマ・ポリシー」を踏まえた上
で、定められた課程において以下の知
識・能力を修得し、教育の理念である
「Designer in Society（社会とともに
あるデザイナー）」に従い、ものを創る
ことができる学生に対し、卒業を認定し
学位を授与する。

工科学部では、ディプロマ・ポリシー
に掲げた能力を身につけることができ
るように、以下のように教育課程を編
成する。
このように体系立てられ編成される教
育課程に対し、学修方法･学修過程、学
修成果の評価の在り方は以下のように
定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

主な
授業形
態

DP
No.

keywords ＜教育課程の区分＞

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学など
の基礎知識とともに、コンピュータシス
テムの構成に関する知識を有している

3
創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を
支援する知識・理解の科目を置く

2 創造

AI, IoT, ロボットの各分野において、
価値創造のためのソフトウェアアルゴリ
ズムやシステム構成方法論について理解
している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工
知能システムに関する論理的・数学的知
識を有している
・IoTシステムコースに所属する学生
は、ソフトウェア、ハードウェア、ネッ
トワークとデータ解析の知識を有してい
る
・ロボット開発コースに所属する学生
は、ハードウェアとソフトウェアのバラ
ンスした知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともに
あるデザイナー）”の根幹に当たる倫
理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解
している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコ
ミュニケーションの汎用的技能を育成
する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロ
ボット）と社会との接点を理解し、情報
システム技術をコアとして、システムイ
ンテグレーションに関する知識を総合的
に俯瞰することができる 1 分析

5
問題発見
力

情報工学を主導する専門職人材として問
題を発見する力を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現
力を有している

演習 2 創造

問題・課題解決のために知識を総合
し、価値創造の方法論を学ぶ科目を配
する。

7
プロトタ
イプ開発
力

情報技術を応用して対象領域の課題を解
決するソリューションのプロトタイプを
開発する能力を有している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工
知能システムの応用に着目する
・IoTシステムコースに所属する学生
は、IoTシステムのプロトタイプ開発を
行い、サービスデザインにも着目する
・ロボット開発コースに所属する学生
は、ロボットの応用に関する実践的プロ
トタイプ開発に着目する

7
プロトタ
イプ開発
力

プロトタイプ開発を主軸とする実習科
目を配置する

8 判断力

論理的思考能力と科学的知識によって最
適解を判断することができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション
能力を有している 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供する
ことができる 3

ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を養
成する科目を配置する

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択す
る能力を有している 12 倫理観

環境や社会への配慮し、持続可能な解
を生み出すための知識を学ぶ

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エ
ラーを厭わず最後までやり遂げる

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三
現主義（現場、現実、現物）で行動でき
る

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究
制作を実施します。この科目は、英語
での発表を義務付けている

＜教育課程の区分＞
1. 教育課程は①対象領域
を俯瞰し、②問題・課題
を発見し、③解決策を考
え、④プロトタイプを開
発し、⑤評価から①に戻
る一連の過程に必要な知
識、能力を得られる教育
課程とする。

2. 専門職人材としてプロ
トタイプ開発を行う実践
力とビジネスセンスを磨
き倫理観をもって対象領
域にアプローチするため
に必要な科目を配する。

3．実習科目を中心として
志向・態度を学び、チャ
レンジ精神、向上心、探
究心を涵養する

＜教育内容・方法＞
本学では「担任制度」を
設け、学生10名程度に1名
以上の担当教員を配し、
学修計画・履修登録のみ
ならず、より良い教育及
び学修を円滑に運営する
ための人間環境を整え
「個に対する教育」を行
う。
（学修方法）
科目が初歩的なものから
専門的なものへと進行す
る配置の中で、初歩的過
程で学んだ科目内容が、
どのようにして専門的な
科目の基礎をなすか、ま
た専門的科目の内容がど
のようにして社会にどの
ように役立つかを実習科
目や総合科目を通じて学
ぶ。この実感が、
“Designer in Society
（社会とともにあるデザ
イナー）”の基礎とな
る。したがって、科目配
列は特に１年次では最初
に動機付け及びトピック
へのエクスポージャを目
的とした科目によって原
理や理論を深く学ぶので
はなく、何に使われてい
るかを中心に理解する。
その後に原理や理論を学
ぶ科目を配置している。
これは自分が持っている
社会に役立ちたいという
動機が、学問によって裏
付けられることを経験
し、実感的動機を科目学
修動機に変換させること
でもある。それに基づい
て、専門的な科目は動機
を満たすものとして自発
的に学習することが可能
となる。これを実現する
ために、実務経験のある
教員から何を学ぶかを知
り、また実習、演習、イ
ンターンシップなども、
漫然と課題に向かうので
なく、自発的に学習する
ものとして位置づけるこ
とができるものとなる。

実習

講義・
演習

多くの実習科目を通し、新しいモノ・
コトでも躊躇せず、変化を好んで対応
し、対話を通じて他者と協力し、机上
のデータだけではなく、自分の目で見
て耳で聞く行動指針を養成する

基礎
科目

職業
専門
科目

協調性をもって、主体的に行動すること
ができる。加えて、リーダーシップを発
揮することができる

設定された問題を解決するための理論
科目と、正確な判断力を養成する科目
を置く。これらの科目は職業専門科目
の講義科目として配する

職業
専門
科目

展開
科目

俯瞰力と問題発見力を涵養する実習科
目を配置する

実習による実践だけではなく、協調性
をもって、チームメンバーとして主体
的に行動する、または、リーダーとし
て、指導力を発揮する原理を学ぶ科目
を配する

知
識
・
理
解

能
力

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

10

態
度
・
志
向

倫理観

1. 豊かな創造力
　対象領域を俯瞰し、問題・
課題を発見し科学的根拠を
もって分析するとともに、分
析した結果問題の本質を精査
できる総合力と、解決を複数
考案できる創造力、感性、倫
理観を有している。

2. 確かな実践力
　問題・課題解決に対し、実
際にプロトタイプを開発し複
数インプリメントすることで
実際に解決案を創造するとと
もに、最適解を選択できる社
会的倫理観を持ちながら判断
できる知識・能力を有してい
る

3. 鋭いビジネスセンス
　専門職人材として、顧客や
品質を第一に考えられるとと
もに、現実的判断をもって遂
行することのできるビジネス
スキルと共に、自身が持つ好
奇心の実現に向け協調性を
もって、主体的に行動するこ
とができる。

4. 高い倫理観
　倫理観をもって社会の責務
を認識した行動指針を有して
いるとともに、顕在する問題
解決のみならず、社会の持続
性・発展性まで考慮すること
のできる専門職人材である。

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

講義

講義

展開
科目

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

工科学部東京国際工科専門職大学

東京国際工科専門職大学　工科学部
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較
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資料10-2

冒
頭

情報工学科では、人工知能システム、IoTシステム、ロ
ボット中心とした情報工学における教育・研究・実践活
動を通して、情報工学分野における基礎及び専門技術に
関する知識と創造力を身につける。さらに、それらを俯
瞰し情報技術を応用する実践力とコミュニケーション能
力を有し、グローバルに活躍できる技術者を養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生
に学位を授与する。

情報工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げた能力を身に
つけることができるように、以下のように教育課程を編成
する。
　このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学
修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のよう
に定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

授業
形態

DP
No.

keywords

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とと
もに、コンピュータシステムの構成に関する知識を有し
ている 3

創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理
解の科目を置く

2 創造

AI, IoT, ロボットの各分野において、価値創造のため
のソフトウェアアルゴリズムやシステム構成方法論につ
いて理解している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムに
関する論理的・数学的知識を有している
・IoTシステムコースに所属する学生は、ソフトウェ
ア、ハードウェア、ネットワークとデータ解析の知識を
有している
・ロボット開発コースに所属する学生は、ハードウェア
とソフトウェアのバランスした知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともにあるデザイ
ナー）”の根幹に当たる倫理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの
汎用的技能を育成する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロボット）と社会
との接点を理解し、情報システム技術をコアとして、シ
ステムインテグレーションに関する知識を総合的に俯瞰
することができる

1 分析

5
問題発見
力

情報工学を主導する専門職人材として問題を発見する力
を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有している

演習 2 創造

問題解決のために情報技術を統合し、価値創造の方法論を
学ぶ科目を配する。「C言語基礎」「組込みC,C++言語」
「回路・プリント基板設計」「プログラミング概論」「ソ
フトウェアシステム開発」「Pythonプログラミング」「機
械学習」「デバイス・ネットワーク」「IoTデバイスプロ
グラミングⅠ」「機械設計」「深層学習」「画像・音声認
識」「サーバ・ネットワーク」「IoTデバイスプログラミ
ングⅡ」「ロボット機構」「ロボット制御」

7
プロトタ
イプ開発
力

情報技術を応用して対象領域の課題を解決するソリュー
ションのプロトタイプを開発する能力を有している。
・AI戦略コースに所属する学生は、人工知能システムの
応用に着目する
・IoTシステムコースに所属する学生は、IoTシステムの
プロトタイプ開発を行い、サービスデザインにも着目す
る
・ロボット開発コースに所属する学生は、ロボットの応
用に関する実践的プロトタイプ開発に着目する

7
プロトタ
イプ開発
力

8 判断力
論理的思考能力と科学的知識によって最適解を判断する
ことができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有してい
る 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供することができる

3
ビジネス
の仕組み

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有して
いる

12 倫理観

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最
後までやり遂げる

環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知
識を養成する

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、
現実、現物）で行動できる

社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経
営資産についての知識を習得する科目を配する。

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究制作を実施する。こ
の科目は、英語での発表を義務付けている。

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する
手法を講義と演習を組み合わせて学ぶ

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理
論科目として数学や、物理学と共に、情報技術の基礎的な
知識に関する理論科目を配置する。「電子回路基礎」「コ
ンピュータシステム基礎」「情報数学」「線形代数」「解
析学」「確率統計論」「データベース基礎と応用」「技術
英語」「情報セキュリティ応用」「力学」「人工知能基
礎」「自然言語処理」「人工知能数学」「制御工学基礎」
「センサ・アクチュエータ」「材料力学・材料工学」
「データ解析」「技術英語」

デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ
知的好奇心を向上させながら探究心を身につけるととも
に、チャレンジ精神を養成する。

本学科が扱う3履修モデル（AI, IoT, ロボット）と対象領
域が抱える問題を見つけるための俯瞰力と問題発見力、そ
の問題を解決するための知識の総合力を養成する科目を配
する。
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「ソリューション開発Ⅰ、Ⅱ」
「地域共創デザイン実習」「人工知能システムⅠ、Ⅱ」
「メディア情報処理」「人工知能応用」「IoTシステム開
発Ⅰ、Ⅱ」「IoTサービスデザイン」「組込みシステム制
御実習」「自動制御機械開発実習」「産業用ロボット実
習」

態
度
・
志
向

倫理観

展開
科目

職業
専門
科目
展開
科目

実習

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加え
て、リーダーシップを発揮することができる

講
義・
演習

東京国際工科専門職大学　工科学部　情報工学科
　ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

情報工学科

知
識
・
理
解

基礎
科目

能
力

職業
専門
科目

講義

講義

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）
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資料10-3

冒
頭

デジタルエンタテインメント学科では、デジタルコンテ
ンツ分野における歴史的・社会的背景、および、デジタ
ルコンテンツの役割や職能を理解し、プロトタイプ開発
を行うことで、グローバルに発信可能なデジタルコンテ
ンツのクリエイターを養成する。
卒業要件を充足し、以下の資質・能力を身につけた学生
に学位を授与する。

デジタルエンタテインメント学科ではディプロマ・ポリ
シーに掲げた能力を身につけることができるように、以下
のように教育課程を編成する。
　このように体系立てられ編成される教育課程に対し、学
修方法･学修過程、学修成果の評価の在り方は以下のように
定める。

DP
No.

keywords
科目
区分

授業
形態

DP
No.

keywords

1 分析

問題を正しく分析する数学、物理学などの基礎知識とと
もに、コンピュータシステムの基本構成やデジタルコン
テンツに関する知識を有している 6

創造力と
表現力

 広義のデザインにおける感性的思考を支援する知識・理解
の科目を置く

2 創造

デジタルゲーム、およびコンピュータグラフィックス技
術を用いた価値創造のためのアルゴリズムや表現方法論
について理解している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コン
ピュータゲームに関するデジタルコンテンツ制作に特化
した知識を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、映像制
作、キャラクターデザイン等、コンピュータグラフィッ
クスに特化した知識を有している

11 倫理観

“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”
の根幹に当たる倫理観を確立する科目を置く

3
ビジネス
の仕組み

ビジネスの仕組みと関連する知識を理解している

演習 9
コミュニ
ケーショ
ン力

グローバルに活躍するために必要なコミュニケーションの
汎用的技能を育成する科目を置く

4 俯瞰力

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と社会との接
点を理解し、デジタルコンテンツ、情報システム技術、
ビジネスに関する知識などを総合的に俯瞰することがで
きる

1 分析

5
問題発見
力

デジタルコンテンツを主導する専門職人材として問題を
発見し設定する能力を有している

8 判断力

6
創造力と
表現力

感性と教養にもとづく創造力および表現力を有してい
る。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、コン
ピュータゲームデザインおよびプログラミングなどゲー
ム開発に関する総合力を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、CG映像に
関する一連のプロセスと制作のための総合力を有してい
る 演習 2 創造

問題解決のためにデジタルゲーム、およびコンピュータグ
ラフィックス技術を統合し、価値創造の方法論を学び芸術
的感性を涵養する科目を配する。「ゲームプログラム構成
基礎Ⅰ」「デジタル造形Ⅰ」「CGデザイン基礎」「プログ
ラミング言語基礎」「デジタル造形Ⅱ」「ゲームAIⅠ」
「エンタテインメント設計」「ゲームプログラム構成基礎
Ⅱ」「デジタル映像表現技法基礎」「ゲームプログラム構
成基礎Ⅲ」「デジタル映像表現技法応用」「ゲームプログ
ラミングⅠ」「ゲームデザイン実践演習」「デジタルキャ
ラクタ実践演習」「ゲームプログラミングⅡ」「インター
フェースデザイン」「ゲームプログラミングⅢ」「ゲーム
AI Ⅱ」「CGアニメーション総合演習」

7
プロトタ
イプ開発
力

デジタルコンテンツのプロトタイプを開発する能力を有
している。
・ゲームプロデュースコースに所属する学生は、プロト
タイプを制作する目的を理解し、デジタルゲームに関し
て企画・開発する能力を有している
・CGアニメーションコースに所属する学生は、プロトタ
イプを制作する目的を理解し、CG映像に関して企画・制
作する能力を有している

7
プロトタ
イプ開発
力

8 判断力
論理的思考能力と豊かな感性に依拠して最適解を判断す
ることができる 4 俯瞰力

9
コミュニ
ケーショ
ン力

異分野・他文化とのコミュニケーション能力を有してい
る 5

問題発見
力

13
チャレン
ジ精神

14 三現主義

11

倫理観をもって社会に解決案を提供することができる

3
ビジネス
の仕組み

12

環境や社会への配慮し、最適解を選択する能力を有して
いる

12 倫理観

13
チャレン
ジ精神

向上心を持ってトライアル・アンド・エラーを厭わず最
後までやり遂げる

環境や社会への配慮し、持続可能な解を生み出すための知
識を養成する

14 三現主義

原理原則で物事を捉えるだけでなく、三現主義（現場、
現実、現物）で行動できる

社会人として相応しい志向と態度を身につけるために、経
営資産についての知識を習得する科目を配する

総合科目 まとめ まとめ

キャップストーン科目として卒業研究制作を実施する。こ
の科目は、英語での発表を義務付けている。

態
度
・
志
向

倫理観

展開
科目

専門職人材として、主体的にかつ協調性を持って行動する
手法を講義と演習を組み合わせて学ぶ

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

講
義・
演習

能
力

職業
専門
科目

講義

設定された問題を分析するためのモデル構築及び解法の理
論科目として数学とともに、技術の基礎的な知識に関する
理論科目を配置する。「コンピュータグラフィックスⅠ」
「電子情報工学概論」「ゲーム構成論Ⅰ」「線形代数」
「解析学」「コンピュータグラフィックスⅡ」「統計論」
「ゲームアルゴリズム」「コンテンツ制作マネジメント」
「映像論」「ゲーム構成論Ⅱ」「ゲームハード概論」「技
術英語」

職業
専門
科目
展開
科目

実習

デザイン思考の実践を含む実習の反復を通し、学生が持つ
知的好奇心を向上させながら探究心を身につけるととも
に、チャレンジ精神を養成する。

本学科が扱う2履修モデル（ゲーム、CG）と対象領域が抱え
る問題を見つけるための俯瞰力と問題発見力、その問題を
解決するための知識の総合力を養成する科目を配する。
「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」「デジタルコンテンツ総合実習」
「デジタルコンテンツ総合実習」「地域共創デザイン実
習」「ゲーム制作技術総合実習Ⅰ、Ⅱ」「CGアニメーショ
ン総合実習Ⅰ、Ⅱ」

10

チーム
ワーク力
とリー
ダーシッ
プ力

協調性をもって、主体的に行動することができる。加え
て、リーダーシップを発揮することができる

東京国際工科専門職大学　工科学部　デジタルエンタテインメント学科
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー＜教育課程の区分＞の比較

デジタルエンタテインメント学科

知
識
・
理
解

基礎
科目

講義

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）
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（是正事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科

７．＜臨地実務実習に関する疑義＞

臨地実務実習について以下の点を是正し、専門職大学としてふさわしい水準内容

の計画とすること。【２学科共通】

（１）臨地実務実習施設について、施設の選定理由が不明確であり、当該学科の

教育にふさわしい施設か疑義がある。

（対応）

 臨地実務実習先施設について選定理由が不明確であり、選定が不適切であったため、実習先選

定理由を改めるとともに実習先について見直しを行い、一覧および集計表にまとめた（資料 29-
2、資料 30）。 

審査意見 1、 2、 3、 4、5、 7 等から、臨地実務実習についても改めて見直しを行い、臨地実

務実習にあたる科目「インターンシップⅠ～Ⅳ」について、到達目標、実施内容、実習時期、実

施期間等について修正を行い「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」に改めた。その上で、改めて臨地実務実

習施設が、各学科、各科目それぞれでふさわしい施設かどうか選定理由を明確にし、改めて、

実習先施設を精査し、その基準に満たない場合は削除した。以下に、その詳細を記す。

■臨地実務実習の見直し

審査意見 1、3、 5、 7(3、 4)等を鑑み、臨地実務実習を以下のように見直す。

表 1 臨地実務実習における変更前後の比較 
変更前 変更後

科目名 実施時期 実施日数 科目名 実施時期 実施日数

「インターンシッ

プⅠ」

2 年次 
7～8 月 

10 日間 （削除） ― ―

「インターンシッ

プⅡ」

2 年次 
1～2 月 

30 日間 「臨地実務実習

Ⅰ」

2 年次 
1～2 月 

20 日間 

「インターンシッ

プⅢ」

3 年次 
10 月～

11 月 

20 日間 「臨地実務実習

Ⅱ」

3 年次 
10 月～ 
11 月 

30 日間 

「インターンシッ

プⅣ」

4 年次 
1～2 月 

20 日間 「臨地実務実習

Ⅲ」

4 年次 
7～9 月 

30 日間 

※卒業研究制作の終了時期を年度末に変更する

□修正の全体方針

①科目名の変更について

『専門職大学等の臨地実務実習の手引き（平成 31 年 1 月）』では、臨地実務実習及びイ

ンターンシップを以下の通り定義している（4 ページ）。

「臨地実務実習」：専門職大学設置基準等の規定に基づいて行われる「企業その他の事業者

の事業所又はこれに類する場所において、当該事業者の実務に従事する

ことにより行う実習による授業科目」

「インターンシップ」：インターンシップ保険等、専門職大学等の臨地実務実習でないもの

も含めて幅広く企業等の事業所において行われる実習等

 本学が配置する企業等における実習は、専門職大学設置基準等の規定に基づいて行われる

授業科目である。そこで混乱を避けるために、当該科目名については、従来使用してきた
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「インターンシップ」から「臨地実務実習」へと改める。

②臨地実務実習の科目構成、到達目標、実施日数の見直しについて

複数年にわたって実施する臨地実務実習については、教育課程全体の到達目標を踏まえな

がら、各段階の到達目標・教育内容を設定する必要がある。そこで、審査意見 1 及び 5 にお

ける指摘事項である養成人材像や教育課程の抜本的な見直しと併せて、臨地実務実習の科目

構成、到達目標、実施日数などについても以下の通り変更する。

1. 「インターンシップⅠ」の削除

「インターンシップⅠ」の到達目標（要約）は、① 社会人としてのビジネスマナーの修

得、② 社会人、専門職人材としての認識、③学科ごとに学ぶべき業種と、職種特有の技術

などにおけるプロセスへの理解、としてきた。

  このうち、①及び②の重要性そのものについて疑問を挟む余地はないものの、専門職大

学として相応しい学修基準といった指標や、事前学習において実施期間前指導を徹底する

ことなどを考慮した結果、「インターンシップⅠ」は「臨地実務実習Ⅰ（旧：インターン

シップⅡ）」へ集約する。この変更に対応して、「インターンシップⅢ」は「臨地実務実

習Ⅱ」と、「インターンシップⅣ」は「臨地実務実習Ⅲ」へと科目名を改める。

2. 「インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ」の到達目標及び実施日数の変更

従前の「インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ」における授業の到達目標を簡潔にまとめると、

それぞれ以下の通りであった。

インターンシップⅡ：業務プロセスの理解（実施日数：30 日間） 
インターンシップⅢ：プロトタイプの開発（実施日数：20 日間） 
インターンシップⅣ：価値創造の創出（実施日数：20 日間） 

このように到達目標の難易度は段階的に高まることとなっており、本来であれば難易度

に相応する実施日数を配分するのが適切である。ところが従前は、徐々に実施日数を短く

する計画を立てていたうえ、授業の到達目標についても不明確であった。加えて、他の教

育課程の進行に対して到達目標の難易度が非常に高かった。

そこで、「臨地実務実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（旧、インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ）」における授

業の到達目標及び実施日数については、以下の通り改める。

臨地実務実習Ⅰ：相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解（実施日数：

20 日間） 
臨地実務実習Ⅱ：製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や課題の理解

（実施日数：30 日間） 
臨地実務実習Ⅲ：プロトタイプの実現および評価を理解する（実施日数：30 日間） 

■選定理由の明確化

上記のように臨地実務実習に当たる科目は「臨地実務実習Ⅰ」、「臨地実務実習Ⅱ」、「臨地

実務実習Ⅲ」に修正になったため、選定理由を改める。以下、選定理由を記す。

□全科目、全学科、全コースで満たされるべき基準

① 臨地実務実習先となるそれぞれの企業が、専門職大学の授業科目水準として相応しい実

習指導を行うことができる人物を、実習指導者として配置できるか。

② 臨地実務実習先となるそれぞれの企業は、本学が主体的に学修内容を決定すること、ま

た、実習を大学教育の一環として行うことについて十分な理解を示している。

③ 臨地実務実習先となるそれぞれの企業及び施設が、『専門職大学等の臨地実務実習の手

引き（平成 31 年 1 月）』等で定められているその他の要件についても満たしている。
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□各学科で満たされるべき基準

① 臨地実務実習先となるそれぞれの企業の事業内容が、デジタルエンタテインメント学

科の学生が専攻するゲームプロデュース、CG アニメーション分野に該当している。加

えて、科目の到達目標の全てを達成する指導を行うことができる。

ここでいう、『科目の到達目標の全てを達成する指導を行うことができる。』とは、

例えば、「臨地実務実習Ⅲ」の場合、シラバスにある到達目標の一つにある『専攻する

学科・コースの技術（ゲームプロデュース、CG アニメーション）を主に用いた最適解

に対し部分的であってもプロトタイプを実現し、評価することができる。』に対し、実

際の実習指導者が指導を行えるかどうかである。審査意見 7(6)も加味し、例えば、実習

指導者によっては、ゲームプロデュースコースの学生の制作物に対して適切なアドバイ

スや評価を行うことが難しいため、その場合に該当すると判断した場合、ゲームプロデ

ュースコースの学生は当該施設を選択することの内容にリストから外す。

以上の事柄を精査し、それぞれの科目と企業ごとにコース別で実施可否を資料 29-2
にまとめる。

□各科目で満たされるべき基準

「臨地実務実習Ⅰ」

本学の臨地実務実習として初めて取り組む「臨地実務実習Ⅰ」は本学の教育課程の比較的早期

段階にある。よって、学生に対しての技術指導や課題提示に対して、高度な技術レベルを教えら

れるのではなく、指導の充実が求められる。

加えて、当該科目の到達目標は、「相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解」

である。ここで言う相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスは企業ごとに様々であるが、当

該科目では特殊なビジネスプロセスではなく一般的なビジネスプロセスの理解を求めている。

以上の事から、ビジネスプロセスが特殊になりがちな小企業は適切な実習先に満たない可能性

が高い。

「臨地実務実習Ⅱ」

「臨地実務実習Ⅱ」は本学の教育課程の 3 年次後期に配されている。よって、実習科目で産学

連携等を経験してきた学生へ適切な難度の目標設定などを指導できることが求められる。

加えて、当該科目の到達目標は、「製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見

や課題の理解」である。よって、企業の性質だけ見れば「臨地実務実習Ⅰ」ほど、学生の専攻

分野にマッチングしている必要性や一般的なビジネスプロセスを踏んでいる企業に限定されるよ

うな基準は必要ない。一方で、課題解決のために学生が専攻する分野の技術を用いた提案をする

手前の段階である課題の発見・理解に位置づけられる当該科目は、課題解決のために学生が専攻

する分野の技術を用いた提案を目的としていないが、それを想定して指導できる必要性はあるた

め、指導者の資質として学生へ適切な難度の目標設定などが指導できる必要性がある。

以上の事から、実習指導者の資質が重要である。別審査意見 7(2)で詳細は述べるが、指導者に

ついて適切に見直しを計ったため、既に申請している企業で現状問題ないと考える。ただし、教

育課程の進行度から、学生の語学（特に英語）関する能力が当該科目の実習内容を国外で行った

としても同等でできるレベルに達していないと判断したため、「臨地実務実習Ⅱ」から、海外実

習先を全て外す。

「臨地実務実習Ⅲ」

「臨地実務実習Ⅲ」は本学の教育課程の終盤にある学生に対し、相応に程度の高い要求をしな

がら指導することが求められる。

当該科目の到達目標は「プロトタイプの実現及び評価を理解する」である。よって、学生が

専攻する分野に置ける制作物に対し、的確な評価ができること求められる。加えて、学生のプロ

トタイプ開発に対し、適切な指導を行う必要性があるため、当該科目の実習先や実習指導者は学
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生の専攻に対して「臨地実務実習Ⅰ、Ⅱ」と同等かそれ以上のマッチング度が求められる。 
 
 
■臨地実務実習先の見直し 
上記で述べたとおり、企業と指導者の基準、学科・コースとの適合性、各科目の適合性から、

改めて実習先の精査を行い、複数の企業が実習先から外れた。ただし、精査を行った上でも、各 
学科・各コースの定員を充足した（審査意見 7(6)も加味し、コース毎の充足率も記載）。資料

30 に、各臨地実務実習における充足率について、各学科・各コースで記す。 
 加えて、審査意見 2 や 5 等から、教育課程を学生の外国語（英語）における習熟度を改めて確

認した結果、「臨地実務実習Ⅱ」を行う 3 年次後期のタイミングでは、「英語コミュニケーショ

ンⅢb」と「英語コミュニケーションⅣ」の履修が完了しておらず、国内臨地実務実習と同等レ

ベルで実習を行うのに必要な英語レベルに学生が達していない可能性が高いため、「臨地実務実

習Ⅱ（旧インターンシップⅢ）」から、海外実習先を外す。 
 
 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
 

11. 実習の具体的な計画 
11.1 実習の目的 

本学の実習の位置づけは、特にディプロ

マ・ポリシーの以下の項目の養成である。 
＜工科学部ディプロマ・ポリシー【抜粋】

＞ 
4. 情報技術を応用する領域を主導する専門

職人材として、対象領域を俯瞰する能力を有

する 
5. 情報技術を応用する領域を主導する専門

職人材として、問題を発見・設定する力を有

している 
7. プロトタイプを実際に開発する能力を有

している 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・

エラーを厭わず最後までやり遂げる 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、

三現主義（現場、現実、現物）で行動できる 
 
＜情報工学科ディプロマ・ポリシー【抜

粋】＞ 
4. 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロ

ボット）と社会との接点を理解し、情報シス

テム技術をコアとして、システムインテグレ

ーションに関する知識を総合的に俯瞰するこ

とができる 
5. 情報工学を主導する専門職人材として問

題を発見する力を有している 
7. 情報技術を応用して対象領域の課題を解

決するソリューションのプロトタイプを開発

 
11. 実習の具体的な計画 
11.1 実習の目的 
本学の実習の主な目的は東京国際工科専門職

大学 DP（ディプロマ・ポリシー）の「仕事

の結果に対する倫理的責任を強く持ちなが

ら、社会的課題（顕在的・潜在的社会的期

待）に対して敏感に、しかも主体的に応える

ことができる“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”である。」に対

し、学生がその時々で自身の実力を理解する

とともに、制作に対する責任感といった職業

倫理観を養育することと、「工科系産業分野

において、大きな実践力といった感覚を持っ

て活躍できる職業専門知識・技能を修得し、

価値創造を実現するためにプロトタイプを作

り出すことができる。」に対し、4 年次の後

期に配した「インターンシップⅣ」で実際に

価値創造を体験させることである。加えて、

一定の英語力における水準等をクリアし海外

臨地実務実習に参加する学生に対しては、特

に DP（ディプロマ・ポリシー）の「グロー

バルに活躍する、若しくは地域社会で同様に

活躍できるコミュニケーション力などの適応

力を有し、新技術や国際情勢の変化を察知で

きる視野を兼ね備えている。」に対し、実体

験をもって国際情勢やグローバル視野を育成

することも目的となる。 
「インターンシップⅣ」では、具体的に受け

入れ先企業が扱っているサービスやコンテン

ツ、製品に付加価値を高めるための新たな機
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する能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・

エラーを厭わず最後までやり遂げる 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、

三現主義（現場、現実、現物）で行動できる 
 
＜デジタルエンタテインメント学科ディプ

ロマ・ポリシー＞ 
4. 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、

CG）と社会との接点を理解し、デジタルコン

テンツ、情報システム技術、ビジネスに関す

る知識などを総合的に俯瞰することができる 
5. デジタルコンテンツを主導する専門職人

材として問題を発見し設定する能力を有して

いる。 
7. デジタルコンテンツのプロトタイプを開

発する能力を有している 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・

エラーを厭わず最後までやり遂げる 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、

三現主義（現場、現実、現物）で行動できる 
 

つまり、keywordsは「俯瞰力」、「問題発見

力」、「プロトタイプ開発力」、「チャレン

ジ精神」「三現則」である。本学では以下に

詳細を記すが、「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」を配

し、それらは二年次～四年次まで段階的に配

され、上記の keywords が段階的にクリアで

きるように設定されているところである。別

途、実習の内容で具体的に説明する。 
加えて、一定の英語力等における水準等を

クリアし海外臨地実務実習に参加する学生に

対しては、ディプロマ・ポリシーの「9. 異分

野・他文化とのコミュニケーション能力を有

している」に対し、実体験をもって国際情勢

やグローバル視野を育成することも目的とな

る。 
 
 

 

能の追加やカスタマイズを学生が提案するこ

ととしており、受け入れ先企業の指導者のも

と、プロトタイプの作成及び各種仕様書やテ

スト結果等の資料提出を義務付けており、価

値創造を実現しそれを活用するためのプログ

ラムを用意している。 
 

  
11.2 実習先の確保状況 
11.2.1 実習先の確保状況について 
全学部全学科に共通で配置されている臨地実

務実習「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」における、臨

地実務実習先の確保状況は、定員数を上回っ

ており、十分数確保していると言える。加え

て、コース別の上限にも達している。又、本

学では学生の希望に応じて実習先を選択でき

るよう、開学に向けてさらに実習先を確保す

  
11.2 実習先の確保状況 
11.2.1 実習先の確保状況について 
4 章で既に言及した通り、全学部全学科に共

通で配置されている臨地実務実習「インター

ンシップⅠ～Ⅳ」における、臨地実務実習先

の確保状況は、定員数を上回っており、十分

数確保していると言える。さらに、本学では

学生の希望に応じて実習先を選択できるよ

う、開学に向けてさらに実習先を確保する。
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る。また、「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」の実習先

については、海外における臨地実務実習も一

定数確保しており、条件を満たすことで海外

での実習も参加が可能である。企業の選定理

由については資料 29 に、その結果の実習先の

確保状況については資料 30 に記す。実習先の

選定（妥当性）については、次の項で説明す

る。 
ちなみに、本学は情報工学科とデジタルエ

ンタテインメント学科の 2 学科構成であるた

め、企業によっては 2 学科の学生を同時に受

け入れる企業もあるが、「臨地実務実習先の

確保状況の説明書」にある受け入れ人数は、

学科ごとの最大受け入れ人数である。つま

り、例えば、ある企業で「臨地実務実習Ⅲ」

における受け入れ学生数が情報工学科で 3
名、デジタルエンタテインメント学科で 2 名

であるとすると、その企業は「臨地実務実習

Ⅲ」では最大 5 名の学生を受け入れるという

ことである。加えて、詳細は後述するが、臨

地実務実習先の受け入れ人数は基本的に実習

指導者 1 名に対し学生 6 名、最大学生数 8 名

としているため、9 名以上になる場合は、8 名

増加ごとに 1 名の指導教員をつけることにし

ており、本学は教育の質が担保できるように

重複も加味して各企業に承諾書を得ている。 
もちろん、「臨地実務実習先の確保状況の

説明書」にある各施設の学生受け入れ人数は

最大受け入れ人数として設定・記載している

が、受け入れ先の業務・業績状況によって実

際の受け入れ可能人数が変動する可能性があ

るため、毎年必ず配属先調整前に確認を行

い、学生 6 人に対し 1 名、最大でも学生 8 名

に対し 1 名以上の実習指導者という体系を必

ず維持する。加えて、本学は開学後も実習先

の新規確保に努め、実習先の質と量の更なる

向上を図る。 
 

また、「インターンシップⅢ～Ⅳ」の実習先

については、海外における臨地実務実習も一

定数確保しており、条件を満たすことで海外

での実習も参加が可能である。履修予定学生

数等の詳細については、本大学設置認可申請

の「臨地実務実習先の確保状況の説明書」に

明記するとともに、臨地実務実習先の確保状

況の詳細については学科ごとにインターンシ

ップⅠ～Ⅳ別に資料 24 に記す。 
ちなみに、本学は情報工学科とデジタルエン

タテインメント学科の 2 学科構成であるた

め、企業によっては 2 学科の学生を同時に受

け入れる企業もあるが、「臨地実務実習先の

確保状況の説明書」にある受け入れ人数は、

学科ごとの最大受け入れ人数である。つま

り、例えば、ある企業で「インターンシップ

Ⅳ」における受け入れ学生数が情報工学科で

3名、デジタルエンタテインメント学科で2名
であるとすると、その企業は「インターンシ

ップⅣ」では最大 5 名の学生を受け入れると

いうことである。加えて、詳細は後述する

が、臨地実務実習先の受け入れ人数は基本的

に実習指導者 1 名に対し学生 6 名、最大学生

数 8 名としているため、9 名以上になる場合

は、8 名増加ごとに 1 名の指導教員をつける

ことにしており、本学は教育の質が担保でき

るように重複も加味して各企業に承諾書を得

ている。 
もちろん、「臨地実務実習先の確保状況の説

明書」にある各施設の学生受け入れ人数は最

大受け入れ人数として設定・記載している

が、受け入れ先の業務・業績状況によって実

際の受け入れ可能人数が変動する可能性があ

るため、毎年必ず配属先調整前に確認を行

い、学生 6 人に対し 1 名、最大でも学生 8 名

に対し 1 名以上の実習指導者という体系を必

ず維持する。加えて、本学は開学後も実習先

の新規確保に努め、実習先の質と量の更なる

向上を図る。 
 

 
11.2.2 実習先の妥当性 
以下に、実習先の選定理由について明記す

る。 
 

 
11.2.2 実習先の妥当性 
以下に、実習先の妥当性について明記する。 
 実習先の妥当性を明確にするためには、①

「本学の臨地実務実習に対する考え方」や、

それを満たす企業を抽出するための②「選定

基準」、③「企業で行われる実習内容の正当

性」といった各項目を明確にする必要があ

る。以下、既に記載した内容も含まれるが、

改めて説明する。 
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11.2.2.1 全科目、全学科、全コースで満たさ

れるべき基準  
① 臨地実務実習先となるそれぞれの企業

が、専門職大学の授業科目水準として相応し

い実習指導を行うことができる人物を、実習

指導者として配置できるか。 
② 臨地実務実習先となるそれぞれの企業

は、本学が主体的に学修内容を決定するこ

と、また、実習を大学教育の一環として行う

ことについて十分な理解を示しているか。 
③ 臨地実務実習先となるそれぞれの企業

及び施設が、『専門職大学等の臨地実務実習

の手引き（平成 31 年 1 月）』等で定められて

いるその他の要件についても満たしている

か。 

 
11.2.2.1 実習先企業選定の考え方 
本学では、専門知識・技術を活かし、職業倫

理観を持って、新しい価値を創り出すイノベ

ーション人材の育成を目指している。臨地実

務実習を通して、各企業の製品化に向けた組

織的な開発テクニックを学び、関連業務を体

験する。一人一人の社会的・職業的自立に向

けてコミュニケーション能力や職業倫理観な

どの必要な基盤となる能力や態度を身につけ

る。また、独創的な技術やノウハウ等がもた

らす産業のダイナミズムを目の当たりにする

ことにより、未来に向けた新規産業の担い手

となる意識と未知の分野に挑戦する意欲を醸

成する。これらの目的を達成可能な受け入れ

先企業の選定を行っている。 
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11.2.2.2各学科で満たされるべき基準 

＜情報工学科＞ 
② 臨地実務実習先となるそれぞれの企

業の事業内容が、情報工学科の学生

が専攻する AI、IoT、ロボット分野

に該当している。加えて、科目の到

達目標の全てを達成する指導を行う

ことができる。 
＜デジタルエンタテインメント学科＞ 

① 臨地実務実習先となるそれぞれの企

業の事業内容が、デジタルエンタテ

インメント学科の学生が専攻するゲ

ームプロデュース、CG アニメーシ

ョン分野に該当している。加えて、

科目の到達目標の全てを達成する指

導を行うことができる。 
 
ここでいう、『科目の到達目標の

全てを達成する指導を行うことがで

きる。』とは、例えば、情報工学科

における「臨地実務実習Ⅲ」の場

合、シラバスにある到達目標の一つ

にある『専攻する学科・コースの技

術（AI、 IoT、ロボット）を主に用

いた最適解に対し部分的であっても

プロトタイプを実現し、評価するこ

とができる。』に対し、実際の実習

指導者が指導を行えるかどうかであ

る。審査意見 7(6)も加味し、例え

ば、実習指導者によっては、AI 戦略

コースの学生の制作物に対して適切

なアドバイスや評価を行うことが難

しいため、その場合に該当すると判

断した場合、AI 戦略コースの学生は

当該施設を選択することの内容にリ

ストから外す。 
以上の事柄を精査し、それぞれの

科目と企業ごとにコース別で実施可

否を資料 29-1 にまとめる。 
 

 
11.2.2.2 受け入れ先企業の選定基準 
以下の 4 つの観点から達成目標を立て、到達

度の評価基準となるルーブリック評価（資料

25-1、資料 25-2、資料 25-3、資料 25-4）を作

成している。 
(1) 関心・意欲・態度 ・・・担い手となる意

識と挑戦する意欲 
(2) 思考・判断・表現 ・・・開発関連業務 
(3) 専門知識・技術  ・・・企業の製品化に

向けた開発技法 
(4) 組織的行動力   ・・・組織的な開発技

法、コミュニケーション能力、職業倫理観 
受け入れ先企業の選定は、表に記載された基

準をすべて評価可能かで判定する。 

 
11.2.3 実習施設における適切な指導者の配置 
基本的に実習施設に本学の担当指導教員は配

置せず受け入れ先の企業が用意することとす

る。本学における実習指導者とは、受け入れ

先の実務経験年数が必ず 5 年以上であり、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ者とする。また、責任者として人事部など

の後方部門が実習指導責任者となる場合があ

 
11.2.3 実習施設における適切な指導者の配置 
基本的に実習施設に本学の担当指導教員は配

置せず受け入れ先の企業が用意することとす

る。本学における実習指導者とは、受け入れ

先の実務経験年数が必ず 5 年以上であり、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ者とする。また、責任者として人事部など

の後方部門が実習指導責任者となる場合があ
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るが、実際の指導にあたる者は、先に述べた

条件をクリアしている、受け入れ先の実務経

験年数が必ず 5 年以上の実務経験を有し、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ、指導者として相応しい者とする。 
既に述べたが、施設の実習指導者と学生の人

数比率については、実習指導者 1 名につき 6
名程度までを基本とし、多人数受け入れの場

合には実習指導者を増員するよう施設に要請

し、実習指導者 1 名につき最大で 8 名とす

る。 
ここでいう実習指導者について、本学では一

部企業について、代表取締役を据えている。

こうした企業はすべて、必然的に従業員規模

が 20名以下の企業になった。当該実習先の代

表取締役は技術者でもあり、各臨地実務実習

にある到達目標にある項目を学生が達成する

ために必要な専門的（この場合は、各学科、

各コース）指導も可能なため、実習内容に適

した実習指導を行うことが十分にできる実習

指導者であると判断した。 
 

るが、実際の指導にあたる者は、先に述べた

条件をクリアしている、受け入れ先の実務経

験年数が必ず 5 年以上の実務経験を有し、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ、指導者として相応しい者とする。 
既に述べたが、施設の実習指導者と学生の人

数比率については、実習指導者 1 名につき 6
名程度までを基本とし、多人数受け入れの場

合には実習指導者を増員するよう施設に要請

し、実習指導者 1 名につき最大で 8 名とす

る。 
(追加) 
 
 

 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 

新 旧 
資料 27 （追加） 
資料 28 （追加） 
資料 29 （追加） 
資料 30 資料 24 
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（是正事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科 
  

７．＜臨地実務実習に関する疑義＞ 
臨地実務実習について以下の点を是正し、専門職大学としてふさわしい水準内容

の計画とすること。【２学科共通】 

（２）実習指導者について、代表取締役や人事担当者を配置しており、実習内容

に適した実習指導を行うことができるか疑義がある。 

 
（対応） 
 代表取締役や人事担当者を実習指導者に配置していた臨地実務実習先について、当該実習

指導者が実習内容に適した実習指導を行うことができるか、その妥当性を改めて検討した。

結果は以下のとおりである。 
 
 
■実習指導者を変更する企業 
 実習指導者に代表取締役や人事担当者の配置を予定していた企業について、実習内容に適

した実習指導を行うことができるか、その妥当性を改めて検討した。その結果、一部企業に

おいて変更が妥当であるという結論に至った。そういった企業については、例えば「代表取

締役」から「システム開発責任者」に、あるいは「人材戦略室長」を「ITサービスマネジメ

ント部長」へと変更している。 
なお、指導者を変更できない、あるいは実習指導者に相応しい人物を確保できないと判断

した企業については、実習先から外すこととした。 
 
 
■実習指導者を変更しない企業 
 実習指導者に代表取締役や人事担当者の配置を予定していた企業について、実習内容に適

した実習指導を行うことができるか、その妥当性を改めて検討した。その結果、変更を加え

なかった企業も若干数残った。こうした企業はすべて、必然的に従業員規模が 20 名以下の

企業になった。当該実習先の代表取締役は技術者でもあり、各臨地実務実習にある到達目標

にある項目を学生が達成するために必要な専門的（この場合は、各学科、各コース）指導も

可能なため、実習内容に適した実習指導を行うことが十分にできる実習指導者であると判断

した。 
 
 

 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
11.2.3 実習施設における適切な指導者の配置 
基本的に実習施設に本学の担当指導教員は配

置せず受け入れ先の企業が用意することとす

る。本学における実習指導者とは、受け入れ

先の実務経験年数が必ず 5 年以上であり、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ者とする。また、責任者として人事部など

の後方部門が実習指導責任者となる場合があ

るが、実際の指導にあたる者は、先に述べた

条件をクリアしている、受け入れ先の実務経

験年数が必ず 5 年以上の実務経験を有し、そ

11.2.3 実習施設における適切な指導者の配置 
基本的に実習施設に本学の担当指導教員は配

置せず受け入れ先の企業が用意することとす

る。本学における実習指導者とは、受け入れ

先の実務経験年数が必ず 5 年以上であり、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ者とする。また、責任者として人事部など

の後方部門が実習指導責任者となる場合があ

るが、実際の指導にあたる者は、先に述べた

条件をクリアしている、受け入れ先の実務経

験年数が必ず 5 年以上の実務経験を有し、そ
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の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ、指導者として相応しい者とする。 
既に述べたが、施設の実習指導者と学生の人

数比率については、実習指導者 1 名につき 6
名程度までを基本とし、多人数受け入れの場

合には実習指導者を増員するよう施設に要請

し、実習指導者 1 名につき最大で 8 名とす

る。 
ここでいう実習指導者について、本学では一

部企業について、代表取締役を据えている。

こうした企業はすべて、必然的に従業員規模

が 20名以下の企業になった。当該実習先の代

表取締役は技術者でもあり、各臨地実務実習

にある到達目標にある項目を学生が達成する

ために必要な専門的（この場合は、各学科、

各コース）指導も可能なため、実習内容に適

した実習指導を行うことが十分にできる実習

指導者であると判断した。 

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ、指導者として相応しい者とする。 
既に述べたが、施設の実習指導者と学生の人

数比率については、実習指導者 1 名につき 6
名程度までを基本とし、多人数受け入れの場

合には実習指導者を増員するよう施設に要請

し、実習指導者 1 名につき最大で 8 名とす

る。 
（追加） 
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（是正事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科 
  

７．＜臨地実務実習に関する疑義＞ 
臨地実務実習について以下の点を是正し、専門職大学としてふさわしい水準内容

の計画とすること。【２学科共通】 

（３）「インターンシップⅣ」について、実施時期が４年次１～２月であるが、

「卒業研究制作」を行う時期でもあるため、実現可能性に疑義がある。学生が不

利益なく実施できるか明確に説明するか、適切に改めること。 

 
（対応） 
 「インターンシップⅣ」の実施時期は 4 年次 1 月から 2 月としていたものの、これが「卒

業研究制作」の繁忙期直後（卒業研究制作は 12 月末にて終了）という点を鑑みると実現可

能性は薄いとの認識に達し、「インターンシップⅣ」の実施時期を見直すこととした。 
その上で、臨地実務実習を全面的に再検証し、科目名、配当年次、実施時期・日数、到達目標

などを見直した。結果は以下の通りである。 
 
 
■臨地実務実習の見直し 
 審査意見 1、5、 7(3)等を鑑み、臨地実務実習を以下のように見直す。 
 

表 1 臨地実務実習における変更前後の比較 
変更前 変更後 

科目名 実施時期 実施日数 科目名 実施時期 実施日数 
「インターンシッ

プⅠ」 
2 年次 
7～8 月 

10 日間 （削除） ―  ― 

「インターンシッ

プⅡ」 
2 年次 
1～2 月 

30 日間 「臨地実務実習

Ⅰ」 
2 年次 

1～2 月 
20 日間 

「インターンシッ

プⅢ」 
3 年次 
10 月～

11 月 

20 日間 「臨地実務実習

Ⅱ」 
3 年次 

10 月～ 
11 月 

30 日間 

「インターンシッ

プⅣ」 
4 年次 
1～2 月 

20 日間 「臨地実務実習

Ⅲ」 
4 年次 

7～9 月 
30 日間 

※卒業研究制作の終了時期を年度末に変更する 
 

□修正の全体方針 
①科目名の変更について 
 『専門職大学等の臨地実務実習の手引き（平成 31 年 1 月）』では、臨地実務実習及びイ

ンターンシップを以下の通り定義している（4 ページ）。 

「臨地実務実習」：専門職大学設置基準等の規定に基づいて行われる「企業その他の事業者

の事業所又はこれに類する場所において、当該事業者の実務に従事する

ことにより行う実習による授業科目」 
「インターンシップ」：インターンシップ保険等、専門職大学等の臨地実務実習でないもの

も含めて幅広く企業等の事業所において行われる実習等 

 本学が配置する企業等における実習は、専門職大学設置基準等の規定に基づいて行われる

授業科目である。そこで混乱を避けるために、当該科目名については、従来使用してきた

「インターンシップ」から「臨地実務実習」へと改める。 
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②臨地実務実習の科目構成、到達目標、実施日数の見直しについて 
 複数年にわたって実施する臨地実務実習については、教育課程全体の到達目標を踏まえな

がら、各段階の到達目標・教育内容を設定する必要がある。そこで、審査意見 1 及び 5 にお

ける指摘事項である養成人材像や教育課程の抜本的な見直しと併せて、臨地実務実習の科目

構成、到達目標、実施日数などについても以下の通り変更する。 

1. 「インターンシップⅠ」の削除 
  「インターンシップⅠ」の到達目標（要約）は、① 社会人としてのビジネスマナーの修

得、② 社会人、専門職人材としての認識、③学科ごとに学ぶべき業種と、職種特有の技術

などにおけるプロセスへの理解、としてきた。 
  このうち、①及び②の重要性そのものについて疑問を挟む余地はないものの、専門職大

学として相応しい学修基準といった指標や、事前学習において実施期間前指導を徹底する

ことなどを考慮した結果、「インターンシップⅠ」は「臨地実務実習Ⅰ（旧：インターン

シップⅡ）」へ集約する。この変更に対応して、「インターンシップⅢ」は「臨地実務実

習Ⅱ」と、「インターンシップⅣ」は「臨地実務実習Ⅲ」へと科目名を改める。 

2. 「インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ」の到達目標及び実施日数の変更 
  従前の「インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ」における授業の到達目標を簡潔にまとめると、

それぞれ以下の通りであった。 

  インターンシップⅡ：業務プロセスの理解（実施日数：30 日間） 
  インターンシップⅢ：プロトタイプの開発（実施日数：20 日間） 
  インターンシップⅣ：価値創造の創出（実施日数：20 日間） 

このように到達目標の難易度は段階的に高まることとなっており、本来であれば難易度

に相応する実施日数を配分するのが適切である。ところが従前は、徐々に実施日数を短く

する計画を立てていたうえ、授業の到達目標についても不明確であった。加えて、他の教

育課程の進行に対して到達目標の難易度が非常に高かった。 
そこで、「臨地実務実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（旧、インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ）」における授

