
平成26年度「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」事業成果物一覧

分野 形態 事業名 学校名 事業サイトURL 成果報告書等URL

コンソーシ
アム

環境・エネルギー分野における中核的専門人材養成プロ
グラム開発事業

学校法人小山学園専門学校東京テクニカルカレッジ http://www.tera-house.ac.jp/c_measure/monka.html http://www.tera-house.ac.jp/pdf/conso_h26seika.pdf

環境・エネルギー分野における中核的専門人材養成プロ
グラム開発事業

学校法人小山学園専門学校東京テクニカルカレッジ http://www.tera-house.ac.jp/c_measure/monka.html http://www.tera-house.ac.jp/pdf/archi_h26seika.pdf

環境・エネルギー分野における中核的専門人材養成プロ
グラム開発事業

学校法人小山学園専門学校東京工科自動車大学校 http://www.tera-house.ac.jp/c_measure/monka.html http://www.tera-house.ac.jp/pdf/car_h26seika.pdf

コンソーシ
アム

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

国立大学法人福島大学

P.1～49
http://www.cera.fukushima-u.ac.jp/welcome/study_example_show/472

P.50～128
http://www.cera.fukushima-u.ac.jp/welcome/study_example_show/473

職域プロ
ジェクト1
（全国）

再生可能エネルギー関連分野のカリキュラム開発実証プ
ロジェクト

国立大学法人福島大学

P.1～49
http://www.cera.fukushima-u.ac.jp/welcome/study_example_show/472

P.50～128
http://www.cera.fukushima-u.ac.jp/welcome/study_example_show/473

コンソーシ
アム

農業分野における中核的専門人材養成システムの実証と
発展

公立大学法人高崎経済大学 http://www.tcue.ac.jp/research/gp/002204.html http://www.tcue.ac.jp/research/gp/002204.html

農業を中心とした新しいビジネスを創出・牽引する人材の
育成

学校法人宮崎総合学院宮崎情報ビジネス専門学校 http://www.msg.ac.jp/itaku/miyazaki/h26_agri/report/index.html

環境対応による高付加価値化を支援する農業IT人材の育
成

学校法人三橋学園船橋情報ビジネス専門学校 http://www.chiba-fjb.ac.jp/www/monka/H26/h26_Report.pdf

熊本県における実践的農業人材育成プログラムの開発と
実施

学校法人九州総合学院九州工科自動車専門学校 http://www.msg.ac.jp/itaku/kumamoto/index.html http://www.msg.ac.jp/itaku/kumamoto/h26_kyusyu_repo/report/index.html

都市部型食農分野における食農連携プログラムによる
フードビジネス人材育成

学校法人誠心学園国際フード製菓専門学校 準備中

食・農林水産分野の６次産業化人材育成に関するモデ
ル・カリキュラム実施と達成度評価の実証プロジェクト

国立大学法人山形大学 http://www.tr.yamagata-u.ac.jp/osyaberi.html
http://www.tr.yamagata-u.ac.jp/PDF/2015/h26-osyaberi_seika.pdf

http://www.tr.yamagata-u.ac.jp/PDF/2015/h26-osyaberi-gaiyo.pdf

コンソーシ
アム

国内外で活躍する植物工場における中核的専門人材の
養成 公立大学法人大阪府立大学

https://www.plant-factory.osakafu-u.ac.jp/osakafu-content/uploads/sites/161/2015/07/6報告書-コンソーシアム事業1_Part1.pdf

https://www.plant-factory.osakafu-u.ac.jp/osakafu-content/uploads/sites/161/2015/07/7報告書-コンソーシアム事業1_Part2.pdf

https://www.plant-factory.osakafu-u.ac.jp/osakafu-content/uploads/sites/161/2015/07/8報告書-コンソーシアム事業1_Part3.pdf

https://www.plant-factory.osakafu-u.ac.jp/osakafu-content/uploads/sites/161/2015/07/9報告書-コンソーシアム事業1_Part4.pdf

職域プロ
ジェクト

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 公立大学法人大阪府立大学

https://www.plant-factory.osakafu-u.ac.jp/osakafu-content/uploads/sites/161/2015/07/10報告書-職域事業1_Part1.pdf

https://www.plant-factory.osakafu-u.ac.jp/osakafu-content/uploads/sites/161/2015/07/11報告書-職域事業1_Part2.pdf

https://www.plant-factory.osakafu-u.ac.jp/osakafu-content/uploads/sites/161/2015/07/12報告書-職域事業1_Part3.pdf

