
No 分野(カテゴリー)／地域 事業名 代表団体名 事業サイトURL 成果物URL 成果報告書URL

1 （美容・介護）／香川県 地域を支える訪問美容・介護美容中核人材育成事業
学校法人穴吹学園　
専門学校穴吹ビューティカレッジ

https://www.anabuki-college.net/monka-u/ https://www.anabuki-college.net/monka-u/ https://www.anabuki-college.net/monka-u/

2 介護／香川県 地域を支える訪問リハビリテーション中核人材育成事業
学校法人穴吹学園　
専門学校穴吹リハビリテーションカレッジ

https://www.anabuki-college.net/monka-r/ https://www.anabuki-college.net/monka-r/ https://www.anabuki-college.net/monka-r/

3 観光／大阪府 大阪・観光産業のためのおもてなし人材育成 学校法人エール学園 https://www.ehle.ac.jp/zigyouzyouhou/ https://www.ehle.ac.jp/wp-content/uploads/2021/04/R2_zinzaiyousei_itakuzigyohoukokusyo.pdf https://www.ehle.ac.jp/wp-content/uploads/2021/04/R2_zinzaiyousei_itakuzigyohoukokusyo.pdf

4 観光／大分 大分・おんせん観光インバウンド対応　人材育成事業
学校法人明日香学園　
明日香国際ブライダル&ホテル観光専門学校

https://oitainbound.com/ https://oitainbound.com/ https://oitainbound.com/

5 スポーツビジネス／岩手県
岩手県のプロスポーツクラブ発展に寄与する人材を育成するための体制整
備事業

学校法人龍澤学館　
盛岡医療福祉専門学校

https://morii.ac.jp/other/monbukagaku/r2/ https://morii.ac.jp/other/monbukagaku/r2/seika/ https://morii.ac.jp/doc/r2monbukagaku.pdf

No 分野 事業名 代表団体名 事業サイトURL 成果物URL 報告書URL

1 工業（ＩＴ） スマートコントラクトを使用したシステム開発人材の育成
学校法人麻生塾　
麻生情報ビジネス専門学校

https://r2monka-itaku.net/smartcontract/ https://r2monka-itaku.net/smartcontract/seika/ https://r2monka-itaku.net/smartcontract/efforts/

2 工業（製造）
富山県をモデルとした「モノづくり」現場にIoTを導入する中核的人材育
成

学校法人浦山学園　
富山情報ビジネス専門学校

https://www.bit.urayama.ac.jp/bitbox#information https://www.bit.urayama.ac.jp/bitbox#information https://www.bit.urayama.ac.jp/bitbox#information

3 工業（建設・機械・ＩＴ） コネクティッド・ホームの普及に必要な中核的技術者養成事業
学校法人福田学園　
大阪工業技術専門学校

https://r2monka-itaku.net/connectedhome/ https://r2monka-itaku.net/connectedhome/seika/ https://r2monka-itaku.net/connectedhome/wp-content/uploads/2021/02/2-5_成果報告書.pdf

4 工業（ＩＴ×農業）
農業の6次産業化・スマート化を担うAI技術者育成プログラムの開発・実
施

学校法人清風明育社　
清風情報工科学院

https://i-seifu.jp/seifu/ https://i-seifu.jp/seifu/ https://i-seifu.jp/seifu/

5 ファッション
ファッション分野におけるSociety5.0時代を見据えたモデルカリキュラム
の開発

学校法人文化学園　
文化服装学院

http://ianda.bunka.ac.jp/?page_id=69 http://ianda.bunka.ac.jp/?page_id=69 http://ianda.bunka.ac.jp/?page_id=69

6 商業実務（健康ビジネス）
ＡＩ等の最新技術を活用して新たな健康関連ビジネスを創出する人材の育
成

一般社団法人日本環境保健機構 https://jeho.or.jp/ https://jeho.or.jp/mext/ https://jeho.or.jp/mext/pdf/report_20210407.pdf