業の到達目標及び実施日数については、以下の通り改める。 

臨地実務実習Ⅰ：相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解（実施日数：

20 日間） 
臨地実務実習Ⅱ：製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や課題の理解

（実施日数：30 日間） 
臨地実務実習Ⅲ：プロトタイプの実現及び評価を理解する（実施日数：30 日間） 
 

 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
 

11. 実習の具体的な計画 
11.1 実習の目的 

本学の実習の位置づけは、特にディプロ

マ・ポリシーの以下の項目の養成である。 
＜工科学部ディプロマ・ポリシー【抜粋】

＞ 
4. 情報技術を応用する領域を主導する専門

職人材として、対象領域を俯瞰する能力を有

する 
5. 情報技術を応用する領域を主導する専門

職人材として、問題を発見・設定する力を有

 
11. 実習の具体的な計画 
11.1 実習の目的 
本学の実習の主な目的は東京国際工科専門職

大学 DP（ディプロマ・ポリシー）の「仕事

の結果に対する倫理的責任を強く持ちなが

ら、社会的課題（顕在的・潜在的社会的期

待）に対して敏感に、しかも主体的に応える

ことができる“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”である。」に対

し、学生がその時々で自身の実力を理解する

とともに、制作に対する責任感といった職業
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している 
7. プロトタイプを実際に開発する能力を有

している 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・

エラーを厭わず最後までやり遂げる 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、

三現主義（現場、現実、現物）で行動できる 
 
＜情報工学科ディプロマ・ポリシー【抜

粋】＞ 
4. 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロ

ボット）と社会との接点を理解し、情報シス

テム技術をコアとして、システムインテグレ

ーションに関する知識を総合的に俯瞰するこ

とができる 
5. 情報工学を主導する専門職人材として問

題を発見する力を有している 
7. 情報技術を応用して対象領域の課題を解

決するソリューションのプロトタイプを開発

する能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・

エラーを厭わず最後までやり遂げる 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、

三現主義（現場、現実、現物）で行動できる 
 
＜デジタルエンタテインメント学科ディプ

ロマ・ポリシー＞ 
4. 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、

CG）と社会との接点を理解し、デジタルコン

テンツ、情報システム技術、ビジネスに関す

る知識などを総合的に俯瞰することができる 
5. デジタルコンテンツを主導する専門職人

材として問題を発見し設定する能力を有して

いる。 
7. デジタルコンテンツのプロトタイプを開

発する能力を有している 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・

エラーを厭わず最後までやり遂げる 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、

三現主義（現場、現実、現物）で行動できる 
 

つまり、keywordsは「俯瞰力」、「問題発見

力」、「プロトタイプ開発力」、「チャレン

ジ精神」「三現則」である。本学では以下に

詳細を記すが、「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」を配

し、それらは二年次～四年次まで段階的に配

され、上記の keywords が段階的にクリアで

きるように設定されているところである。別

途、実習の内容で具体的に説明する。 
加えて、一定の英語力等における水準等を

倫理観を養育することと、「工科系産業分野

において、大きな実践力といった感覚を持っ

て活躍できる職業専門知識・技能を修得し、

価値創造を実現するためにプロトタイプを作

り出すことができる。」に対し、4 年次の後

期に配した「インターンシップⅣ」で実際に

価値創造を体験させることである。加えて、

一定の英語力における水準等をクリアし海外

臨地実務実習に参加する学生に対しては、特

に DP（ディプロマ・ポリシー）の「グロー

バルに活躍する、若しくは地域社会で同様に

活躍できるコミュニケーション力などの適応

力を有し、新技術や国際情勢の変化を察知で

きる視野を兼ね備えている。」に対し、実体

験をもって国際情勢やグローバル視野を育成

することも目的となる。 
「インターンシップⅣ」では、具体的に受け

入れ先企業が扱っているサービスやコンテン

ツ、製品に付加価値を高めるための新たな機

能の追加やカスタマイズを学生が提案するこ

ととしており、受け入れ先企業の指導者のも

と、プロトタイプの作成及び各種仕様書やテ

スト結果等の資料提出を義務付けており、価

値創造を実現しそれを活用するためのプログ

ラムを用意している。 
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クリアし海外臨地実務実習に参加する学生に

対しては、ディプロマ・ポリシーの「9. 異分

野・他文化とのコミュニケーション能力を有

している」に対し、実体験をもって国際情勢

やグローバル視野を育成することも目的とな

る。 
 
 

 
  
11.2 実習先の確保状況 
11.2.1 実習先の確保状況について 
全学部全学科に共通で配置されている臨地実

務実習「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」における、臨

地実務実習先の確保状況は、定員数を上回っ

ており、十分数確保していると言える。加え

て、コース別の上限にも達している。又、本

学では学生の希望に応じて実習先を選択でき

るよう、開学に向けてさらに実習先を確保す

る。また、「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」の実習先

については、海外における臨地実務実習も一

定数確保しており、条件を満たすことで海外

での実習も参加が可能である。企業の選定理

由については資料 29 に、その結果の実習先の

確保状況については資料 30 に記す。実習先の

選定（妥当性）については、次の項で説明す

る。 
ちなみに、本学は情報工学科とデジタルエ

ンタテインメント学科の 2 学科構成であるた

め、企業によっては 2 学科の学生を同時に受

け入れる企業もあるが、「臨地実務実習先の

確保状況の説明書」にある受け入れ人数は、

学科ごとの最大受け入れ人数である。つま

り、例えば、ある企業で「臨地実務実習Ⅲ」

における受け入れ学生数が情報工学科で 3
名、デジタルエンタテインメント学科で 2 名

であるとすると、その企業は「臨地実務実習

Ⅲ」では最大 5 名の学生を受け入れるという

ことである。加えて、詳細は後述するが、臨

地実務実習先の受け入れ人数は基本的に実習

指導者 1 名に対し学生 6 名、最大学生数 8 名

としているため、9 名以上になる場合は、8 名

増加ごとに 1 名の指導教員をつけることにし

ており、本学は教育の質が担保できるように

重複も加味して各企業に承諾書を得ている。 
もちろん、「臨地実務実習先の確保状況の

説明書」にある各施設の学生受け入れ人数は

最大受け入れ人数として設定・記載している

が、受け入れ先の業務・業績状況によって実

際の受け入れ可能人数が変動する可能性があ

  
11.2 実習先の確保状況 
11.2.1 実習先の確保状況について 
4 章で既に言及した通り、全学部全学科に共

通で配置されている臨地実務実習「インター

ンシップⅠ～Ⅳ」における、臨地実務実習先

の確保状況は、定員数を上回っており、十分

数確保していると言える。さらに、本学では

学生の希望に応じて実習先を選択できるよ

う、開学に向けてさらに実習先を確保する。

また、「インターンシップⅢ～Ⅳ」の実習先

については、海外における臨地実務実習も一

定数確保しており、条件を満たすことで海外

での実習も参加が可能である。履修予定学生

数等の詳細については、本大学設置認可申請

の「臨地実務実習先の確保状況の説明書」に

明記するとともに、臨地実務実習先の確保状

況の詳細については学科ごとにインターンシ

ップⅠ～Ⅳ別に資料 24 に記す。 
ちなみに、本学は情報工学科とデジタルエン

タテインメント学科の 2 学科構成であるた

め、企業によっては 2 学科の学生を同時に受

け入れる企業もあるが、「臨地実務実習先の

確保状況の説明書」にある受け入れ人数は、

学科ごとの最大受け入れ人数である。つま

り、例えば、ある企業で「インターンシップ

Ⅳ」における受け入れ学生数が情報工学科で

3名、デジタルエンタテインメント学科で2名
であるとすると、その企業は「インターンシ

ップⅣ」では最大 5 名の学生を受け入れると

いうことである。加えて、詳細は後述する

が、臨地実務実習先の受け入れ人数は基本的

に実習指導者 1 名に対し学生 6 名、最大学生

数 8 名としているため、9 名以上になる場合

は、8 名増加ごとに 1 名の指導教員をつける

ことにしており、本学は教育の質が担保でき

るように重複も加味して各企業に承諾書を得

ている。 
もちろん、「臨地実務実習先の確保状況の説

明書」にある各施設の学生受け入れ人数は最

大受け入れ人数として設定・記載している
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るため、毎年必ず配属先調整前に確認を行

い、学生 6 人に対し 1 名、最大でも学生 8 名

に対し 1 名以上の実習指導者という体系を必

ず維持する。加えて、本学は開学後も実習先

の新規確保に努め、実習先の質と量の更なる

向上を図る。 
 

が、受け入れ先の業務・業績状況によって実

際の受け入れ可能人数が変動する可能性があ

るため、毎年必ず配属先調整前に確認を行

い、学生 6 人に対し 1 名、最大でも学生 8 名

に対し 1 名以上の実習指導者という体系を必

ず維持する。加えて、本学は開学後も実習先

の新規確保に努め、実習先の質と量の更なる

向上を図る。 
 

 
11.2.2 実習先の妥当性 
以下に、実習先の選定理由について明記す

る。 
 

 
11.2.2 実習先の妥当性 
以下に、実習先の妥当性について明記する。 
 実習先の妥当性を明確にするためには、①

「本学の臨地実務実習に対する考え方」や、

それを満たす企業を抽出するための②「選定

基準」、③「企業で行われる実習内容の正当

性」といった各項目を明確にする必要があ

る。以下、既に記載した内容も含まれるが、

改めて説明する。 
 
11.2.2.1 全科目、全学科、全コースで満たさ

れるべき基準  
① 臨地実務実習先となるそれぞれの企業

が、専門職大学の授業科目水準として相応し

い実習指導を行うことができる人物を、実習

指導者として配置できるか。 
② 臨地実務実習先となるそれぞれの企業

は、本学が主体的に学修内容を決定するこ

と、また、実習を大学教育の一環として行う

ことについて十分な理解を示しているか。 
③ 臨地実務実習先となるそれぞれの企業

及び施設が、『専門職大学等の臨地実務実習

の手引き（平成 31 年 1 月）』等で定められて

いるその他の要件についても満たしている

か。 

 
11.2.2.1 実習先企業選定の考え方 
本学では、専門知識・技術を活かし、職業倫

理観を持って、新しい価値を創り出すイノベ

ーション人材の育成を目指している。臨地実

務実習を通して、各企業の製品化に向けた組

織的な開発テクニックを学び、関連業務を体

験する。一人一人の社会的・職業的自立に向

けてコミュニケーション能力や職業倫理観な

どの必要な基盤となる能力や態度を身につけ

る。また、独創的な技術やノウハウ等がもた

らす産業のダイナミズムを目の当たりにする

ことにより、未来に向けた新規産業の担い手

となる意識と未知の分野に挑戦する意欲を醸

成する。これらの目的を達成可能な受け入れ

先企業の選定を行っている。 
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11.2.2.2各学科で満たされるべき基準 

＜情報工学科＞ 
① 臨地実務実習先となるそれぞれの企

業の事業内容が、情報工学科の学生

が専攻する AI、IoT、ロボット分野

に該当している。加えて、科目の到

達目標の全てを達成する指導を行う

ことができる。 
＜デジタルエンタテインメント学科＞ 

① 臨地実務実習先となるそれぞれの企

業の事業内容が、デジタルエンタテ

インメント学科の学生が専攻するゲ

ームプロデュース、CG アニメーシ

ョン分野に該当している。加えて、

科目の到達目標の全てを達成する指

導を行うことができる。 
 
ここでいう、『科目の到達目標の

全てを達成する指導を行うことがで

きる。』とは、例えば、情報工学科

における「臨地実務実習Ⅲ」の場

合、シラバスにある到達目標の一つ

にある『専攻する学科・コースの技

術（AI、 IoT、ロボット）を主に用

いた最適解に対し部分的であっても

プロトタイプを実現し、評価するこ

とができる。』に対し、実際の実習

指導者が指導を行えるかどうかであ

る。審査意見 7(6)も加味し、例え

ば、実習指導者によっては、AI 戦略

コースの学生の制作物に対して適切

なアドバイスや評価を行うことが難

しいため、その場合に該当すると判

断した場合、AI 戦略コースの学生は

当該施設を選択することの内容にリ

ストから外す。 
以上の事柄を精査し、それぞれの

科目と企業ごとにコース別で実施可

否を資料 29-1 にまとめる。 
 

 
11.2.2.2 受け入れ先企業の選定基準 
以下の 4 つの観点から達成目標を立て、到達

度の評価基準となるルーブリック評価（資料

25-1、資料 25-2、資料 25-3、資料 25-4）を作

成している。 
(1) 関心・意欲・態度 ・・・担い手となる意

識と挑戦する意欲 
(2) 思考・判断・表現 ・・・開発関連業務 
(3) 専門知識・技術  ・・・企業の製品化に

向けた開発技法 
(4) 組織的行動力   ・・・組織的な開発技

法、コミュニケーション能力、職業倫理観 
受け入れ先企業の選定は、表に記載された基

準をすべて評価可能かで判定する。 

 
11.2.3 実習施設における適切な指導者の配置 
基本的に実習施設に本学の担当指導教員は配

置せず受け入れ先の企業が用意することとす

る。本学における実習指導者とは、受け入れ

先の実務経験年数が必ず 5 年以上であり、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ者とする。また、責任者として人事部など

の後方部門が実習指導責任者となる場合があ

 
11.2.3 実習施設における適切な指導者の配置 
基本的に実習施設に本学の担当指導教員は配

置せず受け入れ先の企業が用意することとす

る。本学における実習指導者とは、受け入れ

先の実務経験年数が必ず 5 年以上であり、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ者とする。また、責任者として人事部など

の後方部門が実習指導責任者となる場合があ
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るが、実際の指導にあたる者は、先に述べた

条件をクリアしている、受け入れ先の実務経

験年数が必ず 5 年以上の実務経験を有し、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ、指導者として相応しい者とする。 
既に述べたが、施設の実習指導者と学生の人

数比率については、実習指導者 1 名につき 6
名程度までを基本とし、多人数受け入れの場

合には実習指導者を増員するよう施設に要請

し、実習指導者 1 名につき最大で 8 名とす

る。 
ここでいう実習指導者について、本学では一

部企業について、代表取締役を据えている。

こうした企業はすべて、必然的に従業員規模

が 20名以下の企業になった。当該実習先の代

表取締役は技術者でもあり、各臨地実務実習

にある到達目標にある項目を学生が達成する

ために必要な専門的（この場合は、各学科、

各コース）指導も可能なため、実習内容に適

した実習指導を行うことが十分にできる実習

指導者であると判断した。 
 

るが、実際の指導にあたる者は、先に述べた

条件をクリアしている、受け入れ先の実務経

験年数が必ず 5 年以上の実務経験を有し、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ、指導者として相応しい者とする。 
既に述べたが、施設の実習指導者と学生の人

数比率については、実習指導者 1 名につき 6
名程度までを基本とし、多人数受け入れの場

合には実習指導者を増員するよう施設に要請

し、実習指導者 1 名につき最大で 8 名とす

る。 
(追加) 
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（是正事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科 
  

７．＜臨地実務実習に関する疑義＞ 
臨地実務実習について以下の点を是正し、専門職大学としてふさわしい水準内容

の計画とすること。【２学科共通】 

（４）「インターンシップⅠ～Ⅳ」について、到達目標が抽象的であり、当該学

科の専門性に関する目標も明確でないため、それぞれの科目でどのレベルまでの

到達を求めるのか不明確である。また、具体的に学生が実習期間中に行う業務内

容が不明確であるため、臨地実習の目的等に照らして適切な学修内容であるか不

明である。 

 
（対応） 
 審査意見 1、2、3、5、7等の是正意見も考慮し、臨地実務実習について改めて見直しを行い、

臨地実務実習にあたる科目「インターンシップⅠ～Ⅳ」について、到達目標、実施内容、実習時

期、実施期間、等について修正を行い「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」に改めた。その上で、それぞれの

科目の到達目標の具体化、当該学科の専門性に関する目標、具体的業務内容について、各科目の

到達目標に照らして以下に説明する。 
 
 
■臨地実務実習の見直し 
 審査意見 1、3、5、7(3、4)等を鑑み、臨地実務実習を以下のように見直す。 
 

表 1 臨地実務実習における変更前後の比較 
変更前 変更後 

科目名 実施時期 実施日数 科目名 実施時期 実施日数 
「インターンシッ

プⅠ」 
2 年次 
7～8 月 

10 日間 （削除） ―  ― 

「インターンシッ

プⅡ」 
2 年次 
1～2 月 

30 日間 「臨地実務実習

Ⅰ」 
2 年次 

1～2 月 
20 日間 

「インターンシッ

プⅢ」 
3 年次 
10 月～

11 月 

20 日間 「臨地実務実習

Ⅱ」 
3 年次 

10 月～ 
11 月 

30 日間 

「インターンシッ

プⅣ」 
4 年次 
1～2 月 

20 日間 「臨地実務実習

Ⅲ」 
4 年次 

7～9 月 
30 日間 

※卒業研究制作の終了時期を年度末に変更する 
 

□修正の全体方針 
①科目名の変更について 
 『専門職大学等の臨地実務実習の手引き（平成 31 年 1 月）』では、臨地実務実習及びイ

ンターンシップを以下の通り定義している（4 ページ）。 

「臨地実務実習」：専門職大学設置基準等の規定に基づいて行われる「企業その他の事業者

の事業所又はこれに類する場所において、当該事業者の実務に従事する

ことにより行う実習による授業科目」 
「インターンシップ」：インターンシップ保険等、専門職大学等の臨地実務実習でないもの

も含めて幅広く企業等の事業所において行われる実習等 

 本学が配置する企業等における実習は、専門職大学設置基準等の規定に基づいて行われる
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授業科目である。そこで混乱を避けるために、当該科目名については、従来使用してきた

「インターンシップ」から「臨地実務実習」へと改める。 
 
 
②臨地実務実習の科目構成、到達目標、実施日数の見直しについて 
 複数年にわたって実施する臨地実務実習については、教育課程全体の到達目標を踏まえな

がら、各段階の到達目標・教育内容を設定する必要がある。そこで、審査意見 1 及び 5 にお

ける指摘事項である養成人材像や教育課程の抜本的な見直しと併せて、臨地実務実習の科目

構成、到達目標、実施日数などについても以下の通り変更する。 

1. 「インターンシップⅠ」の削除 
  「インターンシップⅠ」の到達目標（要約）は、① 社会人としてのビジネスマナーの修

得、② 社会人、専門職人材としての認識、③学科ごとに学ぶべき業種と、職種特有の技術

などにおけるプロセスへの理解、としてきた。 
  このうち、①及び②の重要性そのものについて疑問を挟む余地はないものの、専門職大

学として相応しい学修基準といった指標や、事前学習において実施期間前指導を徹底する

ことなどを考慮した結果、「インターンシップⅠ」は「臨地実務実習Ⅰ（旧：インターン

シップⅡ）」へ集約する。この変更に対応して、「インターンシップⅢ」は「臨地実務実

習Ⅱ」と、「インターンシップⅣ」は「臨地実務実習Ⅲ」へと科目名を改める。 

2. 「インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ」の到達目標及び実施日数の変更 
  従前の「インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ」における授業の到達目標を簡潔にまとめると、

それぞれ以下の通りであった。 

  インターンシップⅡ：業務プロセスの理解（実施日数：30 日間） 
  インターンシップⅢ：プロトタイプの開発（実施日数：20 日間） 
  インターンシップⅣ：価値創造の創出（実施日数：20 日間） 

このように到達目標の難易度は段階的に高まることとなっており、本来であれば難易度

に相応する実施日数を配分するのが適切である。ところが従前は、徐々に実施日数を短く

する計画を立てていたうえ、授業の到達目標についても不明確であった。加えて、他の教

育課程の進行に対して到達目標の難易度が非常に高かった。 
そこで、「臨地実務実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（旧、インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ）」における授

業の到達目標及び実施日数については、以下の通り改める。 

臨地実務実習Ⅰ：相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解（実施日数：

20 日間） 
臨地実務実習Ⅱ：製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や課題の理解

（実施日数：30 日間） 
臨地実務実習Ⅲ：プロトタイプの実現及び評価を理解する（実施日数：30 日間） 

 
 
 
 
■臨地実務実習における科目の到達目標と具体的業務内容 
 以下に、本学の臨地実務実習にあたる「臨地実務実習Ⅰ」、「臨地実務実習Ⅱ」、「臨地

実務実習Ⅲ」の授業の到達目標及びテーマを記すとともに、これら到達目標に対して、具体

的業務内容がどのように設定されているのかを以下に説明する。 
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「臨地実務実習Ⅰ」 

授業の到達目標及びテーマ 

「相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解」 
【到達目標】 
（知識・理解） 
・実習先事業者の製品、業務内容、ビジネスプロセスを理解し説明することができる。 
（能力） 
・実習先の業務内容、ビジネスプロセスに基づいた基本技術を習得している。 
・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、期日を守って業務

を遂行することができる。 
（志向・態度） 
・社会人としての最低限のビジネスマナー身につけている。 
・三現主義（現場・現実・現物）とは何かを体感し理解している。 

臨地実務実習Ⅰのシラバス（本学の実習骨格、資料 27-2-1）にある到達目標授業の到達目

標及びテーマは上記のとおりである。「臨地実務実習Ⅰ」は初めての臨地実務実習として 2
年次の後期に配されており、基本的なビジネスプロセス等の理解に主題を置いている。その

中でも、専門性に関する到達目標に関しては『ビジネスプロセスに基づいた基本技術を習得

している』という項目で、これを充たすために実施計画（臨地実務実習先個別実施計画）で

は、その企業の業務を実践してみることが業務に盛り込まれることになる。 
それが満たされていることを示すために、デジタルエンタテインメント学科における受け

入れ企業の一例として、実際の実施計画書を資料 28-2-1として添付する。この会社を例にと

ると、実習の内容は 
 
① オリエンテーションとして、実習説明、環境構築及び企業業務を理解する。（7.5 時

間） 
② 企業が提示した課題（プロジェクト分析、アセット制作、プログラム開発等）を実

現するための必要技術を理解し、実習計画を立案する。（30 時間） 
③ 計画に沿って実習を進める。適宜、企業担当者に報告しフィードバックを受けなが

ら、成果物を制作する。（75 時間） 
④ 最終プレゼンテーションに向け、成果物のブラッシュアップ、資料作成を進める。

（30 時間） 
⑤ 最終プレゼンテーション、及びフィードバックを受ける。（7.5 時間） 
  

となっており、『ビジネスプロセスに基づいた基本技術を習得している』を充たすために、

 企業が提示した課題（プロジェクト分析、アセット制作、プログラム開発等）を実

現するための必要技術を理解し、実習計画を立案するといった基本技術を実践する授業内容

が盛り込まれている。 
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「臨地実務実習Ⅱ」 

授業の到達目標及びテーマ 

「製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や課題の理解」 
【到達目標】 
（知識・理解） 
・実習先事業者の既存サービスが抱える課題を理解して要点を説明することができる。 
・実習先事業者の既存サービスが抱える課題解決に必要な手法やツールには可能性としてど

のようなものが存在するかの知識を修得して文言でまとめることができる。 
（能力） 
・所属する受け入れ先の部署やチームが担当業務において抱える課題を、局所的に限定せず

に全体を俯瞰しつつ分析することができる。 
・既存サービスにおける課題を専攻する学科・コースの技術（ゲームプロデュース、CG ア

ニメーション）を主に用いて解決する案を複数提示することができる。 
・改善策を実現する手法やツール（のプロトタイプ）を探索、考察することができる。 
（思考・態度） 
・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、自分が担当するプ

ロセスの要求条件を明確に理解し期日を守って業務を遂行することができる。 
・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組むことができる。 
・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、他人に説明することができる。 

臨地実務実習Ⅱのシラバス（本学の実習骨格、資料 27-2-2）にある到達目標授業の到達目

標及びテーマは上記のとおりである。「臨地実務実習Ⅱ」の到達目標は問題点や課題を発見

し、それについて理解することである。「臨地実務実習Ⅱ」は「臨地実務実習Ⅲ」の最終目

的である社会の問題・課題解決のために、学生が専攻する領域（コース）のプロトタイプ開

発が正しく実践されるために必要な、問題・課題発見に主軸が置かれている。 
よって、専門性に関する到達目標に関しては『既存サービスにおける課題を専攻する学

科・コースの技術（ゲームプロデュース、CG アニメーション）を主に用いて解決する案を

複数提示することができる。』ということや、『改善策を実現する手法やツール（のプロト

タイプ）を探索、考察することができる。』という項目で、これを充たすために実施計画

（臨地実務実習先個別実施計画）では、その企業の業務を実践してみるだけではなく、改善

点の発見といった項目が業務に盛り込まれることになる。 
それが満たされていることを示すために、デジタルエンタテインメント学科における受け

入れ企業の一例として、実際の実施計画書を資料 28-2-2として添付する。この会社を例にと

ると、実習の内容は 
① オリエンテーションとして、実習説明、環境構築及び企業業務（コンテンツ、サー

ビス）を理解する。（7.5 時間） 
② 既存業務の改善提案（サービス、プロセス等）をもとに、目的と実施手段、必要技

術、計画をまとめる。（30 時間） 
③ 立案した計画に基づき、改善に向けた実習を遂行する。中間発表に向けての準備及

び発表を行い、フィードバックを受ける。（75 時間） 
④ フィードバックを受けて計画を修正し、修正後の計画に基づき実習を遂行する。

（75 時間） 
⑤ 最終プレゼンテーションに向けて、成果物のブラッシュアップ及び資料作成を行う。

（30 時間） 
⑥  最終プレゼンテーションを行い、フィードバックを受ける。（7.5 時間） 

となっており『既存サービスにおける課題を専攻する学科・コースの技術（ゲームプロデュ

ース、CG アニメーション）を主に用いて解決する案を複数提示することができる。』を充

たすために、既存業務の改善提案（サービス、プロセス等）をもとに、目的と実施手段、必

要技術、計画をまとめる他、『改善策を実現する手法やツール（のプロトタイプ）を探索、

考察することができる。』を充たすために、立案した計画に基づき、改善に向けた実習を遂
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行する。中間発表に向けての準備及び発表を行い、フィードバックを受ける期間が実習内容

に盛り込まれている。 
 
「臨地実務実習Ⅲ」 
「プロトタイプを実現して評価する」 

【到達目標】 

（知識・理解） 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な技術上の条件を理解して要点を説明できる。 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な手法やツールには可能性としてどのようなものが存

在するかの知識を修得して要点を説明できる。 

（能力） 

・所属する受け入れ先の部署やチームの担当業務のさらなる成果向上手段について、情報工学技術

をもちいた複数の解候補から最適性を考慮しながら解を選択することができる。 

・専攻する学科・コースの技術（ゲームプロデュース、CG アニメーション）を主に用いた最適

解に対し部分的であってもプロトタイプを実現し、評価することができる。 

・実現したプロトタイプに対して得られた評価を理解し、修正を加えてより良い問題解決案を考え

ることができる。 

（思考・態度） 

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、自分が担当するプロセス

の要求条件を明確に理解し期日を守って業務を遂行することができる。 

・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組むことができる。 

・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、それに沿った行動をすることができる。 
臨地実務実習Ⅲのシラバス（本学の実習骨格、資料 27-2-3）にある到達目標授業の到達目

標及びテーマは上記のとおりである。「臨地実務実習Ⅲ」はディプロマ・ポリシーにある

“プロトタイプの開発”を実践するだけでなく、評価を正しく理解することで、改めて問題

発見につながるように考えられることを到達目標に定めている。 
よって、専門性に関する到達目標に関しては『専攻する学科・コースの技術（ゲームプロデ

ュース、CG アニメーション）を主に用いた最適解に対し部分的であってもプロトタイプを実現し、

評価することができる。』ということや、『実現したプロトタイプに対して得られた評価を理解し、

修正を加えてより良い問題解決案を考えることができる』という項目が特に重要で、これを充た

すために実施計画（臨地実務実習先個別実施計画）では、例えば、競合会社を意識した改善

提案などの項目が業務に盛り込まれることになる。 
それが満たされていることを示すために、デジタルエンタテインメント学科における受け

入れ企業の一例として、実際の実施計画書を資料 28-2-3として添付する。この会社を例にと

ると、実習の内容は 
①オリエンテーションとして、本実習の目的、環境構築、業務内容の説明（業界説明と企

業の位置や価値とビジネス、コンテンツ構築プロセスにおける受入部署の役割等）を理解す

る。（7.5 時間） 
②扱っているサービスや構築プロセスを対象に、競合会社を意識した改善提案及び計画を

立案する。（30 時間） 
③計画に基づき、改善に向けた実習を遂行する。中間発表に向けての準備及び発表を行い、

フィードバックを受ける。（75 時間） 
④フィードバックを受けて計画を修正し、修正後の計画に基づき実習を遂行する。（75時

間） 
⑤最終プレゼンテーションに向けて、成果物のブラッシュアップ及び資料作成を行う。

（30 時間） 
⑥最終プレゼンテーションを行い、フィードバックを受ける。（7.5 時間） 
  

となっており『専攻する学科・コースの技術（ゲームプロデュース、CGアニメーション）を主

に用いた最適解に対し部分的であってもプロトタイプを実現し、評価することができる。』という
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ことや、『実現したプロトタイプに対して得られた評価を理解し、修正を加えてより良い問題解決

案を考えることができる』を充たすために、フィードバックを受けて計画を修正し、修正後の

計画に基づき実習を遂行するといった内容が実習内容に盛り込まれている。 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
 
11.3 実習水準確保の方策 
大学教育としてふさわしい実習水準を確保す

るために、本学では臨地実務実習実施準備期

間を十分に確保すると同時に体制を整える。

以下、詳細を明記する。 
 
 
11.3.1 実習内容について 
本学の臨地実務実習については、全学科とも

2 年次に「臨地実務実習Ⅰ」、3 年次に「臨地

実務実習Ⅱ」、4 年次に「臨地実務実習Ⅲ」

を段階的に編成している。以下に、本学の臨

地実務実習にあたる「臨地実務実習Ⅰ」、

「臨地実務実習Ⅱ」、「臨地実務実習Ⅲ」の

授業の到達目標及びテーマを記すとともに、

これら到達目標に対して、具体的業務内容が

どのように設定されているのかを以下に説明

する。 
 
 
 
＜情報工学科＞ 
「臨地実務実習Ⅰ」 

授業の到達目標及びテーマ 

「相手先の製品、業務内容、ビジネスプロ

セスなどの理解」 
【到達目標】 
（知識・理解） 
・実習先事業者の製品、業務内容、ビジネ

スプロセスを理解し説明することができ

る。 
（能力） 
・実習先の業務内容、ビジネスプロセスに

基づいた基本技術を習得している。 
・所属する受け入れ先の部署やチームメン

バーと協調性を持って行動し、期日を守っ

て業務を遂行することができる。 
（志向・態度） 
・社会人としての最低限のビジネスマナー

身につけている。 
・三現主義（現場・現実・現物）とは何か

を体感し理解している。 

 
11.3 実習水準確保の方策 
大学教育としてふさわしい実習水準を確保す

るために、本学では臨地実務実習実施準備期

間を十分に確保すると同時に体制を整える。

以下、詳細を明記する。 
 
 
11.3.1 実習内容について 
本学の臨地実務実習については、全学科とも

2 年次に「インターンシップⅠ」「インター

ンシップⅡ」、3 年次に「インターンシップ

Ⅲ」、4 年次に「インターンシップⅣ」を段

階的に編成している。それぞれの臨地実務実

習における「実習の具体的内容」と、それを

通して習得される具体的な「知識・技能」に

ついて、以下に一例を記す。ただし、本学が

中心的に学ぶ工学分野は、時代の変化が激し

い事業領域であるため、毎年実習内容につい

ては見直しを行うとともに、十分な期間をも

って事前に担当教員や職員が受け入れ先企業

と綿密な打ち合わせをすることを基本とし、

詳細な実習要項を作成することとする。 
 
＜インターンシップⅠ＞ 
【得られる知識・技能】 
インターンシップⅠは全学科で実施され、そ

れぞれの学科に応じた臨地実習先で行うが、

実習を通じて習得しようとする知識・技能は

共通している。 
① 社会人としてのビジネスマナー ＜2 学科

共通＞ 
社会人としてのビジネスマナーは業種、業界

を問わず身につける必要がある。 
挨拶、名刺交換、メール利用マナー、電話の

受け答えといった、社会人・ビジネスパーソ

ンとしての基本的なビジネスマナーを臨地実

務実習先で実践し実際の職場で実践できる技

能を身につける。実習施設の実習指導者は、

新人社員教育における指導者と同様のポジシ

ョンとして指導する。 
 
② 社会人、専門職人材としての自覚 ＜2 学
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臨地実務実習Ⅰのシラバス（本学の実習

骨格）にある到達目標授業の到達目標及び

テーマは上記のとおりである。「臨地実務

実習Ⅰ」は初めての臨地実務実習として 2
年次の後期に配されており、基本的なビジ

ネスプロセス等の理解に主題を置いてい

る。その中でも、専門性に関する到達目標

に関しては『ビジネスプロセスに基づいた

基本技術を習得している』という項目で、

これを充たすために実施計画（臨地実務実

習先個別実施計画）では、その企業の業務

を実践してみることが業務に盛り込まれる

ことになる。 
それが満たされていることを示すため

に、情報工学科における受け入れ企業の一

例として、実際の実施計画書を資料 27-1-1
として添付する。この会社を例にとると、

実習の内容は 
 
① 企業が対応可能な業務の理解（15 時

間） 
② 企業が納入したシステムの簡易版の

開発計画（22.5 時間） 
③ 企業が納入したシステムの簡易版に

おける要求分析、ソフトウェア設計業務の

実践（45 時間） 
④ 企業が納入したシステムの簡易版に

おけるソフトウェアテスト、ソフトウェア

保守業務の実践（45 時間） 
⑤企業が納入したシステムの簡易版の製

作発表（22.5 時間） 
 

となっており、『ビジネスプロセスに基づ

いた基本技術を習得している』を充たすた

めに、ソフトウェア設計業務の実践やソフ

トウェアテスト、ソフトウェア保守業務の

実践といった基本技術を実践する授業内容

が盛り込まれている。 
 
 
＜情報工学科＞ 
「臨地実務実習Ⅱ」 

授業の到達目標及びテーマ 

「製品、業務内容、ビジネスプロセスなど

の問題点の発見や課題の理解」 
【到達目標】 
（知識・理解） 
・実習先事業者の既存サービスが抱える課

題を理解して要点を説明することができ

る。 

科共通＞ 
モノづくりの現場では、多くの専門職を含む

人材や部署、他の企業などが自らの責任を果

たし、連携することで、新たな製品やサービ

ス、コンテンツなどが生み出されている。こ

のような実践の場において、それぞれの専門

職が担っている役割や責任、また、本学が目

指す“Designer in Society（社会とともにあ

るデザイナー）”になるために、社会に対し

てどのような貢献ができるのかなどについて

実体験し、専門職人材としての自覚を持たせ

る。実習施設の実習指導者は、新人社員教育

における指導者と同様のポジションとして指

導する。 
 
③ 学部学科ごとに学ぶべき業種、職種特有の

技術など ＜学科別＞ 
インターンシップⅠでは①と②に加えて、

様々な業界におけるモノづくりのプロセスを

実際の制作現場での実習を通じて学ぶことを

目的としている。各プロセスに特化した詳細

レベルの学修ではなく概括的なレベルとす

る。実習施設の実習指導者は、新人社員教育

における指導者と同様のポジションとして指

導。必要に応じて分野ごとの有識者を指導に

加えるなどする。 
 
【実習内容例】 
・情報工学科 
AI、IoT、ロボットの技術は新たな産業を生

み出すとともに、既存の産業にも浸透してき

ている。従来の製品やサービスに AI 、IoT、
ロボットの技術が導入され、より便利に、よ

り安全に、またはそれ以上の価値を創造する

に至っている。インターンシップⅠでは、前

述したような AI、IoT、ロボットの技術を製

品やサービスに応用することで、新たな製品

やサービスを開発、製造している企業での臨

地実習を行う。どのように製品が開発されて

いくのかを実際の制作現場で体験することに

よって、そのプロセスの理解を深める。 
 
・デジタルエンタテインメント学科 
エンタテインメントを目的としたコンテンツ

である、デジタルゲーム、アナログゲーム、

映像作品などがどのようなプロセスによって

生み出されているのかを実際の制作現場にお

いて学ぶ。これらのプロセスにおける一般的

なモデルは存在するが、実際のところはコン

テンツの特性、また人材や機材などのリソー
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・実習先事業者の既存サービスが抱える課

題解決に必要な手法やツールには可能性と

してどのようなものが存在するかの知識を

修得して文言でまとめることができる。 
（能力） 
・所属する受け入れ先の部署やチームが担

当業務において抱える課題を、局所的に限

定せずに全体を俯瞰しつつ分析することが

できる。 
・既存サービスにおける課題を専攻する学

科・コースの技術（AI、 IoT、ロボット）

を主に用いて解決する案を複数提示するこ

とができる。 
・改善策を実現する手法やツール（のプロ

トタイプ）を探索、考察することができ

る。 
（思考・態度） 
・所属する受け入れ先の部署やチームメン

バーと協調性を持って行動し、自分が担当

するプロセスの要求条件を明確に理解し期

日を守って業務を遂行することができる。 
・社会的倫理観と責務をもって業務に取り

組むことができる。 
・三現主義（現場・現実・現物）を理解

し、他人に説明することができる。 
臨地実務実習Ⅱのシラバス（本学の実習

骨格）にある到達目標授業の到達目標及び

テーマは上記のとおりである。「臨地実務

実習Ⅱ」の到達目標は問題点や課題を発見

し、それについて理解することである。

「臨地実務実習Ⅱ」は「臨地実務実習Ⅲ」

の最終目的である社会の問題・課題解決の

ために、学生が専攻する領域（コース）の

プロトタイプ開発が正しく実践されるため

に必要な、問題・課題発見に主軸が置かれ

ている。 
よって、専門性に関する到達目標に関し

ては『既存サービスにおける課題を専攻す

る学科・コースの技術（AI、 IoT、ロボッ

ト）を主に用いて解決する案を複数提示す

ることができる。』ということや、『改善

策を実現する手法やツール（のプロトタイ

プ）を探索、考察することができる。』と

いう項目で、これを充たすために実施計画

（臨地実務実習先個別実施計画）では、そ

の企業の業務を実践してみるだけではな

く、改善点の発見といった項目が業務に盛

り込まれることになる。 
それが満たされていることを示すため

に、情報工学科における受け入れ企業の一

スの確保状況によって千差万別であり、その

難しさや重要性は実際の制作現場でしか学ぶ

ことができない。 
 
 
＜インターンシップⅡ＞ 
インターンシップⅡは全学科で実施され、そ

れぞれの学科に応じた臨地実習先で行うが、

実習を通じて習得しようとするものは共通し

ている。 
インターンシップⅠで学んだ実際の制作現場

での開発、製造プロセスの知識と学内で学ん

だプロジェクトマネジメントの知識に基づ

き、実際の制作現場での開発、製造プロセス

に具体的に関連するツールやシステムの制作

を行う。制作テーマについては事前に臨地実

務実習指導教員と実習施設の実習指導者によ

って検討し、インターンシップⅡの目的に沿

ったものを設定する。また、個々の参加学生

のレベルも考慮したものとする。 
この実習では、開発、製造プロセスの概括的

な理解に基づいた機能デザインや限られた時

間を有効に使うためのプロジェクトマネジメ

ント能力が要求されるため、モノづくりのプ

ロセスや技術面におけるより深い理解を得る

ことができる。 
 
① 開発プロセスをより深く理解する ＜2 学

科共通＞ 
モノづくりに関連する全てのプロセスを深く

理解することは、限られた臨地実務実習の期

間では不可能だが、その一部分についてなら

可能である。最も長い期間であるインターン

シップⅡでは、実習先企業それぞれの開発、

製造プロセスにおいて、特に重要な部分に対

する理解を深めることを目的とする。加え

て、開発、製造プロセスにおいて、具体的に

関連するツールやシステムの制作を行う。実

習施設の実習指導者は学生の制作物が、実態

に即したものとなるよう企画段階から適切な

指導を行う。 
 
② プロジェクトマネジメントの実践学習 ＜

2 学科共通＞ 
情報工学科は 1 年次後期、デジタルエンタテ

インメント学科は 2 年次前期に、プロジェク

トマネジメントを学んでいる。これらの科目

で学んだプロジェクトマネジメントの技法を

①のツール、システム制作において活用する

ことでより実践な理解を深める。実習施設の
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例として、実際の実施計画書を資料 27-1-2
として添付する。この会社を例にとると、

実習の内容は 
 
 
① 企業が納入実績のあるシステムの開

発計画（30 時間） 
② 企業が納入実績のあるシステムにお

ける要求分析、ソフトウェア設計業務の実

践（75 時間） 
③ 企業が納入実績のあるシステムにお

けるソフトウェアテスト、ソフトウェア保

守業務の実践（75 時間） 
④ 企業が納入実績のあるシステムの製

作発表（22.5 時間） 
⑤  企業が納入実績のあるシステムの改

善点の発見（22.5 時間） 
 

となっており『既存サービスにおける課題

を専攻する学科・コースの技術（AI、 
IoT、ロボット）を主に用いて解決する案を

複数提示することができる。』を充たすた

めに、企業が納入実績のあるシステムの製

作発表を通し、複数案を考えその中の最善

案を実際に制作する他、『改善策を実現す

る手法やツール（のプロトタイプ）を探

索、考察することができる。』を充たすた

めに、制作のみならず実際に改善点を発見

させる期間が実習内容に盛り込まれてい

る。 
 
 
＜情報工学科＞ 
「臨地実務実習Ⅲ」 
「プロトタイプを実現して評価する」 

【到達目標】 

（知識・理解） 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な

技術上の条件を理解して要点を説明できる。 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な

手法やツールには可能性としてどのようなもの

が存在するかの知識を修得して要点を説明でき

る。 

（能力） 

・所属する受け入れ先の部署やチームの担当業

務のさらなる成果向上手段について、情報工学

技術をもちいた複数の解候補から最適性を考慮

しながら解を選択することができる。 

・専攻する学科・コースの技術（AI、IoT、ロ

ボット）を主に用いた最適解に対し部分的であ

実習指導者は工数の見積もりについて現場目

線での指導を行う。限られた工数を効果的に

スケジューリングする手法、また制作物に対

する工数の妥当性など実践的な指導を行う。 
 
③ 学部学科ごとに学ぶべき業種、職種特有の

技術など ＜学科別＞ 
インターンシップⅡでは①と②を通じて、

様々な業界におけるモノづくりのプロセス

を、実制作現場での実習を通じてより深く学

ぶとともに、それぞれの業種に特化した専門

的で重要なプロセスについての理解を目的と

している。 
 
 
 
 
【実習内容例】 
・情報工学科 
AI、IoT、ロボットの技術を取り入れた製品

開発、また自動車を構成する多くの部品を開

発する現場においては、MBD（Model Based 
Development）開発手法が広く普及してい

る。 
この開発手法は製品全体レベルの大規模なも

のから、単一部品レベルの小規模なものまで

に用いることができるため、学生のレベルに

応じて難易度を設定した MBD 開発手法を用

いた課題テーマを臨地実務実習指導教員と実

習施設の実習指導者によって検討し設定す

る。MBD 開発手法においては、製品に求め

られる機能や制約を正しく理解し、それをモ

デル化する必要があるため、MBD 開発手法

の実践とともに、モノづくりに対するより深

い理解を得ることができる。 
 
・デジタルエンタテインメント学科 
ゲーム開発のプロセスは大きく分けるとその

大半が、企画の後、仕様を決定し、シナリ

オ・原画・音楽・効果音を付加したプログラ

ムを作成、最終工程としてデバッグ、レベル

デザインを確認し完成に至るが、それぞれの

工程の中でも詳細なプロセスが存在してい

る。これらの一部分のプロセスを学生のレベ

ルに応じて臨地実務実習指導教員と実習施設

の実習指導者によって検討し課題として設定

する。具体的な内容としては開発を支援する

ツールの開発やレベルデザインにおける難易

度検討、プランナーの指示に従ってのキャラ

クターアニメーション制作などがある。 
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ってもプロトタイプを実現し、評価することが

できる。 

・実現したプロトタイプに対して得られた評価

を理解し、修正を加えてより良い問題解決案を

考えることができる。 

（思考・態度） 

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバー

と協調性を持って行動し、自分が担当するプロ

セスの要求条件を明確に理解し期日を守って業

務を遂行することができる。 

・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組む

ことができる。 

・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、そ

れに沿った行動をすることができる。 
臨地実務実習Ⅲのシラバス（本学の実習

骨格）にある到達目標授業の到達目標及び

テーマは上記のとおりである。「臨地実務

実習Ⅲ」はディプロマ・ポリシーにある

“プロトタイプの開発”を実践するだけで

なく、評価を正しく理解することで、改め

て問題発見につながるように考えられるこ

とを到達目標に定めている。 
よって、専門性に関する到達目標に関し

ては『専攻する学科・コースの技術（AI、
IoT、ロボット）を主に用いた最適解に対し部

分的であってもプロトタイプを実現し、評価す

ることができる。』ということや、『実現し

たプロトタイプに対して得られた評価を理解

し、修正を加えてより良い問題解決案を考える

ことができる』という項目が特に重要で、こ

れを充たすために実施計画（臨地実務実習

先個別実施計画）では、例えば、システム

改良版の制作と発表などの項目が業務に盛

り込まれることになる。 
それが満たされていることを示すため

に、情報工学科における受け入れ企業の一

例として、実際の実施計画書を資料 27-1-3
として添付する。この会社を例にとると、

実習の内容は 
 
① 企業が納入実績のあるシステムの改

良版の開発計画（37.5 時間） 
② 企業が納入実績のあるシステムの改

良版における要求分析、ソフトウェア設計

業務の実践（82.5 時間） 
③ 企業が納入実績のあるシステムの改

良版におけるソフトウェアテスト、ソフト

ウェア保守業務の実践（82.5 時間） 
④ 企業が納入実績のあるシステムの改

良版の製作発表（22.5 時間） 

 
＜インターンシップⅢ＞ 
インターンシップⅢは全学科で実施され、そ

れぞれの学部学科に応じた臨地実習先で行う

が、実習を通じて習得しようとするものは共

通している。 
また、2 年次までの英語コミュニケーション

科目の成績及び英語テスト（TOEIC 等）によ

り一定の基準を満たす学生については、海外

での実習を選択することが可能となってい

る。ただし、受け入れ企業が独自に行う試験

（スカイプなどのインターネット電話を利用

した面接）に合格する必要がある。 
インターンシップⅢでは、インターンシップ

Ⅰ、Ⅱで学んできた、実際の制作現場での開

発プロセス、プロジェクトマネジメント、業

種ごとに特化した実際の制作現場でのツール

やシステムなどの開発に基づいたより高度な

臨地実習を行う。 
 
① 実習先企業の業務プロセスを理解した改善

提案 ＜学科共通＞ 
インターンシップⅢでは実習先企業に対して

改善提案を行う。そのためには、現状プロセ

スの正しい理解と、それに基づいて問題点を

発見する能力が求められるが、これまでの学

内での学習、実習、インターンシップⅠ、Ⅱ

で得た知識や経験を活用することで対応する

よう指導する。また、改善提案は業務の見直

しといったワークフロー改善などを含んでも

よいが、それを支援するためのツールやシス

テムを併せて提案することを義務付ける。こ

の提案には実習施設の実習指導者によってア

ドバイスを行い、実際の制作現場ならではの

視点や観点を学ぶ。 
 
② 改善提案に基づいたプロトタイプの開発 

＜学科別＞ 
①の提案に基づいて、プロトタイプの開発を

行う。上流工程としてプロトタイプを使用す

る人達へのヒアリングを行い更なる詳細な要

件定義をまとめる、要件定義に基づいた仕様

の見直しなど実際の制作現場でしか体験でき

ない経験によってより理解を深める。これら

の学習は学生が主体となって行うが、実習施

設の実習指導者によってアドバイスを行い、

実際の制作現場ならではの視点や観点を学

ぶ。 
 
【実習内容例】 
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となっており『専攻する学科・コースの技術

（AI、IoT、ロボット）を主に用いた最適解に

対し部分的であってもプロトタイプを実現し、

評価することができる。』ということや、

『実現したプロトタイプに対して得られた評価

を理解し、修正を加えてより良い問題解決案を

考えることができる』を充たすために、納入

実績のあるシステムの改良版の製作発表が

実習内容に盛り込まれている。 
 
 

 
＜デジタルエンタテインメント学科＞ 
「臨地実務実習Ⅰ」 

授業の到達目標及びテーマ 

「相手先の製品、業務内容、ビジネスプロ

セスなどの理解」 
【到達目標】 
（知識・理解） 
・実習先事業者の製品、業務内容、ビジネ

スプロセスを理解し説明することができ

る。 
（能力） 
・実習先の業務内容、ビジネスプロセスに

基づいた基本技術を習得している。 
・所属する受け入れ先の部署やチームメン

バーと協調性を持って行動し、期日を守っ

て業務を遂行することができる。 
（志向・態度） 
・社会人としての最低限のビジネスマナー

身につけている。 
・三現主義（現場・現実・現物）とは何か

を体感し理解している。 
臨地実務実習Ⅰのシラバス（本学の実習

骨格、資料 27-2-1）にある到達目標授業の

到達目標及びテーマは上記のとおりであ

る。「臨地実務実習Ⅰ」は初めての臨地実

務実習として 2 年次の後期に配されてお

り、基本的なビジネスプロセス等の理解に

主題を置いている。その中でも、専門性に

関する到達目標に関しては『ビジネスプロ

セスに基づいた基本技術を習得している』

という項目で、これを充たすために実施計

画（臨地実務実習先個別実施計画）では、

その企業の業務を実践してみることが業務

に盛り込まれることになる。 
それが満たされていることを示すため

に、デジタルエンタテインメント学科にお

・情報工学科 
AI、IoT、ロボットといった先端情報工学分

野を学ぶ時、AI 領域は主に Python といった

プログラミング言語の知識、IoT 分野ではサ

ーバでの情報処理方法、ロボット領域では 3D
プリンタ技術等、それぞれの要素を個々に修

得することが多い。一方、実際の制作現場で

はそれぞれの領域が複合的に入り組んだサー

ビスがほとんどであって、プロジェクト単位

で取り組む際には横断的な知識と教養が必要

になる。インターンシップⅢでは、AI、
IoT、ロボットといったそれぞれのコースが

主体となって取り組んでいる技術範囲だけで

はなく、他コースの技術要素を利用したサー

ビスを制作、若しくは全く異なる事業領域に

対し AI、IoT、ロボット領域における技術を

付加したサービスを制作するといった、専門

にとらわれない実業務に近い実践的なスキル

を身につける。 
 
・デジタルエンタテインメント学科 
ゲームや映像作品に登場する CG モデルは 3D 
CG ソフトを用いて制作されているが、実際

の制作現場においては制作するモデルや目的

によって、これらのソフトウェアのカスタマ

イズを行っている。また業務に応じたオリジ

ナルのツールソフトウェア上で開発し、作業

の効率化を図っている。これらはソフトウェ

ア特有のスクリプト言語や、Python を用いる

ことで実装することができる。この機能を活

かし、現場観察によって見出した問題点を改

善するためのツールを作成し、実習先企業で

リリースまで行う。リリース時にはインスト

ールマニュアルや操作説明書、更なるカスタ

マイズのための基本仕様書なども配布するな

ど、より実践的なスキルを身につける。 
 
＜インターンシップⅣ＞ 
インターンシップⅣは全学科で実施され、そ

れぞれの学科に応じた臨地実習先で行うが、

実習を通じて習得しようとするものは共通し

ている。 
また、3 年次までの英語コミュニケーション

科目の成績及び英語テスト（TOEIC 等）によ

り一定の基準を満たす学生については、海外

での実習を選択することが可能となってい

る。ただし、受け入れ企業が独自に行う試験

（スカイプなどのインターネット電話を利用

した面接）に合格する必要がある。 
インターンシップⅣでは、これまでの学びの
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ける受け入れ企業の一例として、実際の実

