
No. 代表団体 事業名

（1） 学校法人岩永学園 こころ医療福祉専門学校
外国人介護人材を対象とする「介護実務日本語力」学び直し講座の実施

モデル構築事業

（2） 学校法人秋葉学園 千葉情報経理専門学校
第4次産業革命に対応し地域振興に寄与できる経営管理人材育成の実施

モデル構築

（3） 学校法人清風明育社 清風情報工科学院 日本語学校等の日本語教師のための学び直し講座の企画・実施

No. 代表団体 事業名

(1) 学校法人小山学園 専門学校東京テクニカルカレッジ
社会人等学び直しのための環境・エネルギー分野における中核的専門人

材養成事業

(2) 学校法人誠和学院 日本工科大学校 次世代自動車エキスパート養成教育プログラム開発事業

(3) 国立大学法人福島大学
再生可能エネルギー関連産業の成長を牽引する中核的専門人材の養成事

業

(4) 学校法人三橋学園 船橋情報ビジネス専門学校
農業分野における「まち・ひと・しごと創生」の実現を支援する農業Ｉ

Ｔ人材の育成

(5) 公立大学法人大阪府立大学
植物工場における中核的専門人材養成カリキュラム開発実証プロジェク

ト事業

(6) 国立大学法人鹿児島大学 中核的林業生産専門技術者養成プログラム拡充のための開発・実証事業

(7) 学校法人工藤学園 愛犬美容看護専門学校 地域の特性を活かした動物看護分野の学び直し体制構築事業

(8) 国立大学法人宮崎大学 産業動物学卒後教育モデルカリキュラム（九州版）の開発・実証事業

(9) 学校法人福田学園 大阪保健医療大学
障害者スポーツ支援の専門性を備えた理学療法士・作業療法士を養成す

る学び直しプログラムの開発とグローバル展開

(10) 国立大学法人宮崎大学
地域包括ケアを担う医療・保健・福祉の多職種連携教育コーディネー

ター養成プログラム開発事業

(11) 学校法人秋葉学園 成田国際福祉専門学校
地域包括ケアにおける多職種連携を担う中核的なケアマネジャーの資質

能力向上プログラムの開発・実施

(12) 学校法人新井学園 赤門会日本語学校
外国人日本語学習者の介護分野への就業を促進する教育プログラムの開

発事業

(13) 学校法人河原学園 河原医療福祉専門学校
外国人介護福祉士候補者の素養、スキルを養う教育プログラムの開発・

実施

(14) 学校法人三幸学園 東京未来大学福祉保育専門学校
介護分野における中核的専門人材養成等の戦略的推進による潜在介護福

祉士の就職・再就職および長期就労支援事業

(15) 国立大学法人神戸大学
超高齢社会における内部障害を有した要介護者に対するコメディカル専

門人材養成プログラム開発

(16) 日本赤十字社医療センター
「臨床看護マネジメントリーダー」の養成を通じた、看護管理職の院内

継続教育の推進

(17) 一般社団法人 愛知県現任保育士研修運営協議会 保育分野における中核的専門人材養成プログラム開発

(18) 学校法人足立学園 愛知文教女子短期大学
生涯保育士養成を目指す大学・地域・保育所の連携型教育プログラム開

発事業

(19) 学校法人清永学園 金沢福祉専門学校
潜在保育士の職場復帰・キャリア形成を支援する女性学び直しプログラ

ムの開発・実施

(20) 学校法人三幸学園 東京こども専門学校
保育分野における長期就労支援に向けたリーダー育成プログラム開発事

業

　②地域版学び直し教育プログラムの開発・実証

平成２９年度専修学校による地域産業中核的人材養成事業　採択一覧

　①eラーニングの積極活用等による学び直し講座開設等

（１）教育プログラム等の開発



No. 代表団体 事業名

(21) 学校法人智晴学園 専門学校琉球リハビリテーション学院