7
文化教養（教育コンテンツ制
作）

EdTechの専門性を備えたコンテンツ制作者育成プログラムの開発・実証
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

http://www.dcc-a.com/r02edtech/ http://www.dcc-a.com/r02edtech/pdf/edtech.pdf http://www.dcc-a.com/r02edtech/pdf/edtech.pdf

8 工業（医療ＩＴ）
AIとIoTを駆使して地域医療連携とチーム医療をサポートできる高度IT人
材育成カリキュラム開発

学校法人三橋学園　
船橋情報ビジネス専門学校

https://www.chiba-fjb.ac.jp/www/monka/ https://www.chiba-fjb.ac.jp/www/monka/ https://www.chiba-fjb.ac.jp/www/monka/

9 工業（情報セキュリティ）
Society5.0に対応した情報セキュリティ人材養成のモデルカリキュラム開
発・実証事業

一般社団法人全国専門学校情報教育協会 https://r2monka-itaku.net/society50-security/ https://r2monka-itaku.net/society50-security/seika/ https://r2monka-itaku.net/society50-security/wp-content/uploads/2021/04/report.pdf

10 情報（組込み・ＩｏＴ）
情報通信技術に対応した組込みシステム開発技術者育成のモデルカリキュ
ラム開発と実証事業

一般社団法人全国専門学校情報教育協会 https://r2monka-itaku.net/how-system/ https://r2monka-itaku.net/how-system/seika/ https://r2monka-itaku.net/how-system/wp-content/uploads/2021/04/report.pdf

11 工業（情報）
Society5.0 実現のための IT 技術者養成モデルカリキュラム開発と実証
事業

学校法人電子学園　
日本電子専門学校

https://r2monka-itaku.net/society50/ https://r2monka-itaku.net/society50/seika/ https://r2monka-itaku.net/society50/wp-content/uploads/2021/04/report.pdf

12 農業（農業） 農業分野のスマートワークを推進・実現する人材育成プログラム開発事業
学校法人有坂中央学園　
専門学校中央農業大学校

https://www.chuo.ac.jp/cag/monkashojigyo/ https://www.chuo.ac.jp/cag/monkashojigyo/ https://www.chuo.ac.jp/cag/monkashojigyo/

13 商業実務（ビジネス） Society5.0対応グローバルビジネス企業型人材育成プログラムの開発事業 一般財団法人日本検定基盤財団 http://www.waken.or.jp/seika/ http://www.waken.or.jp/2020mext/society/%E5%B7%BB%E6%9C%AB%E4%BB%98%E9%8C%B2.pdf http://www.waken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/r2seikahoukoku_web.pdf

14
商業実務（ＡＩゲームビジネ
ス）

沖縄型Society5.0を推進するための観光人材育成カリキュラムの開発・実
証事業

国立大学法人琉球大学 https://www.tec.u-ryukyu.ac.jp/e-outer/relations https://www.tec.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2021/05/370a633ed6b24c653245a1b80c45aa32.pdf https://www.tec.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2021/05/370a633ed6b24c653245a1b80c45aa32.pdf

15 商業実務（ビジネス） Ｓociety5.0社会を支えるエンジニア育成事業
学校法人誠和学院　
専門学校日本工科大学校

http://society5.jp/ http://society5.jp/2020/ http://society5.jp/2020/

16 介護（ＩＴ） 多摩地域Society5.0等対応IT教育プログラム開発事業 公益財団法人国際人財開発機構 https://www.jihdo.org/mext/mext2020.html http://okisenken.or.jp/oshp/info/ https://www.jihdo.org/mext/mext2020.html

17 工業・商業実務 e スポーツ分野における先端技術活用型チームマネジメント人材養成事業
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

https://www.ryukyu.ac.jp/academy-guide/information/ https://www.ryukyu.ac.jp/academy-guide/information/ https://www.ryukyu.ac.jp/academy-guide/information/

18 ＩＴ分野
VR/AR技術を活用したコンテンツ創出の中核を担うゲーム開発技術者養成
プログラムの開発・実証事業

一般社団法人沖縄専門人材開発研究会 http://okisenken.or.jp/oshp/ http://okisenken.or.jp/oshp/2021/03/26/2020%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%8c%e5%b0%82%e4%bf%ae%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e7%94%a3%e6%a5%ad%e4%b8%ad%e6%a0%b8%e7%9a%84%e4%ba%ba%e6%9d%90%e9%a4%8a%e6%88%90/ http://www.relation.ne.jp/webbasehp/okisenken_society2020/okisenken2020.pdf