施計画書を資料 28-2-1 として添付する。こ

の会社を例にとると、実習の内容は 
 
① オリエンテーションとして、実習説

明、環境構築及び企業業務を理解する。

（7.5 時間） 
② 企業が提示した課題（プロジェクト

分析、アセット制作、プログラム開発等）

を実現するための必要技術を理解し、実習

計画を立案する。（30 時間） 
③ 計画に沿って実習を進める。適宜、

企業担当者に報告しフィードバックを受け

ながら、成果物を制作する。（75 時間） 
④ 最終プレゼンテーションに向け、成

果物のブラッシュアップ、資料作成を進め

る。（30 時間） 
⑤ 最終プレゼンテーション、及びフィ

ードバックを受ける。（7.5 時間） 
  

となっており、『ビジネスプロセスに基づ

いた基本技術を習得している』を充たすた

めに、 企業が提示した課題（プロジェクト

分析、アセット制作、プログラム開発等）

を実現するための必要技術を理解し、実習

計画を立案するといった基本技術を実践す

る授業内容が盛り込まれている。 
 
＜デジタルエンタテインメント学科＞ 
「臨地実務実習Ⅱ」 

授業の到達目標及びテーマ 

「製品、業務内容、ビジネスプロセスなど

の問題点の発見や課題の理解」 
【到達目標】 
（知識・理解） 
・実習先事業者の既存サービスが抱える課

題を理解して要点を説明することができ

る。 
・実習先事業者の既存サービスが抱える課

題解決に必要な手法やツールには可能性と

してどのようなものが存在するかの知識を

修得して文言でまとめることができる。 
（能力） 
・所属する受け入れ先の部署やチームが担

当業務において抱える課題を、局所的に限

定せずに全体を俯瞰しつつ分析することが

できる。 
・既存サービスにおける課題を専攻する学

科・コースの技術（ゲームプロデュース、

CGアニメーション）を主に用いて解決する

集大成として、社会が求める価値を敏感に捉

え、新しい価値を生み出す一連のプロセスを

実践する。実習先が取り扱うサービスやコン

テンツ、製品、あるいは有する技術を基にし

た、社会が求める新しい価値をプロトタイプ

とともに提案する。支援ツールや支援システ

ムによる改善提案ではなくコンテンツやサー

ビス、製品そのものの提案であることがイン

ターンシップⅢとの大きな違いである。 
 
① 実習先企業に関する調査と理解 ＜2 学科

共通＞ 
実習先企業がどのようなサービスやコンテン

ツ、製品を作っているのか、どのような技術

を有しているのか、また、それらの強みは何

かを正しく理解する。それだけではなく、ク

ライアントや物によっては一般ユーザー、販

路、関連企業、グループ企業、企業ブラン

ド、保有施設など、利用できそうなあらゆる

情報を調査し理解する。これらの調査は学生

主体で行わせ、実習施設の実習指導者は、状

況に応じた調査方法のアドバイスするレベル

にとどめ、具体的な回答は行わないようにす

る。 
 
② マーケティング調査 ＜2 学科共通＞ 
3 年次後期の『グローバル市場化戦略』で学

んだ知識を主に用いて市場動向を調査する。

実習先企業と、そのサービスやコンテンツ、

製品をとりまく市場を調査し戦略を考える。 
 
③ プロトタイプを用いた新たなサービスやコ

ンテンツ、製品などの提案 ＜学科別＞ 
①②の調査結果に基づいて、新たな価値を有

するサービスやコンテンツ、製品をプロトタ

イプを用いて提案する。本学が養成する

“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”に相応しいデザイン思考を骨格

として持ちつつ、それらは理論にも裏打ちさ

れた社会が求めるモノである必要性がある。

よって、今までの知識・教養だけではなく、

①②の調査結果に基づいた理論的な提案であ

ることが重要となる。 
 
【実習内容例】 
・情報工学科 
AI、IoT、ロボットといった技術の集合体と

言える人型ロボットは、市場に応じて、介

護・教育・警備・接客といった様々なニーズ

が存在する。一方で、ヒトに直接的に触れる
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案を複数提示することができる。 
・改善策を実現する手法やツール（のプロ

トタイプ）を探索、考察することができ

る。 
（思考・態度） 
・所属する受け入れ先の部署やチームメン

バーと協調性を持って行動し、自分が担当

するプロセスの要求条件を明確に理解し期

日を守って業務を遂行することができる。 
・社会的倫理観と責務をもって業務に取り

組むことができる。 
・三現主義（現場・現実・現物）を理解

し、他人に説明することができる。 
臨地実務実習Ⅱのシラバス（本学の実習

骨格、資料 27-2-2）にある到達目標授業の

到達目標及びテーマは上記のとおりであ

る。「臨地実務実習Ⅱ」の到達目標は問題

点や課題を発見し、それについて理解する

ことである。「臨地実務実習Ⅱ」は「臨地

実務実習Ⅲ」の最終目的である社会の問

題・課題解決のために、学生が専攻する領

域（コース）のプロトタイプ開発が正しく

実践されるために必要な、問題・課題発見

に主軸が置かれている。 
よって、専門性に関する到達目標に関し

ては『既存サービスにおける課題を専攻す

る学科・コースの技術（ゲームプロデュー

ス、CGアニメーション）を主に用いて解決

する案を複数提示することができる。』と

いうことや、『改善策を実現する手法やツ

ール（のプロトタイプ）を探索、考察する

ことができる。』という項目で、これを充

たすために実施計画（臨地実務実習先個別

実施計画）では、その企業の業務を実践し

てみるだけではなく、改善点の発見といっ

た項目が業務に盛り込まれることになる。 
それが満たされていることを示すため

に、デジタルエンタテインメント学科にお

ける受け入れ企業の一例として、実際の実

施計画書を資料 28-2-2 として添付する。こ

の会社を例にとると、実習の内容は 
① オリエンテーションとして、実習説

明、環境構築及び企業業務（コンテンツ、

サービス）を理解する。（7.5 時間） 
② 既存業務の改善提案（サービス、プ

ロセス等）をもとに、目的と実施手段、必

要技術、計画をまとめる。（30 時間） 
③ 立案した計画に基づき、改善に向け

た実習を遂行する。中間発表に向けての準

備及び発表を行い、フィードバックを受け

ことから高い倫理観や完成度が求められると

ともに、高コストといった様々な障壁が存在

する。 
学生がそれぞれのコースで学んできた専門性

を生かしその企業の人型ロボットに対し、AI
戦略コース出身の学生は例えば“感情”とい

った学習システムの要件定義追加による顧客

ニーズの新規戦略提案、IoT システムコース

出身の学生はスマートフォンでの遠隔操作シ

ステムの新システム開発、ロボット開発コー

スの学生は姉妹ロボットとなるような新たな

ロボットのプロトタイプの開発などを行うこ

ととする。決まった期間で PDCA サイクルが

回り、価値創造がなされるように、実習施設

の実習指導者は、状況に応じて具体的なアド

バイスを与えたり、相談できるスタッフを紹

介したりするなど、学生の上司的なポジショ

ンで指導を行う。 
 
・デジタルエンタテインメント学科 
現状でも、リハビリなどにおいてデジタルソ

フトを用いたゲームコンテンツのようなもの

が使われているが、洗練されたものではな

く、大きな改善の余地が存在している。この

点に着目し、エンタテインメントとしてのコ

ンテンツを医療現場におけるリハビリのため

のコンテンツとして開発する。現在のリハビ

リ手法について調査し、その要件を満たし、

かつ、新しい機能を追加する。実習施設の実

習指導者は、状況に応じて具体的なアドバイ

スを与えたり、相談できるスタッフを紹介し

たりするなど、学生の上司的なポジションで

指導を行う。 
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る。（75 時間） 
④ フィードバックを受けて計画を修正

し、修正後の計画に基づき実習を遂行す

る。（75 時間） 
⑤ 最終プレゼンテーションに向けて、

成果物のブラッシュアップ及び資料作成を

行う。（30 時間） 
⑥  最終プレゼンテーションを行い、フ

ィードバックを受ける。（7.5 時間） 
となっており『既存サービスにおける課題

を専攻する学科・コースの技術（ゲームプ

ロデュース、CGアニメーション）を主に用

いて解決する案を複数提示することができ

る。』を充たすために、既存業務の改善提

案（サービス、プロセス等）をもとに、目

的と実施手段、必要技術、計画をまとめる

他、『改善策を実現する手法やツール（の

プロトタイプ）を探索、考察することがで

きる。』を充たすために、立案した計画に

基づき、改善に向けた実習を遂行する。中

間発表に向けての準備及び発表を行い、フ

ィードバックを受ける期間が実習内容に盛

り込まれている。 
 
＜デジタルエンタテインメント学科＞ 
「臨地実務実習Ⅲ」 
「プロトタイプを実現して評価する」 

【到達目標】 

（知識・理解） 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な

技術上の条件を理解して要点を説明できる。 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な

手法やツールには可能性としてどのようなもの

が存在するかの知識を修得して要点を説明でき

る。 

（能力） 

・所属する受け入れ先の部署やチームの担当業

務のさらなる成果向上手段について、情報工学

技術をもちいた複数の解候補から最適性を考慮

しながら解を選択することができる。 

・専攻する学科・コースの技術（ゲームプロ

デュース、CG アニメーション）を主に用い

た最適解に対し部分的であってもプロトタイプ

を実現し、評価することができる。 

・実現したプロトタイプに対して得られた評価

を理解し、修正を加えてより良い問題解決案を

考えることができる。 

（思考・態度） 

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバー

と協調性を持って行動し、自分が担当するプロ
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セスの要求条件を明確に理解し期日を守って業

務を遂行することができる。 

・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組む

ことができる。 

・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、そ

れに沿った行動をすることができる。 
臨地実務実習Ⅲのシラバス（本学の実習

骨格、資料 27-2-3）にある到達目標授業の

到達目標及びテーマは上記のとおりであ

る。「臨地実務実習Ⅲ」はディプロマ・ポ

リシーにある“プロトタイプの開発”を実

践するだけでなく、評価を正しく理解する

ことで、改めて問題発見につながるように

考えられることを到達目標に定めている。 
よって、専門性に関する到達目標に関し

ては『専攻する学科・コースの技術（ゲーム

プロデュース、CG アニメーション）を主に

用いた最適解に対し部分的であってもプロトタ

イプを実現し、評価することができる。』とい

うことや、『実現したプロトタイプに対して

得られた評価を理解し、修正を加えてより良い

問題解決案を考えることができる』という項

目が特に重要で、これを充たすために実施

計画（臨地実務実習先個別実施計画）で

は、例えば、競合会社を意識した改善提案

などの項目が業務に盛り込まれることにな

る。 
それが満たされていることを示すため

に、デジタルエンタテインメント学科にお

ける受け入れ企業の一例として、実際の実

施計画書を資料 28-2-3 として添付する。こ

の会社を例にとると、実習の内容は 
①オリエンテーションとして、本実習の

目的、環境構築、業務内容の説明（業界説

明と企業の位置や価値とビジネス、コンテ

ンツ構築プロセスにおける受入部署の役割

等）を理解する。（7.5 時間） 
②扱っているサービスや構築プロセスを

対象に、競合会社を意識した改善提案及び

計画を立案する。（30 時間） 
③計画に基づき、改善に向けた実習を遂

行する。中間発表に向けての準備及び発表

を行い、フィードバックを受ける。（75 時

間） 
④フィードバックを受けて計画を修正

し、修正後の計画に基づき実習を遂行す

る。（75 時間） 
⑤最終プレゼンテーションに向けて、成

果物のブラッシュアップ及び資料作成を行

う。（30 時間） 
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⑥最終プレゼンテーションを行い、フィ

ードバックを受ける。（7.5 時間） 
  

となっており『専攻する学科・コースの技術

（ゲームプロデュース、CG アニメーショ

ン）を主に用いた最適解に対し部分的であって

もプロトタイプを実現し、評価することができ

る。』ということや、『実現したプロトタイ

プに対して得られた評価を理解し、修正を加え

てより良い問題解決案を考えることができる』

を充たすために、フィードバックを受けて

計画を修正し、修正後の計画に基づき実習

を遂行するといった内容が実習内容に盛り

込まれている。 
 

 
 

 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 

新 旧 
（資料27） （追加） 

（資料28） （追加） 

(削除) 
 

(資料25-1) 

(資料31-1,2,3) 
 

(資料25-2,3,4) 
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（是正事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科 
  

７．＜臨地実務実習に関する疑義＞ 
臨地実務実習について以下の点を是正し、専門職大学としてふさわしい水準内容

の計画とすること。【２学科共通】 

（５）臨地実務実習施設として海外の施設も含まれているが、巡回指導を行わな

い計画であるため、国内の施設と同等の質で実習を行うことができるのか不明確

であるとともに、学生の安全確保等の点でも懸念がある。また、海外の実習施設

との事前の協議等をどのように行うのか不明確である。 

 本学が計画する海外での臨地実務実習について、国内の施設と同等の質で実習を行うこと

ができるのか、学生の安全確保等、海外の実習施設との事前の協議等、不明確もしくは懸念

とされている点について再検証した。 
その結果、実施施設を大幅に削減することとなったものの、一部の海外施設では国内と同

等の質・環境を確保の上で、臨地実務実習を行うことができるという結論に達した。その根拠

を説明する。 
 
 
■国内の施設と同等の質で実習を行うことができるか 

1. 海外の臨地実務実習施設の再検証 
海外の臨地実務実習施設において国内の施設と同等の質で実習を行えるかどうかにつ

いて、①事前協議の実現性、②実習指導者の確保、③適切な指導の実現性、④依頼内容

が実習指導者へ正しく伝わるか、加えて、加えて、以下に詳細を記すが、学生の安全面

の確保できるように、⑤現地に日本語対応ができる指導員、若しくは指導員の補助（メ

ンター）が確保できるのか、といった点や、⑥学生のトラブルに対応できるのか（実習

先の施設から数時間で学生のもとにかけつけることのできるエージェントが確保できる

のか等）などを再検証した結果、従前より予定していた海外実習施設の概ね 3 分の 1 に

ついては、同等の質を確保できると確認できた。 
一方、残り 3 分の 2 の施設については、同等の質を確保できるどうかについて、現時

点では十分な確認ができなかったことにより、今回の申請において臨地実務実習施設の

対象から外す。ただし、通常授業に影響のないプログラム、かつ、単位を与えないオプ

ション授業として「海外インターンシップⅠ～Ⅲ」として用意する。「海外インターン

シップⅠ～Ⅲ」として実施することで、開学後に、これらの施設においても国内と同等

の質で実習を行えることを確認できるようになった場合、改めて「臨地実務実習Ⅲ」に

配置する、もしくは新たに科目を配置する予定である。 

2. 海外の臨地実務実習における質の確保 
 海外の臨地実務実習においても、国内の施設と同等の質で実習を行うことができるよ

う、本学では担当教員による指導方法を工夫する。国内の臨地実務実習では①担当教員

による巡回指導（最低 1 回）、②2 週間ごとの帰校、を定めている。一方、海外の臨地

実務実習では巡回指導が困難であるという実状を踏まえて、国内よりも実質的に多くの

指導時間を確保する。具体的には、週 1 回以上のテレビ電話会議を開く。 

 
 
 
■学生の安全確保等について 
 海外施設での臨地実務実習における学生の安全確保等については、以下の対策を講ずる。 

 ①教職員が、実習開始前に現地を視察する（最低 1 回）。 

35



 ②本学に据えるキャリア・サポートセンターが、現地の留学エージェント等も活用して、

実習開始前に実習先国及び実習施設が存在する地域の治安情勢（テロや暴動の発生、衛

生状態、社会問題等）に問題がないことを確認する。さらに、実習期間中、治安情勢の

モニターを継続する。 
 ③学生に何らかのトラブルが生じたあるいはトラブルに巻き込まれた場合、数時間以内に

現地の留学エージェントが、実習施設もしくは学生の宿泊先に駆けつけることのできる

態勢を整備する。さらに、必要に応じて教職員が現地に赴き対応にあたる。ここで言う

エージェントは、実施する海外臨地実務実習先に必ず準備する。 
④本学の学生は入学時から、臨地実務実習活動中やその往復において、物損や他者への怪

我も含め補償するような保険に加入する。ただし、海外臨地実務実習に参加する場合に

おいては、その範囲も保証となる保険に追加で加入する。 
 
 

■海外の実習施設との事前の協議について 
実施是非の再確認や事前協議については、以下の通り国内の実施企業とほぼ同様に行うこ

とができる。 

①教職員は、事前にメールや電話などを通じて実習指導者と連絡を取り合うほか、現地を

視察する（最低 1 回）。 
②学生自身も実習先事業者の調査を行い、事前に実習施設を訪問することを基本とする。

ただし、実習指導者の都合などで訪問が難しい場合のほか、通常授業との兼ね合いや学

生の交通費負担などの観点から訪問が困難であると認められる場合に限り、テレビ電話

やメールなどを代替手段として認める。なお、事前訪問を省略する学生に対しては、実

習先事業者の認識を深める課題を追加的に課すとともに、臨地実務実習初日の出勤にか

かる認識を担当教員及びキャリア・サポートセンターの職員と共有する。 
 

 
■実習指導者について 
 海外臨地実務実習での指導者は、学生への指導の充実やフォロー、安全面の確保などの観

点から日本語にも対応できる指導者としている。特に完成年度までは、学生のさらなる安全

面を考慮し、指導者全員を日本人としている。勿論、現地での学修は基本的に全て英語で行

われるが、学生の安全面等に何か生じた場合は、日本語でも対応可能となっている。 
 

 
■学生の選考について 

海外臨地実務実習は、希望する学生全てが参加することはできない。参加を希望する学生

の内、一定の基準を満たし、かつ、受け入れ先企業による面接（必要に応じて実施する）に

合格し、海外臨地実務実習でかかる追加の学費（海外臨地実務実習用の保険への追加加入な

どが必要なため）が払える学生のみが参加することができる。よって、海外臨地実務実習を

希望しない学生が海外の実習先に配属されることはない。 
ここでいう、一定の基準とは、3 年次前期までの「英語コミュニケーション」の成績や

TOEIC®テストの成績をクリアしたものが受講可能とする。加えて、受け入れ先企業による

面接とは、「受け入れ先企業による学生の危機管理能力の判定」を主に測るための面接であ

って、企業が学生を選抜する面接ではない。 
海外臨地実務実習の選考は実際に実習が始まる半年～1 年程度前に実施し、国内の臨地実務

実習先選考が行われる前に、海外臨地実務実習の可否が確定させる。よって、選考から漏れた学

生は海外企業を希望しなかった学生と同タイミングで、国内臨地実務実習の希望調査に参加でき

る。よって、選考に漏れた場合でも学生に不利益が生じることは基本的にない。 
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
11.5 その他、特記事項 
11.5.1 保険加入による安全の確保と守秘義務

について 
本学の学生は入学時から、臨地実務実習活動

中やその往復において、物損や他者への怪我

も含め補償するような保険に加入する。ただ

し、海外臨地実務実習に参加する場合におい

ては、その範囲も保証となる保険に追加で加

入することとする。 
加えて、受け入れ先企業で得た情報が外部に

知られることのないように学生に注意喚起を

行うことはもちろん、企業側が不要とする場

合を除いて、秘密保持契約をそれぞれの臨地

実務実習先と学生が結ぶ。この書類における

書式は本学が既に確保した受け入れ先企業が

海外も含め多種多様に及ぶため、基本的に企

業側のフォーマットに合わせることとする。 
 
 
11.5.2 単位認定方法と適切な単位数の設定 
情報工学科、デジタルエンタテインメント学

科は、教育課程において定めた「インターン

シップⅠ～Ⅳ」を履修する。この「インター

ンシップⅠ～Ⅳ」は「インターンシップの更

なる充実に向けて 議論の取りまとめ」（文部

科学省Webページ インターンシップの推進等

に関する調査研究協力者会議（掲載日：平成

29 年 6 月 16 日 ）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chous
a/koutou/076/gaiyou/1386864.htm ）にも明

記があるように、就業体験を満たすことはも

ちろんのこと、社会の発展に寄与する人材を

輩出するために、少なくとも 2 週間以上の期

間とし、学生の目的を明確化させた上で行う

こととする。それぞれの概要、成績評価方

法、単位認定方法を下記に記す。また、「実

習日誌」や「臨地実習報告書」といった実習

授業で主に使用する書類を資料 28 に添付す

る。 
成績評価方法は、80%以上の出席率を前提と

し、評価が 60点以上を取得した場合に単位を

認定する。単位数は「インターンシップⅠ」

は期間が 2 週間で実働時間が 75 時間以上とい

う観点から 2.5 単位、「インターンシップ

Ⅱ」は期間が 6 週間で実働時間が 225 時間以

上という観点から 7.5 単位、「インターンシ

ップⅢ、Ⅳ」は期間が 4 週間で実働時間が

11.5 その他、特記事項 
11.5.1 保険加入による安全の確保と守秘義務

について 
本学の学生は入学時から、臨地実務実習活動

中やその往復において、物損や他者への怪我

も含め補償するような保険に加入する。ただ

し、海外臨地実務実習に参加する場合におい

ては、その範囲も保証となる保険に追加で加

入することとする。 
加えて、受け入れ先企業で得た情報が外部に

知られることのないように学生に注意喚起を

行うことはもちろん、企業側が不要とする場

合を除いて、秘密保持契約をそれぞれの臨地

実務実習先と学生が結ぶ。この書類における

書式は本学が既に確保した受け入れ先企業が

海外も含め多種多様に及ぶため、基本的に企

業側のフォーマットに合わせることとする。 
 
 
11.5.2 単位認定方法と適切な単位数の設定 
情報工学科、デジタルエンタテインメント学

科は、教育課程において定めた「インターン

シップⅠ～Ⅳ」を履修する。この「インター

ンシップⅠ～Ⅳ」は「インターンシップの更

なる充実に向けて 議論の取りまとめ」（文部

科学省Webページ インターンシップの推進等

に関する調査研究協力者会議（掲載日：平成

29 年 6 月 16 日 ）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chous
a/koutou/076/gaiyou/1386864.htm ）にも明

記があるように、就業体験を満たすことはも

ちろんのこと、社会の発展に寄与する人材を

輩出するために、少なくとも 2 週間以上の期

間とし、学生の目的を明確化させた上で行う

こととする。それぞれの概要、成績評価方

法、単位認定方法を下記に記す。また、「実

習日誌」や「臨地実習報告書」といった実習

授業で主に使用する書類を資料 28 に添付す

る。 
成績評価方法は、80%以上の出席率を前提と

し、評価が 60 点以上を取得した場合に単位を

認定する。単位数は「インターンシップⅠ」

は期間が 2週間で実働時間が 75 時間以上とい

う観点から 2.5 単位、「インターンシップ

Ⅱ」は期間が 6 週間で実働時間が 225 時間以

上という観点から 7.5 単位、「インターンシ

ップⅢ、Ⅳ」は期間が 4 週間で実働時間が
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150時間以上という観点から、5単位を与える

こととする。 
 
 
11.5.3 国外における臨地実習について 
以下、海外の臨地実務実習について記す。海

外臨地実務実習は学生の英語に関する学修度

を考慮し「臨地実務実習Ⅲ」にのみ実施を行

う。 
11.5.3.1 国内での実習との同等性について 
 海外の臨地実務実習施設において国内の施

設と同等の質で実習を行えるかどうかについ

て、①事前協議の実現性、②実習指導者の確

保、③適切な指導の実現性、④依頼内容が実

習指導者へ正しく伝わるか、加えて、加え

て、以下に詳細を記すが、学生の安全面の確

保できるように、⑤現地に日本語対応ができ

る指導員、若しくは指導員の補助（メンタ

ー）が確保できるのか、といった点や、⑥学

生のトラブルに対応できるのか（実習先の施

設から数時間で学生のもとにかけつけること

のできるエージェントが確保できるのか等）

などを再検証した結果、従前より予定してい

た海外実習施設の概ね 3 分の 1 については、

同等の質を確保できると確認できた。 
一方、残り 3 分の 2 の施設については、同等

の質を確保できるどうかについて、現時点で

は十分な確認ができなかったことにより、今

回の申請において臨地実務実習施設の対象か

ら外す。ただし、通常授業に影響のないプロ

グラム、かつ、単位を与えないオプション授

業として「海外インターンシップⅠ～Ⅲ」と

して用意する。「海外インターンシップⅠ～

Ⅲ」として実施することで、開学後に、これ

らの施設においても国内と同等の質で実習を

行えることを確認できるようになった場合、

改めて「臨地実務実習Ⅲ」に配置する、もし

くは新たに科目を配置する予定である。 
 
11.5.3.2 学生の選考について 
海外臨地実務実習は、希望する学生全てが参

加することはできない。参加を希望する学生

の内、一定の基準を満たし、かつ、受け入れ

先企業による面接（必要に応じて実施する）

に合格し、海外臨地実務実習でかかる追加の

学費（海外臨地実務実習用の保険への追加加

入などが必要なため）が払える学生のみが参

加することができる。よって、海外臨地実務

実習を希望しない学生が海外の実習先に配属

されることはない。 

150時間以上という観点から、5単位を与える

こととする。 
 
 
（追加） 
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ここでいう、一定の基準とは、3 年次前期ま

での「英語コミュニケーション」の成績や

TOEIC®テストの成績をクリアしたものが受

講可能とする。加えて、受け入れ先企業によ

る面接とは、「受け入れ先企業による学生の

危機管理能力の判定」を主に測るための面接

であって、企業が学生を選抜する面接ではな

い。 
海外臨地実務実習の選考は実際に実習が始ま

る半年～1 年程度前に実施し、国内の臨地実

務実習先選考が行われる前に、海外臨地実務

実習の可否が確定させる。よって、選考から

漏れた学生は海外企業を希望しなかった学生

と同タイミングで、国内臨地実務実習の希望

調査に参加できる。よって、選考に漏れた場

合でも学生に不利益が生じることは基本的に

ない。 
 
11.5.3.3 学生の安全確保等について 
 海外施設での臨地実務実習における学生の

安全確保等については、以下の対策を講ず

る。 
 ①教職員が、実習開始前に現地を視察する

（最低 1 回）。 
 ②本学に据えるキャリア・サポートセンタ

ーが、現地の留学エージェント等も活用し

て、実習開始前に実習先国及び実習施設が存

在する地域の治安情勢（テロや暴動の発生、

衛生状態、社会問題等）に問題がないことを

確認する。さらに、実習期間中、治安情勢の

モニターを継続する。 
 ③学生に何らかのトラブルが生じたあるい

はトラブルに巻き込まれた場合、数時間以内

に現地の留学エージェントが、実習施設もし

くは学生の宿泊先に駆けつけることのできる

態勢を整備する。さらに、必要に応じて教職

員が現地に赴き対応にあたる。ここで言うエ

ージェントは、実施する海外臨地実務実習先

に必ず準備する。 
④本学の学生は入学時から、臨地実務実習活

動中やその往復において、物損や他者への怪

我も含め補償するような保険に加入する。た

だし、海外臨地実務実習に参加する場合にお

いては、その範囲も保証となる保険に追加で

加入する。 
 
11.5.3.4 海外の実習施設との事前の協議につ

いて 
実施是非の再確認や事前協議については、以

下の通り国内の実施企業とほぼ同様に行うこ
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とができる。 
①教職員は、事前にメールや電話などを通じ

て実習指導者と連絡を取り合うほか、現地を

視察する（最低 1 回）。 
②学生自身も実習先事業者の調査を行い、事

前に実習施設を訪問することを基本とする。

ただし、実習指導者の都合などで訪問が難し

い場合のほか、通常授業との兼ね合いや学生

の交通費負担などの観点から訪問が困難であ

ると認められる場合に限り、テレビ電話やメ

ールなどを代替手段として認める。なお、事

前訪問を省略する学生に対しては、実習先事

業者の認識を深める課題を追加的に課すとと

もに、臨地実務実習初日の出勤にかかる認識

を担当教員及びキャリア・サポートセンター

の職員と共有する。 
 
11.5.3.5 実習指導者について 
 海外臨地実務実習での指導者は、学生への

指導の充実やフォロー、安全面の確保などの

観点から日本語にも対応できる指導者として

いる。特に完成年度までは、学生のさらなる

安全面を考慮し、指導者全員を日本人として

いる。勿論、現地での学修は基本的に全て英

語で行われるが、学生の安全面等に何か生じ

た場合は、日本語でも対応可能となってい

る。 
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（是正事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科

７．＜臨地実務実習に関する疑義＞

臨地実務実習について以下の点を是正し、専門職大学としてふさわしい水準内容

の計画とすること。【２学科共通】

（６）学科の中にコースを設ける計画であるが、コースの目標を達成するため

に、コースごとの適切な臨地実務実習施設に学生を配置する必要があるが、どの

コースの学生をどの臨地実務実習施設に配置するか不明である。

（対応）

審査意見 7(1)と同様、臨地実務実習先施設について選定理由が不明確であり、選定が不適切で

あったため、実習先選定理由を改めるとともに、実習先について改める。

審査意見 1、2、3、4、5、7 等から、臨地実務実習について改めて見直しを行い、臨地実務実

習にあたる科目「インターンシップⅠ～Ⅳ」について、到達目標、実施内容、実習時期、実施期

間、等について修正を行い「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」に改めた。その上で、改めて臨地実務実習

施設が、各学科とともに、各コース、加えて、各科目それぞれでふさわしい施設かどうか、

その選定理由を明確にし、改めて、実習先施設を精査し、その基準に満たない場合は削除し

た。以下に、その詳細を記す。

■臨地実務実習の見直し

審査意見 1、3、5、7(3、4)等を鑑み、臨地実務実習を以下のように見直す。

表 1 臨地実務実習における変更前後の比較 
変更前 変更後

科目名 実施時期 実施日数 科目名 実施時期 実施日数

「インターンシッ

プⅠ」

2 年次 
7～8 月 

10 日間 （削除） ― ―

「インターンシッ

プⅡ」

2 年次 
1～2 月 

30 日間 「臨地実務実習

Ⅰ」

2 年次 
1～2 月 

20 日間 

「インターンシッ

プⅢ」

3 年次 
10 月～

11 月 

20 日間 「臨地実務実習

Ⅱ」

3 年次 
10 月～ 
11 月 

30 日間 

「インターンシッ

プⅣ」

4 年次 
1～2 月 

20 日間 「臨地実務実習

Ⅲ」

4 年次 
7～9 月 

30 日間 

※卒業研究制作の終了時期を年度末に変更する

□修正の全体方針

①科目名の変更について

『専門職大学等の臨地実務実習の手引き（平成 31 年 1 月）』では、臨地実務実習及びイ

ンターンシップを以下の通り定義している（4 ページ）。

「臨地実務実習」：専門職大学設置基準等の規定に基づいて行われる「企業その他の事業者

の事業所又はこれに類する場所において、当該事業者の実務に従事する

ことにより行う実習による授業科目」

「インターンシップ」：インターンシップ保険等、専門職大学等の臨地実務実習でないもの

も含めて幅広く企業等の事業所において行われる実習等

本学が配置する企業等における実習は、専門職大学設置基準等の規定に基づいて行われる
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授業科目である。そこで混乱を避けるために、当該科目名については、従来使用してきた

「インターンシップ」から「臨地実務実習」へと改める。 
 
②臨地実務実習の科目構成、到達目標、実施日数の見直しについて 
 複数年にわたって実施する臨地実務実習については、教育課程全体の到達目標を踏まえな

がら、各段階の到達目標・教育内容を設定する必要がある。そこで、審査意見 1 及び 5 にお

ける指摘事項である養成人材像や教育課程の抜本的な見直しと併せて、臨地実務実習の科目

構成、到達目標、実施日数などについても以下の通り変更する。 

1. 「インターンシップⅠ」の削除 
  「インターンシップⅠ」の到達目標（要約）は、① 社会人としてのビジネスマナーの修

得、② 社会人、専門職人材としての認識、③学科ごとに学ぶべき業種と、職種特有の技術

などにおけるプロセスへの理解、としてきた。 
  このうち、①及び②の重要性そのものについて疑問を挟む余地はないものの、専門職大

学として相応しい学修基準といった指標や、事前学習において実施期間前指導を徹底する

ことなどを考慮した結果、「インターンシップⅠ」は「臨地実務実習Ⅰ（旧：インターン

シップⅡ）」へ集約する。この変更に対応して、「インターンシップⅢ」は「臨地実務実

習Ⅱ」と、「インターンシップⅣ」は「臨地実務実習Ⅲ」へと科目名を改める。 

2. 「インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ」の到達目標及び実施日数の変更 
  従前の「インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ」における授業の到達目標を簡潔にまとめると、

それぞれ以下の通りであった。 

  インターンシップⅡ：業務プロセスの理解（実施日数：30 日間） 
  インターンシップⅢ：プロトタイプの開発（実施日数：20 日間） 
  インターンシップⅣ：価値創造の創出（実施日数：20 日間） 

このように到達目標の難易度は段階的に高まることとなっており、本来であれば難易度

に相応する実施日数を配分するのが適切である。ところが従前は、徐々に実施日数を短く

する計画を立てていたうえ、授業の到達目標についても不明確であった。加えて、他の教

育課程の進行に対して到達目標の難易度が非常に高かった。 
そこで、「臨地実務実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（旧、インターンシップⅡ、Ⅲ、Ⅳ）」における授

業の到達目標及び実施日数については、以下の通り改める。 

臨地実務実習Ⅰ：相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解（実施日数：

20 日間） 
臨地実務実習Ⅱ：製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や課題の理解

（実施日数：30 日間） 
臨地実務実習Ⅲ：プロトタイプの実現及び評価を理解する（実施日数：30 日間） 

 
 
 
 
■選定理由の明確化 
 上記のように臨地実務実習に当たる科目は「臨地実務実習Ⅰ」、「臨地実務実習Ⅱ」、「臨地

実務実習Ⅲ」に修正になったため、選定理由を改める。以下、選定理由を記す。 
 
 □全科目、全学科、全コースで満たされるべき基準  

① 臨地実務実習先となるそれぞれの企業が、専門職大学の授業科目水準として相応しい実

習指導を行うことができる人物を、実習指導者として配置できるか。 
② 臨地実務実習先となるそれぞれの企業は、本学が主体的に学修内容を決定すること、ま

た、実習を大学教育の一環として行うことについて十分な理解を示している。 
③ 臨地実務実習先となるそれぞれの企業及び施設が、『専門職大学等の臨地実務実習の手
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引き（平成 31 年 1 月）』等で定められているその他の要件についても満たしている。 
 
 □各学科、各コースで満たされるべき基準 

① 臨地実務実習先となるそれぞれの企業の事業内容が、デジタルエンタテインメント学

科の学生が専攻するゲームプロデュース、CG アニメーション分野に該当している。加

えて、科目の到達目標の全てを達成する指導を行うことができる。 
 

ここでいう、『科目の到達目標の全てを達成する指導を行うことができる。』とは、例

えば、「臨地実務実習Ⅲ」の場合、シラバスにある到達目標の一つにある『専攻する学

科・コースの技術（ゲームプロデュース、CG アニメーション）を主に用いた最適解に対

し部分的であってもプロトタイプを実現し、評価することができる。』に対し、実際の実

習指導者が指導を行えるかどうかである。実習指導者によっては、ゲームプロデュースコ

ースの学生の制作物に対して適切なアドバイスや評価を行うことが難しいため、その場合

に該当すると判断した場合、ゲームプロデュースコースの学生は当該施設を選択すること

の内容にリストから外す。 
以上の事柄を精査し、それぞれの科目と企業ごとにコース別で実施可否を資料 29にまと

める。 
 

 
 □各科目で満たされるべき基準 

「臨地実務実習Ⅰ」 
本学の臨地実務実習として初めて取り組む「臨地実務実習Ⅰ」は本学の教育課程の比較的早期

段階にある。よって、学生に対しての技術指導や課題提示に対して、高度な技術レベルを教えら

れるのではなく、指導の充実が求められる。 
加えて、当該科目の到達目標は、「相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解」

である。ここで言う相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスは企業ごとにさまざまであるが、

当該科目では特殊なビジネスプロセスではなく一般的なビジネスプロセスの理解を求めている。 
以上の事から、ビジネスプロセスが特殊になりがちな小企業は適切な実習先に満たない可能性

が高い。 
 
「臨地実務実習Ⅱ」 
「臨地実務実習Ⅱ」は本学の教育課程の三年次後期に配されている。よって、実習科目で産学

連携等を経験してきた学生へ適切な難度の目標設定などを指導できることが求められる。 
加えて、当該科目の到達目標は、「製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見

や課題の理解」である。よって、企業の性質だけ見れば「臨地実務実習Ⅰ」ほど、学生の専攻

分野にマッチングしている必要性や一般的なビジネスプロセスを踏んでいる企業に限定されるよ

うな基準は必要ない。一方で、課題解決のために学生が専攻する分野の技術を用いた提案をする

手前の段階である課題の発見・理解に位置づけられる当該科目は、課題解決のために学生が専攻

する分野の技術を用いた提案を目的としていないが、それを想定して指導できる必要性はあるた

め、指導者の資質として学生へ適切な難度の目標設定などが指導できる必要性がある。 
以上の事から、実習指導者の資質が重要である。別審査意見 7(2)で詳細は述べるが、指導者に

ついて適切に見直しを計ったため、既に申請している企業で現状問題ないと考える。ただし、教

育課程の進行度から、学生の語学（特に英語）関する能力が当該科目の実習内容を国外で行った

としても同等でできるレベルに達していないと判断したため、「臨地実務実習Ⅱ」から、海外実

習先を全て外す。 
 
「臨地実務実習Ⅲ」 
「臨地実務実習Ⅲ」は本学の教育課程の終盤にある学生に対し、相応に程度の高い要求をしな

がら指導することが求められる。 
当該科目の到達目標は「プロトタイプの実現及び評価を理解する」である。よって、学生が
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専攻する分野に置ける制作物に対し、的確な評価ができること求められる。加えて、学生のプロ

トタイプ開発に対し、適切な指導を行う必要性があるため、当該科目の実習先や実習指導者は学

生の専攻に対して「臨地実務実習Ⅰ、Ⅱ」と同等かそれ以上のマッチング度が求められる。 
 
 
■臨地実務実習先の見直し 
上記で述べたとおり、企業と指導者の基準、学科・コースとの適合性、各科目の適合性から、

改めて実習先の精査を行い、複数の企業が実習先から外れた。ただし、精査を行った上でも、各

学科・各コースの定員を充足した。資料 30 に、各臨地実務実習における充足率について、各学

科・各コースで記す。 
 加えて、審査意見 2 や 5 等から、教育課程を学生の外国語（英語）における習熟度を改めて確

認した結果、「臨地実務実習Ⅱ」を行う 3 年次後期のタイミングでは、「英語コミュニケーショ

ンⅢb」と「英語コミュニケーションⅣ」の履修が完了しておらず、国内臨地実務実習と同等レ

ベルで実習を行うのに必要な英語レベルに学生が達していない可能性が高いため、「臨地実務実

習Ⅱ（旧インターンシップⅢ）」から、海外実習先を外す。 
 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
 

11. 実習の具体的な計画 
11.1 実習の目的 

本学の実習の位置づけは、特にディプロ

マ・ポリシーの以下の項目の養成である。 
＜工科学部ディプロマ・ポリシー【抜粋】

＞ 
4. 情報技術を応用する領域を主導する専門

職人材として、対象領域を俯瞰する能力を有

する 
5. 情報技術を応用する領域を主導する専門

職人材として、問題を発見・設定する力を有

している 
7. プロトタイプを実際に開発する能力を有

している 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・

エラーを厭わず最後までやり遂げる 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、

三現主義（現場、現実、現物）で行動できる 
 
＜情報工学科ディプロマ・ポリシー【抜

粋】＞ 
4. 本学科が扱う 3 履修モデル（AI, IoT, ロ

ボット）と社会との接点を理解し、情報シス

テム技術をコアとして、システムインテグレ

ーションに関する知識を総合的に俯瞰するこ

とができる 
5. 情報工学を主導する専門職人材として問

題を発見する力を有している 
7. 情報技術を応用して対象領域の課題を解

 
11. 実習の具体的な計画 
11.1 実習の目的 
本学の実習の主な目的は東京国際工科専門職

大学 DP（ディプロマ・ポリシー）の「仕事

の結果に対する倫理的責任を強く持ちなが

ら、社会的課題（顕在的・潜在的社会的期

待）に対して敏感に、しかも主体的に応える

ことができる“Designer in Society（社会と

ともにあるデザイナー）”である。」に対

し、学生がその時々で自身の実力を理解する

とともに、制作に対する責任感といった職業

倫理観を養育することと、「工科系産業分野

において、大きな実践力といった感覚を持っ

て活躍できる職業専門知識・技能を修得し、

価値創造を実現するためにプロトタイプを作

り出すことができる。」に対し、4 年次の後

期に配した「インターンシップⅣ」で実際に

価値創造を体験させることである。加えて、

一定の英語力における水準等をクリアし海外

臨地実務実習に参加する学生に対しては、特

に DP（ディプロマ・ポリシー）の「グロー

バルに活躍する、若しくは地域社会で同様に

活躍できるコミュニケーション力などの適応

力を有し、新技術や国際情勢の変化を察知で

きる視野を兼ね備えている。」に対し、実体

験をもって国際情勢やグローバル視野を育成

することも目的となる。 
「インターンシップⅣ」では、具体的に受け

入れ先企業が扱っているサービスやコンテン
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決するソリューションのプロトタイプを開発

する能力を有している。 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・

エラーを厭わず最後までやり遂げる 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、

三現主義（現場、現実、現物）で行動できる 
 
＜デジタルエンタテインメント学科ディプ

ロマ・ポリシー＞ 
4. 本学科が扱う 2 履修モデル（ゲーム、

CG）と社会との接点を理解し、デジタルコン

テンツ、情報システム技術、ビジネスに関す

る知識などを総合的に俯瞰することができる 
5. デジタルコンテンツを主導する専門職人

材として問題を発見し設定する能力を有して

いる。 
7. デジタルコンテンツのプロトタイプを開

発する能力を有している 
13. 向上心を持ってトライアル・アンド・

エラーを厭わず最後までやり遂げる 
14. 原理原則で物事を捉えるだけでなく、

三現主義（現場、現実、現物）で行動できる 
 

つまり、keywordsは「俯瞰力」、「問題発見

力」、「プロトタイプ開発力」、「チャレン

ジ精神」「三現則」である。本学では以下に

詳細を記すが、「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」を配

し、それらは二年次～四年次まで段階的に配

され、上記の keywords が段階的にクリアで

きるように設定されているところである。別

途、実習の内容で具体的に説明する。 
加えて、一定の英語力等における水準等を

クリアし海外臨地実務実習に参加する学生に

対しては、ディプロマ・ポリシーの「9. 異分

野・他文化とのコミュニケーション能力を有

している」に対し、実体験をもって国際情勢

やグローバル視野を育成することも目的とな

る。 
 
 

 

ツ、製品に付加価値を高めるための新たな機

能の追加やカスタマイズを学生が提案するこ

ととしており、受け入れ先企業の指導者のも

と、プロトタイプの作成及び各種仕様書やテ

スト結果等の資料提出を義務付けており、価

値創造を実現しそれを活用するためのプログ

ラムを用意している。 
 

  
11.2 実習先の確保状況 
11.2.1 実習先の確保状況について 
全学部全学科に共通で配置されている臨地実

務実習「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」における、臨

地実務実習先の確保状況は、定員数を上回っ

ており、十分数確保していると言える。加え

て、コース別の上限にも達している。又、本

学では学生の希望に応じて実習先を選択でき

  
11.2 実習先の確保状況 
11.2.1 実習先の確保状況について 
4 章で既に言及した通り、全学部全学科に共

通で配置されている臨地実務実習「インター

ンシップⅠ～Ⅳ」における、臨地実務実習先

の確保状況は、定員数を上回っており、十分

数確保していると言える。さらに、本学では

学生の希望に応じて実習先を選択 
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るよう、開学に向けてさらに実習先を確保す

る。また、「臨地実務実習Ⅰ～Ⅲ」の実習先

については、海外における臨地実務実習も一

定数確保しており、条件を満たすことで海外

での実習も参加が可能である。企業の選定理

由については資料 29 に、その結果の実習先の

確保状況については資料 30 に記す。実習先の

選定（妥当性）については、次の項で説明す

る。 
ちなみに、本学は情報工学科とデジタルエ

ンタテインメント学科の 2 学科構成であるた

め、企業によっては 2 学科の学生を同時に受

け入れる企業もあるが、「臨地実務実習先の

確保状況の説明書」にある受け入れ人数は、

学科ごとの最大受け入れ人数である。つま

り、例えば、ある企業で「臨地実務実習Ⅲ」

における受け入れ学生数が情報工学科で 3
名、デジタルエンタテインメント学科で 2 名

であるとすると、その企業は「臨地実務実習

Ⅲ」では最大 5 名の学生を受け入れるという

ことである。加えて、詳細は後述するが、臨

地実務実習先の受け入れ人数は基本的に実習

指導者 1 名に対し学生 6 名、最大学生数 8 名

としているため、9 名以上になる場合は、8 名

増加ごとに 1 名の指導教員をつけることにし

ており、本学は教育の質が担保できるように

重複も加味して各企業に承諾書を得ている。 
もちろん、「臨地実務実習先の確保状況の

説明書」にある各施設の学生受け入れ人数は

最大受け入れ人数として設定・記載している

が、受け入れ先の業務・業績状況によって実

際の受け入れ可能人数が変動する可能性があ

るため、毎年必ず配属先調整前に確認を行

い、学生 6 人に対し 1 名、最大でも学生 8 名

に対し 1 名以上の実習指導者という体系を必

ず維持する。加えて、本学は開学後も実習先

の新規確保に努め、実習先の質と量の更なる

向上を図る。 
 

できるよう、開学に向けてさらに実習先を確

保する。また、「インターンシップⅢ～Ⅳ」

の実習先については、海外における臨地実務

実習も一定数確保しており、条件を満たすこ

とで海外での実習も参加が可能である。履修

予定学生数等の詳細については、本大学設置

認可申請の「臨地実務実習先の確保状況の説

明書」に明記するとともに、臨地実務実習先

の確保状況の詳細については学科ごとにイン

ターンシップⅠ～Ⅳ別に資料 24 に記す。 
ちなみに、本学は情報工学科とデジタルエン

タテインメント学科の 2 学科構成であるた

め、企業によっては 2 学科の学生を同時に受

け入れる企業もあるが、「臨地実務実習先の

確保状況の説明書」にある受け入れ人数は、

学科ごとの最大受け入れ人数である。つま

り、例えば、ある企業で「インターンシップ

Ⅳ」における受け入れ学生数が情報工学科で

3名、デジタルエンタテインメント学科で2名
であるとすると、その企業は「インターンシ

ップⅣ」では最大 5 名の学生を受け入れると

いうことである。加えて、詳細は後述する

が、臨地実務実習先の受け入れ人数は基本的

に実習指導者 1 名に対し学生 6 名、最大学生

数 8 名としているため、9 名以上になる場合

は、8 名増加ごとに 1 名の指導教員をつける

ことにしており、本学は教育の質が担保でき

るように重複も加味して各企業に承諾書を得

ている。 
もちろん、「臨地実務実習先の確保状況の説

明書」にある各施設の学生受け入れ人数は最

大受け入れ人数として設定・記載している

が、受け入れ先の業務・業績状況によって実

際の受け入れ可能人数が変動する可能性があ

るため、毎年必ず配属先調整前に確認を行

い、学生 6 人に対し 1 名、最大でも学生 8 名

に対し 1 名以上の実習指導者という体系を必

ず維持する。加えて、本学は開学後も実習先

の新規確保に努め、実習先の質と量の更なる

向上を図る。 
 

 
11.2.2 実習先の妥当性 
以下に、実習先の選定理由について明記す

る。 
 

 
11.2.2 実習先の妥当性 
以下に、実習先の妥当性について明記する。 
 実習先の妥当性を明確にするためには、①

「本学の臨地実務実習に対する考え方」や、

それを満たす企業を抽出するための②「選定

基準」、③「企業で行われる実習内容の正当

性」といった各項目を明確にする必要があ

る。以下、既に記載した内容も含まれるが、
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改めて説明する。 
 
11.2.2.1 全科目、全学科、全コースで満たさ

れるべき基準  
① 臨地実務実習先となるそれぞれの企業

が、専門職大学の授業科目水準として相応し

い実習指導を行うことができる人物を、実習

指導者として配置できるか。 
② 臨地実務実習先となるそれぞれの企業

は、本学が主体的に学修内容を決定するこ

と、また、実習を大学教育の一環として行う

ことについて十分な理解を示しているか。 
③ 臨地実務実習先となるそれぞれの企業

及び施設が、『専門職大学等の臨地実務実習

の手引き（平成 31 年 1 月）』等で定められて

いるその他の要件についても満たしている

か。 

 
11.2.2.1 実習先企業選定の考え方 
本学では、専門知識・技術を活かし、職業倫

理観を持って、新しい価値を創り出すイノベ

ーション人材の育成を目指している。臨地実

務実習を通して、各企業の製品化に向けた組

織的な開発テクニックを学び、関連業務を体

験する。一人一人の社会的・職業的自立に向

けてコミュニケーション能力や職業倫理観な

どの必要な基盤となる能力や態度を身につけ

る。また、独創的な技術やノウハウ等がもた

らす産業のダイナミズムを目の当たりにする

ことにより、未来に向けた新規産業の担い手

となる意識と未知の分野に挑戦する意欲を醸

成する。これらの目的を達成可能な受け入れ

先企業の選定を行っている。 
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11.2.2.2各学科で満たされるべき基準 