環境・エネ
ルギー

職域プロ
ジェクト1
（全国）

食・農林水
産（農業）

職域プロ
ジェクト2
（地域）



分野 形態 事業名 学校名 事業サイトURL 成果報告書等URL

コンソーシ
アム

地方経済成長の一翼を担う林業再生のための人材育成
体系の構築と教育評価・普及

国立大学法人鹿児島大学 http://ace1.agri.kagoshima-u.ac.jp/agri0044/ForCon_report2014.pdf

職域プロ
ジェクト

中核的林業生産専門技術者養成プログラムの開発事業 国立大学法人鹿児島大学 http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/kra/ringyo
http://ace1.agri.kagoshima-u.ac.jp/agri0044/ForPro_report2014.pdf

http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/kra/download/h27_app_ringyou.pdf

職域プロ
ジェクト

北海道に即した中核的林業技術者養成プログラムの開発
事業

国立大学法人北海道大学 http://www.f-realize.co.jp/jinzai/ http://www.f-realize.co.jp/jinzai/dl/jinzai_04.pdf

職域プロ
ジェクト

後発林業地における経営マインドをもつ「革新的森林経
営」の担い手育成プロジェクト

国立大学法人島根大学 http://www.forest.shimane-u.ac.jp/

コンソーシ
アム

獣医療体制分野における中核的専門人材養成プログラム
開発事業

学校法人シモゾノ学園　国際動物専門学校 http://tokyo.iac.ac.jp/photos/monbu_report3.pdf

職域プロ
ジェクト1
（全国）

中核的専門人材養成としての動物看護師関連職域の調
査研究およびマネージャー養成科目の開発と検証事業

学校法人 シモゾノ学園　国際動物専門学校
http://tokyo.iac.ac.jp/photos/monbu_report4.pdf

職域プロ
ジェクト2
（地域）

獣医療体制分野における中核的専門人材養成としての動
物看護師養成プログラムの開発と検証

学校法人宮﨑学園　大阪ぺピイ動物看護専門学校 http://www.peppy.ac.jp/school/mext_report.html

コンソーシ
アム

産業動物分野における中核的専門人材養成プログラム開
発事業

国立大学法人宮崎大学 http://www.miyazaki-u.ac.jp/chukaku/ www.miyazaki-u.ac.jp/chukaku/cmswp/wp-content/uploads/2015/05/h26-report-con.pdf

職域プロ
ジェクト

産業動物学卒後教育モデルカリキュラムの開発・普及事
業

国立大学法人宮崎大学 http://www.miyazaki-u.ac.jp/chukaku/ www.miyazaki-u.ac.jp/chukaku/cmswp/wp-content/uploads/2015/05/h26-report-PJ.pdf

コンソーシ
アム

スポーツ医療・福祉スポーツ分野の中核的専門人材養成
事業

学校法人産業技術学園北海道ハイテクノロジー専門
学校

http://aoeast.jp/mext26hhtcon/

スポーツ医療の実践スキルを備えたコメディカル人材の教
育プログラム等の開発

学校法人産業技術学園北海道ハイテクノロジー専門
学校

http://aoeast.jp/mext26hhtsyo

http://aoeast.jp/mext26hhtsyo/pdf/pdf6.pdf

障害者スポーツ分野における障害者医療・福祉・教育専
門職の人材育成システムの開発プロジェクト

学校法人福田学園大阪保健医療大学 http://www.ohsu.ac.jp/about/openinfo/data/release/h26_seikagaiyou_houkoku.pdf

コンソーシ
アム

社会資源である教育機関が担う医療・福祉・健康分野の
中核的専門人材のコミュニティづくり

学校法人麻生塾専門学校麻生看護大学校 http://www.asojuku.ac.jp/iizuka/wp-content/uploads/2015/06/houkoku01.pdf

特定の活動分野の専門性を有する中核的社会福祉士の
養成

学校法人秋葉学園成田国際福祉専門学校 http://www.akibagakuen.jp/

保育分野における中核的専門人材養成等の戦略的推進
による潜在保育士の就職・再就職支援事業

学校法人三幸学園東京こども専門学校 http://www.sanko.ac.jp/pdf/share/mext_report_hoiku_h26.pdf

職域プロ
ジェクト

地域ネットワークシステムによる「相談援助力向上リトレー
ニングプログラム」の開発

学校法人濱名学院関西国際大学 http://www.kuins.ac.jp/about/gp.html

地域包括ケアシステムの実現に向けたパートナーシップ
型の訪問看護師養成事業開発

学校法人麻生塾専門学校麻生看護大学校 http://www.asojuku.ac.jp/iizuka/wp-content/uploads/2015/06/houkoku02.pdf