19 工業・商業実務
Society5.0時代の安全安心を実現するためのインフラ構築に貢献できる人
材の育成プログラムの開発

一般社団法人安全安心社会構築教育協会 http://www.ankyo.or.jp/information.html http://www.ankyo.or.jp/ankyo2020.pdf http://www.ankyo.or.jp/ankyo2020.pdf

20 文化・教養（eスポーツ） eスポーツ分野における先端技術活用型チームマネジメント人材養成事業
学校法人 片柳学園 
日本工学院八王子専門学校

https://www.neec.ac.jp/announcement/41786/ https://www.neec.ac.jp/announcement/41786/ https://www.neec.ac.jp/announcement/41786/

21 工業・商業実務 ポストコロナ時代のハイブリッド型海外日本語教師養成プログラムの構築
学校法人清風明育社 
清風情報工科学院

https://i-seifu.jp/seifu/ https://i-seifu.jp/seifu/ https://i-seifu.jp/seifu/

22 文化・教養（eスポーツ）
2020年度　Society5.0時代のAIビジネスプランナー育成プログラムの開発
と実証

学校法人秋葉学園　
千葉情報経理専門学校

https://akibagakuen.jp https://akibagakuen.jp https://akibagakuen.jp

23 工業・商業実務
AI 等の活用による Society5.0 におけるスマートリビング実現を主導す
る住環境設計分野の人材育成プログラムの開発と実証

一般社団法人四十万未来研究所 http://shijima-mirai.or.jp/ http://shijima-mirai.or.jp/ http://shijima-mirai.or.jp/pdf/mext_2020_02.pdf

24 文化教養（eスポーツ）
EdTechを活用した和食・日本料理業界のサービスイノベーションにつなが
る 人材育成プログラムの実証事業

学校法人大和学園　
京都調理師専門学校

https://culinarysociety5.com/report2020/ https://culinarysociety5.com/report2020/ https://culinarysociety5.com/report2020/

令和２年度「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」成果物一覧

 １．人材育成協議会の設置

 ２．Society5.0等対応カリキュラムの開発・実証
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No 分野／地域 事業名 代表団体名 事業サイトURL 成果物URL 報告書URL

1 工業（自動車整備）／熊本県 若手事業者整備士の職場定着を支援する教育プログラムの開発と実証
学校法人九州総合学院　
九州工科自動車専門学校

https://www.msg.ac.jp/itaku/kumamoto/index.html https://www.msg.ac.jp/itaku/kumamoto/kyushusogo2020/index.html https://www.msg.ac.jp/itaku/kumamoto/kyushusogo2020/pdf/kyukoo.pdf

2
工業（製造業）／神奈川県川
崎市

製造業中小企業の後継者候補育成を目的とする教育プログラム開発事業 一般社団法人ＡＳＥＡＮ経済友好協会 https://lpe-jp.com/asean/ https://lpe-jp.com/asean/ https://lpe-jp.com/asean/pdf/asean00.pdf

3 工業（情報）／北海道札幌市
札幌（北海道）をモデルとした地方創生のためのIT人材育成と企業連携推
進事業

学校法人吉田学園　
吉田学園情報ビジネス専門学校

https://r2monka-itaku.net/it-sapporo/ https://r2monka-itaku.net/it-sapporo/seika/ https://r2monka-itaku.net/it-sapporo/wp-content/uploads/2021/02/1-3_成果報告書.pdf