＜情報工学科＞ 
② 臨地実務実習先となるそれぞれの企

業の事業内容が、情報工学科の学生

が専攻する AI、IoT、ロボット分野

に該当している。加えて、科目の到

達目標の全てを達成する指導を行う

ことができる。 
＜デジタルエンタテインメント学科＞ 

① 臨地実務実習先となるそれぞれの企

業の事業内容が、デジタルエンタテ

インメント学科の学生が専攻するゲ

ームプロデュース、CG アニメーシ

ョン分野に該当している。加えて、

科目の到達目標の全てを達成する指

導を行うことができる。 
 
ここでいう、『科目の到達目標の

全てを達成する指導を行うことがで

きる。』とは、例えば、情報工学科

における「臨地実務実習Ⅲ」の場

合、シラバスにある到達目標の一つ

にある『専攻する学科・コースの技

術（AI、 IoT、ロボット）を主に用

いた最適解に対し部分的であっても

プロトタイプを実現し、評価するこ

とができる。』に対し、実際の実習

指導者が指導を行えるかどうかであ

る。審査意見 7(6)も加味し、例え

ば、実習指導者によっては、AI 戦略

コースの学生の制作物に対して適切

なアドバイスや評価を行うことが難

しいため、その場合に該当すると判

断した場合、AI 戦略コースの学生は

当該施設を選択することの内容にリ

ストから外す。 
以上の事柄を精査し、それぞれの

科目と企業ごとにコース別で実施可

否を資料 29-1 にまとめる。 
 

 
11.2.2.2 受け入れ先企業の選定基準 
以下の 4 つの観点から達成目標を立て、到達

度の評価基準となるルーブリック評価（資料

25-1、資料 25-2、資料 25-3、資料 25-4）を作

成している。 
(1) 関心・意欲・態度 ・・・担い手となる意

識と挑戦する意欲 
(2) 思考・判断・表現 ・・・開発関連業務 
(3) 専門知識・技術  ・・・企業の製品化に

向けた開発技法 
(4) 組織的行動力   ・・・組織的な開発技

法、コミュニケーション能力、職業倫理観 
受け入れ先企業の選定は、表に記載された基

準をすべて評価可能かで判定する。 

 
11.2.3 実習施設における適切な指導者の配置 
基本的に実習施設に本学の担当指導教員は配

置せず受け入れ先の企業が用意することとす

る。本学における実習指導者とは、受け入れ

先の実務経験年数が必ず 5 年以上であり、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ者とする。また、責任者として人事部など

の後方部門が実習指導責任者となる場合があ

 
11.2.3 実習施設における適切な指導者の配置 
基本的に実習施設に本学の担当指導教員は配

置せず受け入れ先の企業が用意することとす

る。本学における実習指導者とは、受け入れ

先の実務経験年数が必ず 5 年以上であり、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ者とする。また、責任者として人事部など

の後方部門が実習指導責任者となる場合があ
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るが、実際の指導にあたる者は、先に述べた

条件をクリアしている、受け入れ先の実務経

験年数が必ず 5 年以上の実務経験を有し、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ、指導者として相応しい者とする。 
既に述べたが、施設の実習指導者と学生の人

数比率については、実習指導者 1 名につき 6
名程度までを基本とし、多人数受け入れの場

合には実習指導者を増員するよう施設に要請

し、実習指導者 1 名につき最大で 8 名とす

る。 
ここでいう実習指導者について、本学では一

部企業について、代表取締役を据えている。

こうした企業はすべて、必然的に従業員規模

が 20名以下の企業になった。当該実習先の代

表取締役は技術者でもあり、各臨地実務実習

にある到達目標にある項目を学生が達成する

ために必要な専門的（この場合は、各学科、

各コース）指導も可能なため、実習内容に適

した実習指導を行うことが十分にできる実習

指導者であると判断した。 
 

るが、実際の指導にあたる者は、先に述べた

条件をクリアしている、受け入れ先の実務経

験年数が必ず 5 年以上の実務経験を有し、そ

の実習において豊富な業務経験や実績等を持

つ、指導者として相応しい者とする。 
既に述べたが、施設の実習指導者と学生の人

数比率については、実習指導者 1 名につき 6
名程度までを基本とし、多人数受け入れの場

合には実習指導者を増員するよう施設に要請

し、実習指導者 1 名につき最大で 8 名とす

る。 
(追加) 
 
 

 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 

新 旧 
資料 27 （追加） 
資料 28 （追加） 
資料 29 （追加） 
資料 30 資料 24 
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（是正事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科 
  

７．＜臨地実務実習に関する疑義＞ 
臨地実務実習について以下の点を是正し、専門職大学としてふさわしい水準内容

の計画とすること。【２学科共通】 

（７）「インターンシップⅡ」について、実施日数がシラバスと設置の趣旨等を

記載した書類で整合していないため、修正すること。 

 
（対応） 
 審査意見 1、5、7（3）から「インターンシップⅡ」について、教育課程から改めるととも

に、実施日数がシラバスと設置の趣旨等を記載した書類で誤植があり不整合があったため、

シラバスと設置の趣旨などを記載した書類の修正を行う。 
 
■臨地実務実習の見直し 
 審査意見 1、5、7（3）から、臨地実務実習について、以下のように見直しを行った。 
 

変更前 変更後 
科目名 実施日数 科目名 実施日数 

「インターンシップⅠ」 10 日間 （削除）  ― 
「インターンシップⅡ」 30 日間 「臨地実務実習Ⅰ」 20 日間 
「インターンシップⅢ」 20 日間 「臨地実務実習Ⅱ」 30 日間 
「インターンシップⅣ」 20 日間 「臨地実務実習Ⅲ」 30 日間 

 
 
■臨地実務実習のシラバスの修正 
 当該科目の実施日数の変更に伴い、設置の趣旨書やシラバスなど、関係書類の修正を行い、

上記実施日数をシラバスに反映する。 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
 
11.2.4 実習中の教員の指導について 
「臨地実務実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（削除）」におけ

る実習中の指導は受け入れ先企業の立地、教

職員のスケジュール、臨地実務実習に参加す

る学生の特徴等を踏まえ、海外臨地実務実習

を除き、教職員が協力して巡回し、企業側の

担当者による指導がいきわたっているのか等

を確認する。 
原則、実習先への移動方法は徒歩、若しくは

公共交通機関を利用する。加えて、2週間に 1
回は学生と担当教員が本学の校地に集まって

コミュニケーションを取り、不測の事態が起

こっていないか、臨地実務実習先で水準をク

リアしたレベルの教育が施されているのか等

を確認する。また、海外臨地実務実習につい

ては現地視察を行わない代わりに、電話やメ

 
11.2.4 実習中の教員の指導について 
「インターンシップⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ」におけ

る実習中の指導は受け入れ先企業の立地、教

職員のスケジュール、臨地実務実習に参加す

る学生の特徴等を踏まえ、海外臨地実務実習

を除き、教職員が協力して巡回し、企業側の

担当者による指導がいきわたっているのか等

を確認する。 
原則、実習先への移動方法は徒歩、若しくは

公共交通機関を利用する。加えて、2 週間に 1
回は学生と担当教員が本学の校地に集まって

コミュニケーションを取り、不測の事態が起

こっていないか、臨地実務実習先で水準をク

リアしたレベルの教育が施されているのか等

を確認する。また、海外臨地実務実習につい

ては現地視察を行わない代わりに、電話やメ
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ールといった手段を利用して綿密に学生や企

業と連絡を取り合い教員が指導をすることと

する。具体的な教員による巡回指導方法につ

いては、以下に臨地実務実習授業ごとに記す

とともに、実際の巡回計画（臨地実務実習）

（案）を資料 26 に記す。 
 
（削除） 
 
 ・臨地実務実習Ⅰ 
実施時期は 2 年次 1～3 月、実施日数は 20 日

間（期間は 4 週間）であり、その間に 2 回の

巡回指導と 2 回の帰校日指導（本学キャンパ

スにおいて教員が学生に対して行う実習指

導）を実施する。 
 
 ・臨地実務実習Ⅱ 
実施時期は 3 年次 10 月～12 月、実施日数は

30 日間（期間は 6 週間）であり、実習先が国

内の場合は、その間に 3 回の巡回指導と 3 回

の帰校日指導を実施する。 
実習先が海外の場合は、スカイプといったイ

ンターネットを介したビデオ通話等の通信手

段を用いて面談を週 1 回実施する。帰校日は

設けない。 
 
・臨地実務実習Ⅲ 
実施時期は 4 年次 7～9 月、実施日数は 30 日

間（期間は 6 週間）であり、実習先が国内の

場合は、その間に 3 回の巡回指導と 3 回の帰

校日指導（削除）を実施する。 
実習先が海外の場合は、スカイプといったイ

ンターネットを介したビデオ通話等の通信手

段を用いて面談を週 1 回実施する。帰校日は

設けない。 

ールといった手段を利用して綿密に学生や企

業と連絡を取り合い教員が指導をすることと

する。具体的な教員による巡回指導方法につ

いては、以下に臨地実務実習授業ごとに記す

とともに、実際の巡回計画（臨地実務実習）

（案）を資料 26 に記す。 
 
 ・インターンシップⅠ  
実施時期は 2 年次 7～8 月、実施日数は 10 日

間（期間は 2 週間）であり、その間に 1 回の

巡回指導と 1 回の帰校日指導（本学キャンパ

スにおいて教員が学生に対して行う実習指

導）を実施する。 
 
 ・インターンシップⅡ 
実施時期は 2 年次 1～2 月、実施日数は 30 日

間（期間は 6 週間）であり、その間に 3 回の

巡回指導と 3 回の帰校日指導（追加）を実施

する。 
 
 ・インターンシップⅢ 
実施時期は 3 年次 10月（追加）、実施日数は

20 日間（期間は 4 週間）であり、実習先が国

内の場合は、その間に 2 回の巡回指導と 2 回

の帰校日指導を実施する。 
実習先が海外の場合は、スカイプといったイ

ンターネットを介したビデオ通話等の通信手

段を用いて面談を週 1 回実施する。帰校日は

設けない。 
 
・インターンシップⅣ 
実施時期は 4 年次 1～2 月、実施日数は 20 日

間（期間は 4 週間）であり、実習先が国内の

場合は、その間に 2 回の巡回指導と 2 回の帰

校日指導（本学キャンパスにおいて教員が学

生に対して行う実習指導）を実施する。 
実習先が海外の場合は、スカイプといったイ

ンターネットを介したビデオ通話等の通信手

段を用いて面談を週 1 回実施する。帰校日は

設けない。 
11.2.5 臨地実務実習実施期間 
大学での授業運用との兼ね合いから、インタ

ーンシップⅠ～Ⅳの臨地実務実習は、基本的

にそれぞれ決められた時期に実施される。

（削除）「臨地実務実習Ⅰ」は 1 月から 3 月

末まで、「臨地実務実習Ⅱ」は 10 月から 12
月下旬まで、「臨地実務実習Ⅲ」は 7 月から

9 月末までとし、その期間内に規定時間以上

の実習時間を確保する。そのため、臨地実務

実習受講日時は受け入れ先施設や団体によっ

11.2.5 臨地実務実習実施期間 
大学での授業運用との兼ね合いから、インタ

ーンシップⅠ～Ⅳの臨地実務実習は、基本的

にそれぞれ決められた時期に実施される。

「インターンシップⅠ」は 7 月の第 4 週目か

ら 8 月末まで、「インターンシップⅡ」は 1
月から 3 月末まで、「インターンシップⅢ」

は 10 月から 11 月下旬まで、「インターンシ

ップⅣ」は 1 月から 2 月末までとし、その期

間内に規定時間以上の実習時間を確保する。
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て異なる。

ただし、臨地実務実習はそれぞれ通年で配当

する。これは、学生が希望する受け入れ先の

受け入れ態勢などを考慮したためであり、企

業や学生の都合に合わせてフレキシブルに実

習実施を可能とするためである。よって、上

記期間に限定されるものではない。

(中略) 

そのため、臨地実務実習受講日時は受け入れ

先施設や団体によって異なる。

ただし、臨地実務実習はそれぞれ通年で配当

する。これは、学生が希望する受け入れ先の

受け入れ態勢などを考慮したためであり、企

業や学生の都合に合わせてフレキシブルに実

習実施を可能とするためである。よって、上

記期間に限定されるものではない。

(中略) 
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（新旧対照表）シラバス 
新 旧 

【通番】10 

 
 

【通番】10 
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27-2-1 実習骨格 シラバス  (ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科） 
授業科目名： 

臨地実務実習Ⅰ 

必修／選択の別： 

必修 選択 

期間： 

２０日間 
※事前・後指導を除く 

担当教員名： 

 

授業科目区分： 

基礎 職業専門 展開 総合 

履修配当年次： 

２年通期 

単位数： 

５単位 

講義形態： 

講義 演習 実験 実習 実技 

授業の到達目標及びテーマ 

「相手先の製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの理解」 

【到達目標】 

（知識・理解） 

・実習先事業者の製品、業務内容、ビジネスプロセスを理解し説明することができる。 

（能力） 

・実習先の業務内容、ビジネスプロセスに基づいた基本技術を習得している。 

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、期日を守って業務を

遂行することができる。 

（志向・態度） 

・社会人としての最低限のビジネスマナー身につけている。 

・三現主義（現場・現実・現物）とは何かを体感し理解している。 

授業の概要 

学生がはじめて取り組む臨地実務実習となるこの授業は、実習先事業者が扱っているサービスやコ

ンテンツ、ソフトウェア・インテンシブな製品、またはそれらを作り出すために必要とされる

ツールやシステムなどを対象とし、それに関する業務内容、ビジネスプロセスなどを理解する

ことを主たる目的とする。事前学習は、主に実習先事業者についての事前調査を行い、実習期間で

体得すべき内容の認識を深める。実習期間中は、実習先事業者の指導のもと、実習先事業者の業

務内容や基本的な技術を学ぶ。また、事後指導として、実習指導者によって得た評価をもとに、問

題点について原因と対策をまとめ、プレゼンテーション形式で発表することで、次の臨地実務

実習などにつなげる授業とする。 

授業計画 

【事前指導期間】 

学内オリエンテーション①（準備・心構え） 

実習の心構えや機密情報の扱いなどについて学ぶ。また、臨地実務実習に必要な書類について事前

アナウンスする。加えて、実習先事業者の情報を公開し、実習先の希望調査を行う。 

 

―実習先確定－ 

※必要に応じて、学内選考を実施する 

 

学内オリエンテーション②（事前調査） 

各実習先事業者に合わせた必要書類の作成、実習期間中のルールなどについて説明し、実習先事業者
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27-2-1 実習骨格 シラバス  (ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科） 
についての事前調査を行う。 

 

学外オリエンテーション③（事前訪問） 

実習先事業者に訪問してオリエンテーションを実施する。ただし、実習指導者の都合上訪問が難し

い場合は、電話やメールなどで行う。その場合は、実習先事業者について同実習先事業者に参加する

メンバーが集まり、実習先事業者の認識を深めるとともに、臨地実務実習初日の出勤について認識を

合わせる。 

 

【実習期間】 

業務の遂行（実習期間：7.5時／日×20日間（合計：150時間）） 

１． オリエンテーションとして、本実習の目的、実習先事業者の業務内容の説明を受け、

業務環境を構築する。（初日） 

２． 実習先事業者の実習内容に応じて業務に着手し、開発・製造プロジェクトを理解するととも

に、基本的な技術を学ぶ。加えて、課題の進捗状況にも留意し、定められた納期までに成果物

を完成させることを目標とする。進捗管理など、与えられた業務に職業的倫理観を持って臨

む。（第1週～第4週） 

３．実習指導者からフィードバックを受け、到達目標への達成度合いを振り返る。（最終

日） 

 

また、2週間に１回本学に通学し、本学の担当教員に対して経過報告を行う。 

 

【事後指導期間】 

学外オリエンテーション④（事後報告） 

臨地実務実習の報告も兼ね、実習した体験について相互プレゼンテーションを実施する。臨地実務

実習の振り返りを行い、次回の臨地実務実習等につなげる。 

また、実習先事業者へのお礼状の送付や、機密情報の取り扱いなどについて再度アナウンス

する。 

学生に対する評価 

科目評価方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導者から担当教員に報告があ

った学生評価を参考とし科目評価を行う。実習先事業者における実習指導者の評価は、ルーブリック

評価表を用い、実習先事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、評価する。評価点は

事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：30％、ルーブリック評価表による評価

点：70％とする。 

 

10



 

 
 

27-2-2 
 

実習骨格 シラバス  (ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科） 
授業科目名： 

臨地実務実習Ⅱ 

必修／選択の別： 

必修 選択 

期間： 

３０日間 
※事前・後指導を除く 

担当教員名： 

 

授業科目区分： 

基礎 職業専門 展開 総合 

履修配当年次： 

３年通期 

単位数： 

７.５単位 

講義形態： 

講義 演習 実験 実習 実技 

授業の到達目標及びテーマ 

「製品、業務内容、ビジネスプロセスなどの問題点の発見や課題の理解」 

【到達目標】 
（知識・理解） 

・実習先事業者の既存サービスが抱える課題を理解して要点を説明することができる。 

・実習先事業者の既存サービスが抱える課題解決に必要な手法やツールには可能性としてどの

ようなものが存在するかの知識を修得して文言でまとめることができる。 

（能力） 

・所属する受け入れ先の部署やチームが担当業務において抱える課題を、局所的に限定せずに

全体を俯瞰しつつ分析することができる。 

・既存サービスにおける課題を専攻する学科・コースの技術（デジタルゲームおよびコンピュ

ータグラフィックス）を主に用いて解決する案を複数提示することができる。 

・改善策を実現する手法やツール（のプロトタイプ）を探索、考察することができる。 

（思考・態度） 

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、自分が担当するプロ

セスの要求条件を明確に理解し期日を守って業務を遂行することができる。 

・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組むことができる。 

・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、他人に説明することができる。 

授業の概要 

実習先事業者が扱っているサービスやコンテンツ、ソフトウェア・インテンシブ製品、また

はそれに付随する業務内容やビジネスプロセスなどに存在する課題や問題点を、隣接他部署や

取引先企業、ライバル会社など受け入れ部署の枠を超えて全体を俯瞰しながら発見する能力を

修得する。次に、その問題点を理解し分析し、改善案を複数探索、考案する。例えば、実習先

事業者が扱っているサービスやコンテンツを補助するシステムや、業務時間の効率化を上げる

ツール制作を実施する。実習先事業者の指導のもと、自ら企画し計画を立案、運用し成果物を

提出する。学生は実習指導者から随時評価を受けることで、必要に応じて予定を立て直し、制

作物を修正するという過程を通し、ベストを追求するためには失敗や繰り返しを恐れない態度

が必要であることを学ぶ。 

授業計画 

【事前指導期間】 

学内オリエンテーション①（準備・心構え）  
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実習骨格 シラバス  (ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科） 
実習の心構えや機密情報の扱いなどについて学ぶ。また、臨地実務実習に必要な書類につい

て事前アナウンスする。加えて、実習先事業者の情報を公開し、実習先の希望調査を行う。 

 
―実習先確定－ 

※必要に応じて、学内選考を実施する 

 
学内オリエンテーション②（事前調査） 

各実習先事業者に合わせた必要書類の作成、実習期間中のルールなどについて説明し、実習先

事業者についての事前調査を行う。 

 
学外オリエンテーション③（事前訪問） 

実習先事業者に訪問してオリエンテーションを実施する。ただし、実習指導者の都合上訪問

が難しい場合は、電話やメールなどで行う。その場合は、実習先事業者について同実習先事業

者に参加するメンバーが集まり、実習先事業者の認識を深めるとともに、臨地実務実習初日の

出勤について認識を合わせる。 

 
【実習期間】 

業務の遂行（実習期間：7.5時／日×30日間（合計：225時間）） 

１． オリエンテーションとして、本実習の目的、実習先事業者の実習内容説明を受け、現

状の開発・製造・サービス構築プロセスを正しく理解する。実習環境の構築を行う。

（初日） 

２． 既存サービス、サービス構築プロセスの改善提案を行う。その提案に基づき、詳細な

要件定義をまとめ、仕様の見直しなどを行い実習計画を構築する。（第1週） 

３． 実習指導者のもと、自ら改善を企画し開発・実行計画を立案、運用する。（第2週～第

3週） 

４． 中間報告を行い、実習先からの意見をもとに計画と最終成果を見直す。 

５． 実習指導者のもと、修正した実行計画に基づき、実習を遂行する。（第4週~第6週） 

６． 実習指導者からフィードバックを受け、到達目標への達成度合いを振り返る。（最終

日） 

また、2週間に1回は本学に通学し、本学の科目担当に対して経過報告を行う。 

 
【事後指導期間】 

学外オリエンテーション④（事後報告） 

臨地実務実習の報告も兼ね、実習した体験について相互プレゼンテーションを実施する。臨

地実務実習の振り返りを行い、次回の臨地実務実習等につなげる。 

また、実習先事業者へのお礼状の送付や、機密情報の取り扱いなどについて再度アナウンス
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実習骨格 シラバス  (ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科） 
する。 

学生に対する評価 

科目評価方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導者から担当教員に報

告があった学生評価を参考とし科目評価を行う。実習先事業者における実習指導者の評価は、

ルーブリック評価表を用い、実習先事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、

評価する。評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：30％、ルー

ブリック評価表による評価点：70％とする。 
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実習骨格 シラバス  (ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科） 
授業科目名： 

臨地実務実習Ⅲ 

必修／選択の別： 

必修 選択 

期間： 

３０日間 
※事前・後指導を除く 

担当教員名： 

 

授業科目区分： 

基礎 職業専門 展開 総合 

履修配当年次： 

４年通年 

単位数： 

７.５単位 

講義形態： 

講義 演習 実験 実習 実技 

授業の到達目標及びテーマ 

「プロトタイプを実現して評価する」 

【到達目標】 

（知識・理解） 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な技術上の条件を理解して要点を説明できる。 

・実習先事業者の既存サービスの改良に必要な手法やツールには可能性としてどのようなもの

が存在するかの知識を修得して要点を説明できる。 

（能力） 

・所属する受け入れ先の部署やチームの担当業務のさらなる成果向上手段について、情報工学

技術をもちいた複数の解候補から最適性を考慮しながら解を選択することができる。 

・専攻する学科・コースの技術（デジタルゲームおよびコンピュータグラフィックス）を主に

用いた最適解に対し部分的であってもプロトタイプを実現し、評価することができる。 

・実現したプロトタイプに対して得られた評価を理解し、修正を加えてより良い問題解決案を

考えることができる。 

（思考・態度） 

・所属する受け入れ先の部署やチームメンバーと協調性を持って行動し、自分が担当するプロ

セスの要求条件を明確に理解し期日を守って業務を遂行することができる。 

・社会的倫理観と責務をもって業務に取り組むことができる。 

・三現主義（現場・現実・現物）を理解し、それに沿った行動をすることができる。 

授業の概要 

臨地実務実習の集大成となる本授業は、実習先事業者が扱っているサービスやコンテンツ、

ソフトウェア・インテンシブな製品、またはそれに付随する業務内容やビジネスプロセスなど

に対し、隣接他部署や取引先企業、ライバル会社など、受け入れ部署の枠を超えた社会全体も

考慮して問題の所在をとらえ、何らかのプロトタイプを制作する。加えて、臨地実務実習Ⅱと

同様に、学生は実習指導者から随時評価を受けることで、実現したプロトタイプの有用性や価

値、開発で得た経験や今後の課題も含めて評価を客観的に理解するとともに、臨地実務実習Ⅲ

では実習期間内で修正案を考えより良い解決案を提示することで、実践的な問題解決力を修得

することを目的とする。 

授業計画 

【事前指導期間】 

学内オリエンテーション①（準備・心構え） 

臨地実務実習Ⅰ・Ⅱの背景をもって、実習目的の明確化を行う。また、臨地実務実習に必
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実習骨格 シラバス  (ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科） 
要な書類について事前アナウンスする。加えて、実習先事業者の情報を公開し、実習先の希望

調査を行う。候補の提示をする。 

 
―実習先確定－ 

※必要に応じて、選考を実施する 

 
学内オリエンテーション②（事前調査） 

各実習先事業者に合わせた必要書類の作成、実習期間中のルールなどについて説明し、実習先

事業者についての事前調査を行う。加えて、隣接他部署や取引先企業、ライバル会社など受け

入れ部署の枠を超えた社会全体の事前調査も行う。 

 
学外オリエンテーション③（事前訪問） 

実習先事業者に訪問してオリエンテーションを実施する。ただし、実習指導者の都合上訪問

が難しい場合は、電話やメールなどで行う。その場合は、実習先事業者について同実習先事業

者に参加するメンバーが集まり、実習先事業者の認識を深めるとともに、臨地実務実習初日の

出勤について認識を合わせる。 

 
【実習期間】 

業務の遂行（実習期間：7.5時/日×30日間（合計：225時間）） 

１． オリエンテーションとして、本実習の目的、実習先事業者の業務内容の説明を受け、

業務環境を構築する。（初日） 

２． 実習先事業者が扱っているサービスやコンテンツ、ソフトウェア・インテンシブな製

品、またはそれに付随する業務内容やビジネスプロセスなどに対し、隣接他部署や取引

先企業、ライバル会社など、受け入れ部署の枠を超えた社会全体も考慮して問題既存サ

ービスの改良可能性を模索し、実習テーマを決定する。（第1週） 

３． 実習テーマに基づき既存サービスの改良版プロトタイプを制作する。（第2週～第3

週） 

４． 中間報告を行い、実習先から意見をもとに計画と最終成果を見直す。 

５． 最終成果に向けて計画を基づき、業務を遂行する。（第4週～第6週） 

６． 実習指導者からフィードバックを受け、到達目標への達成度合いを振り返る。（最終

日） 

 また、2週間に1回は本学に通学し、本学の科目担当に対して経過報告を行う。 

 
【事後指導期間】 

学外オリエンテーション④（事後報告） 

 臨地実務実習の報告とともに、臨地実務実習全3回の学びを振り返る。実習先事業者へのお

礼状の送付や、機密情報の取り扱い等について再度アナウンスする。 
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27-2-3 
 

実習骨格 シラバス  (ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科） 
学生に対する評価 

科目評価方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導者から担当教員に報

告があった学生評価を参考とし科目評価を行う。実習先事業者における実習指導者の評価は、

ルーブリック評価表を用い、実習先事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、

評価する。評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：30％、ルー

ブリック評価表による評価点：70％とする。 
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 東京国際工科専門職大学デジタルエンタテインメント学科  

「臨地実務実習Ⅰ」実施計画 

（No.xx） 

 
臨地実務実習施設（主たる実習場所） 

株式会社〇〇〇〇ゲーム 

（所在地・・東京都△△区〇〇○－××－××） 

 

１ 実習の内容 

 

① オリエンテーションとして、実習説明、環境構築及び企業業務を理解

する。（7.5時間） 

② 企業が提示した課題（プロジェクト分析、アセット制作、プログラム

開発等）を実現するための必要技術を理解し、実習計画を立案する。

（30時間） 

③ 計画に沿って実習を進める。適宜、企業担当者に報告しフィードバッ

クを受けながら、成果物を制作する。（75時間） 

④ 最終プレゼンテーションに向け、成果物のブラッシュアップ、資料作

成を進める。（30時間） 

⑤ 最終プレゼンテーション、及びフィードバックを受ける。（7.5時間） 

  

 

２ 実習の期間 

２０２２年１月１８日  ～  ２０２２年２月１５日（２０日間） 

土曜・日曜・祝日は休日とする。 

 
３ 一日当たりの実習時間 

７時間３０分（休憩時間を除く） 

 
４ 受け入れる学生の数

最大６人 

 
５ 実習指導者及び実習補助者の配置 

第１期 主任指導者 〇〇 △雄 （□□課 課長） 

このほか、１記載の実習内容ごとに実習補助者を配置する。 
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資料 28-2-1 

 
 

 

 

６ 成績評価の基準及び方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導

者から担当教員に報告があった学生評価を参考とし科目評価を行う。実習

先事業者における実習指導者の評価は、ルーブリック評価表を用い、実習

先事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、評価する。 

評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：

30％、ルーブリック評価表による評価点：70％とする。 

 
７ 担当教員による巡回指導等の実施 

担当教員は、実習期間中に最低１回臨地実務実習施設を巡回し、実習生 

との面談および指導、実習指導者との情報交換等を行う。 

 
８ 実習生による日報の提出 

実習生は、実習期間中、別に定める様式により日報を作成し、実習指導者

の確認を経て、別に定める方法により担当教員に提出する。 

 

 

９ 雇用形態 

株式会社〇〇〇〇ゲーム（以下「事業者」という。）は、実習生を 

以下の形態で受け入れる。 

 

雇用型    ・    非雇用型 

 
10 実習生に対する報酬及び交通費支給等の取扱い 

事業者は、実習生に対し、別に定めるところにより、交通費を支給する。 

 
11 実習中の災害補償及び損害賠償責任 

①実習生は、専門職大学が指定するインターンシップ保険（災害補償保険及

び賠償責任保険）へ加入するものとする。 

②実習中における実習生の事故等については、事業者の故意又は重過失によ

る場合を除き、実習生が加入するインターンシップ保険をもって補償に充

てる。 

③実習中における実習生による事業者又は第三者への損害については、実習

生の故意又は重過失による場合を除き、実習生が加入するインターンシッ

プ保険をもって補償に充てる。 
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12 知的財産権の帰属等の取扱い 

①臨地実務実習の実施の過程で実習生が創出した発明等に係る知的財産権

は、事業者に帰属するものとし、事業者は、社内規程に基づき、実習生に

対し応分の報奨を与える。 

②専門職大学又は実習生が、学会発表、論文発表その他の方法により実習生が創出

した発明等について第三者に公表・開示しようとする場合は、事前に事業者の同

意を得るものとする。 
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 東京国際工科専門職大学デジタルエンタテインメント学科  

「臨地実務実習Ⅱ」実施計画 

（No.xx） 

 
臨地実務実習施設（主たる実習場所） 

株式会社〇〇〇〇ゲーム 

（所在地・・東京都△△区〇〇○－××－××） 

 

１ 実習の内容 

 
① オリエンテーションとして、実習説明、環境構築及び企業業務（コン

テンツ、サービス）を理解する。（7.5時間） 

② 既存業務の改善提案（サービス、プロセス等）をもとに、目的と実施

手段、必要技術、計画をまとめる。（30時間） 

③ 立案した計画に基づき、改善に向けた実習を遂行する。中間発表に向

けての準備及び発表を行い、フィードバックを受ける。（75時間） 

④ フィードバックを受けて計画を修正し、修正後の計画に基づき実習

を遂行する。（75時間） 

⑤ 最終プレゼンテーションに向けて、成果物のブラッシュアップ及び

資料作成を行う。（30時間） 

⑥  最終プレゼンテーションを行い、フィードバックを受ける。（7.5時

間） 

 
 

２ 実習の期間 

２０２２年１０月４日  ～  ２０２２年１１月１５日（３０日間） 

土曜・日曜・祝日は休日とする。 

 
３ 一日当たりの実習時間 

7時間30分（休憩時間を除く） 

 
４ 受け入れる学生の数

最大６人 

 
５ 実習指導者及び実習補助者の配置 

第１期 主任指導者 〇〇 △雄 （□□課 課長） 

このほか、１記載の実習内容ごとに実習補助者を配置する。 
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資料 28-2-2 

 
 

 

 

 

６ 成績評価の基準及び方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指

導者から担当教員に報告があった学生評価を参考とし科目評価を行

う。実習先事業者における実習指導者の評価は、ルーブリック評価表

を用い、実習先事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対

し、評価する。 

評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：

30％、ルーブリック評価表による評価点：70％とする。 

 
７ 担当教員による巡回指導等の実施 

担当教員は、実習期間中に最低１回臨地実務実習施設を巡回し、実習生 

との面談および指導、実習指導者との情報交換等を行う。 

 
８ 実習生による日報の提出 

実習生は、実習期間中、別に定める様式により日報を作成し、実習指導者

の確認を経て、別に定める方法により担当教員に提出する。 

 

９ 雇用形態 

株式会社〇〇〇〇ゲーム（以下「事業者」という。）は、実習生を 

以下の形態で受け入れる。 

 

雇用型    ・    非雇用型 

 
10 実習生に対する報酬及び交通費支給等の取扱い 

事業者は、実習生に対し、別に定めるところにより、交通費を支給する。 

 
11 実習中の災害補償及び損害賠償責任 

①実習生は、専門職大学が指定するインターンシップ保険（災害補償保険及

び賠償責任保険）へ加入するものとする。 

②実習中における実習生の事故等については、事業者の故意又は重過失によ

る場合を除き、実習生が加入するインターンシップ保険をもって補償に充

てる。 

③実習中における実習生による事業者又は第三者への損害については、実習

生の故意又は重過失による場合を除き、実習生が加入するインターンシッ

プ保険をもって補償に充てる。 
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12 知的財産権の帰属等の取扱い 

①臨地実務実習の実施の過程で実習生が創出した発明等に係る知的財産権

は、事業者に帰属するものとし、事業者は、社内規程に基づき、実習生に

対し応分の報奨を与える。 

②専門職大学又は実習生が、学会発表、論文発表その他の方法により実習生が創出

した発明等について第三者に公表・開示しようとする場合は、事前に事業者の同

意を得るものとする。 
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 東京国際工科専門職大学デジタルエンタテインメント学科  

「臨地実務実習Ⅲ」実施計画 

（No.xx） 

 
臨地実務実習施設（主たる実習場所） 

株式会社〇〇〇〇ゲーム 

（所在地・・東京都△△区〇〇○－××－××） 

 

１ 実習の内容 

 
① オリエンテーションとして、本実習の目的、環境構築、業務内容の説

明（業界説明と企業の位置や価値とビジネス、コンテンツ構築プロセ

スにおける受入部署の役割等）を理解する。（7.5時間） 

② 扱っているサービスや構築プロセスを対象に、競合会社を意識した

改善提案及び計画を立案する。（30時間） 

③ 計画に基づき、改善に向けた実習を遂行する。中間発表に向けての準

備及び発表を行い、フィードバックを受ける。（75時間） 

④ フィードバックを受けて計画を修正し、修正後の計画に基づき実習

を遂行する。（75時間） 

⑤ 最終プレゼンテーションに向けて、成果物のブラッシュアップ及び

資料作成を行う。（30時間） 

⑥ 最終プレゼンテーションを行い、フィードバックを受ける。（7.5時

間） 

 

 
 

２ 実習の期間 

２０２３年７月１８日  ～  ２０２３年９月５日（３０日間） 

土曜・日曜・祝日は休日とする。 

 
３ 一日当たりの実習時間 

7時間30分（休憩時間を除く） 

 
４ 受け入れる学生の数

最大６人 

 
５ 実習指導者及び実習補助者の配置 

第１期 主任指導者 〇〇 △雄 （□□課 課長） 

このほか、１記載の実習内容ごとに実習補助者を配置する。 
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６ 成績評価の基準及び方法 

事前・事後指導期間における課題と、各実習先事業者における実習指導

者から担当教員に報告があった学生評価を参考とし科目評価を行う。実

習先事業者における実習指導者の評価は、ルーブリック評価表を用い、

実習先事業者から出された課題、提出物、勤務態度などに対し、評価す

る。 

評価点は事前・事中（帰校日）・事後指導期間における課題の平均点：

30％、ルーブリック評価表による評価点：70％とする。 

 
７ 担当教員による巡回指導等の実施 

担当教員は、実習期間中に最低１回臨地実務実習施設を巡回し、実習生 

との面談および指導、実習指導者との情報交換等を行う。 

 
８ 実習生による日報の提出 

実習生は、実習期間中、別に定める様式により日報を作成し、実習指導者

の確認を経て、別に定める方法により担当教員に提出する。 

 

９ 雇用形態 

株式会社〇〇〇〇ゲーム（以下「事業者」という。）は、実習生を 

以下の形態で受け入れる。 

 

 

雇用型    ・    非雇用型 

 
10 実習生に対する報酬及び交通費支給等の取扱い 

事業者は、実習生に対し、別に定めるところにより、交通費を支給する。 

 
11 実習中の災害補償及び損害賠償責任 

①実習生は、専門職大学が指定するインターンシップ保険（災害補償保険及

び賠償責任保険）へ加入するものとする。 

②実習中における実習生の事故等については、事業者の故意又は重過失によ

る場合を除き、実習生が加入するインターンシップ保険をもって補償に充

てる。 

③実習中における実習生による事業者又は第三者への損害については、実習

生の故意又は重過失による場合を除き、実習生が加入するインターンシッ

プ保険をもって補償に充てる。 
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12 知的財産権の帰属等の取扱い 

①臨地実務実習の実施の過程で実習生が創出した発明等に係る知的財産権

は、事業者に帰属するものとし、事業者は、社内規程に基づき、実習生に

対し応分の報奨を与える。 

②専門職大学又は実習生が、学会発表、論文発表その他の方法により実習生が創出

した発明等について第三者に公表・開示しようとする場合は、事前に事業者の同

意を得るものとする。 
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9

工科学部　　デジタルエンタテインメント学科

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛ
ﾃﾞｭｰｽ

CGｱﾆﾒｰ
ｼｮﾝ

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛ
ﾃﾞｭｰｽ

CGｱﾆﾒｰ
ｼｮﾝ

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛ
ﾃﾞｭｰｽ

CGｱﾆﾒｰ
ｼｮﾝ

1
東映株式
会社

①VFX、CG映像製作
②アニメーション製作、
③フェイシャルアニメー
ション全般の製作④
モーションキャプチャー
業務⑤リギング⑥
VFX、CG制作全般の
デイレクション、クオリ
ティ管理⑦レベルデザ
イン、エフェクトデザイ
ン⑧プロジェクトの進行
管理、マネジメント業務

社内の東映デジタルセンターツークン研究所で
の実習となる。最新のＣＧ制作技術やＤＣＣツー
ルの制作支援ツール、画像解析の研究などに
触れることができ、その技術を用いた映像コンテ
ンツの制作などが可能なため。本学の教育課程
の比較的早期段階にある学生に対する技術指
導や課題提示、実習科目で産学連携等を経験
してきた学生に対する適切な難度の目標設定
指導、教育課程の終盤にある学生に対する相
応に程度の高い要求をしながらの指導、いずれ
にも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

2

エスエフ・
グラフィッ
クス株式
会社

コンピュータグラフィック
（ＣＧ）デザイン制作
ミドルウェア（例：シェー
ダープラグイン「日の
丸」）の開発・販売
ゲーム開発

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、コンピュータグラフィックデザ
イン制作やミドルウェアの開発、ゲーム開発など
が可能であるため。本学の教育課程の比較的
早期段階にある学生に対する技術指導や課題
提示、実習科目で産学連携等を経験してきた学
生に対する適切な難度の目標設定指導、教育
課程の終盤にある学生に対する相応に程度の
高い要求をしながらの指導、いずれにも対応可
能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

3
株式会社
シィクリエ
イティブ

工業製品の企画・デザ
イン開発、家具、インテ
リアのデザイン開発、商
品パッケージデザイン、
ＣＩ・ＶＩ計画、カタログや
ＷＥＢサイト等のコミュニ
ケーションデザイン

ＣＧの専攻分野で習得する技術、知識に基づ
き、工業製品や家具、インテリアなどを３ＤＣＧモ
デルで試作することが可能なため。本学の実習
科目で産学連携等を経験してきた学生に対す
る適切な難度の目標設定指導と、教育課程の
終盤にある学生に対する相応に程度の高い要
求をしながらの指導が可能な実習施設のため。

○ ○

4
ポリゴンマ
ジック株式
会社

デジタルエンタテインメ
ントコンテンツの企画制
作、舞台・映像・イベン
ト制作事業、
映像配給事業、表現技
術・オンライン技術の研
究開発、インキュベー
ション事業

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、デジタルエンタテインメントコ
ンテンツの企画制作や映像などの制作が可能
なため。本学の教育課程の比較的早期段階に
ある学生に対する技術指導や課題提示、実習
科目で産学連携等を経験してきた学生に対す
る適切な難度の目標設定指導、教育課程の終
盤にある学生に対する相応に程度の高い要求
をしながらの指導、いずれにも対応可能な実習
施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

5
株式会社
デジタル・
ガーデン

１．ＣＧの企画および制
作　２．コンピュータによ
る映像・オーディオの編
集
３．デジタル技術による
映像の送受信事業、
４．上記に付帯する一
切の業務

ＣＧの専攻分野で習得する技術、知識に基づ
き、ＣＧの企画および制作などが可能であるた
め。本学の教育課程の比較的早期段階にある
学生に対する技術指導や課題提示、実習科目
で産学連携等を経験してきた学生に対する適
切な難度の目標設定指導、教育課程の終盤に
ある学生に対する相応に程度の高い要求をしな
がらの指導、いずれにも対応可能な実習施設の
ため。

○ ○ ○

6
株式会社
グリオグ
ルーヴ

ＣＧ映像、アニメーショ
ン、ＣＭ等の制作

ＣＧ専攻分野で取得する技術、知識に基づき、
ＣＧ映像、アニメーション、ＣＭ等の制作などが
可能であるため。本学の教育課程の比較的早
期段階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた学生
に対する適切な難度の目標設定指導、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可能
な実習施設のため。

○ ○ ○

臨地実務実習Ⅱ臨地実務実習Ⅲ

資料 29-2臨地実務実習の選定理由とコース配置

施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ
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施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ

7
株式会社
クオラス

各種メディア広告取扱
代理店業務、広告コン
テンツ企画提案、コン
サルティング等

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、消費者コミュニケーション
ツールの提案・開発やプロモーション映像の制
作が可能なため。本学の教育課程の比較的早
期段階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた学生
に対する適切な難度の目標設定指導、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可能
な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

8
株式会社
システムリ
ンク

ＩＴベンチャー・中小企
業向け人材育成及びス
クール事業・求人求職
支援・ＳＥＳ事業

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、人材育成事業用オンライン
研修コンテンツやチュートリアルツールなどを、
ゲームプログラムやCGを用いて試作することが
可能であるため。本学の教育課程の比較的早
期段階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた学生
に対する適切な難度の目標設定指導、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可能
な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

9
有限会社
オレンジ

ＴＶアニメや劇場アニ
メ、ＯＶＡ、ゲームムー
ビー等ＣＧアニメーショ
ン制作.

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ＴＶアニメや劇場アニメ、ＯＶ
Ａ、ゲームムービー等ＣＧアニメーション制作な
どの制作が可能なため。本学の教育課程の比
較的早期段階にある学生に対する技術指導や
課題提示、実習科目で産学連携等を経験して
きた学生に対する適切な難度の目標設定指
導、教育課程の終盤にある学生に対する相応
に程度の高い要求をしながらの指導、いずれに
も対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

10
株式会社
カラクリズ
ム

スマートフォン向けアプ
リの企画・開発
家庭用ゲーム機向け
ゲームソフトの企画・開
発
国内ゲームの輸出・海
外発売支援

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、スマートフォン向けアプリや
家庭用ゲーム機向けゲームソフトの企画・開発
などが可能であるため。本学の教育課程の比較
的早期段階にある学生に対する技術指導や課
題提示、実習科目で産学連携等を経験してきた
学生に対する適切な難度の目標設定指導、教
育課程の終盤にある学生に対する相応に程度
の高い要求をしながらの指導、いずれにも対応
可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

11
株式会社
クリーブ

大規模システムの開
発、中小企業向けのＩＴ
コンサルティング、シス
テムエンジニア育成研
修等のＩＴサービス

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、システムエンジニア育成研
修用コンテンツや、チュートリアルツールなどを、
ゲームプログラムやCGを用いて試作することが
可能であるため。本学の教育課程の比較的早
期段階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた学生
に対する適切な難度の目標設定指導、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可能
な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

12
株式会社
アトラスコ
ンピュータ

コンピュータソフトウェア
の企画、設計、開発、
輸出入及び販売
コンピュータ及びその
周辺機器の設計、製
造、輸出入及び販売
コンピュータソフトウェ
ア、コンピュータ及びそ
の周辺機器の保守

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、コンピュータソフトウェアの企
画、制作をサポートすることが可能であるほか、
業務フローの社内周知や、同社既存サービスの
外部への説明などといった目的のＣＧ映像の作
成が可能であるため。本学の教育課程の比較
的早期段階にある学生に対する技術指導や課
題提示、実習科目で産学連携等を経験してきた
学生に対する適切な難度の目標設定指導、教
育課程の終盤にある学生に対する相応に程度
の高い要求をしながらの指導、いずれにも対応
可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○



11

工科学部　　デジタルエンタテインメント学科

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛ
ﾃﾞｭｰｽ

CGｱﾆﾒｰ
ｼｮﾝ

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛ
ﾃﾞｭｰｽ

CGｱﾆﾒｰ
ｼｮﾝ

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛ
ﾃﾞｭｰｽ

CGｱﾆﾒｰ
ｼｮﾝ

臨地実務実習Ⅱ臨地実務実習Ⅲ

資料 29-2臨地実務実習の選定理由とコース配置

施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ

13
ランドシス
テム株式
会社

モバイルアプリ開発事
業、受託ソフトウエア開
発事業、ＳＥＳ事業

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、モバイルアプリやその他ソフ
トウェアの企画、制作をサポートすることが可能
であるほか、業務フローの社内周知や、同社既
存サービスの外部への説明などといった目的の
ＣＧ映像の作成が可能であるため。本学の教育
課程の比較的早期段階にある学生に対する技
術指導や課題提示、実習科目で産学連携等を
経験してきた学生に対する適切な難度の目標
設定指導、教育課程の終盤にある学生に対す
る相応に程度の高い要求をしながらの指導、い
ずれにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

14
株式会社
ワールド
ウェーブ

遊戯電子機器の設計・
製造 コンピュータソフト
ウェアの企画、制作、管
理、運営、販売 ウェブ
サイトの企画、制作、管
理、運営、販売

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、コンピュータソフトウェアの企
画、制作サポートやウェブサイトのグラフィック制
作などが可能ため。本学の実習科目で産学連
携等を経験してきた学生に対する適切な難度の
目標設定指導と、教育課程の終盤にある学生に
対する相応に程度の高い要求をしながらの指導
が可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○

15
株式会社
意匠計画

３ＤＣＧ・パース制作、
商業施設・建築・イベン
ト等のプレゼンテーショ
ンツールの制作

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、建築物の３CDGデータを自
動生成するプログラムなどの開発ツールの作成
や、３DCGのパース制作などが可能なため。本
学の教育課程の比較的早期段階にある学生に
対する技術指導や課題提示、実習科目で産学
連携等を経験してきた学生に対する適切な難度
の目標設定指導、教育課程の終盤にある学生
に対する相応に程度の高い要求をしながらの指
導、いずれにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

16
太陽企画
株式会社

ＣＭ制作、博展映像・
プロモーション企画、
キャラクタービジネス等

ＣＧの専攻分野で習得する技術、知識に基づ
き、ＣＭや博展映像、プロモーション用のＣＧ・
映像などの制作が可能なため。本学の教育課
程の比較的早期段階にある学生に対する技術
指導や課題提示、実習科目で産学連携等を経
験してきた学生に対する適切な難度の目標設
定指導、教育課程の終盤にある学生に対する
相応に程度の高い要求をしながらの指導、いず
れにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○

17
株式会社
４Dブレイ
ン

CG,VFX制作プロダク
ション

ＣＧの専攻分野で習得する技術、知識に基づ
き、CG・VFXなどの制作が可能なため。本学の
実習科目で産学連携等を経験してきた学生に
対する適切な難度の目標設定指導と、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導が可能な実習施設のた
め。

○ ○

18
株式会社
オプティカ
ルフォース

映画/ドラマ/ＴＶ－ＣＭ
/ゲーム/イベント映像/
遊技機等、あらゆる媒
体におけるＣＧアニメー
ション・ＶＦＸ制作クラウ
ドレンダリングサービス

ＣＧの専攻分野で習得する技術、知識に基づ
き、映画・ドラマ・ＴＶ－ＣＭ・ゲーム・イベント映
像・遊技機などのＣＧ・映像制作が可能なため。
本学の実習科目で産学連携等を経験してきた
学生に対する適切な難度の目標設定指導と、
教育課程の終盤にある学生に対する相応に程
度の高い要求をしながらの指導が可能な実習
施設のため。

○ ○
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臨地実務実習Ⅰ

19

公益財団
法人画像
情報教育
振興協会

コンピューターグラ
フィック業界における、
教育カリキュラムの策
定、教材の開発と出
版、指導者の支援、検
定やセミナーの実施、
調査研究などを通じた
支援全般

ＣＧの専攻分野で習得する技術、知識に基づ
き、学生の立場からＣＧ教育の普及に向けた提
案から普及活動用の映像制作などが可能なた
め。本学の教育課程の比較的早期段階にある
学生に対する技術指導や課題提示、実習科目
で産学連携等を経験してきた学生に対する適
切な難度の目標設定指導、教育課程の終盤に
ある学生に対する相応に程度の高い要求をしな
がらの指導、いずれにも対応可能な実習施設の
ため。

○ ○ ○

20
株式会社
アイエン
ター

システムコンサルティン
グ・開発・構築・運用／
スマートフォンアプリ企
画・構築・運用／
IoT／XR(VR・MR・AR)
／AI／Drone／RPA／
ビッグデータ解析
UI・UXデザイン／動画
制作／スマートフォン
向けカジュアルゲーム
開発

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、XR(VR・MR・AR)・ＵＩ・デザイ
ン・動画・スマートフォン向けカジュアルゲームな
どの制作が可能であるため。本学の教育課程の
比較的早期段階にある学生に対する技術指導
や課題提示、実習科目で産学連携等を経験し
てきた学生に対する適切な難度の目標設定指
導、教育課程の終盤にある学生に対する相応
に程度の高い要求をしながらの指導、いずれに
も対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

21
株式会社
ジオコード

法人企業向けのWeb
マーケティングサービ
ス、クラウド型業務支援
ツールを展開

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、Webマーケティング向けコ
ミュニケーションツールの提案・開発やプロモー
ション映像などの制作が可能なため。本学の教
育課程の比較的早期段階にある学生に対する
技術指導や課題提示、実習科目で産学連携等
を経験してきた学生に対する適切な難度の目標
設定指導、教育課程の終盤にある学生に対す
る相応に程度の高い要求をしながらの指導、い
ずれにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

22
株式会社
モンス
ター・ラボ

音楽サービス、モバイ
ルゲーム・アプリケー
ション開発

ゲームの専攻分野で習得する技術、知識に基
づき、モバイルゲーム・アプリケーションの制作
が可能なため。本学の教育課程の比較的早期
段階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた学生
に対する適切な難度の目標設定指導、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可能
な実習施設のため。

○ ○ ○

23

株式会社
まくびーイ
ンターナ
ショナル

インターネットメディア
の企画・運営、インター
ネット広告代理店、食
品・衣料品・化粧品・雑
貨などの卸販売、ベン
チャー企業への投資及
び事業育成支援、金
融・証券取引にかかわ
る全般業務

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、運営するインターネットメディ
ア内のコンテンツとしてゲームや映像の制作な
どが可能なため。本学の教育課程の比較的早
期段階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた学生
に対する適切な難度の目標設定指導、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可能
な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

24
サン電子
株式会社

モバイルデータソリュー
ション事業、ゲームコン
テンツ事業、エンターテ
インメント関連事業

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、モバイルデータソリューショ
ン・ゲームコンテンツなどの制作が可能なため。
本学の教育課程の比較的早期段階にある学生
に対する技術指導や課題提示、実習科目で産
学連携等を経験してきた学生に対する適切な難
度の目標設定指導、教育課程の終盤にある学
生に対する相応に程度の高い要求をしながらの
指導、いずれにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○
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工科学部　　デジタルエンタテインメント学科

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛ
ﾃﾞｭｰｽ

CGｱﾆﾒｰ
ｼｮﾝ

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛ
ﾃﾞｭｰｽ

CGｱﾆﾒｰ
ｼｮﾝ

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛ
ﾃﾞｭｰｽ

CGｱﾆﾒｰ
ｼｮﾝ

臨地実務実習Ⅱ臨地実務実習Ⅲ

資料 29-2臨地実務実習の選定理由とコース配置

施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ

25
株式会社
クロス
フィールド

スマートフォン向けゲー
ムアプリの企画・開発・
運営

ゲームの専攻分野で習得する技術、知識に基
づき、スマートフォン向けゲームアプリなどの制
作が可能なため。本学の教育課程の比較的早
期段階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた学生
に対する適切な難度の目標設定指導、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可能
な実習施設のため。

○ ○ ○

26
ヴイストン
株式会社

ロボット関連製品の開
発・製造・販売

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ロボットのコミュニケーション
コンテンツとしてのゲーム制作や、ロボットのプロ
モーション映像の制作などが可能なため。本学
の教育課程の比較的早期段階にある学生に対
する技術指導や課題提示、実習科目で産学連
携等を経験してきた学生に対する適切な難度の
目標設定指導、教育課程の終盤にある学生に
対する相応に程度の高い要求をしながらの指
導、いずれにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

27
株式会社
KMS

RPGゲーム企画・開発
事業、インフラ・サー
バーサイドエンジニア
事業、広告代理事業

ゲームの専攻分野で習得する技術、知識に基
づき、RPGゲーム企画・開発などの制作が可能
なため。本学の教育課程の比較的早期段階に
ある学生に対する技術指導や課題提示、実習
科目で産学連携等を経験してきた学生に対す
る適切な難度の目標設定指導、教育課程の終
盤にある学生に対する相応に程度の高い要求
をしながらの指導、いずれにも対応可能な実習
施設のため。

○ ○ ○

28
チームラ
ボ株式会
社

IT、サイエンス、テクノロ
ジー、デザイン、アート
の横断的なソリューショ
ンコンサルティング

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、サイエンス、テクノロジー、デ
ザイン、アートの横断的なソリューションコンサル
ティングに基づいたコンテンツの企画・制作が可
能なため。本学の教育課程の比較的早期段階
にある学生に対する技術指導や課題提示、実
習科目で産学連携等を経験してきた学生に対
する適切な難度の目標設定指導、教育課程の
終盤にある学生に対する相応に程度の高い要
求をしながらの指導、いずれにも対応可能な実
習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

29

株式会社
バンダイナ
ムコスタジ
オ

家庭用ゲームソフト、業
務用ゲーム機、モバイ
ルコンテンツ、PCコンテ
ンツなどの企画・開発・
運営

ゲームの専攻分野で習得する技術、知識に基
づき、家庭用ゲームソフト、業務用ゲーム機、モ
バイルコンテンツ、PCコンテンツなどの企画・開
発・制作などが可能であるため。本学の教育課
程の比較的早期段階にある学生に対する技術
指導や課題提示、実習科目で産学連携等を経
験してきた学生に対する適切な難度の目標設
定指導、教育課程の終盤にある学生に対する
相応に程度の高い要求をしながらの指導、いず
れにも対応可能な実習施設のため。

○ ○ ○

30

SQUARE
ENIX,Inc.