中小規模の医療機関等の事業戦略性向上を推進するマネジメント人材を

育成するプログラムの開発と実施

(22) 独立行政法人国立高等専門学校機構 熊本高等専門学校
超高齢化と障害者への合理的配慮を基本とするAT（アシスティブテクノ

ロジー）技術者育成プログラムの構築と福祉機器産業への活用

(23) 学校法人第一平田学園 中国デザイン専門学校
岡山県をモデルとした中核的デニム・ジーンズクリエーターの地域版社

会人学び直し教育プログラム開発と実践事業

(24) 学校法人文化学園 国際ファッション産学推進機構 社会人向けファッションビジネス能力向上開発プロジェクト

(25) 学校法人ミクニ学園 大阪文化服装学院
企業等との連携による社会人学び直しのための高度化、専門化研修プロ

グラムの開発

(26) 学校法人河原学園 河原ビューティモード専門学校
美容分野における中核的リラクゼーション技術者育成プログラムの構築

と実施

(27) 学校法人大美学園 大阪美容専門学校
グローバルに活躍できる美容人材の実務力向上を促進する基盤力養成プ

ログラムの開発と実施

(28) 学校法人新潟総合学院 国際アート＆デザイン大学校
地方におけるソフトコンテンツ活用のためのマンガ・アニメ学び直し事

業

(29) 学校法人河原学園 河原デザイン・アート専門学校
ユーザエクスペリエンスをデザインする能力の向上を目指す教育プログ

ラムの開発と実施

(30) 学校法人服部学園 御茶の水美術専門学校
スマホでキャリア・アップ「新規事業開発型デザイン・アート思考」社

会人学び直しプログラム開発実証

(31) 学校法人神戸山手学園 神戸山手大学
訪日外国人観光客４０００万人時代に備えたインバウンド中核人材養成

事業

(32) 学校法人横浜商科大学 地域インバウンド対応のための観光ビジネスフロンティア人材育成事業

(33) 学校法人浦山学園 富山情報ビジネス専門学校
富山県をモデルとした地方型インバウンド対応のできる中核的ホテルマ

ン育成

(34) 公立大学法人首都大学東京
「＆観光」新６次産業（地場産業の連携）中核的専門人材養成プログラ

ムの開発

(35) 一般社団法人 全国専門学校情報教育協会
ビッグデータに対応したIT技術者育成のための学び直し教育プログラム

の整備と実証事業

(36) 一般社団法人 全国専門学校情報教育協会
産業界の求める企画力・提案力・価値創造力のあるＩＴ技術者養成の地

域版学び直し教育カリキュラム開発

(37) 学校法人麻生塾 麻生情報ビジネス専門学校
福岡県をモデルとしたクラウド時代のＩＴビジネスクリエータ地域版学

び直し教育プログラムの拡充と展開

(38) 学校法人岩崎学園 情報科学専門学校
情報セキュリティ分野の中核的専門人材養成の新たな学習システム構築

推進プロジェクト

(39) 学校法人河原学園 河原電子ビジネス専門学校 地域IT産業振興のためのＩＴアーキテクト育成事業

(40) 学校法人智香寺学園 埼玉工業大学
次世代インターネットの利用環境整備に向けた産学官連携資格認定プロ

グラム

(41) 学校法人電子学園 日本電子専門学校
スマホアプリ開発エンジニアの地域版社会人学び直し教育プログラム開

発と実践事業

(42) 学校法人電子学園 日本電子専門学校
中核的システムエンジニア養成のための地域版社会人学び直し教育プロ

グラムの開発事業

(43) 学校法人吉田学園 吉田学園情報ビジネス専門学校
クラウド・スマートデバイス時代の地域版社会人教育プログラム開発と

実証

(44) 学校法人龍馬学園 高知情報ビジネス＆フード専門学校
クラウド時代のＷｅｂビジネスに対応した中核的専門人材の地域版学び