4
工業（ＩＴ）／広島県東部
（福山市を中心とした備後地
域）

地域基幹産業向けIT人材養成のためのカリキュラム開発事業
学校法人穴吹学園　
穴吹情報デザイン専門学校

https://web.anabuki-net.ne.jp/abf/ https://web.anabuki-net.ne.jp/projectreports/ http://www.anabuki-net.ne.jp/fukuyama/acf/zigyo30_info/?_bdld=3Hg2gP.nxEsJPx.1621490308

https://kbc.kawahara.ac.jp/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/PBL%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88.pdf

https://kbc.kawahara.ac.jp/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%A0%98%E5%9F%9F%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88.pdf

 https://kbc.kawahara.ac.jp/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9%E9%A0%98%E5%9F%9F%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88.pdf

 https://kbc.kawahara.ac.jp/wp-content/themes/original-theme-kbc/files/r2_dataengineering_text.pdf

6
農林水産／東北・中部・近
畿・九州

専修学校における中核的森林管理・林業専門技術者養成プログラムの開発
・実証事業

国立大学法人鹿児島大学
https://ace1.agri.kagoshima-u.ac.jp/ringyo/news/2021/03/post-
25.html

https://kbc.kawahara.ac.jp/wp-content/themes/original-theme-
kbc/files/r2_dataengineering_text.pdf

https://ace1.agri.kagoshima-u.ac.jp/ringyo/ce155345c9ae86c9ea976fee2786674b5bc7c590.pdf

7

衛生（栄養士・調理師養成）
／茨城県
（つくば市、牛久市、古河
市、阿見町）

地域資源と健康をマネジメントする「食のソムリエ」育成事業
学校法人晃陽学園　
つくば栄養医療調理製菓専門学校

http://koyo-gakuen.com/ http://koyo-gakuen.com/mext2020/ http://koyo-gakuen.com/wp/wp-content/uploads/tsukuba2020result.pdf

http://www.keishin-group.jp/pdf/report37_02.pdf

http://www.keishin-group.jp/pdf/report37_03.pdf

9
教育・福祉（障害者支援）／
宮城県

知的障害者を対象とする社会生活・職業を学ぶ学科の構築と実証
学校法人仙台北学園　
仙台リハビリテーション専門学校

https://www.sendairihabiri.jp/sendai2020/ https://www.sendairihabiri.jp/sendai2020/pdf/sendai02.pdf https://www.sendairihabiri.jp/sendai2020/pdf/sendai02.pdf

10
教育・福祉（障害者支援）／
埼玉県和光市

障害者に関わる方のための障害者のライフステージに寄り添う地域サポー
ターの育成事業

一般財団法人福祉教育支援協会 https://wess.or.jp/news/mext_report.html https://wess.or.jp/news/mext_report.html https://wess.or.jp/news/pdf/report_r02.pdf

11 商業業務・文化教養／沖縄県 沖縄県における外国人留学生の地域定着支援プログラムの開発・実証事業 一般社団法人沖縄専門人材開発協会 http://okisenken.or.jp/oshp/ http://okisenken.or.jp/oshp/2021/03/26/2020%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%8c%e5%b0%82%e4%bf%ae%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e7%94%a3%e6%a5%ad%e4%b8%ad%e6%a0%b8%e7%9a%84%e4%ba%ba%e6%9d%90%e9%a4%8a%e6%88%90-2/ http://www.relation.ne.jp/webbasehp/okisenken2020/okisenken2020.pdf

12
農業（農畜産）／山口県山口
市

ｅラーニングの積極活用による農畜産関係者および指導者向け（中国版）
のための開発・実証事業

国立大学法人山口大学 http://equine.vet.yamaguchi-u.ac.jp/overview.html http://equine.vet.yamaguchi-u.ac.jp/report.html http://equine.vet.yamaguchi-u.ac.jp/report.html

13
教育社会福祉（介護福祉）
／愛媛県松山市、高知県香南
市

介護福祉士を目指す外国人留学生のための「介護表現」読解力養成教育プ
ログラム開発事業

学校法人河原学園　
河原医療福祉専門学校

https://iryoufukushi.kawahara.ac.jp/wp-content/uploads/sites/8/2021/04/f8c703e3651633150af2cfb36c39097d.pdf https://iryoufukushi.kawahara.ac.jp/wp-content/uploads/sites/8/2021/04/df47661ce35efc01f2644b2c306238c7.pdf https://iryoufukushi.kawahara.ac.jp/wp-content/uploads/sites/8/2021/04/34aec2e3f8e4720b88b7fcc9658ed09d.pdf