（株式会社
スクウェ
ア・エニッ
クス）

Plannning,development,
publishment and sale of
entertainment products
and
services.Planning,devel
opment and sale of
derivative products of
the Group's
Intellectual Properties

ゲームの専攻分野で習得する技術、知識に基
づき、グループの知的財産に関する考え方に触
れながら。エンターテインメント製品およびサー
ビスの企画・開発・制作が可能なため。本学の
教育課程の終盤にある学生に対し、相応に程
度の高い要求をしながら指導することが可能な
実習施設のため。

○
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工科学部　　デジタルエンタテインメント学科
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CGｱﾆﾒｰ
ｼｮﾝ
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CGｱﾆﾒｰ
ｼｮﾝ
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資料 29-2臨地実務実習の選定理由とコース配置

施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ

31

Hitachi
Consumer
Products(
Thailand),
Ltd.
（日立アプ
ライアンス
株式会社）

タイやＡＳＥＡＮ諸国向
けの家電製品の製造

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、家電製品製造工程のチュー
トリアルツールなどを、ゲームプログラムやCGを
用いて試作することが可能なため。本学の教育
課程の終盤にある学生に対し、相応に程度の高
い要求をしながら指導することが可能な実習施
設のため。

○ ○

32

KAGA
COMPON
ENTS
（MALAYS
IA）
SDN.BHD
.
(加賀マイ
クロソ
リューショ
ン株式会
社)

民生用から産業用まで
の各種電源機器および
電子機器完成品の開
発、製造、販売及び基
板アッセンブル等の受
託

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、各種電源機器および電子機
器製造工程のチュートリアルツールなどを、ゲー
ムプログラムやCGを用いて試作することが可能
なため。本学の教育課程の終盤にある学生に
対し、相応に程度の高い要求をしながら指導す
ることが可能な実習施設のため。

○ ○

33

KAGA
ELECTRO
NICS
（USA）
INC.
(加賀電子
株式会社
（USA))

市場調査、加賀電子株
式会社製造の電子部
品の輸出入及び販売

ゲームの専攻分野で習得する技術、知識に基
づき、加賀電子株式会社製造のアミューズメント
機器の差別化ポイントの分析、他社競合製品の
調査などが可能なほか、ＣＧの専攻分野で習得
する技術、知識に基づき、加賀電子株式会社製
品の販売促進映像などが制作可能なため。本
学の教育課程の終盤にある学生に対し、相応に
程度の高い要求をしながら指導することが可能
な実習施設のため。

○ ○

34

TAXAN
MEXICO
S.A. de
C.V.
(加賀電子
株式会社
（メキシコ))

ＥＭＳ事業及び電子部
品・半導体の販売など

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、ＥＭＳ事業における製造工
程のチュートリアルツールなどを、ゲームプログ
ラムやCGを用いて試作することが可能なため。
本学の教育課程の終盤にある学生に対し、相
応に程度の高い要求をしながら指導することが
可能な実習施設のため。

○ ○

35

KAGA
AMUSEM
ENT
MALAYSI
A
SDN.BHD
.
(加賀ア
ミューズメ
ント株式会
社)

アミューズメント機器の
販売、保守サービス及
びアミューズメント施設
の運営など

ゲームの専攻分野で習得する技術、知識に基
づき、同社商品の差別化ポイントの分析、他社
競合製品の調査から普及活動用の映像制作な
どが可能なため。本学の教育課程の終盤にある
学生に対し、相応に程度の高い要求をしながら
指導することが可能な実習施設のため。

○

36

株式会社
アイエン
ター（ハノ
イ支店）

システムコンサルティン
グ・開発・構築・運用／
スマートフォンアプリ企
画・構築・運用／
IoT／XR(VR・MR・AR)
／AI／Drone／RPA／
UI・UXデザイン／動画
制作

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、スマートフォンアプリや動画
の制作などが可能なため。本学の教育課程の
終盤にある学生に対し、相応に程度の高い要求
をしながら指導することが可能な実習施設のた
め。

○ ○
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施設
番号

施設名 事業概要 選定理由
臨地実務実習Ⅰ

37
株式会社
Aiming

オンラインゲームの
制作、開発、運営

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、オンラインゲームなどの制作
が可能なため。本学の教育課程の比較的早期
段階にある学生に対する技術指導や課題提
示、実習科目で産学連携等を経験してきた学生
に対する適切な難度の目標設定指導、教育課
程の終盤にある学生に対する相応に程度の高
い要求をしながらの指導、いずれにも対応可能
な実習施設のため。

○ ○ ○ ○ ○ ○

38
株式会社
Aiming 台
湾スタジオ

オンラインゲームの
制作、開発、運営

ゲーム、ＣＧそれぞれの専攻分野で習得する技
術、知識に基づき、オンラインゲームなどの制作
が可能なため。本学の教育課程の終盤にある
学生に対し、相応に程度の高い要求をしながら
指導することが可能な実習施設のため。

○ ○



1

臨地実務実習施設確保状況

学部

学科

定員

科目 確保数 確保比率 確保数 確保比率

臨地実務実習Ⅰ 123 103% 104 130%

臨地実務実習Ⅱ 144 120% 116 145%

臨地実務実習Ⅲ 178 148% 134 168%

（人）

学部

学科

コース

履修学生数上限

科目 確保数 確保比率 確保数 確保比率 確保数 確保比率 確保数 確保比率 確保数 確保比率

臨地実務実習Ⅰ 107 134% 104 130% 43 108% 85 142% 82 137%

臨地実務実習Ⅱ 123 154% 125 156% 53 133% 87 145% 93 155%

臨地実務実習Ⅲ 153 191% 158 198% 63 158% 105 175% 109 182%

（人）

80名 40名 60名 60名

工科学部

80名

資料30

ＡＩ戦略コース ＩｏＴシステムコース ロボット開発コース ゲームプロデュースコース

情報工学科 デジタルエンタテインメント学科

ＣＧアニメーションコース

情報工学科 デジタルエンタテインメント学科

120名 80名

工科学部
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（是正事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科 
  

８．＜授業科目の実現可能性に疑義＞ 
「地域共創デザイン実習」について、教育課程連携協議会の協力と支援のもとに

実施すると説明しているが、教育課程連携協議会の構成員としては、地域の関係

者が 1 名しか配置されておらず、実現可能性に疑義がある。当該授業科目の教員

の関わり方や想定される連携先等の実施方法を改めて説明し、実現可能性がある

ことを明確に説明するか、適切に改めること。【２学科共通】 

 
（対応） 
 教育課程連携協議会の「地域」区分の構成員について見直しを行い、「地域共創デザイン実

習」の実施が確実に行われるよう、東京商工会議所の 1 名を追加した。 
 「地域共創デザイン実習」の授業実施おいては地域区分構成員だけでなく、その関連企

業・団体が複数関わることになるため、「地域共創デザイン実習」の協力企業・団体からな

る分科会を組織し、授業運営に向けた取り組みを行うこととしている。その分科会の位置づ

けを明確にするため、教育課程連携協議会規定を見直し、分科会を設置できる旨の規定を追

加した。なお、その分科会は、授業担当の専任教員も構成員となる。 
 
教育課程連携協議会規定に追加する規定 

（分科会） 
第７条 本協議会は、教育課程の見直しなど特定の分野・目的毎に審議するため、必要に応じ

分科会を置くことができる。 
  ２ 分科会長は、本協議会の構成員から学長が指名する。 
  ３ 分科会に所属する者は、本協議会の構成員、専任教員及び教育課程の実施において本

学と協力する事業者から学長が指名する。 
  ４ 分科会長は当分科会での審議の内容について協議会に報告し、協議会の了承を得るも

のとする。 
 
 担当教員については、①課題精査、②進捗指導・管理、③フィードバック、といった関わ

りをもつこととしており、計画の実現可能性は十分に高いと判断する。詳細は以下の通りで

ある。 
 
 
■「地域共創デザイン実習」の協力企業・団体について 

新宿区文化観光産業部の関連団体には、新宿区商店会連合会、東京中小企業家同友会、財

団法人東京都中小企業振興公社などがあり、新宿区商店会連合会だけとっても 100 近い商店

会が加入している。東京商工会議所は 23 区内で合計 80,000 社の会員企業が存在する。今後、

こうした関連企業・団体から授業にかかわる協力企業・団体を選定する。 
 
 
■「地域共創デザイン実習」における協力企業・団体の関わり方について 
 担当教員は、授業開始に先立ち、教育課程連携協議会の「地域の関係者」区分の構成員からの

紹介を受け、「地域共創デザイン実習」が取り組むべき地域課題を抱える企業・団体をピッ

クアップする。分科会にて課題内容や実施の難易度などを考慮して検討し、複数の課題を選

定する。 
協力企業・団体は、オリエンテーションにて学生全体に対し課題についての説明を行う。 
中間報告等で学生の取り組みに対して中間チェックを行う。 
最終成果物に対して、評価を行う。 
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学期末には分科会にて教育課程連携協議会の構成員及び担当教員などと当該授業科目を振り

返り、翌年度に向けて授業の質の向上を図る。 
 
 
 
■「地域共創デザイン実習」における教員の関わり方について 
 教員は主として、以下の 3 つの役割をもって当該授業科目と関わる。 
 
 ①設定する課題の精査等 
  担当教員は、各学生グループが選択する課題について、本授業科目のテーマに照らして

妥当であるか、その課題の達成がシラバスに定められている到達目標を達成できるか、目

標達成に向けたスケジュールは妥当かなどについて精査する。 
  なお、担当教員は必要に応じて、学生に対して秘密保持契約について説明するのと併せ

て、必要書類の精査を行う。 
 ②進捗指導・管理 
  ①で定まった課題の達成に向けて、教員は定期的に学生の進捗管理、制作の指導、協力

企業・団体からの評価のフィードバックなどを行う。 
 ③フィードバック 
  担当教員は、シラバスに定める「科目評価方法」の実施時期において都度、学生に対し

て適切なフィードバックを実施する。また、学期末には分科会にて教育課程連携協議会の

構成員及び協力企業・団体などと当該授業科目を振り返り、翌年度に向けて授業の質の向

上を図る。 
 
 
■新たに追加する教育課程連携協議会の「地域の関係者」に該当する構成員について 
 当該科目が計画する「教育課程連携協議会の協力と支援のもとに実施する」という計画の

実現性をより高めるため、「地域の関係者」に該当する構成員として新たに、東京商工会議

所新宿支部事務局長、中臺浩正氏に承諾いただいている。 
中臺氏は東京商工会議所における業務の経験が長く、新宿支部としても若年層を対象とし

たビジネスプランコンテスト「SHINJUKU DREAM ACTIVATION」を主導し、区内所在

の大学で参加促進セミナーを実施するなど、産学公連携の実績が豊富な人物である。東京商

工会議所新宿支部の協力を得ることにより、地元企業とより密接な関係を構築できること

で、当該科目が計画する「教育課程連携協議会の協力と支援のもとに実施」の実現性が高ま

るともに、本授業科目に相応しい課題が広く集まると見込んでいる。 
 

 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
4.2 教育課程を開発・不断の見直しと反映を

行う仕組み 
本学の教育課程において、臨地実務実習を除

く全ての授業は、基本的に本学が契約した教

員によって行われている。また、臨地実務実

習先（受け入れ先）は、全て臨地実務実習施

設使用承諾書を交わすとともに、臨地実務実

習施設の概要に明記がある通り、実習指導

者・事業の概要・該当施設の選定理由等を、

本学に所属する教職員によって確認し適切と

判断できる企業や団体等に限定している。加

4.2 教育課程を開発・不断の見直しと反映を

行う仕組み 
本学の教育課程において、臨地実務実習を除

く全ての授業は、基本的に本学が契約した教

員によって行われている。また、臨地実務実

習先（受け入れ先）は、全て臨地実務実習施

設使用承諾書を交わすとともに、臨地実務実

習施設の概要に明記がある通り、実習指導

者・事業の概要・該当施設の選定理由等を、

本学に所属する教職員によって確認し適切と

判断できる企業や団体等に限定している。加
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えて、海外臨地実務実習を除く全ての臨地実

務実習では、複数人の教職員による巡回によ

って、適切に教育が行われているかが確認さ

れる等、実習水準の確保の方策も取ってい

る。これら臨地実務実習に関する詳細につい

ては後の 11 章で言及する。以上のことから、

本学で必要な授業科目を自ら開講していると

いえる。 
教育課程連携協議会についての詳細は後の 7
章で述べるが、今回、編成・設置される教育

課程は、現代社会特有の複雑化した問題に対

峙できるように教育課程連携協議会の意見等

を反映させ、その時世に合った体系に常に変

化させることで教育課程を開発する。 
例えば、教育課程連携協議会の構成員には、

学校教育法第 11 条 2 項（エ）で定義されてい

るように、臨地実務実習先として本学と連携

を取る事業者が含まれる。この構成員によっ

て臨地実務実習の実態として教育課程に反映

すべき意見が出された場合は、必要に応じて

再検討され、所定の手続きをもって「臨地実

務実習Ⅰ～Ⅲ」に反映されるようにする。こ

のように本学では教育課程の開発を行う。 
加えて、臨地実務実習を含む全ての実習科目

は必ず教育課程連携協議会の協力や支援を求

める。教育課程連携協議会では、産業界及び

地域社会との連携による授業科目の開設や、

その他の教育課程の編成に関する基本的な事

項などについて議論される。議論に基づき設

置される臨地実務実習や各学科の職業専門科

目に配した実習科目、並びに、産学官の連携

を目的とする「地域共創デザイン実習」によ

って、学生は技術の社会性を現実的に学ぶ。

具体的な関係性は、科目ごとに以下に記す。 
 
 
「地域共創デザイン実習」 
情報工学科とデジタルエンタテインメント学

科の双方に配置したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「地域」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマに取り組む際の

企画提案の場の提供等である。 
 
「ソリューション開発Ⅰ」「ソリューション

開発Ⅱ」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

えて、海外臨地実務実習を除く全ての臨地実

務実習では、複数人の教職員による巡回によ

って、適切に教育が行われているかが確認さ

れる等、実習水準の確保の方策も取ってい

る。これら臨地実務実習に関する詳細につい

ては後の 11章で言及する。以上のことから、

本学で必要な授業科目を自ら開講していると

いえる。 
教育課程連携協議会についての詳細は後の 7
章で述べるが、今回、編成・設置される教育

課程は、現代社会特有の複雑化した問題に対

峙できるように教育課程連携協議会の意見等

を反映させ、その時世に合った体系に常に変

化させることで教育課程を開発する。 
例えば、教育課程連携協議会の構成員には、

学校教育法第 11 条 2項（エ）で定義されてい

るように、臨地実務実習先として本学と連携

を取る事業者が含まれる。この構成員によっ

て臨地実務実習の実態として教育課程に反映

すべき意見が出された場合は、必要に応じて

再検討され、所定の手続きをもって「インタ

ーンシップⅠ～Ⅳ」に反映されるようにす

る。このように本学では教育課程の開発を行

う。 
加えて、臨地実務実習を含む全ての実習科目

は必ず教育課程連携協議会の協力や支援を求

める。教育課程連携協議会では、産業界及び

地域社会との連携による授業科目の開設や、

その他の教育課程の編成に関する基本的な事

項などについて議論される。議論に基づき設

置される臨地実務実習や各学科の職業専門科

目に配した実習科目、並びに、産学官の連携

を目的とする「地域共創デザイン実習」によ

って、学生は技術の社会性を現実的に学ぶ。

具体的な関係性は、科目ごとに以下に記す。 
 
「地域共創デザイン実習」 
情報工学科とデジタルエンタテインメント学

科の双方に配置したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「地域」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマに取り組む際の

企画提案の場の提供等である。 
  
「ソリューション開発Ⅰ」「ソリューション

開発Ⅱ」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力と支援を得
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る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマを取り組む際の

共同製品・共同制作物の開発、あるいは企画

提案・報告の場の提供等である。 
 
「デジタルコンテンツ制作応用」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力と支援を得る。ここで指す協力と

支援とは、実習テーマ等の共同策定や、その

テーマを取り組む際の共同製品・共同制作物

の開発、あるいは企画提案・報告の場の提供

等である。 
 
「人工知能応用」「IoT サービスデザイン」

「産業用ロボット実習」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力を得る。こ

こで指す協力とは、実習テーマ等の共同策定

等である。 
 
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa、Ⅰb」
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力を得る。ここで指す協力とは、実

習テーマ等の共同策定等である。 
 
以上のように、上記の科目については必ず教

育課程連携協議会との関係を持つとともに、

開発・不断の見直しを行う。不断の見直しを

行う体制についての詳細は、7 章にて説明す

る。 
 
ここまで述べてきた実習系授業と、教育課程

連携協議会が効果的に連携を取るための機能

として、本学では分科会を設置している。例

えば、「地域共創デザイン実習」の授業実施

おいては地域区分構成員だけでなく、その関

連企業・団体が複数関わることになるため、

「地域共創デザイン実習」の協力企業・団体

からなる分科会を組織し、授業運営に向けた

取り組みを行うこととしている。その分科会

の位置づけは、教育課程連携協議会規定で以

下のように示している。なお、その分科会

は、授業担当の専任教員も構成員となる。 
 

る。ここで指す協力と支援とは、実習テーマ

等の共同策定や、そのテーマを取り組む際の

共同製品・共同制作物の開発、あるいは企画

提案・報告の場の提供等である。 
 
「デジタルコンテンツ制作応用」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力と支援を得る。ここで指す協力と

支援とは、実習テーマ等の共同策定や、その

テーマを取り組む際の共同製品・共同制作物

の開発、あるいは企画提案・報告の場の提供

等である。 
 
「人工知能応用」「IoT サービスデザイン」

「産業用ロボット実習」 
情報工学科に配したこの科目については、教

育課程連携協議会の主に「職業」・「協力」

区分に該当するメンバーから協力を得る。こ

こで指す協力とは、実習テーマ等の共同策定

等である。 
 
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa、Ⅰb」
「デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ」 
デジタルエンタテインメント学科に配したこ

の科目については、教育課程連携協議会の主

に「職業」・「協力」区分に該当するメンバ

ーから協力を得る。ここで指す協力とは、実

習テーマ等の共同策定等である。 
 
以上のように、上記の科目については必ず教

育課程連携協議会との関係を持つとともに、

開発・不断の見直しを行う。不断の見直しを

行う体制についての詳細は、7 章にて説明す

る。 
 
（追加） 
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教育課程連携協議会規定に追加する規定【抜

粋】 
（分科会） 
第７条 本協議会は、教育課程の見直しなど特

定の分野・目的毎に審議するため、必要に応

じ分科会を置くことができる。 
  ２ 分科会長は、本協議会の構成員から

学長が指名する。 
  ３ 分科会に所属する者は、本協議会の

構成員、専任教員及び教育課程の実施におい

て本学と協力する事業者から学長が指名す

る。 
  ４ 分科会長は当分科会での審議の内容

について協議会に報告し、協議会の了承を得

るものとする。 
 
7.2.2 「地域」区分における構成員の正当性 
 
（4） 新宿区文化観光産業部 産業振興課長 
 
新宿区は、本学立地の自治体であり、地域社

会との連携を図るものである。同区は東京都

庁を始め、都市機能の中枢を担う存在であ

り、企業オフィス群と我が国有数の商業地を

併せ持つ、世界的にも特異な地域といえる。

また、近年はインバウンドの急増から一層の

グローバル化が進み、多種多様な文化の集合

地でもある。ローカル及びグローバルでの情

報収集・発信をおこなうためにも同区との密

な連携は必要不可欠である。 
当該人物は、同区産業振興課で従事してお

り、専門職大学の根幹たる産業界との連携を

円滑に図るためにも有効な人選である。 
以上の事柄から、本学における「地域」区分

の構成員として合致している。 
 
（5） 京商工会議所 新宿支部 事務局長 
当該事務局長は東京商工会議所における業務

の経験が長く、新宿支部としても若年層を対

象 と し た ビ ジ ネ ス プ ラ ン コ ン テ ス ト

「SHINJUKU DREAM ACTIVATION」を

主導し、区内所在の大学で参加促進セミナー

を実施するなど、産学公連携の実績が豊富な

人物である。東京商工会議所新宿支部の協力

を得ることにより、地元企業とより密接な関

係を構築できることで、「地域共創デザイン

実習」が計画する「教育課程連携協議会の協

力と支援のもとに実施」の実現性が高まると

もに、本授業科目に相応しい課題が広く集ま

7.2.2 「地域」区分における構成員の正当性 
 
（4） 新宿区文化観光産業部 産業振興課長 
 
新宿区は、本学立地の自治体であり、地域社

会との連携を図るものである。同区は東京都

庁を始め、都市機能の中枢を担う存在であ

り、企業オフィス群と我が国有数の商業地を

併せ持つ、世界的にも特異な地域といえる。

また、近年はインバウンドの急増から一層の

グローバル化が進み、多種多様な文化の集合

地でもある。ローカル及びグローバルでの情

報収集・発信をおこなうためにも同区との密

な連携は必要不可欠である。 
当該人物は、同区産業振興課で従事してお

り、専門職大学の根幹たる産業界との連携を

円滑に図るためにも有効な人選である。 
以上の事柄から、本学における「地域」区分

の構成員として合致している。 
 
 
（追加） 
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ると見込んでいる。 
 
7.3.1.2 「地域」にかかる連携機能 
本学の地域の課題にも取り組むという方針を

踏まえ、「地域」に区分される構成員には、

地域課題に取り組む教育課程に関して意見を

得る他、産学官連携先、若しくは産学官連携

先の紹介窓口としての役割を期待している。

実際には、それを教育課程に落とし込むため

に、学科問わず本学の展開科目に配された

「地域共創デザイン実習」で扱うテーマにつ

いての助言を貰うこと等を想定している。こ

れによって、地域が抱える問題や、取り組ん

でいる現状の課題を直接的に吸い上げるとと

もに、それを実際に取り扱う実習に取り組む

ことで地域に還元する実践知が養成される。 
 担当教員は、授業開始に先立ち、教育課程

連携協議会の「地域の関係者」区分の構成員

からの紹介を受け、「地域共創デザイン実

習」が取り組むべき地域課題を抱える企業・

団体をピックアップする。分科会にて課題内

容や実施の難易度などを考慮して検討し、複

数の課題を選定する。 
1. 協力企業・団体は、オリエンテーショ

ンにて学生全体に対し課題についての説明を

行う。 
2. 中間報告等で学生の取り組みに対して

中間チェックを行う。 
3. 最終成果物に対して、評価を行う。 
4. 学期末には分科会にて教育課程連携協

議会の構成員及び担当教員などと当該授業科

目を振り返り、翌年度に向けて授業の質の向

上を図る。 
以上の事柄から、この区分における構成員は

本学が立地する地域課題に実際にかかわるよ

うな行政若しくはそれに準ずる団体の役職員

が望ましい。よって、本学における職業区分

の構成員には、申請時現在、新宿区文化観光

産業部の産業振興の役職者が協議会構成員と

して、「地域」に係る機能を十分に担うこと

ができる。 
 

7.3.1.2 「地域」にかかる連携機能 
本学の地域の課題にも取り組むという方針を

踏まえ、「地域」に区分される構成員には、

地域課題に取り組む教育課程に関して意見を

得る他、産学官連携先、若しくは産学官連携

先の紹介窓口としての役割を期待している。

実際には、それを教育課程に落とし込むため

に、学科問わず本学の展開科目に配された

「地域共創デザイン実習」で扱うテーマにつ

いての助言を貰うこと等を想定している。こ

れによって、地域が抱える問題や、取り組ん

でいる現状の課題を直接的に吸い上げるとと

もに、それを実際に取り扱う実習に取り組む

ことで地域に還元する実践知が養成される。 
  
（追加） 
 
以上の事柄から、この区分における構成員は

本学が立地する地域課題に実際にかかわるよ

うな行政若しくはそれに準ずる団体の役職員

が望ましい。よって、本学における職業区分

の構成員には、申請時現在、新宿区文化観光

産業部の産業振興の役職者が協議会構成員と

して、「地域」に係る機能を十分に担うこと

ができる。 
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 
新 旧 

  
 
 
 



1 
 

（是正事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科 
  

９．＜学部長及び学科長予定者が不明＞ 
学部長及び学科長予定者についての説明がないため、どのような者を配置する計

画であるのか、明確に説明すること。【２学科共通】 

 
（対応） 

学部長及び学科長予定者について、どのような者を配置する計画であるのか、明確に説明

する。 
 
 
■学部長及び学科長予定者の配置計画について 
 
学部長及び情報工学科の学科長については、学長により下記の専任教授が予定者として選抜され

ている。 
 
  学部長予定者  冨山 哲男  （情報工学科 専任教授、副学長兼務） 
  学科長予定者  斎藤 直宏  （デジタルエンタテインメント学科 実務家 専任教授） 
 
ちなみに開学後も「学長等選考規定（案）」により、学部長・学科長は学長が任命することとし

ている。 
 
【参考】 
東京国際工科専門職大学 学長等選考規定（案）抜粋 

（学長の任命） 
第 ６ 条 学長の任命は、理事会が前条により推薦を受けた学長候補者のうちから適任者を決定

し、理事長がこれを任命する。 
（副学長の任命） 
第１０条 理事会は学長から推薦を受けた候補者から副学長を決定し、理事長がこれを任命す

る。 
（学部長の資格） 
第１１条 学部長は、当該学部の専任教授で、人格、識見ともに優れ、かつ、本学での教育、研

究等において指導力を発揮し得る能力を有する者でなければならない。 
（学部長の任命） 
第１４条 学部長は、学長が任命する。 
（学科長の資格） 
第１５条 学科長は、当該学科の専任教授で、人格、識見ともに優れ、かつ、本学での教育、研

究等において指導力を発揮し得る能力を有する者でなければならない。 
（学科長の任命） 
第１８条 学科長は、学長が任命する。 
 
 
■学部長予定者について 

「学長等選考規定（案）」は、学部長について「当該学部の専任教授で、人格、識見ともに

優れ、かつ、本学での教育、研究等において指導力を発揮し得る能力を有する者でなければなら

ない。」と定めており、その基準を満たしている者を予定者としている。 
より具体的な学長方針として、学部長が教員組織のトップとして両学科をまとめてマネジメン

トすることを求めているため、大学教授の経験者（アカデミア教員）から選ぶことを予定してい

る。学部長はその大学組織での経験を活かして本学の教員組織をまとめ上げ、円滑に開学業務を
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進める。 
 

 
■学科長予定者について 

『東京国際工科専門職大学 学長等選考規定（案）』は、学科長について「当該学科の専任

教授で、人格、識見ともに優れ、かつ、本学での教育、研究等において指導力を発揮し得る能力

を有する者でなければならない。」と定めており、その基準を満たしている者を予定者としてい

る。 
より具体的な学長方針として、アカデミア教員から選抜される学部長に対し、専門職大学の制

度趣旨を鑑み、学科長は実務家教員の専任教授を配置し、産業界からの意見を反映させやすい組

織を目指している。さらに完成年度まで学科長の業務を継続し安定した組織づくりを率先できる

よう、完成年度までに定年を迎えることがない（高）教員から選ぶこととしている。 
 
 

■教育課程連携協議会のメンバーについて 
専門職大学として重要な位置づけにある教育課程連携協議会のメンバーは、上記学部長・学科

長と同様の選考基準で選ぶべき位置づけと考え、学部長・学科長の選考基準に準じたメンバーを

選定している。教育課程連携協議会でも、上記の役職配置と同様にバランスを鑑み、アカデミア

教員と実務家教員を適正配置している。現在は学科長予定者をメンバーとして加えており（副学

長は、情報工学科のメンバーとして加えている）、教育課程連携協議会・教授会・大学評議会の

連携による学校づくりの推進ができる配置となっている。 
 
 
 
 

 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
5. 教員組織の編成の考え方及び特色 
 
（中略） 
 
5.10 リーダーシップを発揮できる教員組織体

制の整備 
学長の選考と異なり、学部長の選考について

法令上は規定されていないが、本学では学長

等選考規定（案）によって、学部長、学科長

についても基準を設けている。特に完成年度

までは、以下のような方針としている。 
 
■学部長予定者について 
学部長は教員組織のトップとして工科学部に

ある 2 学科をまとめてマネジメントすること

を求めているため、大学教授の経験者（アカ

デミア教員）から選ぶことを予定している。

学部長はその大学組織での経験を活かして本

学の教員組織をまとめ上げ、円滑に開学業務

を進める。 
 
■学科長予定者について 
学科長はアカデミア教員から選抜される学部

5. 教員組織の編成の考え方及び特色 
 
（中略） 
 
（追加） 
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長に対し、専門職大学の制度趣旨を鑑み、実

務家教員の専任教授を配置し、産業界からの

意見を反映させやすい組織を目指す。さらに

完成年度まで学科長の業務を継続し安定した

組織づくりを率先できるよう、完成年度まで

に定年をむかえることがない教員から選ぶこ

ととしている。 
 
 
 
 
7.2 構成員の規定区分 
 本学の教育課程連携協議会は、専門職大学

設置基準第 11 条第 2 項に規定する各区分の要

件に合致した構成員で組織する。 
本学は教育課程連携協議会を編成・開催し、

各学科に関する専門職能分野の団体の職員

（職業区分）、自治体若しくはそれに準ずる

地域に関係する団体の職員（地域区分）、教

育課程編成や臨地実務実習等に協力する事業

者（協力）、本学の教育課程編成にかかわる

専任教授（教職員）、及び統轄責任者（教職

員）で構成する。構成員の所属・役職一覧を

資料 17 に示すとともに、各構成員の正当理由

を以下に説明する。なお、教育課程連携協議

会構成員名簿にある番号と統一して記載す

る。 
 
（中略） 
 
 
7.2.4 「教職員」区分における構成員の正当性 
 
（11） 東京国際工科専門職大学（仮称） 副学

長 兼 工科学部長 
工科学部情報工学科 教授 
当該教員は情報工学科の教授として就任予定

であるとともに、教育課程編成に関わってい

る。これまで、東京大学及びオランダ・イギ

リスの大学での教育経験があり、教育課程編

成に関する審議を行うことができる教員とし

て適している。 
65 
（12） 東京国際工科専門職大学（仮称）工科

学部デジタルエンタテインメント学科 学科

長、教授 
当該教員は、ゲーム業界で長らく実務家とし

て活躍するとともに、一般社団法人コンピュ

ータエンターテインメント協会（CESA）や

コンピュータエンターテインメントデベロッ

7.2 構成員の規定区分 
 本学の教育課程連携協議会は、専門職大学

設置基準第 11条第 2項に規定する各区分の要

件に合致した構成員で組織する。 
本学は教育課程連携協議会を編成・開催し、

各学科に関する専門職能分野の団体の職員

（職業区分）、自治体若しくはそれに準ずる

地域に関係する団体の職員（地域区分）、教

育課程編成や臨地実務実習等に協力する事業

者（協力）、本学の教育課程編成にかかわる

専任教授（教職員）、及び統轄責任者（教職

員）で構成する。構成員の所属・役職一覧を

資料 17に示すとともに、各構成員の正当理由

を以下に説明する。なお、教育課程連携協議

会構成員名簿にある番号と統一して記載す

る。 
 
（中略） 
 
 
7.2.4 「教職員」区分における構成員の正当性 
 
（10） 東京国際工科専門職大学（仮称） 副学

長 兼 工科学部長 
工科学部情報工学科 教授 
当該教員は情報工学科の教授として就任予定

であるとともに、教育課程編成に関わってい

る。これまで、東京大学及びオランダ・イギ

リスの大学での教育経験があり、教育課程編

成に関する審議を行うことができる教員とし

て適している。 
65 
（11） 東京国際工科専門職大学（仮称）工科

学部デジタルエンタテインメント学科（追

加）教授 
当該教員は、ゲーム業界で長らく実務家とし

て活躍するとともに、一般社団法人コンピュ

ータエンターテインメント協会（CESA）や

コンピュータエンターテインメントデベロッ
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パーズカンファレンス（CEDEC）での技術

委員、人材育成部会副部長などを歴任し、業

界での技術教育に関しての深い知見を有して

おり、本学のデジタルエンタテインメント学

科における「教職員」の区分の構成員として

教育課程編成に関する審議を行うことができ

る教員として適している。 
 
 
（中略） 
 

パーズカンファレンス（CEDEC）での技術

委員、人材育成部会副部長などを歴任し、業

界での技術教育に関しての深い知見を有して

おり、本学のデジタルエンタテインメント学

科における「教職員」の区分の構成員として

教育課程編成に関する審議を行うことができ

る教員として適している。 
 
 
（中略） 
 

 
 
 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 
新 旧 

  
 
 

 
（新旧対照表）教育課程連携協議会名簿 

新 旧 
【番号】11 

【氏名】冨山 哲男 

【現所属及び役職名】 

東京国際工科専門職大学 

(仮称）設立準備室  

室員 

【番号】10 

【氏名】冨山 哲男 

【現所属及び役職名】 

東京国際工科専門職大学 

(仮称）設立準備室  

室員 
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※平成３２年４月 

東京国際工科専門職大学 

副学長 

工科学部 学部長 

工科学部 情報工学科 教授 
 

※平成３２年４月 

東京国際工科専門職大学 

副学長 

（追加） 

工科学部 情報工学科 教授 

【番号】11 

【氏名】斎藤 直宏 

【現所属及び役職名】 

株式会社バンダイナムコスタジオ 

技術統括本部グローバルストラテジ部 

テクノロジエバンジェリスト 

※平成３２年４月 

東京国際工科専門職大学 

工科学部 デジタルエンタテインメント学科 

学科長、教授 

【番号】11 

【氏名】斎藤 直宏 

【現所属及び役職名】 

株式会社バンダイナムコスタジオ 

技術統括本部グローバルストラテジ部 

テクノロジエバンジェリスト 

※平成３２年４月 

東京国際工科専門職大学 

工科学部 デジタルエンタテインメント学科 

（追加）教授 
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（是正事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科 
  

１０．＜研究スペースの整備が不十分＞ 
学生へのグループ研究指導や企業等とのミーティングに対応できる研究スペース

が確保されているか不明であるため、研究スペースの使用方法を具体的に説明す

るか、適切に改めること。【２学科共通】 

 
（対応） 
 学生へのグループ研究指導や企業等とのミーティングに対応できる研究スペースの確保状

況について再検討を行った結果、研究スペースを追加で確保した。さらに確保している研究

スペースすべてについて想定される使用方法について説明を行い、運用できることを明らか

にする（詳細は資料 21 参照）。 
 
 
■研究スペースの追加確保について 
 
 36 階の 366、367 教室（可動パーティションで 2 教室に分割できる大部屋 197 ㎡：資料

21の配置図 5参照）は、当初は「演習室」としていた教室であり、通常授業での利用ではな

く、イレギュラーな状況に対応するために確保していた。本審査意見を受け、この部屋を学

生へのグループ研究指導を主な目的とする教室とし、グループ指導用の机、椅子、パーティ

ションを配置し、整備を行った。レイアウトを自由に変えることができる仕様としており、

基本的な配置としては 8～10 名の 8 グループを余裕で確保できる広さがある。 
廊下側壁面には収納棚もあるため、活動途中の制作物などを仮保管する機能も有している。 
 
27階は学長室や研究個室を数多く配置しているフロアであり、それらの部屋とともに、ミー

ティングに利用可能なスペースを確保している。 
 
 
■研究スペースの確保状況と利用方法について 
 
 学生へのグループ研究指導や企業等とのミーティングに対応できる研究スペースを次の表

にまとめた。それらの配置図及び利用方法については資料 21 にまとめている。 
 
  表 学生へのグループ研究指導や企業等とのミーティングに対応できる研究スペース 

資料 21 エリア 室名 面積 仕様 用途 

配置図１ 27Ｆ① 教 員 エ リ ア 内 
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 22 ㎡ 固定机、椅子、ﾌﾟﾛｼﾞ

ｪｸﾀ、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 
産学企業等と
のミーティン
グ、教員間ミ
ーティング。 配置図２ 27Ｆ② 

教 員 エ リ ア 内 
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 15 ㎡ 机、椅子 
教 員 エ リ ア 内 
ｵｰﾌﾟﾝﾜｰｸ・ｿﾌｧｰ
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞｴﾘｱ 

120 ㎡ 机、椅子、ｿﾌｧｰ席 

配置図３ 30Ｆ 304 75 ㎡ 机、椅子 
ミ ー テ ィ ン
グ、プロジェ
クト単位で貸
出運用など。 

配置図４ 36Ｆ 361-363 186 ㎡ 
OA 床、3 人長机、椅
子、ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ、ﾎﾜｲﾄ
ﾎﾞｰﾄﾞ 

学生研究活動
ルーム、およ
びグループ研
究指導に利用 配置図５ 36Ｆ 366-367 198 ㎡ ４ 人 テ ー ブ ル 、 椅
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子、ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 
 
 
■研究スペースが不足した場合の対応 
 
 27 階と 30 階には教員同士や来客者との打ち合わせのための専用ミーティングスペース・

共同研究スペースを十分に確保しているが、同時間に予定が重なった場合には、本校舎に共

用施設として、1 階の応接室 7 室と会議室 5 室、ならびに 3 階に 3 つの会議室（104 ㎡、34
㎡、34 ㎡）も利用することができる（校地校舎等の図面 6～7 ページ参照）。共用の会議室

については、共通予約表で利用を管理する運用を行っており、必要に応じて利用が可能であ

る。 
 さらにひっ迫する場合でも。同一校舎内の他校の空き会議室等も状況によって借りること

も可能であることを考えると、バックアップ体制も十分であると考えている。 
 
  
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
8.2.1 教員の研究室 

専任教員については、研究執務に専念でき

るように、そのために必要な各教員専用とし

て利用できる個室研究室を 25 階、27 階、35
階、37階、38階に合計 38室（9.7～15.9㎡、

平均11.9㎡）確保している。それに加え、(追
加)、その他スペース（ミーティング・交流の

場）として 27 階に 2 か所（計 240.8 ㎡）を確

保する（資料19①、資料20①）。これらの個

室は、施錠管理ができる仕様で秘匿性は担保

される。教員が専用する研究スペースとして

合計 766.35 ㎡、36 名の専任教員１人当たり

で算出すると 21.3 ㎡のスペースを確保してい

る。 
 

 

8.2.1 教員の研究室 
専任教員については、研究執務に専念でき

るように、そのために必要な各教員専用とし

て利用できる個室研究室を 25 階、27 階、35
階、37階、38階に合計 38室（9.7～15.9㎡、

平均 11.9 ㎡）確保している。それに加え、共

同研究室（教員専用）を 30階に 2室（計 75.0
㎡）、その他スペース（ミーティング・交流

の場）として 27 階に 2 か所（計 249.8 ㎡）を

確保する（資料 18 ①、資料 19 ①）。これら

の個室は、施錠管理ができる仕様で秘匿性は

担保される。教員が専用する研究スペースと

して合計 841.38 ㎡、36 名の専任教員１人当

たりで算出すると 23.4 ㎡のスペースを確保し

ている。 



3 
 

8.2.1.3 共同研究室 
30 階に共同研究室（304）を 2 室確保する

（合計 75.0 ㎡）。この共同研究室の特徴は可

動式パーティションであり、利用状況に応じ

て結合し１室としても利用可能となる。 
本室は施錠管理できる機密性の高いスペー

スであるため、産学連携企業先とのミーティ

ングやプロジェクト推進のための占有利用を

想定している（資料 21 配置図 3）。 

8.2.1.3 共同研究室 
30 階に共同研究室（304）を 2 室確保する

（合計 75.0 ㎡）。この共同研究室の特徴は可

動式パーティションであり、利用状況に応じ

て結合し１室としても利用可能となる。加え

て、他の研究室を集約しているフロアに位置

させることで、教員が主導して進めていくプ

ロジェクトなどでの専用利用を想定してい

る。 
8.2.1.4 その他スペース 

27 階 271、274 には、個室研究室以外のス

ペースを確保している（資料 21 配置図 1、
2）。ここには、コピースペース、ロッカー

スペース、ミーティングルーム 2 室、ライブ

ラリ、パントリー（2 箇所）、オープンワー

ク（8 人席の大型テーブル 2 セット）、ソフ

ァーミーティング席（4 席）などを配置して

いる。教員、学生、企業人の交流の場とし

て、学科、分野を超えたシームレスなシナジ

ー、共創を促進させる。ミーティングルーム

については機密性を保持し、NDA（秘密保持契

約）を締結しなければならない産学連携先と

の打ち合わせなどで優先して利用する。 

打ち合わせ等の予定が同時間に重なった場合

には、本校舎に共用施設として、1 階の応接

室 7 室と会議室 5 室、ならびに 3 階に 3 つの

会議室（104 ㎡、34 ㎡、34 ㎡）も利用するこ

とができる（校地校舎等の図面 6～7 ページ参

照）。共用の会議室については、共通予約表

で利用を管理する運用を行っており、必要に

応じて利用が可能である。 

8.2.1.4 その他スペース 
27 階 271、274 には、個室研究室以外のス

ペースを確保している。ここには、コピース

ペース、ロッカースペース、ミーティングル

ーム 2 室、ライブラリ、パントリー（2 箇

所）、オープンワーク（8 人席の大型テーブ

ル 2 セット）、ソファーミーティング席（4
席）などを配置している。教員、学生、企業

人の交流の場として、学科、分野を超えたシ

ームレスなシナジー、共創を促進させる。 
 
(追加) 
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8.2.2.1 講義室、演習室、情報処理施設、実

験・実習工場などの整備 
専用の講義室として 5 室、共用の講義室 2

室の合計 7 室を確保する（資料 19②）。専用

の講義室は床固定の机・椅子がいわゆるスク

ール形式で配置されており、各席は有線 LAN
及び電源のコンセントを有する（資料 20 
②）。主に 40人以下で行う講義で使用する。

さらに共用の大講義室 2 室があり、2 学科合

同の授業（地域共創デザイン実習）や臨地実

務実習のオリエンテーション・発表会など、

大人数が一堂に会する場合に使用する。完成

年度での時間割案（資料 22）から算出した専

用講義室の授業利用の平均稼働率は 22.7％で

あり、修学上支障のない運用が可能である。 
なお、稼働率（資料 20）は、上限を設けた

コース運用で想定される授業回数を考慮した

時間割案（資料 22）から算出している。 
 
表 1 時間割案（資料 22）の前提条件 
学科 情報工学科 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ

学科 
ｺｰｽ AI 

戦略 
IoT 
ｼｽﾃﾑ 

ﾛﾎﾞｯﾄ 
開発 

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛ

ﾃﾞｭｰｽ 
CG ｱﾆ

ﾒｰｼｮﾝ 
１年 120 名 

(3 ｸﾗｽ) 
80 名 

(2 ｸﾗｽ) 
２年 50 名 

(2 ｸﾗｽ) 
50 名 

(2 ｸﾗｽ) 
20 名 50 名 

(2 ｸﾗｽ) 
30 名 

３年 50 名 
(2 ｸﾗｽ) 

50 名 
(2 ｸﾗｽ) 

20 名 50 名 
(2 ｸﾗｽ) 

30 名 

４年 50 名 
(2 ｸﾗｽ) 

50 名 
(2 ｸﾗｽ) 

20 名 50 名 
(2 ｸﾗｽ) 

30 名 

 
表 2  教室稼働率（資料 19） 
教室 
分類 

専用 
教室 

平均 
稼働率 

備考 

講義室 5 室 23％ 
別科用講義室を除く。

空き時間を自習室とし

て運用。 
演習室 9 室 57％ 授業のみで運用。 
情 報 処 理

施設 3 室 27％ 空き時間を研究活動及

び自習用に開放。 
実 験 ・ 実

習工場 3 室 16％ 空き時間を研究活動で

利用。 

上記合計 20 室 34％ 他校と共有する教室は

除外 
※完成年度における臨地実務実習が行われ

ていない前期前半（4～6 月）の時間割案から

算出。 
 
演習室はすべて専用で 9 室確保している

（資料 19 ③）。固定されていない机・椅子を

配置しており、授業に応じて配置も変更可能

な仕様となっており、アクティブラーニング

形式の演習などに利用しやすい（資料 20 

8.2.2.1 講義室、演習室、情報処理施設、実

験・実習工場などの整備 
専用の講義室として 5 室、共用の講義室 2

室の合計 7室を確保する（資料 18 ②）。専用

の講義室は床固定の机・椅子がいわゆるスク

ール形式で配置されており、各席は有線 LAN
及び電源のコンセントを有する（資料 19 
②）。主に 40 人以下で行う講義で使用する。

さらに共用の大講義室 2 室があり、2 学科合

同の授業（地域共創デザイン実習）や臨地実

務実習のオリエンテーション・発表会など、

大人数が一堂に会する場合に使用する。完成

年度での時間割(追加)から算出した専用講義

室の授業利用の平均稼働率は 34.0％であり、

修学上支障のない運用が可能である。 
(追加) 
 

 

 

 

(追加) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(追加) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
演習室はすべて専用で 11 室確保している

（資料 18 ③）。固定されていない机・椅子を

配置しており、授業に応じて配置も変更可能

な仕様となっており、アクティブラーニング

形式の演習などに利用しやすい（資料 19 
③）。37 階 371～376 の 6 教室は、床に有線
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③）。37 階 371～376 の 6 教室は、床に有線

LAN 及び電源のコンセントを整備している。

35階 354、355は机上に有線LANと電源のコ

ンセントを整備している。演習室の授業利用

の平均稼働率は 57.4％であり、修学上支障の

ない運用が可能である。 
情報処理施設はすべて専用で 3 室を確保

し、新たに整備する開発用 PC266 台を整備す

る（資料 19 ④、資料 20 ④）。情報処理施設

全体の授業利用の平均稼働率は 27.2％であ

り、修学上支障のない運用が可能である。 
実験・実習工場は専用で 3 室を確保してい

る（資料 19 ⑤）。364、351 は情報工学科で

主に利用する設備を配置している（資料 20 
⑤）。291 はデジタルエンタテインメント学

科で主に利用する設備を整備している。実

験・実習工場の授業利用の平均稼働率は

15.6％である。実験・実習工場については通

常授業での稼働率を抑えている代わりに、教

員や学生が研究や政策活動などで必要に応じ

て利用するような仕組みを想定しており、修

学上支障のない運用が可能である。 
 

LAN 及び電源のコンセントを整備している。

35 階 354、355 は机上に有線 LAN と電源の

コンセントを整備している。演習室の授業利

用の平均稼働率は 44.2％であり、修学上支障

のない運用が可能である。 
情報処理施設はすべて専用で 3 室を確保

し、新たに整備する開発用 PC266 台を整備す

る（資料 18 ④、資料 19 ④）。情報処理施設

全体の授業利用の平均稼働率は 21.7％であ

り、修学上支障のない運用が可能である。 
実験・実習工場は専用で 3 室を確保してい

る（資料 18 ⑤）。364、351 は情報工学科で

主に利用する設備を配置している（資料 19 
⑤）。291 はデジタルエンタテインメント学

科で主に利用する設備を整備している。実

験・実習工場の授業利用の平均稼働率は

43.3％であり、修学上支障のない運用が可能

である。 
(追加) 
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8.2.2.2 共同研究室（卒業制作研究用専有スペ