直し教育プログラム開発事業

(45) 国立大学法人電気通信大学 ウェブデザインプログラム

(46) 国立大学法人琉球大学
地場産業の振興を支援する高度IoT人材を育成するプログラムの開発と

実施

(47) 独立行政法人国立高等専門学校機構 松江工業高等専門学校
オープンソースソフトウェアによる情報セキュリティ基盤技術学び直し

教育プログラム開発事業

(48) 学校法人新潟総合学院 新潟コンピュータ専門学校
ゲーム・ＣＧ分野中核人材養成のための新潟版学び直し教育プログラム

開発実証

(49) 学校法人中央情報学園 早稲田文理専門学校
ゲーム・ＣＧ分野中核人材育成のための東京・大阪社会人教育プログラ

ムの構築・実証

(50) 学校法人片柳学園 日本工学院八王子専門学校
社会基盤分野における次世代ニーズに係る中核的専門人材養成プログラ

ム開発プロジェクト事業

(51) 学校法人片柳学園 日本工学院八王子専門学校
社会基盤分野における建設ＩＴ技術(BIM・CIM)に係る中核的専門人材

養成プログラム開発プロジェクト事業

(52) 国立大学法人愛媛大学 地域ニーズに応えるインフラ再生技術者育成のためのカリキュラム設計

(53) 国立大学法人岐阜大学 地域ニーズに応えるインフラ再生技術者の教育システムの確立

(54) 国立大学法人長岡技術科学大学 地域ニーズに応えるインフラ再生技術者育成のためのカリキュラム設計



No. 代表団体 事業名

(55) 国立大学法人長崎大学
長崎の地域特性を考慮したインフラ再生技術者育成のためのカリキュラ

ム構築

(56) 国立大学法人山口大学
インフラ再生技術者育成のための地域ニーズを反映した学び直しカリ

キュラムの開発

(57) 独立行政法人国立高等専門学校機構 舞鶴工業高等専門学校
京都府北部地域におけるアクティブ・ラーニングを基軸としたインフラ

メンテナンス技術者育成のための教育プログラムの開発

(58) 国立大学法人京都大学
中小企業等の経営を支援する会計専門家養成教育プログラムの開発・実

証事業

(59) 国立大学法人豊橋技術科学大学 東三河地域の防災力向上のための地域連携強化による人材養成事業

(60) 学校法人敬心学園 日本福祉教育専門学校
国際通用性と地域性を踏まえた介護人材養成プログラムのモジュール開

発プロジェクト事業

(61) 学校法人鎮西学院 長崎ウエスレヤン大学 長崎発　観光地域づくり中核人材養成プログラム

(62) 国立大学法人九州大学
職業資格・高等教育資格枠組みを通したグローバルな専門人材養成のた

めのコンソーシアム

No 代表団体 事業名

（1） 学校法人大岡学園 大岡学園高等専修学校
高等専修学校におけるインターンシップ及びＩＣＴ教材の活用による教

育プログラムの開発

（2） 学校法人国際共立学園 国際理容美容専門学校
サロン類型に応じた実践的接遇ができる美容師人材育成のプログラム開

発

（3） 学校法人さくら学園 安城生活福祉高等専修学校
高等専修学校における介護福祉人材養成のための産学官連携による実践

的な職業教育の構築－地域版教育プログラムの開発・検証－

（4） 学校法人大美学園 大阪美容専門学校
美容専門教育に必要な人材基盤力を養成する教育プログラムの開発と実

証

（5） 学校法人新潟総合学院 国際アート＆デザイン大学校　高等課程
マンガ・ゲーム分野のＩＴ技術を活用した早期専門教育による人材育成

事業

（6） 学校法人大岡学園 大岡学園高等専修学校
高等専修学校における発達障がい若しくは支援や特別措置が必要な生徒

に対する支援システムの構築

（7） 学校法人武蔵野東学園 武蔵野東高等専修学校