14 工業（ＩＴ留学生）／沖縄県 IT系留学生のための「ITビジネス日本語・文化」強化プログラム開発事業 一般財団法人日本検定基盤財団 http://www.waken.or.jp/seika/ http://www.waken.or.jp/2020mext/chiiki/%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8(%E6%9C%AC%E6%96%87).pdf http://www.waken.or.jp/2020mext/chiiki/%E5%B7%BB%E6%9C%AB%E4%BB%98%E9%8C%B2.pdf

15
農業（農畜産）／山口県山口
市

ｅラーニングの積極活用による農畜産関係者および指導者向け（中国版）
のための開発・実証事業

一般社団法人日本eスポーツ学会 http://esports-society.com/ http://esports-society.com/pdf/2020es-kanmatu-c.pdf http://esports-society.com/pdf/2020es-honbun-c.pdf

16
教育社会福祉（介護福祉）
／愛媛県松山市、高知県香南
市

専修学校による地域産業中核的人材養成事業、まちづくりファシリテー
ター養成講座

一般社団法人日本建築まちづくり適正支援機構 https://jcaabe.org/ https://jcaabe.org/facilitator/ https://jcaabe.org/wp/wp-content/uploads/2021/03/01.pdf

17 工業（ＩＴ留学生）／沖縄県 専修学校による地域産業中核的人材養成事業 一般社団法人Japan Entertainment 開発協会 https://jedai.growing-creators.jp/r02monka/ https://jedai.growing-creators.jp/r02monka/ https://jedai.growing-creators.jp/r02monka/

18

商業実務（eスポーツビジネ
ス）冨山県、茨城県、石川
県、兵庫県、大分県、沖縄県
他

国家戦略特区で就労を目指す外国人美容師育成プログラムの開発・実証事
業

学校法人メイ・ウシヤマ学園 
ハリウッド美容専門学校

https://foreigner-hairdresser.net/ https://foreigner-hairdresser.net/ https://foreigner-hairdresser.net/mext2020/

19

商業実務（eスポーツビジネ
ス）冨山県、茨城県、石川
県、兵庫県、大分県、沖縄県
他

災害マネジメント分野の実践カリキュラムの開発・実証
学校法人片柳学園 
日本工学院八王子専門学校

https://www.neec.ac.jp/announcement/41786/ https://www.neec.ac.jp/announcement/41786/ https://www.neec.ac.jp/announcement/41786/

20 工業／東京都
地域高齢者等の食生活向上を支援する訪問食育福祉人材養成プログラムの
開発

学校法人織田学園 
織田調理師専門学校

https://oda-project.site/ https://oda-project.site/ https://oda-project.site/

No 代表団体名 事業サイトURL 成果物URL 報告書URL

1
学校法人大岡学園　
大岡学園高等専修学校

https://www.oooka.ac.jp/publics/index/247/ file:///C:/Users/user/Downloads/202103261220396734%20(1).pdf file:///C:/Users/user/Downloads/202103261220396734%20(1).pdf

2
学校法人大前学園　
猪名川甲英高等学院

https://iglp.jp/report2020/2021/06/08/%e3%80%902020%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%91%e5%9c%b0%e5%9f%9fx%e7%94%9f%e5%be%92x%e8%be%b2%e6%a5%ad-%e3%83%bc-%e5%b0%82%e4%bf%ae%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%82%92%e6%a0%b8/ https://iglp.jp/report2020/2021/06/08/%e3%80%902020%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%91%e5%9c%b0%e5%9f%9fx%e7%94%9f%e5%be%92x%e8%be%b2%e6%a5%ad-%e3%83%bc-%e5%b0%82%e4%bf%ae%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%82%92%e6%a0%b8/ https://iglp.jp/report2020/2021/06/08/%e3%80%902020%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%91%e5%9c%b0%e5%9f%9fx%e7%94%9f%e5%be%92x%e8%be%b2%e6%a5%ad-%e3%83%bc-%e5%b0%82%e4%bf%ae%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%82%92%e6%a0%b8/