ース）の整備 
4 年次には、学科共通で通期科目の「卒業

研究制作」を配置しており、4 年次学生の研

究活動を推進するスペースとして、36 階に専

用室 3 室、及び共同研究スペースとして 37 階

378、36 階 365、25 階 252 の 3 室を確保して

いる（資料 19 ⑥）。 
36 階の 3 室は可動式パーティションをオー

プンにして 186 ㎡の 1 部屋としても利用でき

る（資料 20 ⑥、資料 21 配置図 4）。ここは

終日 4 年次学生が専用できる部屋として、研

究や制作活動を行ったり制作物などを保管し

たりしておくことが可能となっている。 

さらに同フロアにもう 2 室共同研究スペー

ス（366-367）を確保している（資料 21 配置

図 5）。こちらは、グループでの研究・制作

活動を行う学生に対して教員が指導をを行う

ためのグループ指導に適したスペースであ

り、8～10 名程度のグループで活動しやすい

ような机・椅子を配置している。仕切りは可

動パーティションであるため、グループ学生

人数に応じてフレキシブルな利用が可能であ

る。この部屋には収納棚も設置しており、制

作物を仮保管スペースも確保している。 
研究活動に利用する PC 設備については、

情報処理施設の設備を授業外で利用する。 
この共同研究スペースは、主に研究用の設

備を配置している。教員の個室研究室を側に

配置しており、特に教員立ち合いのもとで行

うべき実験・作業を行う場所として利用す

る。 
 

8.2.2.2 共同研究室（卒業制作研究用専有スペ

ース）の整備 
4 年次には、学科共通で通期科目の「卒業

研究制作」を配置しており、4 年次学生の研

究活動を推進するスペースとして、36 階に専

用室 3室、及び共同研究スペースとして 37階

378、36 階 365、25 階 252 の 3 室を確保して

いる（資料 18 ⑥）。 
36 階の 3 室は可動式パーティションをオー

プンにして 186 ㎡の 1 部屋としても利用でき

る（資料 19 ⑥）。ここは終日 4 年次学生が専

用できる部屋として、研究や制作活動を行っ

たり制作物などを保管したりしておくことが

可能となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究活動に利用する PC 設備については、

情報処理施設の設備を授業外で利用するが、

別途、貸出用ノート PC（200 台整備）も整備

しており、学生は貸出利用できる環境にあ

る。 
この共同研究スペースは、主に研究用の設

備を配置している。教員の個室研究室を側に

配置しており、特に教員立ち合いのもとで行

うべき実験・作業を行う場所として利用す

る。 
 

 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 

新 旧 
資料 19 資料 18 

資料 20 資料 19 

資料 21 （追加） 

資料 22 資料 20 

 
 



 

【資料 19_校舎施設の整備計画】 

 

 

 各教室の面積、稼働率、施設・設備の利用業況等をエリアごとに表した。 

 

（※安全性の観点により、非表示といたします。） 

 

 



 

【資料 20_施設図面及び設備設置計画】 

 

 

 各教室のフロアマップ、見取図、施設・設備等をエリアごとに表した。 

 

（※安全性の観点により、非表示といたします。） 

 

 



 

【資料 21_グループ研究指導やミーティングに活用できる研究スペース】 

 

 

 学生へのグループ研究指導や企業等とのミーティングに対応できる研究スペースの配置

図、面積、仕様、用途等を表した。 

 

（※安全性の観点により、非表示といたします。） 

 

 



東京国際工科専門職大学　工科学部

情報工学科 - モデル

- モデル

- モデル

-

-

- モデル

東京国際工科専門職大学　年間スケジュール

年次

入
学
式

オ
リ
エ
ン

Ｇ
Ｗ

お
盆

期
末
試
験

オ
リ
エ
ン

期
末
試
験

期
末
試
験

イ
ベ
ン
ト

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8

各時間割の運用時期

前期

試
験

試
験

試
験

後期
（1～2月）

後期
（10～11月）

４年

7.5h×10日

３年
試
験

２年
ｲﾝﾀｰﾝⅠ

試
験

試
験

7.5h×20日

ｲﾝﾀｰﾝⅣ

３月
夏
期
休
暇

冬
期
休
暇

春
期
休
暇

7.5h×20日

ｲﾝﾀｰﾝⅢ

7.5h×30日

ｲﾝﾀｰﾝⅡ

１年
試
験

試
験

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月４月 ５月 ６月 ７月 ８月

時間割表（案）

ロボット開発コース

後期(1～2月）

1 2 ＩｏＴシステムコース 前期 後期(10～11月） 後期(1～2月）

前期 後期(10～11月）1

時間割番号

1 ＡＩ戦略コース

資料 22

後期(1～2月）プランナー系モデル

1 3

ゲームプロデュースコース プログラマー系モデル 前期 後期(10～11月） 後期(1～2月）

前期 後期(10～11月） 後期(1～2月）

後期(10～11月） 後期(1～2月）

ゲームプロデュースコース

デジタルエンタテインメント学科 2 1

2 2

2 3 ＣＧアニメーションコース 前期

前期 後期(10～11月）

1



時間割 1-1 工科学部　情報工学科 資料22
　AI戦略コース　モデル

１年前期

月 火 水 木 金 土

科　目 英語コミュニケーションⅠa C言語基礎 企画・発想法Ⅰ 情報工学演習
担　当 菅谷 菊間 爰川 冨山
教　室 354/355 374-376 353 371-373

科　目 英語コミュニケーションⅠa C言語基礎 比較文化論 情報工学演習
担　当 菅谷 菊間 蔵原 冨山
教　室 354/355 374-376 353 371-373

科　目 感性をはかる ネットワーク基礎 電子回路基礎
担　当 駒井 辻野 荒金
教　室 371-373 353 251&364

科　目 社会と倫理 デザインエンジニアリング概論 電子回路基礎
担　当 片方 冨山 荒金
教　室 353 352 251&364

科　目

担　当

教　室

２年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 情報数学応用 地域共創デザイン実習

担　当 駒井 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 354/355 Bホール&311&312

科　目 データベース基礎と応用 人工知能基礎 地域共創デザイン実習

担　当 鈴木雅 斎藤亜 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 374-376 354/355 Bホール&311&312

科　目 人工知能システム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 大関 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 257/258 Bホール&311&312

科　目 人工知能システム開発Ⅰ 英語コミュニケーションⅡa プログラミング言語概論演習 地域共創デザイン実習

担　当 大関 菅谷 三宅 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 257/258 354/355 371-373 Bホール&311&312

科　目 英語コミュニケーションⅡa

担　当 菅谷
教　室 354/355

３年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 ソフトウエアシステム開発 深層学習 情報セキュリティ応用

担　当 荒金&武本&三宅 山本裕 三宅
教　室 371-373&364 374-376 352
科　目 サプライチェーンマネジメント ソフトウエアシステム開発 深層学習
担　当 辻野 荒金&武本&三宅 山本裕
教　室 353 371-373&364 374-376
科　目 英語コミュニケーションⅢa 画像・音声認識 自然言語処理実習 技術英語
担　当 菅谷 山本裕 鈴木雅 鈴木雅
教　室 371-373 371-373 257/258 353
科　目 英語コミュニケーションⅢa 画像・音声認識 自然言語処理実習

担　当 菅谷 山本裕 鈴木雅
教　室 371-373 371-373 257/258
科　目 知的財産権論
担　当 境
教　室 353

４年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 菅谷 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 371-373 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作 企業経営論 卒業研究制作
担　当 自習 自習 菅谷 自習 本西 自習
教　室 361-363 361-363 371-373 361-363 374-376 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 冨山&大関　他 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 374-376 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 西田&山本裕&爰川 冨山&大関　他 冨山&大関　他 西田&山本裕&爰川 自習 自習
教　室 374-376 374-376 374-376 374-376 361-363 361-363
科　目 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 西田&山本裕&爰川 自習 冨山&大関　他 西田&山本裕&爰川 自習 自習
教　室 374-376 361-363 374-376 374-376 361-363 361-363
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時間割 1-1 工科学部　情報工学科 資料22
　AI戦略コース　モデル

１年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土

科　目 コミュニケーションと記号論

担　当 中谷
教　室 353

科　目 プロジェクトマネジメント 企画・発想法Ⅱ 線形代数 解析学
担　当 小栁 斎藤亜 三宅 藤井
教　室 352 374-376 353 374-376

科　目 英語コミュニケーションⅠb 情報数学 組込みC，C++言語

担　当 菅谷 菊間 広田
教　室 374-376 374-376 371-373

科　目 英語コミュニケーションⅠb 回路・プリント基板設計 確率統計論 Pythonプログラミング 組込みC，C++言語

担　当 菅谷 山口直 辻野 斎藤亜 広田
教　室 374-376 251&364 353 371-373 371-373

科　目 回路・プリント基板設計

担　当 山口直
教　室 251&364

２年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 地域共創デザイン実習 パターン認識 人工知能システム開発Ⅱ

担　当 大関&武本&西田&駒井　他 駒井 山本裕
教　室 Bホール&311&312 374-376 257/258
科　目 地域共創デザイン実習 パターン認識 人工知能システム開発Ⅱ

担　当 大関&武本&西田&駒井　他 駒井 山本裕
教　室 Bホール&311&312 374-376 257/258
科　目 人工知能システム開発Ⅱ 地域共創デザイン実習 パターン認識 英語コミュニケーションⅡb 機械学習
担　当 山本裕 大関&武本&西田&駒井　他 駒井 菅谷 大関
教　室 257/258 Bホール&311&312 374-376 354/355 354/355
科　目 人工知能システム開発Ⅱ 地域共創デザイン実習 パターン認識 英語コミュニケーションⅡb 機械学習
担　当 山本裕 大関&武本&西田&駒井　他 駒井 菅谷 大関
教　室 257/258 Bホール&311&312 374-376 354/355 354/355
科　目

担　当

教　室

３年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

４年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 冨山&大関　他 自習 冨山&大関　他 自習 自習 自習
教　室 374-376 361-363 374-376 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 冨山&大関　他 自習 冨山&大関　他 自習 自習 自習
教　室 374-376 361-363 374-376 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
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時間割 1-1 工科学部　情報工学科 資料22
　AI戦略コース　モデル

１年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土

科　目 コミュニケーションと記号論

担　当 中谷
教　室 353

科　目 プロジェクトマネジメント 企画・発想法Ⅱ 線形代数 解析学
担　当 小栁 斎藤亜 三宅 藤井
教　室 352 374-376 353 374-376

科　目 英語コミュニケーションⅠb 情報数学 組込みC，C++言語

担　当 菅谷 菊間 広田
教　室 374-376 374-376 371-373

科　目 英語コミュニケーションⅠb 回路・プリント基板設計 確率統計論 Pythonプログラミング 組込みC，C++言語

担　当 菅谷 山口直 辻野 斎藤亜 広田
教　室 374-376 251&364 353 371-373 371-373

科　目 回路・プリント基板設計

担　当 山口直
教　室 251&364

２年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

３年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 人工知能応用 リソースマネジメント

担　当 山本裕 爰川
教　室 257/258 374-376
科　目 人工知能応用 リソースマネジメント

担　当 山本裕 爰川
教　室 257/258 374-376
科　目 ソリューション開発Ⅰ 英語コミュニケーションⅢb グローバル市場化戦略 人工知能応用
担　当 小栁&鈴木雅&山口直 菅谷 辻野 山本裕
教　室 371-373&364 374-376 352 257/258
科　目 ソリューション開発Ⅰ 英語コミュニケーションⅢb ソリューション開発Ⅰ グローバル市場化戦略 人工知能応用
担　当 小栁&鈴木雅&山口直 菅谷 小栁&鈴木雅&山口直 辻野 山本裕
教　室 371-373&364 374-376 371-373&364 352 257/258
科　目 ソリューション開発Ⅰ

担　当 小栁&鈴木雅&山口直

教　室 371-373&364

４年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室
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時間割 1-2 工科学部　情報工学科 資料22
　IoTシステムコース　モデル

１年前期

月 火 水 木 金 土

科　目 感性をはかる 企画・発想法Ⅰ 情報工学演習 デザインエンジニアリング概論

担　当 駒井 爰川 冨山 冨山
教　室 353 353 352 352

科　目 社会と倫理 ネットワーク基礎 情報工学演習 英語コミュニケーションⅠa

担　当 片方 辻野 冨山 伊藤
教　室 352 352 352 354/355

科　目 電子回路基礎 比較文化論 英語コミュニケーションⅠa

担　当 荒金 蔵原 伊藤
教　室 251&364 352 354/355

科　目 電子回路基礎 C言語基礎
担　当 荒金 菊間
教　室 251&364 354/355

科　目 C言語基礎
担　当 菊間
教　室 354/355

２年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 プログラミング言語概論演習 英語コミュニケーションⅡa 地域共創デザイン実習

担　当 三宅 菅谷 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 371-373 354/355 Bホール&311&312

科　目 IoTデバイスプログラミングⅠ 英語コミュニケーションⅡa 地域共創デザイン実習

担　当 辻野 菅谷 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 371-373 354/355 Bホール&311&312

科　目 センサ・アクチュエータ IoTシステム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 広田 藤井 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 251&364 257/258 Bホール&311&312

科　目 デバイス・ネットワーク センサ・アクチュエータ IoTシステム開発Ⅰ 地域共創デザイン実習

担　当 藤井 広田 藤井 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 354/355 251&364 257/258 Bホール&311&312

科　目 データベース基礎と応用 IoTシステム開発Ⅰ

担　当 鈴木雅 藤井
教　室 353 257/258

３年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 ソフトウエアシステム開発 IoTデバイスプログラミングⅢ IoTシステム開発Ⅱ

担　当 荒金&武本&三宅 武本 藤井
教　室 371-373&364 374-376 257/258
科　目 ソフトウエアシステム開発 IoTデバイスプログラミングⅢ 技術英語 IoTシステム開発Ⅱ

担　当 荒金&武本&三宅 武本 鈴木雅 藤井
教　室 371-373&364 374-376 352 257/258
科　目 サプライチェーンマネジメント 英語コミュニケーションⅢa 知的財産権論 情報セキュリティ応用 IoTシステム開発Ⅱ

担　当 辻野 菅谷 境 三宅 藤井
教　室 352 371-373 371-373 374-376 257/258
科　目 英語コミュニケーションⅢa

担　当 菅谷
教　室 371-373
科　目

担　当

教　室

４年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 伊藤 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 371-373 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 企業経営論 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 冨山&大関　他 本西 伊藤 自習 自習
教　室 361-363 374-376 353 371-373 361-363 361-363
科　目 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 西田&山本裕&爰川 冨山&大関　他 冨山&大関　他 西田&山本裕&爰川 自習 自習
教　室 374-376 374-376 374-376 374-376 361-363 361-363
科　目 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 西田&山本裕&爰川 自習 冨山&大関　他 西田&山本裕&爰川 自習 自習
教　室 374-376 361-363 374-376 374-376 361-363 361-363
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時間割 1-2 工科学部　情報工学科 資料22
　IoTシステムコース　モデル

１年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土

科　目 企画・発想法Ⅱ 英語コミュニケーションⅠb 線形代数
担　当 斎藤亜 伊藤 三宅
教　室 374-376 371-373 354/355

科　目 コミュニケーションと記号論 組込みC，C++言語 英語コミュニケーションⅠb Pythonプログラミング

担　当 中谷 広田 伊藤 斎藤亜
教　室 353 374-376 371-373 354/355

科　目 組込みC，C++言語 プロジェクトマネジメント 制御工学基礎 情報数学
担　当 広田 小栁 遠山 菊間
教　室 374-376 371-373 374-376 352

科　目 解析学 回路・プリント基板設計

担　当 藤井 山口直
教　室 353 251&364

科　目 確率統計論 回路・プリント基板設計

担　当 辻野 山口直
教　室 353 251&364

２年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 人工知能システム開発Ⅱ 地域共創デザイン実習 英語コミュニケーションⅡb サーバ・ネットワーク

担　当 山本裕 大関&武本&西田&駒井　他 菅谷 菊間
教　室 257/258 Bホール&311&312 354/355 354/355
科　目 人工知能システム開発Ⅱ 地域共創デザイン実習 英語コミュニケーションⅡb サーバ・ネットワーク

担　当 山本裕 大関&武本&西田&駒井　他 菅谷 菊間
教　室 257/258 Bホール&311&312 354/355 354/355
科　目 地域共創デザイン実習 人工知能システム開発Ⅱ IoTデバイスプログラミングⅡ

担　当 大関&武本&西田&駒井　他 山本裕 武本
教　室 Bホール&311&312 257/258 374-376
科　目 地域共創デザイン実習 人工知能システム開発Ⅱ IoTデバイスプログラミングⅡ

担　当 大関&武本&西田&駒井　他 山本裕 武本
教　室 Bホール&311&312 257/258 374-376
科　目

担　当

教　室

３年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

４年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 冨山&大関　他 自習 冨山&大関　他 自習 自習 自習
教　室 374-376 361-363 374-376 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 冨山&大関　他 自習 冨山&大関　他 自習 自習 自習
教　室 374-376 361-363 374-376 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅰ

時間帯

Ⅱ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅳ

時間帯

Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 1-2 工科学部　情報工学科 資料22
　IoTシステムコース　モデル

１年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土

科　目 企画・発想法Ⅱ 英語コミュニケーションⅠb 線形代数
担　当 斎藤亜 伊藤 三宅
教　室 374-376 371-373 354/355

科　目 コミュニケーションと記号論 組込みC，C++言語 英語コミュニケーションⅠb Pythonプログラミング

担　当 中谷 広田 伊藤 斎藤亜
教　室 353 374-376 371-373 354/355

科　目 組込みC，C++言語 プロジェクトマネジメント 制御工学基礎 情報数学
担　当 広田 小栁 遠山 菊間
教　室 374-376 371-373 374-376 352

科　目 解析学 回路・プリント基板設計

担　当 藤井 山口直
教　室 353 251&364

科　目 確率統計論 回路・プリント基板設計

担　当 辻野 山口直
教　室 353 251&364

２年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

３年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 IoTサービスデザイン 英語コミュニケーションⅢb グローバル市場化戦略

担　当 藤井 菅谷 辻野
教　室 257/258 371-373 352
科　目 IoTサービスデザイン 英語コミュニケーションⅢb グローバル市場化戦略

担　当 藤井 菅谷 辻野
教　室 257/258 371-373 352
科　目 ソリューション開発Ⅰ リソースマネジメント IoTサービスデザイン

担　当 小栁&鈴木雅&山口直 爰川 藤井
教　室 371-373&364 352 257/258
科　目 ソリューション開発Ⅰ リソースマネジメント ソリューション開発Ⅰ IoTサービスデザイン

担　当 小栁&鈴木雅&山口直 爰川 小栁&鈴木雅&山口直 藤井
教　室 371-373&364 352 371-373&364 257/258
科　目 ソリューション開発Ⅰ

担　当 小栁&鈴木雅&山口直

教　室 371-373&364

４年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅰ

時間帯

Ⅱ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅳ

時間帯

Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 1-3 工科学部　情報工学科 資料22
ロボット開発コース　モデル

１年前期

月 火 水 木 金 土

科　目 C言語基礎 比較文化論
担　当 菊間 蔵原
教　室 371-373 353

科　目 C言語基礎 企画・発想法Ⅰ
担　当 菊間 爰川
教　室 371-373 353

科　目 社会と倫理 英語コミュニケーションⅠa デザインエンジニアリング概論 情報工学演習
担　当 片方 須賀 冨山 冨山
教　室 353 354/355 352 371-373

科　目 ネットワーク基礎 英語コミュニケーションⅠa 電子回路基礎 情報工学演習
担　当 辻野 須賀 荒金 冨山
教　室 352 354/355 251&364 371-373

科　目 感性をはかる 電子回路基礎
担　当 駒井 荒金
教　室 353 251&364

２年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 センサ・アクチュエータ データベース基礎と応用 英語コミュニケーションⅡa 地域共創デザイン実習

担　当 広田 鈴木雅 伊藤 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 251&364 374-376 354/355 Bホール&311&312

科　目 センサ・アクチュエータ 英語コミュニケーションⅡa 機械設計 地域共創デザイン実習

担　当 広田 伊藤 荒金 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 251&364 354/355 251&364 Bホール&311&312

科　目 組込システム制御実習 プログラミング言語概論演習 機械設計 地域共創デザイン実習

担　当 小栁 三宅 荒金 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 251&364 354/355 251&364 Bホール&311&312

科　目 組込システム制御実習 地域共創デザイン実習

担　当 小栁 大関&武本&西田&駒井　他

教　室 251&364 Bホール&311&312

科　目 組込システム制御実習

担　当 小栁
教　室 251&364

３年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 ロボット制御 ソフトウエアシステム開発 技術英語
担　当 遠山 荒金&武本&三宅 鈴木雅
教　室 371-373 371-373&364 353
科　目 ロボット制御 ソフトウエアシステム開発 サプライチェーンマネジメント 知的財産権論
担　当 遠山 荒金&武本&三宅 辻野 境
教　室 371-373 371-373&364 353 374-376
科　目 情報セキュリティ応用 英語コミュニケーションⅢa 自動制御機械開発実習

担　当 三宅 伊藤 小栁
教　室 354/355 371-373 251&364
科　目 英語コミュニケーションⅢa 自動制御機械開発実習

担　当 伊藤 小栁
教　室 371-373 251&364
科　目 自動制御機械開発実習

担　当 小栁
教　室 251&364

４年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 企業経営論 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 須賀 本西 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 371-373 374-376 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 須賀 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 371-373 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 冨山&大関　他 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 374-376 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 西田&山本裕&爰川 冨山&大関　他 冨山&大関　他 西田&山本裕&爰川 自習 自習
教　室 374-376 374-376 374-376 374-376 361-363 361-363
科　目 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作 ソリューション開発Ⅱ 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 西田&山本裕&爰川 自習 冨山&大関　他 西田&山本裕&爰川 自習 自習
教　室 374-376 361-363 374-376 374-376 361-363 361-363

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 1-3 工科学部　情報工学科 資料22
ロボット開発コース　モデル

１年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土

科　目 回路・プリント基板設計 英語コミュニケーションⅠb プロジェクトマネジメント 組込みC，C++言語

担　当 山口直 須賀 小栁 広田
教　室 251&364 371-373 353 371-373

科　目 回路・プリント基板設計 英語コミュニケーションⅠb 組込みC，C++言語

担　当 山口直 須賀 広田
教　室 251&364 371-373 371-373

科　目 企画・発想法Ⅱ 制御工学基礎 コミュニケーションと記号論 解析学
担　当 斎藤亜 遠山 中谷 藤井
教　室 371-373 352 371-373 374-376

科　目 確率統計論 力学 線形代数 情報数学
担　当 辻野 遠山 三宅 菊間
教　室 374-376 352 374-376 374-376

科　目

担　当

教　室

２年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 地域共創デザイン実習 人工知能システム開発Ⅱ ロボット機構 ロボット機構
担　当 大関&武本&西田&駒井　他 山本裕 遠山 遠山
教　室 Bホール&311&312 257/258 371-373&364 371-373&364
科　目 地域共創デザイン実習 人工知能システム開発Ⅱ ロボット機構 ロボット機構
担　当 大関&武本&西田&駒井　他 山本裕 遠山 遠山
教　室 Bホール&311&312 257/258 371-373&364 371-373&364
科　目 地域共創デザイン実習 英語コミュニケーションⅡb 人工知能システム開発Ⅱ

担　当 大関&武本&西田&駒井　他 伊藤 山本裕
教　室 Bホール&311&312 354/355 257/258
科　目 地域共創デザイン実習 英語コミュニケーションⅡb 人工知能システム開発Ⅱ

担　当 大関&武本&西田&駒井　他 伊藤 山本裕
教　室 Bホール&311&312 354/355 257/258
科　目

担　当

教　室

３年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

４年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 冨山&大関　他 自習 冨山&大関　他 自習 自習 自習
教　室 374-376 361-363 374-376 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 冨山&大関　他 自習 冨山&大関　他 自習 自習 自習
教　室 374-376 361-363 374-376 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 1-3 工科学部　情報工学科 資料22
ロボット開発コース　モデル

１年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土

科　目 回路・プリント基板設計 英語コミュニケーションⅠb プロジェクトマネジメント 組込みC，C++言語

担　当 山口直 須賀 小栁 広田
教　室 251&364 371-373 353 371-373

科　目 回路・プリント基板設計 英語コミュニケーションⅠb 組込みC，C++言語

担　当 山口直 須賀 広田
教　室 251&364 371-373 371-373

科　目 企画・発想法Ⅱ 制御工学基礎 コミュニケーションと記号論 解析学
担　当 斎藤亜 遠山 中谷 藤井
教　室 371-373 352 371-373 374-376

科　目 確率統計論 力学 線形代数 情報数学
担　当 辻野 遠山 三宅 菊間
教　室 374-376 352 374-376 374-376

科　目

担　当

教　室

２年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

３年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 リソースマネジメント 英語コミュニケーションⅢb

担　当 爰川 伊藤
教　室 352 374-376
科　目 リソースマネジメント 産業用ロボット実習 英語コミュニケーションⅢb

担　当 爰川 西田 伊藤
教　室 352 251&364 374-376
科　目 ソリューション開発Ⅰ 産業用ロボット実習 産業用ロボット実習 グローバル市場化戦略

担　当 小栁&鈴木雅&山口直 西田 西田 辻野
教　室 371-373&364 251&364 251&364 353
科　目 ソリューション開発Ⅰ ソリューション開発Ⅰ 産業用ロボット実習 グローバル市場化戦略

担　当 小栁&鈴木雅&山口直 小栁&鈴木雅&山口直 西田 辻野
教　室 371-373&364 371-373&364 251&364 353
科　目 ソリューション開発Ⅰ

担　当 小栁&鈴木雅&山口直

教　室 371-373&364

４年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 2-1 工科学部　デジタルエンタテインメント学科 資料22
ゲームプロデュースコース　プログラマー系モデル

１年前期

月 火 水 木 金 土

科　目 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa 社会と倫理 コンテンツデザイン概論

担　当 山本浩&竹渕 片方 源田&斎藤直
教　室 313 371-373 354/355

科　目 デジタル造形Ⅰ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa 情報通信工学 比較文化論
担　当 山本浩 山本浩&竹渕 蛭田 蔵原
教　室 371-373 313 374-376 352

科　目 プログラム構成基礎Ⅰ ゲームアルゴリズムⅠ 造形の為の数理 感性をはかる デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa

担　当 竹渕 森川 山本浩 大上 山本浩&竹渕
教　室 374-376 353 374-376 374-376 313

科　目 英語コミュニケーションⅠa 企画・発想法Ⅰ
担　当 門田 中谷
教　室 371-373 353

科　目 英語コミュニケーションⅠa

担　当 門田
教　室 371-373

２年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 ゲームハード概論 地域共創デザイン実習

担　当 二村 藤田&近藤　他
教　室 374-376 Bホール&311&312

科　目 地域共創デザイン実習

担　当 藤田&近藤　他
教　室 Bホール&311&312

科　目 ゲームプログラミングⅠ デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ プログラミング言語 英語コミュニケーションⅡa 地域共創デザイン実習

担　当 水上 土居&渡部 藤田 門田 藤田&近藤　他
教　室 371-373 313 374-376 354/355 Bホール&311&312

科　目 ゲームプログラミングⅠ デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ ゲームアルゴリズムⅢ 英語コミュニケーションⅡa 地域共創デザイン実習

担　当 水上 土居&渡部 森川 門田 藤田&近藤　他
教　室 371-373 313 371-373 354/355 Bホール&311&312

科　目 ゲーム構成論Ⅰ ゲームアルゴリズムⅢ

担　当 山根 森川
教　室 352 371-373

３年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 ビジネスマネジメント デジタルコンテンツ制作応用 ゲーム構成法Ⅰ 英語コミュニケーションⅢa

担　当 齋藤長 斎藤直&近藤 山根 門田
教　室 374-376 313 374-376 354/355
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 英語コミュニケーションⅢa

担　当 斎藤直&近藤 門田
教　室 313 354/355
科　目 技術英語 デジタルコンテンツ制作応用

担　当 山根 斎藤直&近藤
教　室 374-376 313
科　目 ゲームプログラミングⅡ デジタルコンテンツ制作応用 知的財産権論
担　当 水上 斎藤直&近藤 境
教　室 371-373 313 353
科　目 知的財産権論
担　当 境
教　室 353

４年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 企業経営論 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作
担　当 自習 自習 本西 自習 門田 自習
教　室 361-363 361-363 374-376 361-363 371-373 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 門田 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 371-373 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 自習 源田&中谷　他 自習 自習
教　室 313 361-363 361-363 313 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 自習 源田&中谷　他 自習 自習
教　室 313 361-363 361-363 313 361-363 361-363

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅰ

時間帯

Ⅱ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅳ

時間帯

Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 2-1 工科学部　デジタルエンタテインメント学科 資料22
ゲームプロデュースコース　プログラマー系モデル

１年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土

科　目 企画・発想法Ⅱ 確率統計論 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 齋藤長 辻野 竹渕&山本浩
教　室 371-373 353 313

科　目 プログラム構成基礎Ⅱ プログラミング言語基礎 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 竹渕 山根 竹渕&山本浩
教　室 353 354/355 313

科　目 解析学 プログラム構成基礎Ⅱ デジタル造形Ⅱ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 藤井 竹渕 山本浩 竹渕&山本浩
教　室 352 353 371-373 313

科　目 ゲームアルゴリズムⅡ 組織化とリーダーシップ 英語コミュニケーションⅠb コミュニケーションと記号論 計算機幾何学
担　当 森川 斎藤直 門田 中谷 山根
教　室 374-376 371-373 374-376 371-373 371-373

科　目 数理造形論 英語コミュニケーションⅠb 線形代数
担　当 土居 門田 三宅
教　室 352 374-376 352

２年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 地域共創デザイン実習 ゲームプログラミングⅠ 英語コミュニケーションⅡb

担　当 藤田&近藤　他 水上 門田
教　室 Bホール&311&312 371-373 374-376
科　目 プログラミング言語 地域共創デザイン実習 ゲームプログラミングⅠ 英語コミュニケーションⅡb

担　当 藤田 藤田&近藤　他 水上 門田
教　室 354/355 Bホール&311&312 371-373 374-376
科　目 地域共創デザイン実習 ゲームアルゴリズムⅢ

担　当 藤田&近藤　他 森川
教　室 Bホール&311&312 374-376
科　目 地域共創デザイン実習 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ ゲームアルゴリズムⅢ

担　当 藤田&近藤　他 土居&渡部 森川
教　室 Bホール&311&312 313 374-376
科　目 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ

担　当 土居&渡部
教　室 313

３年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

４年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 源田&中谷　他 自習 自習 自習
教　室 313 361-363 313 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 源田&中谷　他 自習 自習 自習
教　室 313 361-363 313 361-363 361-363 361-363

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅰ

時間帯

Ⅱ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅳ

時間帯

Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 2-1 工科学部　デジタルエンタテインメント学科 資料22
ゲームプロデュースコース　プログラマー系モデル

１年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土

科　目 企画・発想法Ⅱ 確率統計論 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 齋藤長 辻野 竹渕&山本浩
教　室 371-373 353 313

科　目 プログラム構成基礎Ⅱ プログラミング言語基礎 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 竹渕 山根 竹渕&山本浩
教　室 353 354/355 313

科　目 解析学 プログラム構成基礎Ⅱ デジタル造形Ⅱ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 藤井 竹渕 山本浩 竹渕&山本浩
教　室 352 353 371-373 313

科　目 ゲームアルゴリズムⅡ 組織化とリーダーシップ 英語コミュニケーションⅠb コミュニケーションと記号論 計算機幾何学
担　当 森川 斎藤直 門田 中谷 山根
教　室 374-376 371-373 374-376 371-373 371-373

科　目 数理造形論 英語コミュニケーションⅠb 線形代数
担　当 土居 門田 三宅
教　室 352 374-376 352

２年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

３年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 グローバル市場化戦略 ゲーム構成法Ⅱ
担　当 斎藤直&近藤 小野 山根
教　室 313 354/355 371-373
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 グローバル市場化戦略 デジタルコンテンツ制作応用 ゲーム構成法Ⅱ
担　当 斎藤直&近藤 小野 斎藤直&近藤 山根
教　室 313 354/355 313 371-373
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 リソースマネジメント 英語コミュニケーションⅢb

担　当 斎藤直&近藤 爰川 門田
教　室 313 353 371-373
科　目 ゲームプログラミングⅢ 英語コミュニケーションⅢb

担　当 水上 門田
教　室 371-373 371-373
科　目 ゲームプログラミングⅢ

担　当 水上
教　室 371-373

４年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

時間帯
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Ⅲ
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Ⅲ
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時間割 2-2 工科学部　デジタルエンタテインメント学科 資料22
ゲームプロデュースコース　プランナー系モデル

１年前期

月 火 水 木 金 土

科　目 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa 社会と倫理 コンテンツデザイン概論

担　当 山本浩&竹渕 片方 源田&斎藤直
教　室 313 371-373 354/355

科　目 デジタル造形Ⅰ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa 情報通信工学 比較文化論
担　当 山本浩 山本浩&竹渕 蛭田 蔵原
教　室 371-373 313 374-376 352

科　目 プログラム構成基礎Ⅰ ゲームアルゴリズムⅠ 造形の為の数理 感性をはかる デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa

担　当 竹渕 森川 山本浩 大上 山本浩&竹渕
教　室 374-376 353 374-376 374-376 313

科　目 英語コミュニケーションⅠa 企画・発想法Ⅰ
担　当 門田 中谷
教　室 371-373 353

科　目 英語コミュニケーションⅠa

担　当 門田
教　室 371-373

２年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 エンタテインメント心理学 ゲームアルゴリズムⅢ 地域共創デザイン実習

担　当 二村 森川 藤田&近藤　他
教　室 371-373 371-373 Bホール&311&312

科　目 エンタテインメント心理学 ゲームハード概論 プロジェクトマネジメント（ゲーム） ゲームアルゴリズムⅢ 地域共創デザイン実習

担　当 二村 二村 斎藤直 森川 藤田&近藤　他
教　室 371-373 374-376 374-376 371-373 Bホール&311&312

科　目 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ ゲーム構成論Ⅰ 英語コミュニケーションⅡa 地域共創デザイン実習

担　当 土居&渡部 山根 門田 藤田&近藤　他
教　室 313 374-376 354/355 Bホール&311&312

科　目 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ 英語コミュニケーションⅡa 地域共創デザイン実習

担　当 土居&渡部 門田 藤田&近藤　他
教　室 313 354/355 Bホール&311&312

科　目

担　当

教　室

３年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 ビジネスマネジメント デジタルコンテンツ制作応用 英語コミュニケーションⅢa

担　当 齋藤長 斎藤直&近藤 門田
教　室 374-376 313 354/355
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 英語コミュニケーションⅢa

担　当 斎藤直&近藤 門田
教　室 313 354/355
科　目 技術英語 デジタルコンテンツ制作応用

担　当 山根 斎藤直&近藤
教　室 374-376 313
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 ゲームプランニング演習Ⅰ 知的財産権論
担　当 斎藤直&近藤 川上 境
教　室 313 371-373 353
科　目 ゲームプランニング演習Ⅰ 知的財産権論
担　当 川上 境
教　室 371-373 353

４年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 企業経営論 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作
担　当 自習 自習 本西 自習 門田 自習
教　室 361-363 361-363 374-376 361-363 371-373 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 門田 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 371-373 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 自習 源田&中谷　他 自習 自習
教　室 313 361-363 361-363 313 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 自習 源田&中谷　他 自習 自習
教　室 313 361-363 361-363 313 361-363 361-363

時間帯
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時間割 2-2 工科学部　デジタルエンタテインメント学科 資料22
ゲームプロデュースコース　プランナー系モデル

１年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土

科　目 企画・発想法Ⅱ 確率統計論 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb ゲームアルゴリズムⅡ

担　当 齋藤長 辻野 竹渕&山本浩 森川
教　室 371-373 353 313 374-376

科　目 プログラム構成基礎Ⅱ 映像論Ⅰ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 竹渕 渡部 竹渕&山本浩
教　室 353 352 313

科　目 解析学 プログラム構成基礎Ⅱ デジタル造形Ⅱ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb ゲームプロデュース演習

担　当 藤井 竹渕 山本浩 竹渕&山本浩 川上
教　室 352 353 371-373 313 371-373

科　目 組織化とリーダーシップ 英語コミュニケーションⅠb コミュニケーションと記号論

担　当 斎藤直 門田 中谷
教　室 371-373 374-376 371-373

科　目 数理造形論 英語コミュニケーションⅠb 線形代数
担　当 土居 門田 三宅
教　室 352 374-376 352

２年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 ゲームアルゴリズムⅢ 地域共創デザイン実習 ゲーム構成論Ⅱ 英語コミュニケーションⅡb

担　当 森川 藤田&近藤　他 二村 門田
教　室 371-373 Bホール&311&312 374-376 374-376
科　目 ゲームアルゴリズムⅢ 地域共創デザイン実習 ゲーム構成論Ⅱ 英語コミュニケーションⅡb

担　当 森川 藤田&近藤　他 二村 門田
教　室 371-373 Bホール&311&312 374-376 374-376
科　目 地域共創デザイン実習

担　当 藤田&近藤　他
教　室 Bホール&311&312

科　目 地域共創デザイン実習 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ

担　当 藤田&近藤　他 土居&渡部
教　室 Bホール&311&312 313
科　目 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ

担　当 土居&渡部
教　室 313

３年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

４年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 源田&中谷　他 自習 自習 自習
教　室 313 361-363 313 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 源田&中谷　他 自習 自習 自習
教　室 313 361-363 313 361-363 361-363 361-363
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Ⅲ
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時間割 2-2 工科学部　デジタルエンタテインメント学科 資料22
ゲームプロデュースコース　プランナー系モデル

１年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土

科　目 企画・発想法Ⅱ 確率統計論 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb ゲームアルゴリズムⅡ

担　当 齋藤長 辻野 竹渕&山本浩 森川
教　室 371-373 353 313 374-376

科　目 プログラム構成基礎Ⅱ 映像論Ⅰ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 竹渕 渡部 竹渕&山本浩
教　室 353 352 313

科　目 解析学 プログラム構成基礎Ⅱ デジタル造形Ⅱ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb ゲームプロデュース演習

担　当 藤井 竹渕 山本浩 竹渕&山本浩 川上
教　室 352 353 371-373 313 371-373

科　目 組織化とリーダーシップ 英語コミュニケーションⅠb コミュニケーションと記号論

担　当 斎藤直 門田 中谷
教　室 371-373 374-376 371-373

科　目 数理造形論 英語コミュニケーションⅠb 線形代数
担　当 土居 門田 三宅
教　室 352 374-376 352

２年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

３年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 グローバル市場化戦略

担　当 斎藤直&近藤 小野
教　室 313 354/355
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 グローバル市場化戦略 デジタルコンテンツ制作応用

担　当 斎藤直&近藤 小野 斎藤直&近藤
教　室 313 354/355 313
科　目 ゲームプランニング演習Ⅱ デジタルコンテンツ制作応用 リソースマネジメント 英語コミュニケーションⅢb

担　当 川上 斎藤直&近藤 爰川 門田
教　室 354/355 313 353 371-373
科　目 ゲームプランニング演習Ⅱ ゲームプランニング演習Ⅱ 英語コミュニケーションⅢb

担　当 川上 川上 門田
教　室 354/355 374-376 371-373
科　目 ゲームプランニング演習Ⅱ

担　当 川上
教　室 374-376

４年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅰ

時間帯

Ⅱ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅳ

時間帯

Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 2-3 工科学部　デジタルエンタテインメント学科 資料22
ＣＧアニメーションコース　モデル

１年前期

月 火 水 木 金 土

科　目 デジタル造形Ⅰ 造形の為の数理 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa 英語コミュニケーションⅠa

担　当 山本浩 山本浩 山本浩&竹渕 門田
教　室 371-373 352 313 374-376

科　目 プログラム構成基礎Ⅰ ゲームアルゴリズムⅠ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa 英語コミュニケーションⅠa コンテンツデザイン概論

担　当 竹渕 森川 山本浩&竹渕 門田 源田&斎藤直
教　室 374-376 353 313 374-376 371-373

科　目 情報通信工学 企画・発想法Ⅰ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰa

担　当 蛭田 中谷 山本浩&竹渕
教　室 371-373 352 313

科　目 比較文化論 感性をはかる
担　当 蔵原 大上
教　室 353 353

科　目 社会と倫理
担　当 片方
教　室 353

２年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 映像論Ⅱ ゲームプログラミングⅠ 地域共創デザイン実習

担　当 渡部 水上 藤田&近藤　他
教　室 374-376 374-376 Bホール&311&312

科　目 プログラミング言語 ゲームプログラミングⅠ 仮想身体実践演習 地域共創デザイン実習

担　当 藤田 水上 山本浩 藤田&近藤　他
教　室 374-376 374-376 291&313 Bホール&311&312

科　目 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ 生体の観察と表現 英語コミュニケーションⅡa 地域共創デザイン実習

担　当 土居&渡部 阿久津 須賀 藤田&近藤　他
教　室 313 377 371-373 Bホール&311&312

科　目 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ ゲーム構成論Ⅰ 英語コミュニケーションⅡa 地域共創デザイン実習

担　当 土居&渡部 山根 須賀 藤田&近藤　他
教　室 313 352 371-373 Bホール&311&312

科　目

担　当

教　室

３年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 英語コミュニケーションⅢa デジタルコンテンツ制作応用 ビジネスマネジメント

担　当 須賀 斎藤直&近藤 齋藤長
教　室 374-376 313 371-373
科　目 英語コミュニケーションⅢa デジタルコンテンツ制作応用 技術英語
担　当 須賀 斎藤直&近藤 山根
教　室 374-376 313 374-376
科　目 知的財産権論 デジタルコンテンツ制作応用 ゲームプログラミングⅡ ゲーム構成法Ⅰ
担　当 境 斎藤直&近藤 水上 山根
教　室 371-373 313 374-376 374-376
科　目 知的財産権論 デジタルコンテンツ制作応用

担　当 境 斎藤直&近藤
教　室 352 313
科　目

担　当

教　室

４年前期

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 門田 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 371-373 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 企業経営論 卒業研究制作 英語コミュニケーションⅣ 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 本西 源田&中谷　他 門田 自習
教　室 313 361-363 371-373 313 371-373 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 自習 源田&中谷　他 自習 自習
教　室 313 361-363 361-363 313 361-363 361-363

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 2-3 工科学部　デジタルエンタテインメント学科 資料22
ＣＧアニメーションコース　モデル

１年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土

科　目 数理造形論 映像論Ⅰ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb 計算機幾何学
担　当 土居 渡部 竹渕&山本浩 山根
教　室 353 352 313 352

科　目 企画・発想法Ⅱ 英語コミュニケーションⅠb デジタル造形Ⅱ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 齋藤長 門田 山本浩 竹渕&山本浩
教　室 371-373 374-376 371-373 313

科　目 確率統計論 英語コミュニケーションⅠb コミュニケーションと記号論 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 辻野 門田 中谷 竹渕&山本浩
教　室 353 374-376 353 313

科　目 解析学 プログラム構成基礎Ⅱ 線形代数 プログラミング言語基礎 組織化とリーダーシップ

担　当 藤井 竹渕 三宅 山根 斎藤直
教　室 353 371-373 374-376 374-376 352

科　目 プログラム構成基礎Ⅱ

担　当 竹渕
教　室 371-373

２年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 ゲームプログラミングⅠ 地域共創デザイン実習 英語コミュニケーションⅡb

担　当 水上 藤田&近藤　他 須賀
教　室 371-373 Bホール&311&312 371-373
科　目 ゲームプログラミングⅠ 地域共創デザイン実習 英語コミュニケーションⅡb 仮想身体実践演習

担　当 水上 藤田&近藤　他 須賀 山本浩
教　室 371-373 Bホール&311&312 371-373 291&313
科　目 プログラミング言語 地域共創デザイン実習 生体の観察と表現

担　当 藤田 藤田&近藤　他 阿久津
教　室 374-376 Bホール&311&312 377
科　目 地域共創デザイン実習 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ

担　当 藤田&近藤　他 土居&渡部
教　室 Bホール&311&312 313
科　目 デジタルコンテンツ総合実習Ⅱ

担　当 土居&渡部
教　室 313

３年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週） インターンシップⅢ（10月　4週）

担　当

教　室

４年後期（10～11月）

月 火 水 木 金 土
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 自習 自習 自習 自習 自習 自習
教　室 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 源田&中谷　他 自習 自習 自習
教　室 313 361-363 313 361-363 361-363 361-363
科　目 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作 卒業研究制作
担　当 源田&中谷　他 自習 源田&中谷　他 自習 自習 自習
教　室 313 361-363 313 361-363 361-363 361-363

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
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時間割 2-3 工科学部　デジタルエンタテインメント学科 資料22
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１年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土

科　目 数理造形論 映像論Ⅰ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb 計算機幾何学
担　当 土居 渡部 竹渕&山本浩 山根
教　室 353 352 313 352

科　目 企画・発想法Ⅱ 英語コミュニケーションⅠb デジタル造形Ⅱ デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 齋藤長 門田 山本浩 竹渕&山本浩
教　室 371-373 374-376 371-373 313

科　目 確率統計論 英語コミュニケーションⅠb コミュニケーションと記号論 デジタルコンテンツ総合実習Ⅰb

担　当 辻野 門田 中谷 竹渕&山本浩
教　室 353 374-376 353 313

科　目 解析学 プログラム構成基礎Ⅱ 線形代数 プログラミング言語基礎 組織化とリーダーシップ

担　当 藤井 竹渕 三宅 山根 斎藤直
教　室 353 371-373 374-376 374-376 352

科　目 プログラム構成基礎Ⅱ

担　当 竹渕
教　室 371-373 ｃ

２年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週） インターンシップⅡ（1,2月　6週）

担　当

教　室

３年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 ゲームプログラミングⅢ グローバル市場化戦略

担　当 斎藤直&近藤 水上 小野
教　室 313 371-373 353
科　目 デジタルコンテンツ制作応用 ゲームプログラミングⅢ デジタルコンテンツ制作応用 グローバル市場化戦略

担　当 斎藤直&近藤 水上 斎藤直&近藤 小野
教　室 313 371-373 313 353
科　目 英語コミュニケーションⅢb デジタルコンテンツ制作応用 CGアニメーション総合演習

担　当 須賀 斎藤直&近藤 源田&山本浩
教　室 374-376 313 313
科　目 英語コミュニケーションⅢb リソースマネジメント CGアニメーション総合演習

担　当 須賀 爰川 源田&山本浩
教　室 374-376 353 313
科　目

担　当

教　室

４年後期（1～2月）

月 火 水 木 金 土
科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

科　目 インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週） インターンシップⅣ（1,2月　4週）

担　当

教　室

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

時間帯

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
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（是正意見） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科 
  

１１．＜学科名及び学位名が不整合＞ 
学科名と学位名が示す領域が異なるため、教育研究上の目的・内容に照らして妥

当か疑義がある。改めて学科名と学位名の妥当性を明確に説明するか、適切に改

めること。 

 
（対応） 
 学科名と学位名が示す領域の相違を解消し、教育研究上の目的・内容に照らして妥当とな

るように、デジタルエンタテインメント学科における学位名について以下のように改める。 
 
学位名：デジタルエンタテインメント学士（専門職） 
Bachelor of Digital Entertainment 
 
理由： 

デジタルエンタテインメント学科は、同業界を牽引するデジタルゲーム及びコンピュータ

グラフィックス（CG）を主な専攻分野とし、それぞれの分野における基礎教育・職業専門

教育と、関連産業及び地域社会との連携による実践教育を施す。こうした教育の目的は、グ

ローバル規模に拡大しているデジタルエンタテインメント業界において、競争力のあるコンテ

ンツを生み出すことができる技術者の養成である。 
このような教育研究上の目的・内容に照らして、学位名をデジタルエンタテインメント学士

（専門職）と改める。英訳名称については、BSc in Digital Entertainment Technology
（Abilene Christian University, USA）といった他大学の事例や、国際的な通用性を踏まえ

た上で、「Bachelor of Digital Entertainment」と改める。 
 
 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
工科学部 デジタルエンタテインメント学科 
 
 学位名称：デジタルエンタテインメント学

士（専門職） 
Bachelor of Digital Entertainment 
理由： 

デジタルエンタテインメント学科は、同業

界を牽引するデジタルゲーム及びコンピュ

ータグラフィックス（CG）を専攻分野と

し、それぞれの分野における基礎教育・職

業専門教育と、関連産業及び地域社会との

連携による実践教育を施す。こうした教育

の目的は、グローバル規模に拡大している

デジタルエンタテインメント業界において、

競争力のあるコンテンツを生み出すことが

できる技術者の養成である。 
このような教育研究上の目的・内容に鑑

み、学位名をデジタルエンタテインメント学

士（専門職）とし、英訳名称については、

工科学部 デジタルエンタテインメント学科 
 
 学位名称：デジタルコンテンツ学士（専門

職） 
Bachelor of  Digital Content 
理由： 
職種・産業分野を表す言葉として“デジタル

コンテンツ”を使用し、デジタルコンテンツ

デザイン学士とした。デジタルエンタテイン

メント学科では、経済産業省が監修し、一般

財団法人デジタルコンテンツ協会が編集・発

行している、コンテンツ産業の市場規模、産

業動向等の現状を解説、紹介するデジタルコ

ンテンツ白書にあるように、デジタルコンテ

ンツに係わる産業分野でそれをデザインする

人材を養成する。しかしながら、一言にコン

テンツデザインといってもコンテンツ法に書

かれている領域の対象（映画、音楽、雑誌、

漫画、ゲームなど）はアナログからデジタル
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BSc in Digital Entertainment Technology
（Abilene Christian University, USA）と

いった他大学の事例や、国際的な通用性を

踏 ま え た 上 で 「 Bachelor of Digital 
Entertainment」とする。 
 

まで混ぜると膨大な領域になり、本学の教育

課程によって学ぶことのできる領域をはるか

に超えている。本学はあくまでメディアテク

ノロジーを背景としたコンテンツ創生領域を

指向するところに特徴があり、デジタルコン

テンツをデザインする職種として、デジタル

コンテンツ学士（専門職）とし、国際的な通

用性も踏まえた上で「Bachelor of  Digital 
Content」とする。 

 
 
 
（新旧対照表）教育課程等の概要（工科学部 デジタルエンタテインメント学科）（2 ページ） 

新 旧 
 学位名称：デジタルエンタテインメント学

士（専門職） 
 学位名称：デジタルコンテンツ学士（専門

職） 
 
 
 
（新旧対照表）学則（8 ページ） 

新 旧 
（学位）  
第３６条 本学を卒業した者には以下の

学位を授与する。 
（１） 情報工学科：情報工学士（専門職） 
（２） デジタルエンタテインメント学科：デ

ジタルエンタテインメント学士（専門職） 
２． 学位及び学位の授与については、別に

定める東京国際工科専門職大学学位規定によ

る。 
 

（学位）  
第３６条 本学を卒業した者には以下の

学位を授与する。 
（１） 情報工学科：情報工学士（専門職） 
（２） デジタルエンタテインメント学科：デ

ジタルコンテンツ学士（専門職） 
２． 学位及び学位の授与については、別に

定める東京国際工科専門職大学学位規定によ

る。 
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（是正事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科 
  