混合教育の教育効果の実証と普及・啓発及び発達障害など特別に配慮が

必要な生徒が学ぶための教育カリキュラムの開発・実証事業

（8） 学校法人武蔵野東学園 武蔵野東高等専修学校
発達障害のある生徒など特別に配慮が必要な生徒の就労支援及び卒業後

の定着フォロー支援の普及事業

No. 代表団体 事業名

（1） 一般社団法人 全国専門学校情報教育協会
ＩＴ分野の実践的な職業教育における企業内実習のためのガイドライン

作成事業

（2） 学校法人誠和学院 専門学校日本工科大学校 建設分野における産学協同教育体制構築のためのガイドライン作成事業

（3） 学校法人中央情報学園 早稲田文理専門学校
ゲーム・ＣＧ分野における専修学校版デュアル教育システムガイドライ

ン作成事業

（4） 学校法人敬心学園 日本児童教育専門学校
現場実践基礎力を有した保育士養成のための「保育現場での活動」のガ

イドライン作成事業

（5） 一般社団法人 全国専門学校教育研究会 医療事務における効果的な連携事業を行うためのガイドライン作成

（6） 学校法人国際ビジネス学院 金沢観光専門学校
ホテリエ育成における継続した“デュアル教育”を活用したガイドライン

作成事業

（7） 一般社団法人 全国動物教育協会
認定動物看護師養成における効果的な連携養成事業を行うためのガイド

ライン作成事業

（8） 学校法人電子専門学校 日本電子専門学校
ＩＴ分野における実践的な職業教育における学校内実習のためのガイド

ライン作成事業

(9) 特定非営利活動法人 デジタルコンテンツ制作者育成協会
デジタルコンテンツ分野におけるデュアル教育のためのガイドライン作

成事業

No 代表団体 事業名

（1） 株式会社三菱総合研究所 分野共通の産学連携教育体制の確立に向けた調査研究

　③特色ある教育推進のための教育カリキュラム等の開発・実証

　①分野特性等を踏まえたガイドラインの作成（プロジェクトA）

（２）産学連携手法（専修学校版デュアル教育）の開発

　②分野共通の産学連携教育体制の確立に向けた調査研究（プロジェクトB）



No. 代表団体 事業名

No 代表団体 事業名

（1） 一般社団法人 全国専門学校情報教育協会
情報分野のための機動的な産学連携体制の構築と効果的な教育体制・手

法の検証事業

（2） 一般社団法人 Ｊａｐａｎ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍａｎｔ開発協会 ゲーム・ＣＧ分野中核的人材養成のための全国産学連携協議会構築事業

No. 代表団体 事業名

（1） 学校法人吉田学園 吉田学園情報ビジネス専門学校 北海道におけるデジタルエンタテインメント関連人材育成体制整備

（2） 学校法人中央情報学園 早稲田文理専門学校
人工知能(ＡＩ)分野中核的人材教育のための首都圏産学連携協議会構築

事業

（3） 特定非営利活動法人 キャリア・サポート・ネット・おきなわ
沖縄県の観光振興に資する将来の中核的観光人材養成のための人材育成

協議会事業

（4） 学校法人片柳学園 日本工学院八王子専門学校
多摩地域における建設産業中核的人材養成のための産学連携体制構築事

業

（5） 学校法人新潟総合学院 国際アート＆デザイン大学校 福島県地域啓蒙のためのソフトコンテンツ人材育成事業

（6） 学校法人新潟総合学院 国際情報工科自動車大学校 福島県ロボット産業の基盤となるドローン活用人材養成事業

No 代表団体 事業名

（1） 株式会社三菱総合研究所 専修学校における産学連携体制構築支援事業

　①全国版人材育成協議会の設置

　②地域版人材育成協議会の設置

　③分野横断的な連絡調整会議の設置

（３）産学連携体制の整備