3
学校法人武蔵野東学園　
武蔵野東高等専修学校

https://www.musashino-higashi.org/mext.htm https://www.musashino-higashi.org/mext-202002.pdf https://www.musashino-higashi.org/mext-202001.pdf

4
学校法人野田鎌田学園　
野田鎌田学園高等専修学校

http://www.noda-kamada.ac.jp/noda/ https://noda-kamada.ac.jp/post_noda/%e4%bb%a4%e5%92%8c2%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e6%96%87%e9%83%a8%e7%a7%91%e5%ad%a6%e7%9c%81%e5%a7%94%e8%a8%97%e4%ba%8b%e6%a5%ad%ef%bd%9e%ef%bd%9e/ https://noda-kamada.ac.jp/post_noda/%e4%bb%a4%e5%92%8c2%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e6%96%87%e9%83%a8%e7%a7%91%e5%ad%a6%e7%9c%81%e5%a7%94%e8%a8%97%e4%ba%8b%e6%a5%ad%ef%bd%9e%ef%bd%9e/

5
学校法人豊野学園　
豊野高等専修学校

http://toyonosenshu.ed.jp/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%99%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e6%96%87%e7%a7%91%e7%9c%81%e5%a7%94%e8%a8%97%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%ae%9f%e7%b8%be%e5%a0%b1%e5%91%8a/ http://toyonosenshu.ed.jp/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%99%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e6%96%87%e7%a7%91%e7%9c%81%e5%a7%94%e8%a8%97%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%ae%9f%e7%b8%be%e5%a0%b1%e5%91%8a/ http://toyonosenshu.ed.jp/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%99%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e6%96%87%e7%a7%91%e7%9c%81%e5%a7%94%e8%a8%97%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%ae%9f%e7%b8%be%e5%a0%b1%e5%91%8a/

6
学校法人神須学園　
大阪技能専門学校

http://www.ots.ac.jp/mext http://www.ots.ac.jp/archives/mext01/2020 http://www.ots.ac.jp/archives/mext01/2020

（２）高等専修学校の機能高度化に関する調査研究

No 代表団体名 事業サイトURL 成果物URL 報告書URL

1
学校法人大岡学園　
大岡学園高等専修学校

https://www.oooka.ac.jp/publics/index/248/ file:///C:/Users/user/Downloads/202103261218287009.pdf file:///C:/Users/user/Downloads/202103261218009292%20(1).pdf

https://kbc.kawahara.ac.jp/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/%E3%80%90%E6%B2%B3%E5%8E%9F%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%80%91%EF%BC%88%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E8%AA%B2%E9%A1%8C%EF%BC%89%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf

http://www.keishin-group.jp/keishin_fr/rdi/data/project08_02.pdf

地方都市で学ぶ高等専修学校生の経済的自立を支援する地域ネットワークシステムの構築

地域×生徒×農業－修学校を核とし相互課題を解決するネットワーク構築－

 ３．地域課題解決実践カリキュラムの開発・実証

 ４．学びのセーフティネット機能の充実強化

（１）高等専修学校と外部とのネットワーク化の推進

事業名
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5 工業（ＩＴ）／愛媛県
「職種横断型データサイエンス」教育のための 

カリキュラム・教材開発事業
学校法人河原学園　

河原電子ビジネス専門学校
https://kbc.kawahara.ac.jp/research-result/

発達障害など特別に配慮が必要な生徒の社会自立のための教育・就労支援及び卒業後の定着フォロー支援
モデル事業

高等専修学校の機能高度化に関する調査研究

事業名

様々な問題を抱える高等専修学校生が社会人として定着するための地域ネットワークシステム構築事業

高等専修学校で学ぶ生徒の自立を支援するための産学連携モデルの構築

2020年度「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」

介護／室蘭市、鴻巣市、厚木
市

地域活動による高齢者・介護支援の学習プログラムの研究開発事業
学校法人敬心学園　
職業教育研究開発センター

http://www.keishin-group.jp/keishin_fr/rdi/project.html

2