１２．＜入学者選抜の方法が不明確＞ 
入学者選抜について、ＡＯ入試と一般入試の違いが不明確であり、アドミッショ

ン・ポリシーに掲げた内容を確認できる選抜方法であるか不明である。書類審査

や適性等に関する検査の内容を示した上で、アドミッション・ポリシーに掲げた

内容を確認できる選抜方法であるか明確に説明すること。【２学科共通】 

 
（対応） 
 AO 入試と一般入試の違いは、各種検査項目の重みづけである。また、AO 入試と一般入試は

いずれも、見直し後のアドミッション・ポリシーに掲げた内容を確認できる選抜方法である。 
 以下では先ず、修正を図ったアドミッション・ポリシーそのものについて説明する。その上で、

書類審査と適性等に関する検査の内容を明らかにし、さらに AO 入試および一般入試がいずれも

アドミッション・ポリシーに掲げた内容を確認できる選抜方法であることを示す。 
  
 
■アドミッション・ポリシーの変更 

審査意見 1、2、3 等を踏まえて、養成する人材像、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポ

リシーなどを見直したことに伴い、アドミッション・ポリシーについても修正した。主な修正内

容は、①「デザイン学」に関する文言の削除・修正、②分類事項の整理、③社会と協調し主体的

に社会責務を担うのに必要な能力である、コミュニケーション力に関する事項と持続可能な社会

に対する自律的な態度、である。 
以下では、修正後のアドミッション・ポリシーについて明記する。修正箇所には下線を引いて

いる。 
 
 
【東京国際工科専門職大学のアドミッション・ポリシー】 
本学の教育理念は“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の養成であり、こう

した人材の育成を目標にディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを見直した。これら

の方針に基づく教育内容を踏まえ、アドミッション・ポリシーにおいて以下の学習成果を確認で

きる学生を求めることを定める。 
【知識・技能】 
高校卒業程度の「基礎学力」、「思考力」、「読解力」を有する人。 
【思考力・判断力・表現力】 
学問の追求より、社会的課題に強い関心をもつ人。 
【主体性・協働性】 
社会や地域に貢献したいと考える人。 
グローバルな視点で世界に向けて活躍しようとする人。 
【意欲】 
制作意欲を含み、学修動機が明確な人。 

 
 
【工科学部のアドミッション・ポリシー】 
工科学部で求めるのは、本学の教育理念に共感し、「社会とともにあるデザイナー」を志すこ

とによって社会的使命を果たそうとする学生である。したがって、本学の学修課程を経ることに

よって、その実現に必要な知識・技術の修得を図ろうとする学生を受け入れる。 
【知識・技能】 
高校卒業程度の学習を終えている人。 
【思考力・判断力・表現力】 
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どのような専門職になりたいかという意志を持っている人。 
自分の考えを伝えるためのコミュニケーション力を有している人。 
【主体性・協働性】 
社会にどのような貢献をしたいかという構想と使命感を持っている人。 
【意欲】 
制作意欲を含み、学修動機が明確な人。 
  

 
 
【情報工学科のアドミッション・ポリシー】 
 情報工学科では、“Designer in Society（社会とともにあるデザイナー）”の養成という教育理

念の下、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに沿った教育を行う。 
これらの方針に基づく教育内容を踏まえ、アドミッション・ポリシーにおいて以下に掲げる基

礎的学力や目的意識・意欲等を備え、社会の発展に貢献しようとする学生を求めることを定める。 
【知識・技能】 
理数・語学の基礎的学力を有する人。 
【思考力・判断力・表現力】 
主にテクノロジー分野の学修に強い興味と意欲を持っている人。 
自分の考えを論理的に表現し、伝える能力を持つ人。 
【主体性・協働性】 
テクノロジーを通して、社会や地域に貢献したいと考える人。 
自立した姿勢で社会の改題に取り組もうと考えている人。 
【意欲】 
制作意欲を含み、学修動機が明確な人。 
 
 

 
【デジタルエンタテインメント学科のアドミッション・ポリシー】 
デジタルエンタテインメント学科では、“Designer in Society（社会とともにあるデザイナ

ー）”の養成という教育理念の下、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに沿った

教育を行う。 
これらの方針に基づく教育内容を踏まえ、アドミッション・ポリシーにおいて次に掲げる基礎

的学力や目的意識・意欲等を備え、社会の発展に貢献しようとする学生を求めることを定める。 
【知識・技能】 
理数・語学の基礎的学力を有する人。 
【思考力・判断力・表現力】 
様々な対象観察や工作、先端的な技術や芸術的な表現に対して好奇心を持っている人。 
自分の考えを論理的に表現し、伝える能力を持つ人。 
【主体性・協働性】 
多様な人々と協働して学ぶ態度を持っている人。 
自立した姿勢で社会の改題に取り組もうと考えている人。 
【意欲】 
制作意欲を含み、学修動機が明確な人。 
 
 
■書類審査と適性等に関する検査の内容について 
 書類審査は、入学資格の確認と共に、入試申請時に提出された志望理由書をもとに学修意欲の

正当性を中心に評価する検査である。 
 適性等に関する検査は、基礎学力を中心に、論理的思考力等も測るものとして実施する検査で

ある。40 分間 25 問で構成される内容で、教科・科目の別を問わずこれまでの学修成果の定着並

びにこれからの学修に向けたレディネスを横断的に確認する。 
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なお、教科・科目に即さない理由は、高校卒業生のみならず、大学卒業者や社会人経験者など

を広く受け入れることに鑑み、共通の検査をもってレディネスを確認することが公平性を担保す

るものと考えるためである。そこで、受験生の混乱を避けるために具体的な教科・科目名を明記

せず、「適性等に関する検査」としている。 
 
 
■AO 入試と一般入試の選抜方法 
１．AO 入試と一般入試の選抜方法の相違点 
 AO 入試と一般入試の違いは、各種検査項目の重みづけである。 
 従前、AO 入試と一般試験について、受け入れる人材像や実施する検査項目の重みづけを明示

していなかったため、本審査意見を踏まえて以下の通り整理する。 
 
 

表 1 AO 入試と一般入試における各種検査項目の重みづけ 

 

選抜方法 

AO 入試 一般入試 

情報工学に強い関心を持ち、

社会的な問題を踏まえた現実

性や学習意欲の正当性といっ

た基準を有し、課題解決に向

けて意欲的に学修し、実践し

ようとする人を求める。よっ

て、アドミッション・ポリシ

ーに掲げる項目の内、「思考

力・判断力・表現力」と「主

体性・協働性」に重きを置い

た評価を行う。さらに、これ

までの学修の定着並びにこれ

からの学修に向けたレディネ

ス等も確認する。 

情報工学に強い関心を持ち、

これまでの学修の定着、並び

にこれからの学修に向けたレ

ディネス等を身に着けている

人の選抜を目的とする。よっ

て、アドミッション・ポリシ

ーにおける「知識・技能」と

「思考力・判断力・表現力」

に重きをおいた評価を行う。

さらに、社会的な問題を踏ま

えた現実性や学習意欲の正当

性なども確認する。 検査の種類 何を確認する検査方法なのか 

適性等に関

する検査 
主に「知識・技能」を確認 ○ ◎ 

受講式検査 
主に「思考力・判断力・表現

力等」を確認 
○ ◎ 

面接 
主に「主体性・協調性」と

「学修意欲の正当性」を確認 
◎ ○ 

書類審査 入学資格と、主に「学修意欲

の正当性」を確認 ◎ ○ 
※表中の○と◎は重みづけを表す。◎は○よりも重視されることを意味する。 
 
 
２．AO 入試と一般入試の内容 
【AO 入試】 
情報工学に強い関心を持っている人を求める。また、現実社会が抱える問題を直視・課題を発

見することができ、それらの解決に向けて積極的に学修し、解決を図ろうとする意欲的な人を選
抜する。 

そこで、AO 入試では書類審査及び面接に重点を置き、アドミッション・ポリシーに掲げる項
目のうち、「思考力・判断力・表現力」と「主体性・協働性」に重きを置いた評価を行う。さら
に、これまでの学修の定着並びにこれからの学修に向けたレディネス等を、適性等に関する検査
（40 分間で 25 問の問題を回答する内容）と、受講式検査（40 分程度の講義を受けて受講姿勢及
びその内容の理解度を測る）の 2 種類で確認する。 
 
【一般入試】 
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情報工学に強い関心を持っている人を求める。また、本学での学修開始にあたって必要とされ

る基礎知識を十分に修得している上、入学後の学修に向けたレディネス等を身につけている人を

選抜する。 
そこで、一般入試では適性等に関する検査と受講式検査に重点を置き、アドミッション・ポリ

シーにおける「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力」に重きをおいた評価を行う。さらに、

社会的な問題を踏まえた現実性や学修意欲の正当性などを書類審査と面接審査の 2 種類で確認す

る。 
 
 
■アドミッション・ポリシーに掲げた内容を確認できる適切な選抜方法である理由 
 上述の通り、本学がアドミッション・ポリシーにおいて定める能力は 4 項目に区分される。そ

れぞれの能力は、以下の方法によって測る。 
 

【知識・技能】：適性等に関する検査  
【思考力・判断力・表現力】：受講式検査 
【主体性・協働性】：面接       
【意欲】：書類審査、面接審査 

 
AO 及び一般入試ともに 4 項目すべての能力を測定することとするが、評価ウェイトを変えて

実質的には選抜方法を複数用意することで、受験生は自身の持つ能力に応じて入試区分を選択す

ることができる。これは、多様な受験生の確保にも資する 
以上により、アドミッション・ポリシーに掲げた内容を確認できる適切な選抜方法であると考

えている。 
 

 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
9. 入学者選抜の概要 
9.1 入学選抜における入学者の多様性の確保

への配慮 
入学選抜における入学者の多様性の確保に向

け、「入学検討者へのアナウンス」と「入学

者選抜」の 2 点を配慮することで本学は対応

する。 
「入学検討者へのアナウンス」については、

ホームページや学校案内書で本学及び学部・

学科の教育内容等を示すとともに、必要に応

じてアドミッション・センターで入学前の相

談にも応じ学修目的を明確にした上で志望動

機等を確認できるように配慮する。 
「入学者選抜」においては、学生受け入れの

方針（アドミッション・ポリシー）のもとで

行う。「入学者選抜」と AP との関係性は、

後述で詳しく説明するが、多種多様な入学者

の確保に向け、留学生・帰国生や社会人とい

った背景で入試を特別に細分化し枠を設ける

ことはせず、大枠として「アドミッション・

オフィス入試（以下、AO 入試）」「推薦入

試」「一般入試」の 3 つの枠を設けることで

9. 入学者選抜の概要 
9.1 入学選抜における入学者の多様性の確保

への配慮 
入学選抜における入学者の多様性の確保に向

け、「入学検討者へのアナウンス」と「入学

者選抜」の 2 点を配慮することで本学は対応

する。 
「入学検討者へのアナウンス」については、

ホームページや学校案内書で本学及び学部・

学科の教育内容等を示すとともに、必要に応

じてアドミッション・センターで入学前の相

談にも応じ学修目的を明確にした上で志望動

機等を確認できるように配慮する。 
「入学者選抜」においては、学生受け入れの

方針（アドミッション・ポリシー）のもとで

行う。「入学者選抜」と AP との関係性は、

後述で詳しく説明するが、多種多様な入学者

の確保に向け、留学生・帰国生や社会人とい

った背景で入試を特別に細分化し枠を設ける

ことはせず、大枠として「アドミッション・

オフィス入試（以下、AO 入試）」「推薦入

試」「一般入試」の 3 つの枠を設けることで
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広く門戸を開く。 
9.1.1 アドミッション・ポリシー 
以下に、本学におけるアドミッション・ポリ

シーを記す。 
 
9.1.1.1 東京国際工科専門職大学のアドミッシ

ョン・ポリシー 
“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の養成という教育理念の下、デ

ィプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリ

シーに示す教育を行っている。こうした教育

を受けるための条件として、次に掲げる基礎

的学力や目的意識・意欲等を備えた学生を入

学させる。 
【知識・技能】 
（削除）高校卒業程度の「基礎学力」「思考

力」「読解力」を有する人。 
【思考力・判断力・表現力】 
学問の追求より、社会的課題に強い関心をも

つ人。 
（削除）制作意欲を含み、学修動機が明確な

人。 
【主体性・協働性】 
（削除）社会や地域に貢献したいと考える

人。 
（削除）グローバルな視点で世界に向けて活

躍しようとする人。 
【意欲】 
制作意欲を含み、学修動機が明確な人。 
 
 
（削除） 
 
 
9.1.1.2 工科学部のアドミッション・ポリシー 
工科学部で学修する者は、本学の使命に共感

し、「社会とともにあるデザイナー」になろ

うとするものである。よって、自分は社会の

中で何をしたいのかという動機を持ち、本学

の学修過程を履修することでそれが実現され

ることを理解している学生を入学させる。 
【知識・技能】 
高校卒業程度の学習を終えている人。 
【思考力・判断力・表現力】 
どのような専門職になりたいかという意志を

持っている人。 
自分の考えを伝えるためのコミュニケーショ

ン力を有している人。 
【主体性・協働性】 
社会にどのような貢献をしたいかという構想

広く門戸を開く。 
9.1.1 アドミッション・ポリシー 
以下に、本学におけるアドミッション・ポリ

シーを記す。 
 
9.1.1.1 東京国際工科専門職大学のアドミッシ

ョン・ポリシー 
“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”という教育理念の下、ディプロ

マ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに

示す教育を行っている。こうした教育を受け

るための条件として、次に掲げる基礎的学力

や目的意識・意欲等を備えた学生を入学させ

る。 
【知識・技能】 
基礎学力：高校卒業程度の「基礎学力」「思

考力」「読解力」を有する人。 
【思考力・判断力・表現力】 
デザイン学への共鳴：伝統的な分科に基づく

学問分野より、より顕在する社会的課題に強

い関心をもつ人。 
知的好奇心：制作意欲を含み、学修動機が明

確な人。 
【主体性・協働性】 
社会的責務：社会的責任を理解し、社会や地

域に貢献したいと考える人。 
国際性：グローバルな視点で世界に向けて活

躍しようとする人。 
（追加） 
 
 
また、そのために、入学選抜においては、以

下のような評価軸とする。 
①関心を持つ課題の現実性、正当性とその実

現に対する意欲の大きさ 
②制作を意図する対象に関する基礎的知識の

水準と想起を持つに至った経過の正当性 
③社会が持つ問題に関する知識の広さと自分

の意図との関連の正当性 
 
 
9.1.1.2 工科学部のアドミッション・ポリシー 
工科学部で学習する者は、本学の使命に共感

し、「社会とともにあるデザイナー」になろ

うとするものである。よって、自分は社会の

中で何をしたいのかという動機を持ち、本学

の学習過程を履修することでそれが実現され

ることを理解している学生を入学させる。 
【知識・技能】 
高校卒業程度の学習を終えている人。 
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と使命感を持っている人。 
【意欲】 
制作意欲を含み、学修動機が明確な人。 
 
 
9.1.1.3 情報工学科のアドミッション・ポリシ

ー 
 “Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）” の養成という教育理念の下、デ

ィプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリ

シーに示す教育を行っている。こうした教育

を受けるための条件として、次に掲げる基礎

的学力や目的意識・意欲等を備え、社会の発

展に寄与しようとする学生を求める。 
【知識・技能】 
理数・語学の基礎的学力を有する人。 
【思考力・判断力・表現力】 
主にテクノロジー分野の学修に強い興味と意

欲を持っている人。 
自分の考えを論理的に表現し、伝える能力を

持つ人。 
【主体性・協働性】 
（削除）テクノロジーを通して、社会や地域

に貢献したいと考える人。 
自立した姿勢で社会の改題に取り組もうと考

えている人。 
【意欲】 
制作意欲を含み、学修動機が明確な人。 
 
 
 
9.1.1.4 デジタルエンタテインメント学科のア

ドミッション・ポリシー 
“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）” の養成という教育理念の下、デ

ィプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリ

シーに示す教育を行っている。こうした教育

を受けるための条件として、次に掲げる基礎

的学力や目的意識・意欲等を備え、社会の発

展に寄与しようとする学生を求める。 
 
【知識・技能】 
理数・語学の基礎的学力を有する人。 
【思考力・判断力・表現力】 
（削除）様々な対象観察や工作、先端的な技

術や芸術的な表現に対して好奇心を持ってい

る人。 
自分の考えを論理的に表現し、伝える能力を

持つ人。 
【主体性・協働性】 

【思考力・判断力・表現力】 
どのような専門職になりたいかという意志を

持っている人。 
（追加） 
【主体性・協働性】 
社会にどのような貢献をしたいかという動機

を持っている人。  
 
9.1.1.3 情報工学科のアドミッション・ポリシ

ー 
 “Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”という教育理念の下、ディプロ

マ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに

示す教育を行っている。こうした教育を受け

るための条件として、次に掲げる基礎的学力

や目的意識・意欲等を備え、社会の発展に寄

与しようとする学生を求める。 
【知識・技能】 
理数・語学の基礎的学力を有する人。 
【思考力・判断力・表現力】 
主にテクノロジー分野の学修に強い興味と意

欲を持っており、価値創造を行う意思を有す

る人。制作意欲を含み、学修動機が明確な

人。 
（追加） 
【主体性・協働性】 
態度：テクノロジーを通して、社会や地域に

貢献したいと考える人。 
（追加） 
 
 
9.1.1.4 デジタルエンタテインメント学科のア

ドミッション・ポリシー 
“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”という教育理念の下、ディプロ

マ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに

示す教育を行っている。こうした教育を受け

るための条件として、次に掲げる基礎的学力

や目的意識・意欲等を備え、社会の発展に寄

与しようとする学生を求める。 
 
【知識・技能】 
基礎学力：知識としては理数系の知識と芸術

的な表現に興味を持っている人。 
【思考力・判断力・表現力】 
知的好奇心：様々な対象観察や工作（追加）

に対して好奇心を持っている人。先端的な技

術に対して興味を持っている人。 
【主体性・協働性】 
態度：多様な人々と協働して学ぶ態度を持っ
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（削除）多様な人々と協働して学ぶ態度を持

っている人。 
自立した姿勢で社会の改題に取り組もうと考

えている人。 
【意欲】 
制作意欲を含み、学修動機が明確な人。 
 
 
 

ている人。 
（追加） 
 

9.1.2 入学者選抜方法 
上記のアドミッション・ポリシーに基づき、

本学においては入試選抜を行う。上記で既に

述べたが、それぞれの受験生の状況を鑑み、

受験生自らの判断により真の能力、十分な力

が発揮でき、それを評価できるよう複数の選

抜方式として、大枠では「AO 入試」「推薦

入試」「一般入試」を実施することとし、

「帰国生枠」「社会人枠」といった特定の入

試枠を設けないことで多種多様な人に門戸を

開く。各入試の募集人員の割合は、AO 入試

40～60％、推薦入試 10～20％、一般入試 40
～60％程度の割合のもとに計画する。 
加えて、独立行政法人日本学生支援機構によ

る、平成 29 年度 外国人留学生在籍状況調査

結果（資料 23）によると外国人留学生数は急

激な右肩上がりで、結果として学習意欲や日

本語力といった問題を抱える留学生を安易に

受け入れているのではないかという懸念が一

般的に増している（文部科学省 Web ページよ

り一部抜粋 「留学生交流の現状と課題」

（最終閲覧日：平成 30 年 10 月 16 日）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuky
o/chukyo0/gijiroku/attach/1345223.htm ）。

本学ではそれに対応するために、特段入試枠

は設けないが、例えば、留学生については日

本語能力試験 2 級相当の日本語能力を別途出

願条件の一つに課すこととする。 
 
「AO 入試」「推薦入試」「一般入試」とい

った全ての入試は、アドミッション・ポリシ

ーの方針のもと行う。どの入試区分において

も、アドミッション・ポリシーに記した「知

識・技能」については主に適性等に関する検

査、「思考力・判断力・表現力」については

主に受講式検査、「主体性・協働性」につい

ては主に面接審査、「意欲」については書類

審査と面接審査で総合的に合否を判定する。

以下、入試区分ごとにアドミッション・ポリ

シーとの関係も含め具体的な入学選抜の実施

方法を記す。 

9.1.2 入学者選抜方法 
上記のアドミッション・ポリシーに基づき、

本学においては入試選抜を行う。上記で既に

述べたが、それぞれの受験生の状況を鑑み、

受験生自らの判断により真の能力、十分な力

が発揮でき、それを評価できるよう複数の選

抜方式として、大枠では「AO 入試」「推薦

入試」「一般入試」を実施することとし、

「帰国生枠」「社会人枠」といった特定の入

試枠を設けないことで多種多様な人に門戸を

開く。各入試の募集人員の割合は、AO 入試

40～60％、推薦入試 10～20％、一般入試 40
～60％程度の割合のもとに計画する。 
加えて、独立行政法人日本学生支援機構によ

る、平成 29 年度 外国人留学生在籍状況調査

結果（資料 23）によると外国人留学生数は急

激な右肩上がりで、結果として学習意欲や日

本語力といった問題を抱える留学生を安易に

受け入れているのではないかという懸念が一

般的に増している（文部科学省 Web ページよ

り一部抜粋 「留学生交流の現状と課題」（最

終 閲覧 日：平 成 30 年 10 月 16 日）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuky
o/chukyo0/gijiroku/attach/1345223.htm ）。

本学ではそれに対応するために、特段入試枠

は設けないが、例えば、留学生については日

本語能力試験 2 級相当の日本語能力を別途出

願条件の一つに課すこととする。 
 
「AO 入試」「推薦入試」「一般入試」とい

った全ての入試は、アドミッション・ポリシ

ーの方針のもと行う。どの入試区分において

も、アドミッション・ポリシーに記した「知

識・技能」については主に適性等に関する検

査、「思考力・判断力・表現力」については

主に受講式検査、「主体性・協働性」につい

ては主に書類審査で総合的に合否を判定す

る。以下、入試区分ごとにアドミッション・

ポリシーとの関係も含め具体的な入学選抜の

実施方法を記す。 
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因みに、本学がアドミッション・ポリシーに

おいて定める能力は 4 項目に区分される。そ

れぞれの能力は、以下の方法によって測る。 
 
【知識・技能】：適性等に関する検査  
【思考力・判断力・表現力】：受講式検査 
【主体性・協働性】：面接       
【意欲】：書類審査、面接審査 
 
AO及び一般入試ともに4項目すべての能力を

測定することとするが、評価ウェイトを変え

て実質的には選抜方法を複数用意すること

で、受験生は自身の持つ能力に応じて入試区

分を選択することができる。これは、多様な

受験生の確保にも資する 
以上により、アドミッション・ポリシーに掲

げた内容を確認できる適切な選抜方法であ

る。 
 
 
【AO 入試】 
情報工学に強い関心を持っている人を求め

る。また、現実社会が抱える問題を直視・課

題を発見することができ、それらの解決に向

けて積極的に学修し、解決を図ろうとする意

欲的な人を選抜する。 
そこで、AO 入試では書類審査及び面接に重

点を置き、アドミッション・ポリシーに掲げ

る項目のうち、「思考力・判断力・表現力」

と「主体性・協働性」に重きを置いた評価を

行う。さらに、これまでの学修の定着並びに

これからの学修に向けたレディネス等を、適

性等に関する検査（40 分間で 25 問の問題を

回答する内容）と、受講式検査（40 分程度の

講義を受けて受講姿勢及びその内容の理解度

を測る）の 2 種類で確認する。 
 
【推薦入試】 
高等学校段階での良好な学習状況、真摯な学

習態度、意欲的な部活動、委員会活動、学校

内外の行事への取り組み及び基礎的学力につ

いて、調査書をもとにした書類審査を通して

確認するとともに、ガイダンス（3 つのポリ

シー及びカリキュラムの具体的な説明）を実

施した上で面接試験を実施し、本学での学修

意欲及び社会的責務に対する考えを確認す

る。適性等に関する検査（40 分間で 25 問の

問題を回答する内容）並びに受講式検査（40
分程度の講義を受けて受講姿勢及びその内容

 
（追加） 
 
【AO 入試】 
書類審査、適性等に関する検査（40分間で25
問の問題を回答する内容）並びに受講式検査

（40 分程度の講義を受けて受講姿勢及びその

内容の理解度を測る）で基本的な学習態度の

習得状況を見極め、ガイダンス（3 つのポリ

シー及びカリキュラムの具体的な説明）を実

施した上で面接を実施し、本学での学修意欲

や適性、関心及び社会的責務に対する考えを

確認する。 
【推薦入試】 
高等学校段階での良好な学習状況、真摯な学

習態度、意欲的な部活動、委員会活動、学校

内外の行事への取り組み及び基礎的学力につ

いて、調査書をもとにした書類審査を通して

確認するとともに、ガイダンス（3 つのポリ

シー及びカリキュラムの具体的な説明）を実

施した上で面接試験を実施し、本学での学修

意欲及び社会的責務に対する考えを確認す

る。適性等に関する検査（40 分間で 25 問の

問題を回答する内容）並びに受講式検査（40
分程度の講義を受けて受講姿勢及びその内容

の理解度を測る）で基本的な学習態度の習得

状況も確認し、総合的に判断する。なお、推

薦基準については高校の教育方針・進学実

績・就職実績・学外活動実績に加え、開学後

においては本学への入学者の実績等に基づ

き、別途定めた上で、高校に通知するものと

する。 
80 
【一般入試】 
基礎学力を適性等に関する検査（40分間で25
問の問題を回答する内容）で確認するととも

に、受講式検査（40 分程度の講義を受けて受

講姿勢及びその内容の理解度を測る）で基本

的な学習態度の習得状況を見極め、ガイダン

ス（3 つのポリシー及びカリキュラムの具体

的な説明）を実施した上で面接を実施し、本

学での学修意欲及び社会的責務に対する考え

を確認する。 
 
 
（追加） 
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の理解度を測る）で基本的な学習態度の習得

状況も確認し、総合的に判断する。なお、推

薦基準については高校の教育方針・進学実

績・就職実績・学外活動実績に加え、開学後

においては本学への入学者の実績等に基づ

き、別途定めた上で、高校に通知するものと

する。 
 
【一般入試】 
情報工学に強い関心を持っている人を求め

る。また、本学での学修開始にあたって必要

とされる基礎知識を十分に修得している上、

入学後の学修に向けたレディネス等を身につ

けている人を選抜する。 
そこで、一般入試では適性等に関する検査と

受講式検査に重点を置き、アドミッション・

ポリシーにおける「知識・技能」と「思考

力・判断力・表現力」に重きをおいた評価を

行う。さらに、社会的な問題を踏まえた現実

性や学修意欲の正当性などを書類審査と面接

審査の 2 種類で確認する。 
 
 
9.1.3 AO 入試と一般入試の違い 
上記試験内容において、AO 入試と一般入試

の違いをより明確にするために、以下に 
その詳細を記す。 
＜AO 入試と一般入試の選抜方法の相違点＞ 
 AO 入試と一般入試の違いは、各種検査項

目の重みづけである。詳細について、以下の

通り整理する。 
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（是正事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科 
  

１３．＜学術雑誌の整備が不十分＞ 
専攻分野に照らして十分な学術雑誌が整備されているか不明確であるため、学術

雑誌の一覧を示した上で、明確に説明すること。【２学科共通】 

 
（対応） 
 審査意見 1 等を踏まえて教育課程を見直したことに伴い、学術雑誌を含む図書全般を見直すと

ともに、不足していた学術雑誌の拡充を図ることとした。 
 加えて、図書室を共用する系列校が整備している学術雑誌も利用できることを説明し、十分な

研究環境があることを示す。 
 
  ①国内/海外の学術雑誌の拡充 
  ②その他、図書利用に関する整備状況について 
  ③系列校で継続購入している学術雑誌についての明示 
  ④専任教員が所蔵・整備している主要学会誌の活用 
 
 
①国内/海外の学術雑誌の拡充 
 本是正意見をきっかけとして図書の整備状況に関して見直しをした結果、学術雑誌の数が

少ないと判断し、審査意見１を踏まえた教育課程の見直しと並行して購入図書も見直しを行った。

見直し後の蔵書数一覧を資料 23にて示す。今回新たにデジタルエンタテインメント学科として 9

誌、情報工学科・学科共通と合わせ合計 43 誌（うち、外国書 15 誌）の学術雑誌を整備すること

とした（資料 25-1,2）。具体的な新規購入図書一覧を資料 24 に示す。購入図書についてもより

専攻分野に照らして適切なものを精選したが、開学後も状況に応じて追加・見直しを継続して行

う。 

 

②図書利用に関する整備状況について 
 論文情報データベース・電子ジャーナル購読のプラットフォームは、すでに予定していた

「JDreamⅢ」「Academic OneFile」に加え、新たに「情報学広場」を追加する。「情報学広場」

によって情報処理学会発行の出版物のうち、会誌・論文誌・研究報告・シンポジウム・英文誌な

どにアクセスすることが可能となる。 

さらに国立情報学研究所が提供している図書館間相互貸借サービス（NACSIS-ILL）にも加盟し、

他大学所蔵の学術雑誌取り寄せや論文複写依頼が可能である。 
 
③系列校で継続購入している学術雑誌についての明示 
本学キャンパス内で図書室を共用する系列校がそれぞれ整備する学術雑誌も利用が可能であ

る。例として、関連分野の 30 誌を資料 25-3 に示す。 
 
④専任教員が所蔵・整備している主要学会誌の活用 
本学キャンパスの 27 階 271 にはオープンラックを配置したライブラリースペースがある。専任

教員から継続寄贈を受ける主要学会誌や書籍を配置し、他教員や学生にも閲覧できるような環境

を整えることで学術雑誌を一とする図書や研究資料の更なる充実を図る。 
 
 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
8.3.2 図書等の資料整備 8.3.2 図書等の資料整備 
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本学の図書室には、開学時に図書 65,774
冊、雑誌 206 種（電子図書含む）を配架し、

学生が図書館で閲覧できる環境を整備する。

東京国際工科専門職大学の専門図書の学科毎

の整備状況の詳細は資料 23 に添付する。あわ

せて開学時の新規購入図書一覧を資料 24 に添

付する。 
上記に加え、視聴覚資料 15 点（情報工学

科）、データベースとして「J dreamⅢ」

「Academic One File」「情報学広場」（学科

共通）を導入する。以上から、各学科に対し

て十分な図書や資料等が整備されていると言

える。 
充実に向けては教員からの提案の他、学生

向けに「リクエストカード」を設置し学生の

興味関心や意向も確認する。視聴覚資料は技

術習得に欠かせないものであり、授業での活

用の他、学生の自己学習で活用できるよう整

備を図る。管理については、既に導入してい

る図書管理システムを継続活用し、書誌情報

をデータベース化し、適切な貸出・返却サー

ビス、蔵書点検等、図書館としての機能と利

用者の利便性が担保されるシステムを維持す

る。 
 

本学の図書室には、図書 58,332 冊、雑誌

13,649 種（電子図書含む）を配架し、学生が

図書館で閲覧できる環境を整備する。東京国

際工科専門職大学の専門図書の学科毎の整備

状況の詳細は資料 21に添付する。あわせて開

学時の新規購入図書一覧を資料 22 に添付す

る。 
上記に加え、視聴覚資料 15 点（情報工学

科）、データベースとして「J dreamⅢ」

「Academic One File」（学科共通）を導入

する。以上から、各学科に対して十分な図書

や資料等が整備されていると言える。 
充実に向けては教員からの提案の他、学生向

けに「リクエストカード」を設置し学生の興

味関心や意向も確認する。視聴覚資料は技術

習得に欠かせないものであり、授業での活用

の他、学生の自己学習で活用できるよう整備

を図る。管理については、既に導入している

図書管理システムを継続活用し、書誌情報を

データベース化し、適切な貸出・返却サービ

ス、蔵書点検等、図書館としての機能と利用

者の利便性が担保されるシステムを維持す

る。 

8.3.3 学術雑誌の整備状況 
今回新たに情報工学科として 29 誌（うち海外

書 13誌）、デジタルエンタテインメント学科

として 9 誌、学科共通として 5 誌（うち海外

書 13誌）、合計 43誌（うち、外国書 15誌）

の学術雑誌を整備することとした（資料 25-
1,2）。具体的な新規購入図書一覧を資料 22
に示す。購入図書についてもより専攻分野に

照らして適切なものを精選したが、開学後も

状況に応じて追加・見直しを継続して行う。 
本学キャンパス内で図書室を共用する系列校

がそれぞれ整備する学術雑誌も利用が可能で

ある。例として、関連分野の 30 誌を資料 25-
3 に示す。 
本学キャンパスの 27階 271にはオープンラッ

クを配置したライブラリースペースがある

（資料 20）。専任教員から継続寄贈を受ける

主要学会誌や書籍を配置し、他教員や学生に

も閲覧できるような環境を整えることで学術

雑誌を一とする図書や研究資料の更なる充実

を図る。 

（追加） 

8.3.4 図書館の利活用の充実 
“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の育成には本質的に図書の利活用

は重要で、本学は既に多くの図書が導入され

8.3.3 図書館の利活用の充実 
“Designer in Society（社会とともにあるデ

ザイナー）”の育成には本質的に図書の利活用

は重要で、本学は既に多くの図書が導入され
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ているが、さらに図書を増やすことを予定し

ている。 
8.3.2 項で説明した図書などの資料整備計画で

すでに触れたが、これらは、抄録のみならず

本文もダウンロード可能な科学技術工学・医

学関係 6000万件にアクセスできるJ-Dream 
III、自然科学から人文社会科学の論文誌

1800 誌 に ア ク セ ス で き る Academic 
OneFile、情報処理学会発行の出版物のうち

会誌・論文誌・研究報告・シンポジウム論文

集・欧文誌・英文誌の創刊号から最新号まで

すべてのデータが閲覧できる「情報学広

場」、電子書籍Maruzen eBookも含まれる。

これらや国立研究開発法人科学技術振興機構

の電子ジャーナル検索システム「J-STAGE」

によって、国内及び海外の学術文献や論文情

報を検索することが可能となる。さらに国立

情報学研究所が提供している図書館間相互貸

借サービス（NACSIS-ILL）にも加盟し、他

大学所蔵の学術雑誌取り寄せや論文複写依頼

が可能である。 

ているが、さらに図書を増やすことを予定し

ている。 
8.3.2 項で説明した図書などの資料整備計画で

すでに触れたが、これらは、抄録のみならず

本文もダウンロード可能な科学技術工学・医

学関係 6000万件にアクセスできるJ-Dream 
III、自然科学から人文社会科学の論文誌

1800 誌 に ア ク セ ス で き る 、 Academic 
OneFile、電子書籍 Maruzen eBook も含まれ

る。これらによって、国内及び海外の学術文

献や論文情報を検索することが可能となる。 
 

 
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（添付資料） 

新 旧 
資料23 資料21 

資料24 資料22 

資料25 （追加） 
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蔵書数一覧

蔵書数一覧　（開学時）

図書 （冊） 学術雑誌 （種）

〔うち
　外国書〕

〔うち
　外国書〕

〔うち
　外国書〕

15,774 190 70 15 15 15

既存 11,167 45 2 0 0 0

新規購入 260 0 29 13 13 13

合計 11,427 45 31 13 13 13

既存 3,213 81 8 0 0 0

新規購入 238 0 9 0 0 0

合計 3,451 81 17 0 0 0

既存 857 64 17 0 0 0

新規購入 39 0 5 2 2 2

合計 896 64 22 2 2 2

既存 15,237 190 27 0 0 0

新規購入 537 0 43 15 15 15

合計 15,774 190 70 15 15 15

65,774 4,432 206 15 15 15

資料23

モード学園コクーンタワー蔵書合計

電子ジャーナル

東京国際工科専門職大学合計

情報工学科

デジタルエン
タテインメン
ト学科

学科共通

東京国際工科
専門職大学計
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No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社 数量

1 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 アジャイルコーチング  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

2 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 坂本真樹先生が教える人工知能がほぼほぼわかる本  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

3 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 人工知能の創発 ―知能の進化とシミュレーション―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

4 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ゲーム産業における人工知能 （人工知能 : journal of Japanese Society for
Artificial Intelligence Vol.32 No.2）  ＜※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

5 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 人工知能とは  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

6 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア工学  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

7 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 情報社会の「哲学」 ―グーグル・ビッグデータ・人工知能―  ＜※同時アクセス数1
台＞

勁草書房 1

8 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 MATLABによるシステムプログラミング ―プロセス・ロボット・非線形システム制御か
らDCS構築まで―  ＜※同時アクセス数1台＞

コロナ社 1

9 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 エクストリームプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

10 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 人工知能の基礎 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

11 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ゴール&ストラテジ入門 ―残念なシステムの無くし方 : GQM+Strategies―  ＜※同
時アクセス数1台＞

オーム社 1

12 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Docker コンテナ実践検証 （Think IT Books）  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

13 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 人工知能入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

14 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア開発実践 ―科学技術シミュレーションソフトの設計―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京大学出版会 1

15 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア開発 改訂2版（IT text）  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

16 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Dockerエキスパート養成読本 ―活用の基礎と実践ノウハウ満載!―（Software
design plusシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

17 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 一人称研究のすすめ ―知能研究の新しい潮流―  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

18 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Event-B ―リファインメント・モデリングに基づく形式手法―  ＜※同時アクセス数1
台＞

近代科学社 1

19 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア品質知識体系ガイド ―SQuBOK Guide V2―第2版  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

20 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェアエンジニアリング基礎知識体系 ―SWEBOK V3.0―  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

21 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 オートマトン・形式言語理論 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

22 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 入門パターン認識と機械学習 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

23 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア工学 第3版（情報科学こんせぷつ 7）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

24 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェアシステム工学入門 （未来へつなぐデジタルシリーズ）  ＜※同時アクセス
数1台＞

共立出版 1

25 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 人工知能の方法 ―ゲームからWWWまで― （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

26 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 オンラインジャッジではじめるC/C++プログラミング入門 = Online programming
challenge!  ＜※同時アクセス数1台＞

マイナビ 1

27 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 イラストで学ぶ人工知能概論  ＜※同時アクセス数1台＞ 講談社 1

28 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 人工知能と人工生命の基礎  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

29 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 AIによる大規模データ処理入門  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

新規購入図書一覧 資料　24
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No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社 数量

新規購入図書一覧 資料　24

30 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 リファクタリング （シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 応用編）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

31 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 テスト駆動開発 （シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 応用編）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

32 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 データベース （シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 基礎編）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

33 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 実践反復型ソフトウェア開発  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

34 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 形式手法入門 ―ロジックによるソフトウェア設計―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

35 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 学生のための画像処理プログラミング演習 ―Visual C++.NET版―  ＜※同時アク
セス数1台＞

東京電機大学出版局 1

36 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Java （シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 基礎編）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

37 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Ruby （シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 基礎編）  ＜※同時アクセス数1台
＞

東京電機大学出版局 1

38 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 アジャイル概論 （シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 応用編）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

39 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 知識システムの実装基礎 ―スライドで理解する人工知能技術―  ＜※同時アクセス
数1台＞

コロナ社 1

40 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 チームコンサート超入門 ―デスマーチ対策ツール : IBM rational team concert ―
改訂版  ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

41 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 抽象によるソフトウェア設計 ―Alloyではじめる形式手法―  ＜※同時アクセス数1台
＞

オーム社 1

42 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Gitによるバージョン管理  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

43 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 情熱プログラマー ―ソフトウェア開発者の幸せな生き方―  ＜※同時アクセス数1台
＞

オーム社 1

44 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 はじめてのAIアプリケーション ―C言語で作るネットワークエージェントと機械学習―
＜※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

45 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 知能の原理 ―身体性に基づく構成論的アプローチ―  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

46 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア工学 （情報工学レクチャーシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

47 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Cによるソフトウェア開発の基礎 ―データ構造とアルゴリズムの基礎から―  ＜※同
時アクセス数1台＞

オーム社 1

48 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 入門git  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

49 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 「要求」の基本原則 （技評SE選書 003）  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

50 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア開発はなぜ難しいのか ―人月の神話を超えて―（技評SE選書 005）
＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

51 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア開発の名著を読む 第2版（技評SE選書 004）  ＜※同時アクセス数1台
＞

技術評論社 1

52 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア開発で伸びる人、伸びない人 第2版（技評SE選書 002）  ＜※同時アク
セス数1台＞

技術評論社 1

53 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Manage It!現場開発者のための達人式プロジェクトマネジメント  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

54 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 新人工知能の基礎知識  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

55 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 SPINモデル検査 ―検証モデリング技法 = Model checking with SPIN―  ＜※同時
アクセス数1台＞

近代科学社 1

56 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Subversion実践入門 ―達人プログラマに学ぶバージョン管理― 第2版  ＜※同時
アクセス数1台＞

オーム社 1

57 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 アジャイルプラクティス ―達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣―  ＜※同時ア
クセス数1台＞

オーム社 1

58 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 アジャイルレトロスペクティブズ ―強いチームを育てる「ふりかえり」の手引き―  ＜
※同時アクセス数1台＞

オーム社 1
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59 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア品質知識体系ガイド ―SQuBOK Guide―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

60 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Ship it!ソフトウェアプロジェクト成功のための達人式ガイドブック  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

61 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 はじめてのAI (エーアイ) プログラミング ―C言語で作る人工知能と人工無能―  ＜
※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

62 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ソフトウェア開発へのSWEBOKの適用  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

63 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 チャンス発見の情報技術 ―ポストデータマイニング時代の意思決定支援―  ＜※
同時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

64 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 例題でわかるC++Builder ―しっかり作れるビジュアルソフト―  ＜※同時アクセス数
1台＞

東京電機大学出版局 1

65 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ニューラルネットワークとファジィ信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 9）  ＜
※同時アクセス数1台＞

コロナ社 1

66 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 学生のためのC++  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

67 臨床医学、診
断・治療

電子書籍/内国書 情報工学科 未来を動かすソフトアクチュエータ ―高分子・生体材料を中心とした研究開発―
（新材料・新素材シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞

シーエムシー出版 1

68 研究法、指導
法、技術教育

電子書籍/内国書 情報工学科 マンガでわかる技術英語  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

69 研究法、指導
法、技術教育

電子書籍/内国書 情報工学科 アクリルロボット工作ガイド  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

70 研究法、指導
法、技術教育

電子書籍/内国書 情報工学科 タミヤ工作パーツで作るしくみがわかるロボット工作教室  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

71 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 若い技術者のための機械・金属材料 第3版 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 丸善出版 1

72 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 実務に役立つ機械設計の考え方×進め方  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

73 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機構学 ―大学課程―改訂2版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

74 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学 （Professional engineer library）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

75 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 振動工学 ―振動の基礎から実用解析入門まで―新装版  ＜※同時アクセス数1台
＞

森北出版 1

76 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 回転体力学の基礎と制振  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

77 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 材料力学 （Professional engineer library） （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

78 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械・金属材料学 （Professional engineer library） （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

79 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 次世代ものづくりのための電気・機械一体モデル （共立スマートセレクション =
Kyoritsu smart selection 3）  ＜※同時アクセス数1台＞

共立出版 1

80 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械設計法 第3版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

81 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 基礎から学べる機械力学  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

82 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 技術者のためのねじの力学 ―材料力学と数値解析で解き明かす―  ＜※同時アク
セス数1台＞

コロナ社 1

83 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械材料学  ＜※同時アクセス数1台＞ 丸善出版 1

84 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 やさしい機械図面の見方・描き方 改訂2版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

85 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械設計入門 （First Stageシリーズ 機械）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

86 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械製図入門 （First Stageシリーズ 機械）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

87 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械要素入門 1 （First Stageシリーズ 機械）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1
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88 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械要素入門 2 （First Stageシリーズ 機械）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

89 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 材料力学 ―機械設計の基礎― （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

90 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 実例で学ぶ機械力学・振動学 ―ロボットから身近な乗り物まで― （※）  ＜※同時
アクセス数1台＞

コロナ社 1

91 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 絵ときでわかる機械設計 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

92 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 気体軸受技術 ―設計・製作と運転のテクニック―  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

93 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 材料力学 第3版新装版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

94 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 演習で学ぶ機械力学 第3版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

95 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 入門立体形状のラピッドプロトタイピング  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

96 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 基礎から学ぶ実用機械の設計  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

97 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機構学  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

98 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 Excelで解く機械設計計算  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

99 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 実践気体軸受の設計と解析 ―有限要素法による動圧・静圧気体軸受解析―  ＜
※同時アクセス数1台＞

コロナ社 1

100 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 教科書では教えない機械設計製図  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

101 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 基礎から学ぶ機構学  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

102 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械強度設計のためのCAE入門 ―有限要素法活用のノウハウ―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

103 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機構学入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

104 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 やさしい機械設計の考え方・進め方  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

105 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 ナノスケールサーボ制御 ―高速・高精度に位置を決める技術―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

106 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学 （専門基礎ライブラリー）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

107 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械の設計考え方・解き方  第3版（わかりやすい機械教室）  ＜※同時アクセス数1
台＞

東京電機大学出版局 1

108 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 マルチボディダイナミクスの基礎 ―3次元運動方程式の立て方―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

109 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 やさしい機械図面の見方・描き方  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

110 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機構学  改訂（機械系大学講義シリーズ 12）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

111 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 振動学 （機械系大学講義シリーズ 11）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

112 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 図解機械材料  第３版  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

113 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 初めて学ぶ基礎機械システム  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

114 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学と構造  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

115 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 力学・材料・機械要素など （基礎シリーズ　. 機械要素概論 1）  ＜※同時アクセス数
1台＞

実教出版 1

116 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機構・伝達・ブレーキなど （基礎シリーズ　. 機械要素概論 2）  ＜※同時アクセス数
1台＞

実教出版 1
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117 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械の力学計算法 （機械計算法シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

118 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 Mathematicaによるメカニズム  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

119 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学 ―考え方・解き方― 第3版（わかりやすい機械教室）  ＜※同時アクセス
数1台＞

東京電機大学出版局 1

120 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 大学基礎機械材料  SI単位版  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

121 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学 ―基礎と演習―  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

122 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械材料学 （機械系大学講義シリーズ 6）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

123 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学 （機械系大学講義シリーズ 10）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

124 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械力学  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

125 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機械要素設計  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

126 機械力学・材
料・設計

電子書籍/内国書 情報工学科 機構学 （実教理工学全書）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

127 機械工作、工
作機械

電子書籍/内国書 情報工学科 ミニフライス盤CNC化実践マニュアル ―ものづくりをステップアップ―（Think IT
Books）  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

128 機械工作、工
作機械

電子書籍/内国書 情報工学科 ミニ旋盤マスターブック ―基礎から応用までよくわかる―  ＜※同時アクセス数1台
＞

誠文堂新光社 1

129 機械工作、工
作機械

電子書籍/内国書 情報工学科 機械加工学の基礎  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

130 機械工作、工
作機械

電子書籍/内国書 情報工学科 はじめての研磨加工  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

131 機械工作、工
作機械

電子書籍/内国書 情報工学科 機械製作法要論 （理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

132 機械工作、工
作機械

電子書籍/内国書 情報工学科 機械加工学 （機械系大学講義シリーズ 27）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

133 電気工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電気・電子入門 （First Stageシリーズ 電気・電子）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

134 電気工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電気・電子の基礎 （専門基礎ライブラリー）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

135 電気工学 電子書籍/内国書 情報工学科 マンガでわかる電気  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

136 電気工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電気・電子概論 （基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

137 電気工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電気工学概論  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

138 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 過渡現象の基礎 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

139 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 即戦力エンジニアになるための電気・電子回路入門 ―イラストと図解で回路の基礎
と応用力が身に付く―  ＜※同時アクセス数1台＞

誠文堂新光社 1

140 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 基本からわかる電気電子材料講義ノート  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

141 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 基本からわかる電気電子計測講義ノート  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

142 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 完全図解電気と電子の基礎教室 ―回路の理解から制御まで―  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

143 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気電子回路 ―アナログ・ディジタル回路―（ロボティクスシリーズ 2） （※）  ＜※
同時アクセス数1台＞

コロナ社 1

144 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気電子機能材料 改訂3版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

145 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気電子工学のための基礎数学 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1



6

No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社 数量

新規購入図書一覧 資料　24

146 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気電子計測 （基本を学ぶ）  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

147 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 回路理論  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

148 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 現代電気電子材料  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

149 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 回路理論 （基本を学ぶ）  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

150 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気・電子計測 第3版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

151 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気・電子計測入門 新版  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

152 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 教えて?わかった!電気電子計測  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

153 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気電子数学入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

154 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 学生のための電気回路  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

155 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 基礎から学ぶ電気回路計算  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

156 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気数学 （専門基礎ライブラリー）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

157 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 数値電界計算の基礎と応用 （理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

158 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 回路理論の計算法  第2版（電気計算法シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

159 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 電気・電子の基礎数学  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

160 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 入門回路理論  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

161 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 複素数・三角の基礎  新訂版（電気用数学 2）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

162 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 新電磁気計測 （大学講義シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

163 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 交流理論  第3版（電気工学基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

164 電気回路・計
測・材料

電子書籍/内国書 情報工学科 エレクトロニクスのための過渡現象 ―理論と演習― 新訂版（理工学講座）  ＜※同
時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

165 電気機器 電子書籍/内国書 情報工学科 マンガでわかるモーター  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

166 電気機器 電子書籍/内国書 情報工学科 永久磁石同期モータの制御 ―センサレスベクトル制御技術―  ＜※同時アクセス
数1台＞

東京電機大学出版局 1

167 電気機器 電子書籍/内国書 情報工学科 原理からわかるモータ技術入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 丸善出版 1

168 電気機器 電子書籍/内国書 情報工学科 無停電電源システム実務読本  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

169 電気機器 電子書籍/内国書 情報工学科 たのしくできる単相インバータの製作と実験  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

170 電気機器 電子書籍/内国書 情報工学科 たのしくできるやさしい電源の作り方  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

171 発電 電子書籍/内国書 情報工学科 災害対応ロボットのいま ―原発の除染と廃炉の現状と展望を探る―（ロボコンマガ
ジン No.95）  ＜※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

172 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 CMOS RF回路設計  ＜※同時アクセス数1台＞ 丸善出版 1

173 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 無線工学 B  第2版（1・2陸技受験教室 3）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

174 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 無線工学の基礎  第2版（1・2陸技受験教室 1）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1
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175 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 無線工学 A  第2版（1・2陸技受験教室 2）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

176 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 電波の基礎と応用 （理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

177 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 光ファイバ通信概論 （理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

178 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 アンテナおよび電波伝搬 （理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

179 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 通信ネットワーク （理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

180 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 無線機器システム（理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

181 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 高周波電磁気学（理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

182 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 XBeeによるArduino無線ロボット工作  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

183 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 誰でも作れるセンサロボット  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

184 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ロボット機構学 （ロボティクスシリーズ 8） （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

185 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ロボットの人類学 ―二〇世紀日本の機械と人間―  ＜※同時アクセス数1台＞ 世界思想社教学社 1

186 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ロボット考学と人間 ―未来のためのロボット工学―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

187 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 アクチュエータ工学入門 ―「動き」と「力」を生み出す驚異のメカニズム―（ブルー
バックス B-1873）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

188 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 RCサーボロボット製作入門 ―PICではじめる!―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

189 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ロボット工学の基礎 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

190 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 アンドロイドを造る  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

191 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ロボットのためのC言語によるマイコン制御の考え方  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

192 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 これで歩く!二足歩行ロボット入門  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

193 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 実践ロボットプログラミング ―LEGO Mindstorms NXTで目指せロボコン!―  ＜※同
時アクセス数1台＞

近代科学社 1

194 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 メカにこだわる!オリジナルロボットD・I・Y  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

195 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 人とロボットの「間」をデザインする  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

196 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 二足歩行ロボット自作入門 ―60日でできる!―  ＜※同時アクセス数1台＞ マイナビ 1

197 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 確率ロボティクス （Mynavi advanced library）  ＜※同時アクセス数1台＞ マイナビ 1

198 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ヒューマノイド工学 ―生物進化から学ぶ2関節筋ロボット機構―  ＜※同時アクセス
数1台＞

東京電機大学出版局 1

199 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 未来型アクチュエータ材料・デバイス  ＜※同時アクセス数1台＞ シーエムシー出版 1

200 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 たのしくできるPICロボット工作  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

201 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 知能ロボット （ハイテク選書）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

202 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 回路シミュレータLTspiceで学ぶ電子回路 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

203 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 スイッチング電源の原理と設計  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1
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204 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 基本からわかるディジタル回路講義ノート  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

205 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 基本からわかる電子回路講義ノート  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

206 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電子回路概論 （First stageシリーズ 電気・電子）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

207 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 メカトロニクス入門 （First Stageシリーズ 機械）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

208 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 メカトロニクス電子回路 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

209 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 はじめてのFPGA設計 ―VHDLによる回路記述からシミュレーションまで―  ＜※同
時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

210 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 基礎から学べる論理回路 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

211 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 回路解析力が身につく電子回路入門  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

212 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 アクティブ・プラズモニクス  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

213 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 VHDLによるFPGA設計&デバッグ  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

214 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 パワーデバイス  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

215 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 半導体・MEMSのための超臨界流体  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

216 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 イメージセンサの本質と基礎  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

217 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 はじめてのメカトロニクス 新装版 ―電子回路・センサ・アクチュエータのきほん―
＜※同時アクセス数1台＞

森北出版 1

218 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 らくらく図解LED発光ダイオードのしくみ  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

219 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電子回路と組込みプログラミング ―モータ制御で学ぶ―  ＜※同時アクセス数1台
＞

マイナビ 1

220 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ディジタル回路の基礎  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

221 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 図解・つくる電子回路 ―正しい工具の使い方、うまく作るコツ―（ブルーバックス B-
1553）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

222 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ディジタル回路の計算法 （電気計算法シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

223 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 最新メカトロニクス入門 （基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

224 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 最新電子回路入門 （基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

225 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ゼロから学ぶディジタル論理回路 （ゼロから学ぶシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台
＞

講談社 1

226 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ゼロから学ぶ電子回路  ＜※同時アクセス数1台＞ 講談社 1

227 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 たのしくできるセンサ回路と制御実験  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

228 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 メカトロニクス概論 1 : 入門編 （基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

229 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 メカトロニクス概論 2 : 応用編 （基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

230 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ディジタル回路 （大学講義シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

231 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 図解電子回路の基礎 ―ポイントスタディ― 第3版  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

232 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 図解・わかる電子回路 ―基礎からDOS/V活用まで―（ブルーバックス B-1084）  ＜
※同時アクセス数1台＞

講談社 1
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233 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電子回路通論 下（理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

234 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電子回路通論 上（理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

235 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電子デバイス工学 （大学講義シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

236 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ディジタル回路の考え方・読み方 ―図解シーケンス― 第2版  ＜※同時アクセス数
1台＞

東京電機大学出版局 1

237 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 基礎電子回路 （大学講義シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

238 電子工学 電子書籍/内国書 情報工学科 電子工学概論 1 （大学講義シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

239 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミング道への招待 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 丸善出版 1

240 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C言語で学ぶコンピュータ科学とプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

241 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズムの基礎とデータ構造 ―数理とCプログラム―  ＜※同時アクセス数1台
＞

近代科学社 1

242 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

グラフ・ネットワークアルゴリズムの基礎 （数理とCプログラム）  ＜※同時アクセス数1
台＞

近代科学社 1

243 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンテンツ産業とイノベーション ―テレビ・アニメ・ゲーム産業の集積―  ＜※同時ア
クセス数1台＞

勁草書房 1

244 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

楽しく学べるBASICプログラミング ―i99-BASICによる計測・制御システム開発入門
― （※）  ＜※同時アクセス数1台＞

朝倉書店 1

245 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

楽しく学べるC言語  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

246 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

夢みるプログラム ―人工無脳・チャットボットで考察する会話と心のアルゴリズム―
＜※同時アクセス数1台＞

ラトルズ 1

247 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズムとデータ構造 第2版（情報工学レクチャーシリーズ）  ＜※同時アクセス
数1台＞

森北出版 1

248 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングElixir  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

249 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

達人プログラマー 新装版 ―職人から名匠への道―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

250 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Deep Learning Javaプログラミング ―深層学習の理論と実装―（Impress top gear）
＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

251 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Rubyで数独 ―AIプログラミング入門―  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

252 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Python機械学習プログラミング ―達人データサイエンティストによる理論と実践―
（impress top gear）  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

253 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータと数学 （現代基礎数学 2） （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

254 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Kinect v2プログラミング実践 ―医療やビジネスで注目されるKinect v2多機能セン
サーの可能性を広げる実践プログラムを学ぼう!―（Think IT Books）  ＜※同時アク
セス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

255 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Scala関数型デザイン&プログラミング ―Scalazコントリビューターによる関数型徹底
ガイド―（Impress top gear）  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

256 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ユニバーサルWindowsアプリ開発 （Think IT Books）  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

257 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータサイエンス ―計算を通して世界を観る―（サイエンス・パレット 028）  ＜
※同時アクセス数1台＞

丸善出版 1

258 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

対話システム （自然言語処理シリーズ 7）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

259 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

今すぐ使えるかんたんPhotoshop Elements 14 （Imasugu Tsukaeru Kantan Series）
＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

260 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Javaによる3DCG入門 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

261 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

量子コンピューター （今度こそわかるシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 講談社 1
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262 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C#エンジニア養成読本 ―はじめて学ぶC#から最新C#6.0まで情報満載!―
（Software design plusシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

263 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

最新iOSプログラミング徹底解説  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

264 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C言語プログラミングなるほど実験室 ―コンピュータのしくみがよくわかる!―  ＜※
同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

265 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C言語によるPICプログラミング入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

266 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータ科学とプログラミング入門 ―コンピュータとアルゴリズムの基礎―  ＜※
同時アクセス数1台＞

近代科学社 1

267 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

CGリテラシーPhotoshop & Illustrator CC+CS6 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

268 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Pythonで始めるプログラミング入門 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

269 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

よくわかるMicrosoft Excel 2013マクロ/VBA （FOM出版のみどりの本）  ＜※同時ア
クセス数1台＞

富士通エフ・オ－・エム 1

270 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

すごいErlangゆかいに学ぼう!  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

271 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

リファクタリング 新装版 ―既存のコードを安全に改善する―  ＜※同時アクセス数1
台＞

オーム社 1

272 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Rubyのしくみ  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

273 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズム理論入門 新版 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

274 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C言語による画像処理プログラミング入門 : サンプルプログラムから学ぶ ―サンプル
プログラムから学ぶ―新版 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞

朝倉書店 1

275 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

入門C言語 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

276 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Xcode5ではじめるObjective‐Cプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ ラトルズ 1

277 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

XcodeではじめるSwiftプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ ラトルズ 1

278 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Objective‐C超入門 ―ゼロからしっかり学べるiPhoneプログラミング―改訂第3版  ＜
※同時アクセス数1台＞

ラトルズ 1

279 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Kinect v2プログラミング入門 ―Visual Basicで構築するセンサーアプリ集 : Unity連
携でモーションキャプチャも実現できる!―v1.0.0版（Think IT Books）  ＜※同時アク
セス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

280 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

スッキリわかるJava入門 実践編 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

281 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

スッキリわかるJava入門 [入門編] 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

282 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

APIデザインの極意 ―Java/NetBeansアーキテクト探究ノート―  ＜※同時アクセス
数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

283 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

TypeScriptリファレンス  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

284 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

画像処理 （未来へつなぐデジタルシリーズ = Connection to the future with digital
series 28）  ＜※同時アクセス数1台＞

共立出版 1

285 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Linuxによる並行プログラミング入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

286 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

チューリングの計算理論入門 ―チューリング・マシンからコンピュータへ―（ブルー
バックス B-1851）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

287 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミング20言語習得法 ―初心者のための実践独習ガイド―（ブルーバックス
B-1881）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

288 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

入門者のJavaScript ―作りながら学ぶwebプログラミング―（ブルーバックス B-
1850）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

289 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Javaプログラマーなら習得しておきたいJava SE 8実践プログラミング ―新機能を一
挙に解説!―（Impress top gear）  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

290 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

JavaとUMLで学ぶオブジェクト指向プログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1
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291 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Python ―言語によるプログラミングイントロダクション―（世界標準MIT教科書）  ＜
※同時アクセス数1台＞

近代科学社 1

292 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

1ランク上のPICマイコンプログラミング ―シミュレータとデバッガの活用法―  ＜※同
時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

293 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

よくわかる初心者のためのパソコン入門 ―Windows 8対応―（FOM出版のみどりの
本）  ＜※同時アクセス数1台＞

富士通エフ・オ－・エム 1

294 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ディジタル作法 ―カーニハン先生の「情報」教室―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

295 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

型システム入門 ―プログラミング言語と型の理論―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

296 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングClojure  第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

297 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

マイコンプログラミング実習 ―PIC16トレーナによる―  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

298 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

できるクリエイターGIMP 2.8独習ナビ （できるクリエイターシリーズ）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

299 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Adobe JavaScriptリファレンス （New thinking and new ways）  ＜※同時アクセス数1
台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

300 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

GPUプログラミング入門 ―CUDA5による実装―  ＜※同時アクセス数1台＞ 講談社 1

301 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

実践コンピューターリテラシー入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

302 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

はじめてのOSコードリーディング ―UNIX V6で学ぶカーネルのしくみ―（Software
design plusシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

303 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Androidエンジニア養成読本 Vol.2 ―現場で役立つノウハウと仕事にしたい人のた
めの必須知識満載!―（Software design plusシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

304 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Androidプログラミングマスターブック  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

305 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

関数プログラミング入門 ―Haskellで学ぶ原理と技法―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

306 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ARプログラミング ―Processingでつくる拡張現実感のレシピ―  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

307 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Javaで学ぶデータ構造とアルゴリズム  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

308 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

スーパーコンピュータ （岩波講座計算科学 別巻）  ＜※同時アクセス数1台＞ 岩波書店 1

309 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

バイオメトリクス教科書 ―原理からプログラミングまで―  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

310 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Apache POI入門 ―Java+Apache POI APIでExcelドキュメントを操作する―  ＜※同
時アクセス数1台＞

ラトルズ 1

311 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

速習C言語入門 ―脳に定着する新メソッドで必ず身につく―第2版  ＜※同時アク
セス数1台＞

マイナビ 1

312 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングコンテストチャレンジブック ―問題解決のアルゴリズム活用力とコー
ディングテクニックを鍛える―第2版  ＜※同時アクセス数1台＞

マイナビ 1

313 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アプリビジネスで転ばないためのスマートフォンプライバシーの基礎知識 （New
thinking and new ways）  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

314 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

初級Java ―やさしいJava = Java for beginners―  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

315 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズムを、はじめよう  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

316 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータリテラシー （ファーストステップ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

317 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

学生のための基礎Java  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

318 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

7つの言語7つの世界 ―Ruby，Io，Prolog，Scala，Erlang, Clojure and Haskell―  ＜
※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

319 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズムと表計算 ―基本情報技術者試験―  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1
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320 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

高性能コンピュータ技術の基礎  ＜※同時アクセス数1台＞ マイナビ 1

321 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

電脳の教室 ―コンピュータリテラシー― 新版  ＜※同時アクセス数1台＞ 武蔵野美術大学出版局 1

322 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

絶対現場主義C#入門 ―食えるプログラマーになるために―  ＜※同時アクセス数1
台＞

ラトルズ 1

323 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

図解コンピュータアーキテクチャ入門 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

324 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングClojure  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

325 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングRuby1.9 言語編  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

326 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングRuby1.9 ライブラリ編  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

327 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ソフトウェア・通信ネットワーク  改訂3版（図解コンピュータ概論）  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

328 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ハードウェア  改訂3版（図解コンピュータ概論）  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

329 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータ設計の基礎  ＜※同時アクセス数1台＞ マイナビ 1

330 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラマー"まだまだ"現役続行 （技評SE選書 019）  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

331 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

かんたんC# （プログラミングの教科書）  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

332 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

かんたんC言語 （プログラミングの教科書）  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

333 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

かんたんJava （プログラミングの教科書）  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

334 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Pythonスタートブック ―いちばんやさしいパイソンの本―  ＜※同時アクセス数1台
＞

技術評論社 1

335 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

情報リテラシー  ＜※同時アクセス数1台＞ 富士通エフ・オ－・エム 1

336 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

情報リテラシー （入門編）  ＜※同時アクセス数1台＞ 富士通エフ・オ－・エム 1

337 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

情報リテラシー （総合編）  ＜※同時アクセス数1台＞ 富士通エフ・オ－・エム 1

338 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングHaskell  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

339 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アセンブリ言語スタートブック ―CASL II &COMET II で学ぶ―  ＜※同時アクセス
数1台＞

技術評論社 1

340 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

効果的プログラム開発技法 第5版  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

341 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラマのための論理パズル ―難題を突破する論理思考トレーニング―  ＜※同
時アクセス数1台＞

オーム社 1

342 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ネットメディアと「コミュニティ」形成  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

343 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

情報セキュリティ教科書  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

344 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングErlang  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

345 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Cによる探索プログラミング ―基礎から遺伝的アルゴリズムまで―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

オーム社 1

346 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングR ―基礎からグラフィックスまで―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

347 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Rubyで作る奇妙なプログラミング言語 ―ヘンな言語のつくりかた―  ＜※同時アク
セス数1台＞

マイナビ 1

348 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

基礎から学ぶコンピュータアーキテクチャ  ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1
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349 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

学生のための詳解C  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

350 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Squeakプログラミング ―簡単に作れるビジュアル教材―  ＜※同時アクセス数1台
＞

東京電機大学出版局 1

351 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

On Lisp ―advanced techniques for common Lisp―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

352 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミング入門Java  改訂版（情報処理技術者テキスト）  ＜※同時アクセス数1
台＞

実教出版 1

353 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コード・クラフト ―エクセレントなコードを書くための実践的技法―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

マイナビ 1

354 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

使える!MATLAB/Simulinkプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 講談社 1

355 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ビジュアルコンピューティング ―3次元CGによる画像生成―  ＜※同時アクセス数1
台＞

東京電機大学出版局 1

356 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

テキストマイニングを使う技術 ―基礎技術と適用事例から導く本質と活用法―  ＜
※同時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

357 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズム入門擬似言語 （情報処理技術者テキスト）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

358 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

CGリテラシーPhotoshop & Illustrator CS2 for Windows  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

359 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ハードウェアを知り、ソフトウェアを書く （Write Great Code Vol.1）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

マイナビ 1

360 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

低いレベルで考え、高いレベルで書く （Write Great Code Vol.2）  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

マイナビ 1

361 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Write portable code ―複数プラットフォームに移植可能なソフトウェアの開発技法―
＜※同時アクセス数1台＞

マイナビ 1

362 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータの名著・古典100冊 ―若きエンジニア「必読」のブックガイド―改訂新版
＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

363 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

あるごりずむ  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

364 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Javaで学ぶ数値解析  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

365 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

システム設計 ―基幹業務システム開発のためのウォータフォールモデル技法― 第
２版  ＜※同時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

366 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C言語によるH8マイコン制御  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

367 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

学生のための基礎C  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

368 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Excelで学ぶ遺伝的アルゴリズム  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

369 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

最新プログラミング技術入門「C言語」 （基礎シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

370 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

入門ANSI-C  3訂版（基礎編）  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

371 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

量子コンピュータ ―超並列計算のからくり―（ブルーバックス B-1469）  ＜※同時ア
クセス数1台＞

講談社 1

372 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

はじめてのプログラミング C言語編  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

373 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

はじめてのプログラミング Java編  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

374 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

CGリテラシーPhotoshop & Illustrator ―Photoshop 7.0・Illustrator 10 for Windows
―  ＜※同時アクセス数1台＞

実教出版 1

375 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータグラフィックスの基礎  第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

376 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

学生のための入門Java ―JBuilderではじめるプログラミング―  ＜※同時アクセス数
1台＞

東京電機大学出版局 1

377 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

情報の数理 （シリーズ数学の世界 2）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1
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378 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

たのしくできる並列処理コンピュータ  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

379 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

はじめて学ぶC言語入門  改訂版  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

380 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

オブジェクト指向のためのJava入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

381 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

10 lessons はじめて学ぶJavaプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

382 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

量子コンピュータ入門 （情報科学）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

383 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Mathematicaによるプレゼンテーション ―創作グラフィックス―  ＜※同時アクセス数
1台＞

東京電機大学出版局 1

384 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

遺伝的プログラミング （情報科学）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

385 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータ言語と処理 （新・数学とコンピュータシリーズ 1）  ＜※同時アクセス数1
台＞

東京電機大学出版局 1

386 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C言語 ―むりなくマスターできる体系的な学習システム : ANSI規格準拠―（情報処
理教育標準テキストシリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞

実教出版 1

387 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Pascalビギナーズテキスト ―Turbo+Sun Pascal―  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

388 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

やさしいCOBOL入門 ―操作の基本とプログラム技法―  ＜※同時アクセス数1台
＞

東京電機大学出版局 1

389 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

The Pascal ―textbook―  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

390 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ビギナーズFORTRANプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

391 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズム入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

392 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

図解Z80マシン語制御のすべて ―ハードからソフトまで―  ＜※同時アクセス数1台
＞

東京電機大学出版局 1

393 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

FORTRANの学び方  改訂版（コンピュータ学習シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台
＞

東京電機大学出版局 1

394 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

実例によるマイコンのプログラミング ―N-BASIC―  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

395 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラム例によるCOBOLの入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

396 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ALGOLの学び方 （コンピュータ学習シリーズ）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

397 著作、編集 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

著作物を楽しむ自由のために ―最高裁著作権判例を超えて―  ＜※同時アクセス
数1台＞

勁草書房 1

398 著作、編集 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

著作権法入門 第2版 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 有斐閣 1

399 著作、編集 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。 ―必読!―  ＜※同
時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

400 著作、編集 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

著作権法 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 有斐閣 1

401 著作、編集 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

著作権法概論 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 勁草書房 1

402 著作、編集 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ソフトウェアの法的保護 新版  ＜※同時アクセス数1台＞ 有斐閣 1

403 数学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

万能コンピュータ ―ライプニッツからチューリングへの道すじ―  ＜※同時アクセス
数1台＞

近代科学社 1

404 数学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

BASICによる高校数学 （新・数学とコンピュータシリーズ 3）  ＜※同時アクセス数1台
＞

東京電機大学出版局 1

405 代数学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

行列と線形計算 （新・数学とコンピュータシリーズ 4）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

406 幾何学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

有限要素法で学ぶ現象と数理 ―FreeFem++数理思考プログラミング―（シリーズ応
用数理 第4巻）  ＜※同時アクセス数1台＞

共立出版 1
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407 確率論、数理
統計学

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

製品開発のための実験計画法 ―JMPによる応答曲面法・コンピュータ実験―  ＜※
同時アクセス数1台＞

近代科学社 1

408 確率論、数理
統計学

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

できるやさしく学ぶExcel統計入門 ―難しいことはパソコンにまかせて仕事で役立つ
データ分析ができる本―  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

409 確率論、数理
統計学

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

はじめてのS-PLUS/R言語プログラミング ―例題で学ぶS-PLUS/R言語の基本―
＜※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

410 確率論、数理
統計学

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

確率統計 （新・数学とコンピュータシリーズ 6）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

411 計算法 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

C#で学ぶ偏微分方程式の数値解法 ―CAEプログラミング入門―  ＜※同時アクセ
ス数1台＞

東京電機大学出版局 1

412 計算法 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータによるグラフィックス （新・数学とコンピュータシリーズ 9）  ＜※同時アク
セス数1台＞

東京電機大学出版局 1

413 計算法 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

数値計算 （新・数学とコンピュータシリーズ 5）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

414 理論物理学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

計算物理学 ―コンピューターで解く凝縮系の物理―（フロー式物理演習シリーズ
21）  ＜※同時アクセス数1台＞

共立出版 1

415 生物科学、一
般生物学

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

バイオテクノロジーのためのコンピュータ入門 （バイオテクノロジー教科書シリーズ
11）  ＜※同時アクセス数1台＞

コロナ社 1

416 工業基礎学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Fortran90/95による有限要素法プログラミング ―非線形シェル要素プログラム付―
＜※同時アクセス数1台＞

丸善出版 1

417 工業基礎学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

図解マイコンはじめてのパソコン計測・制御 ―BASIC・アセンブラ・マシン語―  ＜※
同時アクセス数1台＞

東京電機大学出版局 1

418 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

いちばんやさしいPHPの教本 ―人気講師が教える実践Webプログラミング―第2版
＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

419 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

デジタルコンテンツアセッサ入門 ―DCA資格2級・3級テキスト―  ＜※同時アクセス
数1台＞

近代科学社 1

420 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ちゃんと使える力を身につけるWebとプログラミングのきほんのきほん  ＜※同時アク
セス数1台＞

マイナビ 1

421 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

いちばんやさしいPHPの教本 ―人気講師が教える実践Webプログラミング―  ＜※
同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

422 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータネットワークセキュリティ  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

423 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

AngularJSアプリケーションプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

424 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Webプログラミング ―基礎からのステップアップ― （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

425 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータネットワーク = Computer network （情報工学テキストシリーズ 第4巻）
＜※同時アクセス数1台＞

共立出版 1

426 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

実践Ruby on Rails 4 ―現場のプロから学ぶ本格Webプログラミング―  ＜※同時ア
クセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

427 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータネットワーク概論 （未来へつなぐデジタルシリーズ = Connection to the
future with digital series 27）  ＜※同時アクセス数1台＞

共立出版 1

428 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Ruby on Rails 4 アプリケーションプログラミング  ＜※同時アクセス数1台＞ 技術評論社 1

429 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

CGリテラシーFlash CS5/ActionScript3.0  ＜※同時アクセス数1台＞ 実教出版 1

430 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

3次元画像処理入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

431 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

3D立体映像がやってくる ―テレビ・映画の3D普及はこうなる!―  ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

432 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

3D立体映像表現の基礎 ―基本原理から制作技術まで―  ＜※同時アクセス数1台
＞

オーム社 1

433 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ARMAシステムとディジタル信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 6）  ＜※同
時アクセス数1台＞

コロナ社 1

434 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

カルマンフィルタと適応信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 5）  ＜※同時ア
クセス数1台＞

コロナ社 1

435 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

画像処理工学  第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1
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436 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ディジタルフィルタと信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 2）  ＜※同時アク
セス数1台＞

コロナ社 1

437 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

高速アルゴリズムと並列信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 4）  ＜※同時
アクセス数1台＞

コロナ社 1

438 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

情報通信とディジタル信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 8）  ＜※同時アク
セス数1台＞

コロナ社 1

439 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

モバイルコンピュータのデータ通信  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

440 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ネットワーカーのためのIPv6とWWW  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

441 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

マルチメディアとディジタル信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 10）  ＜※同
時アクセス数1台＞

コロナ社 1

442 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ネットワークエンジニアのためのTCP/IP入門  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

443 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

たのしくできるRaspberry Piとブレッドボードで電子工作  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

444 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータアーキテクチャ （情報工学レクチャーシリーズ）  ＜※同時アクセス数1
台＞

森北出版 1

445 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータアーキテクチャ 第2版 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

446 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

名刺サイズの魔法のパソコンRaspberry Piで遊ぼう! 改訂第4版  ＜※同時アクセス
数1台＞

ラトルズ 1

447 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

自作エミュレータで学ぶx86アーキテクチャ ―コンピュータが動く仕組みを徹底理
解!―  ＜※同時アクセス数1台＞

マイナビ 1

448 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータ工学入門 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

449 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

計算機システム基礎 （シリーズ知能機械工学 7）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

450 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

実例で学ぶRaspberry Pi電子工作 ―作りながら応用力を身につける―（ブルーバッ
クス B-1950）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

451 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

新編マイクロコンピュータ技術入門 （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

452 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ボクのBeagleBone Black工作ノート  ＜※同時アクセス数1台＞ ラトルズ 1

453 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Raspberry Piユーザーガイド 第2版  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

454 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータ設計概論 ―CMOSから組込みCPUまで― （※）  ＜※同時アクセス数1
台＞

コロナ社 1

455 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Raspberry Piで学ぶ電子工作 ―超小型コンピュータで電子回路を制御する―（ブ
ルーバックス B-1891）  ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

456 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータ理論の起源 （第1巻）  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

457 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

BeagleBone Black(ビーグルボーンブラック)で遊ぼう! ―Raspberry Piより高機能で高
性能―  ＜※同時アクセス数1台＞

ラトルズ 1

458 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

モジュール化で理解する電子工作の基本ワザ  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

459 情報工学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

+Gainer ―physical computing with gainer―  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

460 電気通信事業 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

JavaからはじめようAndroidプログラミング ―Android Studio対応版―  ＜※同時アク
セス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

461 電気通信事業 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Android Pattern Cookbook ―マーケットで埋もれないための差別化戦略―  ＜※同
時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

462 電気通信事業 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

初歩からわかるAndroid最新プログラミング 増補改訂版  ＜※同時アクセス数1台＞ インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

463 電気通信事業 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

かんたんAndroidアプリ作成入門 （プログラミングの教科書）  ＜※同時アクセス数1
台＞

技術評論社 1

464 素描、描画 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

なぞってカンタン!パースグリッドスケッチ練習ノート  ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1
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465 映画 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ファンタジーのイデオロギー ―現代日本アニメ研究―（未発選書 第20巻）  ＜※同
時アクセス数1台＞

ひつじ書房 1

466 映画 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

コンテンツクリエーション （メディア学大系 3） （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

467 室内娯楽 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

サバイバルモードマインクラフト攻略指南スーパーガイド （Impress mook）  ＜※同
時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

468 室内娯楽 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

できるマインクラフト建築パーフェクトブック困った!&便利ワザ大全 ―パソコン
/iPhone/Android/PS4/PS3/PS Vista/Xbox One/Xbox 360/Wii U対応―  ＜※同
時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

469 室内娯楽 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Unityによる2Dゲーム開発入門 ―プログラミング初心者がゲームを公開する最短
コース―  ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

470 材料力学 電子書籍/内国書 情報工学科 材料力学 ―機械技術者のために―（理工学講座）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

471 情報 電子書籍/内国書 情報工学科 ICTビジネス （メディア学大系 8） （※）  ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

472 情報 電子書籍/内国書 情報工学科 IoT時代のビッグデータビジネス革命 ―新スマートシティ創造のための実践的活用
術―  ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

1

473 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 意思決定と経済の心理学 （朝倉実践心理学講座 1）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

474 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 マーケティングと広告の心理学 （朝倉実践心理学講座 2）  ＜※同時アクセス数1台
＞

朝倉書店 1

475 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 デザインと色彩の心理学 （朝倉実践心理学講座 3）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

476 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 発想と企画の心理学 （朝倉実践心理学講座 4）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

477 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 わかりやすさとコミュニケーションの心理学 （朝倉実践心理学講座 5）  ＜※同時ア
クセス数1台＞

朝倉書店 1

478 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 コンピテンシーとチーム・マネジメントの心理学 （朝倉実践心理学講座 6）  ＜※同
時アクセス数1台＞

朝倉書店 1

479 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 感情マネジメントと癒しの心理学 （朝倉実践心理学講座 7）  ＜※同時アクセス数1
台＞

朝倉書店 1

480 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 対人関係と恋愛・友情の心理学 （朝倉実践心理学講座 8）  ＜※同時アクセス数1
台＞

朝倉書店 1

481 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 運動と健康の心理学 （朝倉実践心理学講座 9）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

482 心理系 電子書籍/内国書 学科共通 感動と商品開発の心理学 （朝倉実践心理学講座 10）  ＜※同時アクセス数1台＞ 朝倉書店 1

483 数学 電子書籍/内国書 学科共通 離散数学への入門 ―わかりやすい離散数学―  ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

484 数学 電子書籍/内国書 学科共通 解析入門 1 （基礎数学 2）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

485 数学 電子書籍/内国書 学科共通 解析入門 2 （基礎数学 3）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

486 数学 電子書籍/内国書 学科共通 線型代数演習 （基礎数学 4）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

487 数学 電子書籍/内国書 学科共通 多様体の基礎 （基礎数学 5）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

488 数学 電子書籍/内国書 学科共通 微分方程式入門 （基礎数学 6）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

489 数学 電子書籍/内国書 学科共通 解析演習 （基礎数学 7）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

490 数学 電子書籍/内国書 学科共通 偏微分方程式入門 （基礎数学 12）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

491 数学 電子書籍/内国書 学科共通 数学の基礎 ―集合・数・位相―（基礎数学 14）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

492 数学 電子書籍/内国書 学科共通 線型代数入門 （基礎数学 1）  ＜※同時アクセス数1台＞ 東京大学出版会 1

493 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造の理論と方法 （創造性研究 1）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1
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494 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造の諸型 （創造性研究 2）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

495 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造と企業 （創造性研究 3）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

496 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造と教育 （創造性研究 4）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

497 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 日本の科学者と創造性 （創造性研究 5）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

498 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造性研究と測定 （創造性研究 6）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

499 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造的な問題解決 （創造性研究 7）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

500 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 創造的なイメージ （創造性研究 8）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

501 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 「驚き」から「閃き」へ （創造性研究 9）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

502 創造性 電子書籍/内国書 学科共通 異分野・異文化の交流と創造性 （創造性研究 10）  ＜※同時アクセス数1台＞ 共立出版 1

503 ビジネス 電子書籍/内国書 学科共通 国際ビジネス入門 （シリーズ国際ビジネス 1）  ＜※同時アクセス数1台＞ 中央経済社 1

504 ビジネス 電子書籍/内国書 学科共通 国際ビジネス理論 （シリーズ国際ビジネス 2）  ＜※同時アクセス数1台＞ 中央経済社 1

505 ビジネス 電子書籍/内国書 学科共通 グローバル企業の市場創造 （シリーズ国際ビジネス 3）  ＜※同時アクセス数1台＞ 中央経済社 1

506 ビジネス 電子書籍/内国書 学科共通 国際ビジネス研究の新潮流 （シリーズ国際ビジネス 5）  ＜※同時アクセス数1台＞ 中央経済社 1

507 ビジネス 電子書籍/内国書 学科共通 実践力を鍛える戦略ノート マーケティング編  ＜※同時アクセス数1台＞ 東洋経済新報社 1

508 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 1週間でLPICの基礎が学べる本, 第2版 (徹底攻略) 電子版 ＜※同時アクセス数1
台＞

インプレスジャパン 1

509 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 5G教科書: LTE/IoTから5Gまで (インプレス標準教科書シリーズ) 電子版＜※同時
アクセス数1台＞

インプレス 1

510 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Chainerによる実践深層学習(ディープラーニング): 複雑なNNの実装方法 電子版
＜※同時アクセス数1台＞

オーム社 1

511 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

Game Programming Patterns: ソフトウェア開発の問題解決メニュー (impress top
gear) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

インプレス 1

512 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 MATLAB/Simulinkによるモデルベースデザイン入門 電子版 ＜※同時アクセス数1
台＞

オーム社 1

513 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 MATLABではじめるプログラミング教室 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

514 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Pythonで動かして学ぶ!あたらしい深層学習の教科書: 機械学習の基本から深層学
習まで (AI&TECHNOLOGY) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

翔泳社 1

515 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書: 理論を理解して基礎を固める
(AI&TECHNOLOGY) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

翔泳社 1

516 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 カラー図解Raspberry Piではじめる機械学習: 基礎からディープラーニングまで (ブ
ルーバックス, B-2052) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

517 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

アルゴリズム図鑑: 絵で見てわかる26のアルゴリズム 電子版 ＜※同時アクセス数1
台＞

翔泳社 1

518 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 カラー図解最新Raspberry Piで学ぶ電子工作: 作って動かしてしくみがわかる (ブ
ルーバックス, B-1977) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

519 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ゲームクリエイターの仕事: イマドキのゲーム制作現場を大解剖! 電子版 ＜※同時
アクセス数1台＞

翔泳社 1

520 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

ゲームプログラマのためのコーディング技術: コーディングパターン オブジェクト指
向 コードメトリクス 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

技術評論社 1

521 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

データ分析が支えるスマホゲーム開発: ユーザー動向から見えてくるアプリケーショ
ンの姿 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

インプレスジャパン 1

522 数学 電子書籍/内国書 学科共通 はじめての離散数学 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1
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523 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

プログラミングコンテスト攻略のためのアルゴリズムとデータ構造: AIZU ONLINE
JUDGE 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

マイナビ出版 1

524 情報 電子書籍/内国書 学科共通 プロの資料作成力: 意思決定者を動かすテクニックとおもてなしの心 電子版 ＜※
同時アクセス数1台＞

東洋経済新報社 1

525 通信工学、電
気通信

電子書籍/内国書 情報工学科 マスタリングTCP/IP: 入門編, 第5版 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

526 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 ロボットと解析力学 (ロボティクスシリーズ, 10) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ コロナ社 1

527 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 逆引きPython標準ライブラリ: 目的別の基本レシピ180+! (impress top gear) 電子版
＜※同時アクセス数1台＞

インプレス 1

528 数学 電子書籍/内国書 学科共通 経済学のための実験統計学 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ 勁草書房 1

529 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 現場で使える!TensorFlow開発入門: Kerasによる深層学習モデル構築手法
(AI&TECHNOLOGY) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞

翔泳社 1

530 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 リファクタリング: 既存のコードを安全に改善する, 新装版 電子版 ＜※同時アクセス
数1台＞

オーム社 1

531 情報科学 電子書籍/内国書 デジタルエンタ
テインメント学科

達人プログラマー: 職人から名匠への道 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ オーム社 1

532 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 深層学習 (機械学習プロフェッショナルシリーズ) 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ 講談社 1

533 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 ディープラーニングG検定公式テキスト: JDLA資格試験学習書 (深層学習教科書)
＜※同時アクセス数1台＞

翔泳社 1

534 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 制御工学の基礎 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ 東京電機大学出版局 1

535 情報工学 電子書籍/内国書 情報工学科 入門ロボット工学 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ 森北出版 1

536 情報科学 電子書籍/内国書 情報工学科 入門者のLinux: 素朴な疑問を解消しながら学ぶ (ブルーバックス, B-1989) 電子版
＜※同時アクセス数1台＞

講談社 1

537 数学 電子書籍/内国書 学科共通 離散数学への入門: わかりやすい離散数学 電子版 ＜※同時アクセス数1台＞ 近代科学社 1

1 情報 視聴覚資料 学科共通 情報学へのとびら'16　[全15巻] 1セット 15

15

1 情報工学 学術雑誌 情報工学科 人工知能　隔月　(冊子) オーム社 1

2 情報工学 学術雑誌 情報工学科 情報の科学と技術　月刊　(冊子)/本誌のみ 一般社団法人　情報科
学技術協会

1

3 情報工学 学術雑誌 情報工学科 情報通信学会誌　季刊　(冊子)/本誌のみ 情報通信学会 1

4 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日経サイエンス 日経ＢＰ 1

5 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

ソフトウェアデザイン　月刊　(冊子) 技術評論社 1

6 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

日経エレクトロニクス(冊子）/本誌のみ 日経ＢＰ 1

7 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

コンピュータソフトウェア　季刊　(冊子) 岩波書店 1

8 情報工学 学術雑誌 情報工学科 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌） 電気学会 1

9 情報工学 学術雑誌 情報工学科 計測と制御 計測自動制御学会 1

10 情報工学 学術雑誌 情報工学科 計測自動制御学会論文集 計測自動制御学会 1

視聴覚資料 集計

電子書籍/内国書 集計

537情報工学科　260
デジタルエンタテインメント学科　238

学科共通 　 39
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11 情報工学 学術雑誌 情報工学科 精密工学会誌 = Journal of the Japan Society of Precision Engineering 精密工学会 1

12 情報工学 学術雑誌 情報工学科 知能と情報 : 日本知能情報ファジィ学会誌 : journal of Japan Society for Fuzzy
Theory and Intelligent Informatics.

日本知能情報ファジィ学
会.

1

13 情報工学 学術雑誌 情報工学科 電気学会誌 電気学会 1

14 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日本ロボット学会誌 日本ロボット学会 1

15 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日本機械学会誌 = Journal of the Society of Mechanical Engineers60,000 日本機械学会 1

16 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日本物理学会誌 日本物理学会 1

17 情報工学 学術雑誌 情報工学科 Web+DB Press 技術評論社 1

18 情報工学 学術雑誌 情報工学科 トランジスタ技術 ＣＱ出版 1

19 情報工学 学術雑誌 情報工学科 テレコミュニケーション リックテレコム 1

20 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

映像情報メディア学会誌 映像情報メディア学会 1

21 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

画像電子学会誌  画像電子学会 1

22 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

照明学会誌  照明学会 1

23 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

日本シミュレーション学会論文誌 日本シミュレーション学
会

1

24 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

日本音響学会誌 日本音響学会 1

25 通信工学、電
気通信

学術雑誌 デジタルエンタ
テインメント学科

月刊アミューズメント産業 アミューズメント産業出版 1

26 ビジネス 学術雑誌 学科共通 オペレーションズ・リサーチ 公益社団法人 日本オペ
レーションズ・リサーチ学
会

1

27 ビジネス 学術雑誌 学科共通 ヒューマンインタフェース学会論文誌 = Transactions of Human Interface Society. ヒューマンインタフェース
学会.

1

28 ビジネス 学術雑誌 学科共通 Harvard Business Review ダイヤモンド 1

29 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 IEEE Communications Magazine IEEE 1

30 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 IEEE Software IEEE 1

31 情報工学 冊子＆電子書籍/学
術雑誌/海外書

情報工学科 IEEE Spactrum IEEE 1

32 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 IEEE transactions on robotics : a publication of the IEEE Robotics and Automation
Society

IEEE 1

33 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Internet of Things Journal IEEE 1

34 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Multimedia Magazine IEEE 1

35 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Network Magazine IEEE 1

36 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Inteligent Systems Magazine IEEE 1

37 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Internet Computing Magazine IEEE 1

38 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Proceedings of the IEEE IEEE 1

39 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Academy of Management Review ACADEMY OF
MANAGEMENT

1

40 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Transactions of the ASME Journal of mechanical design ASME 1

41 情報工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

情報工学科 Artificial Intelligence Elsevier 1

42 教育工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

学科共通 CITE Association for the
Advancement of
Computing in Education

1
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No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社 数量

新規購入図書一覧 資料　24

43 教育工学 電子書籍/学術雑誌/
海外書

学科共通 International Journal on E-Learning (IJEL) Association for the
Advancement of
Computing in Education

1

1 データベース データベース 学科共通 JdreamⅢ
※　1大学 IPアドレス 同時アクセス数2台

ジーサーチ 1

2 データベース データベース 学科共通 Academic OneFile
※　該当大学におけるIPアドレスにおいてフリーアクセス

Gale 1

3 データベース データベース 学科共通 情報学広場
※　アクセス方法（学認）

情報処理学会 1

3

598

学術雑誌 集計 43

内国28誌/海外15誌
情報工学科　内国16誌/海外13誌

デジタルエンタテインメント学科　内国 9誌/海外 0誌
学科共通　内国 3誌/海外 2誌

データベース 集計

総計
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新購入予定の学術雑誌（国内28誌）

No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社
1 情報工学 学術雑誌 情報工学科 人工知能　隔月　(冊子) オーム社

2 情報工学 学術雑誌 情報工学科 情報の科学と技術　月刊　(冊子)/本誌のみ 一般社団法人　情報科学
技術協会

3 情報工学 学術雑誌 情報工学科 情報通信学会誌　季刊　(冊子)/本誌のみ 情報通信学会

4 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日経サイエンス 日経ＢＰ

5 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

ソフトウェアデザイン　月刊　(冊子) 技術評論社

6 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

日経エレクトロニクス(冊子）/本誌のみ 日経ＢＰ

7 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

コンピュータソフトウェア　季刊　(冊子) 岩波書店

8 情報工学 学術雑誌 情報工学科 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌） 電気学会

9 情報工学 学術雑誌 情報工学科 計測と制御 計測自動制御学会

10 情報工学 学術雑誌 情報工学科 計測自動制御学会論文集 計測自動制御学会

11 情報工学 学術雑誌 情報工学科 精密工学会誌 = Journal of the Japan Society of
Precision Engineering

精密工学会

12 情報工学 学術雑誌 情報工学科 知能と情報 : 日本知能情報ファジィ学会誌 :
journal of Japan Society for Fuzzy Theory and
Intelligent Informatics.

日本知能情報ファジィ学会

13 情報工学 学術雑誌 情報工学科 電気学会誌 電気学会

14 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日本ロボット学会誌 日本ロボット学会

15 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日本機械学会誌 = Journal of the Society of
Mechanical Engineers60,000

日本機械学会

16 情報工学 学術雑誌 情報工学科 日本物理学会誌 日本物理学会

17 情報工学 学術雑誌 情報工学科 Web+DB Press 技術評論社

18 情報工学 学術雑誌 情報工学科 トランジスタ技術 ＣＱ出版

19 情報工学 学術雑誌 情報工学科 テレコミュニケーション リックテレコム

20 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

映像情報メディア学会誌 映像情報メディア学会

21 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

画像電子学会誌  画像電子学会

22 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

照明学会誌  照明学会

23 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

日本シミュレーション学会論文誌 日本シミュレーション学会

24 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

日本音響学会誌 日本音響学会

25 通信工学、
電気通信

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

月刊アミューズメント産業 アミューズメント産業出版

26 ビジネス 学術雑誌 学科共通 オペレーションズ・リサーチ 公益社団法人 日本オペ
レーションズ・リサーチ学会

27 ビジネス 学術雑誌 学科共通 ヒューマンインタフェース学会論文誌 =
Transactions of Human Interface Society.

ヒューマンインタフェース学
会.

28 ビジネス 学術雑誌 学科共通 Harvard Business Review ダイヤモンド

学術雑誌の整備状況 資料25－1
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新購入予定の学術雑誌（海外15誌）

No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社
1 情報工学 電子書籍/学術雑

誌/海外書
情報工学科 IEEE Communications Magazine IEEE

2 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 IEEE Software IEEE

3 情報工学 冊子＆電子書籍/
学術雑誌/海外書

情報工学科 IEEE Spactrum IEEE

4 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 IEEE transactions on robotics : a publication of
the IEEE Robotics and Automation Society

IEEE

5 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Internet of Things Journal IEEE

6 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Multimedia Magazine IEEE

7 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Network Magazine IEEE

8 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Inteligent Systems Magazine IEEE

9 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Internet Computing Magazine IEEE

10 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Proceedings of the IEEE IEEE

11 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Academy of Management Review ACADEMY OF
MANAGEMENT

12 情報工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Transactions of the ASME Journal of mechanical
design

ASME

13 教育工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

情報工学科 Artificial Intelligence Elsevier

14 教育工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

学科共通 CITE Association for the
Advancement of
Computing in Education

15 教育工学 電子書籍/学術雑
誌/海外書

学科共通 International Journal on E-Learning (IJEL) Association for the
Advancement of
Computing in Education

学術雑誌の整備状況 資料25－2
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系列校（ＨＡＬ東京）の学術雑誌の一部（27誌）

No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社
1 情報工学 学術雑誌 情報工学科 Interface CQ出版

2 情報科学 学術雑誌 情報工学科 情報処理 情報処理学会

3 情報科学 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

SOUND DESIGNER サウンド・デザイナー

4 情報科学 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

CGWORLD ボーンデジタル

5 グラフィック
デザイン

学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

イラストノート 誠文堂新光社

6 情報科学 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

ＡＸＩＳ アクシス

7 情報科学 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

プロサウンド 株式会社　ステレオサウン
ド

8 デザイン 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

イラストレーション 玄光社

9 情報科学 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

Net Audio 音元出版

10 情報科学 学術雑誌 デジタルエンタテ
インメント学科

サウンドレコーディングマガジン リットーミュージック

11 情報科学 学術雑誌 学科共通 日経SYSTEMS 日経BP社

12 ビジネス 学術雑誌 学科共通 日経ビジネス 日経BP社

13 ビジネス 学術雑誌 学科共通 日経クロストレンド 日経BP社

14 デザイン 学術雑誌 学科共通 NIKKEI　DESIGN 日経BP社

15 情報科学 学術雑誌 学科共通 日経Linux 日経BP社

16 デザイン 学術雑誌 学科共通 デザインノート 誠文堂新光社

17 デザイン 学術雑誌 学科共通 月刊 アドセレクト リブラ出版

18 デザイン 学術雑誌 学科共通 Web　Designing 毎日コミュニケーションズ

19 デザイン 学術雑誌 学科共通 コマーシャル･フォト 玄光社

20 デザイン 学術雑誌 学科共通 ＭｄＮ エムディーエヌコーポレー
ション

21 デザイン 学術雑誌 学科共通 アイデア 誠文堂新光社

22 情報科学 学術雑誌 学科共通 日経NET WORK 日経BP社

23 デザイン 学術雑誌 学科共通 日経Automotive 日経BP社

24 ビジネス 学術雑誌 学科共通 日経ビジネスassocie 日経BP社

25 グラフィック
デザイン

学術雑誌 学科共通 Auto & design Torino

26 情報科学 学術雑誌 学科共通 放送技術 兼六館出版

27 デザイン 学術雑誌 学科共通 モーターファン･イラストレーテッド 三栄書房

系列校（国際ファッション専門職大学）の購入予定の学術雑誌の一部（3誌）

No. 分野 資料種別 関連学科 書名 出版社
1 デザイン 学術雑誌 学科共通 デザイン学研究　隔月　(冊子) 日本デザイン学会本部事

務局
2 ビジネス 学術雑誌 学科共通 ビジネスコミュニケーション　月刊　(冊子)/本誌の

み
ビジネスコミュニケーション
社

3 ビジネス 学術雑誌 学科共通 経営実務　月刊　(冊子)/別増込み 全国共同出版

学術雑誌の整備状況 資料25－3
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（是正事項） 工科学部   デジタルエンタテインメント学科 
  

１４．＜教授会等の体制が不十分＞ 
教授会規定では定例の教授会は原則学期に１回の開催とあるが、これにより本学

が学則に定める審議事項の審議や、専門職大学に求められる教育課程の編成や不

断の見直しを行い、本学の教育研究の水準を向上させる取組を行うことができる

か、また、部局の担当教員等の意見を十分集約できるか疑義があるため、学校教

育法に照らして上記の妥当性について明確に説明するか、適切に修正すること。

【２学科共通】 

 
（対応） 
 ①本学が学則に定める審議事項の審議、②専門職大学に求められる教育課程の編成や不断

の見直し、③本学の教育研究の水準を向上させる取組、④部局の担当教員等の意見を十分集

約するなどについて、十分な対応を図るために必要な、教授会の開催頻度にかかる再協議に

臨んだ。その結果、「学期に 1 回」では不十分だとの認識に達し、代わって「月に 1 回」の

開催が必要であるとの結論に至った。 
そこで、『教授会規定（案）』を以下のとおり変更する。 

 
 
【変更前】 
（開催） 
第 ３ 条 教授会は、定例会議及び臨時会議とする。 

２． 定例会議は、原則学期に１回開催する。 
３． 臨時会議は、学長が必要と認めるとき、または、教授会員の３分の１以上の要求があ

ったときに開催する。 
 
【変更後】 
（開催） 
第 ３ 条 教授会は、定例会議及び臨時会議とする。 

２． 定例会議は、原則月に１回開催する。 
３． 臨時会議は、学長が必要と認めるとき、または、教授会員の３分の１以上の要求があ

ったときに開催する。 
 
 
 
（新旧対照表）東京国際工科専門職大学 教授会規定（案） 

新 旧 
（開催） 
第 ３ 条 教授会は、定例会議及び臨時会議

とする。 
２． 定例会議は、原則月に１回開催す

る。 
３． 臨時会議は、学長が必要と認める

とき、または、教授会員の３分の

１以上の要求があったときに開催

する。 
 

（開催） 
第 ３ 条 教授会は、定例会議及び臨時会議

とする。 
２． 定例会議は、原則学期に１回開催

する。 
３． 臨時会議は、学長が必要と認める

とき、または、教授会員の３分の

１以上の要求があったときに開催

する。 
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 
13. 管理運営 
13.1 教学面における管理運営体制 
13.1.1 教授会等の役割 
本学は、学校教育法第 93条に従い、教育研究

等に関する重要事項を審議するための教授会

を設置する。また、教授会に属する教員で構

成される専門委員会を設置する。 
 
 
13.1.2 運営等 
大学運営においては、学校教育法に従い学長

がリーダーシップを発揮し、所属教職員を統

督する。また、教授会は、定例会議を月 1
回、臨時会議を学長が必要と認めたときまた

は教授会員の 3 分の 1 以上の要求があった場

合に開催し、以下の事項を審議したうえで、

学長に意見を述べる。 
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了 
(2) 学位の授与 
(3) 学生の表彰 
(4) 前三号に掲げるもののほか、教育研究

に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの 
前項各号のほか、学長がつかさどる教育研究

に関する事項について審議し、学長の求めに

応じ、意見を述べる。 

13. 管理運営 
13.1 教学面における管理運営体制 
13.1.1 教授会等の役割 
本学は、学校教育法第 93条に従い、教育研究

等に関する重要事項を審議するための教授会

を設置する。また、教授会に属する教員で構

成される専門委員会を設置する。 
 
 
13.1.2 運営等 
大学運営においては、学校教育法に従い学長

がリーダーシップを発揮し、所属教職員を統

督する。また、教授会は、定例会議を学期 1
回、臨時会議を学長が必要と認めたときまた

は教授会員の 3 分の 1 以上の要求があった場

合に開催し、以下の事項を審議したうえで、

学長に意見を述べる。 
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了 
(2) 学位の授与 
(3) 学生の表彰 
(4) 前三号に掲げるもののほか、教育研究

に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの 
前項各号のほか、学長がつかさどる教育研究

に関する事項について審議し、学長の求めに

応じ、意見を述べる。 
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