介護分野の外国人就業者の雇用を促進する養成プログラ
ムの開発と実施

学校法人宮崎総合学院 http://www.msg.ac.jp/itaku/miyazaki/h26_kaigo/report/img/26_kaigo.pdf

食・農林水
産（畜産）

食・農林水
産(林業)

医療・福
祉・健康
（健康） 職域プロ

ジェクト1
（全国）

職域プロ
ジェクト1
（全国）



分野 形態 事業名 学校名 事業サイトURL 成果報告書等URL

介護分野における社会人や女性の学びなおし教育プログ
ラムの開発と実証

学校法人敬心学園日本福祉教育専門学校 https://www.facebook.com/kaigo114 http://www.keishin-group.jp/keishin_fr/kyouiku/report2.pdf

保育士・幼稚園教諭に対するキャリアデザインプログラム
と新たな認定制度の開発

学校法人タイケン学園日本ウェルネススポーツ専門
学校

http://yoikippu.com/
https://www10.winget-tenma.com/public/LLGIQAYI7E0A7kwBGoNOqG0T3izc3JfR3vYALIcyx_Z4

https://www10.winget-tenma.com/public/SLhQQAKI_s0A6m8BLM1O1ywTbAfbskriUa20mN0hTw1d

超高齢社会における認知症患者に寄り添う医療・介護連
携型の中核的鍼灸専門人材の育成

学校法人後藤学園東京衛生学園専門学校 http://old.gto.ac.jp/tc_med/mki.html http://old.gto.ac.jp/tc_med/mki/seikahoukoku1.pdf

介護福祉士養成学び直しプログラムの開発と実施 学校法人清永学園金沢福祉専門学校
http://www.kaigomext.link/k-fukushi/m26/

http://www.kaigomext.link/k-fukushi/m26/pdf/pdf3.pdf

介護人材の高度化を目的とする学び直し教育プログラム
の開発と実施

学校法人河原学園河原医療福祉専門学校
http://www.kaigomext.link/kaigokawahara/m26/

http://www.kaigomext.link/kaigokawahara/m26/pdf/pdf2.pdf

コンソーシ
アム

医療・保健・福祉の現場を支える「多職種連携力」を持つ
人材育成プログラム開発事業 国立大学法人三重大学 http://ipeipw.org/ http://ipeipw.org/files/IPEconso-2014-report.pdf

職域プロ
ジェクト

在宅・地域医療における「多職種連携力」養成のための教
育プログラム開発 国立大学法人三重大学 http://ipeipw.org/ http://ipeipw.org/files/IPE2014-01_116.pdf

職域プロ
ジェクト

拠点病院における中核的専門人材の連携コーディネート
力およびマネジメント力を高める教育プログラム開発 国立大学法人三重大学 http://ipeipw.org/ http://ipeipw.org/files/IPE2-2014-report.pdf

職域プロ
ジェクト1
（全国）

診療所・中小病院で働く医療者の「多職種連携力」を高め
る教育プログラム開発

公益社団法人日本医師会
http://dl.med.or.jp/dl-med/jma/nichii/26tasyoku_study.pdf

コンソーシ
アム

食関連産業の成長と健全な食生活の普及を牽引する中
核的専門人材の育成

学校法人国際学院国際学院埼玉短期大学 http://sc.kgef.ac.jp/sangakukan.html http://sc.kgef.ac.jp/images/stories/sangakukan/2014/sangakukan_cons2.pdf

日本食材を活かした料理の制度構築と実践検証 学校法人誠心学園東京誠心調理師専門学校 準備中

寿司専攻コースの制度構築及び実践 学校法人国際学院国際学院埼玉短期大学 http://sc.kgef.ac.jp/sangakukan.html http://sc.kgef.ac.jp/images/stories/sangakukan/2014/shokuiki_prj_sushi2.pdf

産学協働による認定食育士制度の構築及び実践 学校法人国際学院国際学院埼玉短期大学 http://sc.kgef.ac.jp/sangakukan.html http://sc.kgef.ac.jp/images/stories/sangakukan/2014/shokuiki_prj_shokuiku2.pdf

コンソーシ
アム

歯科医療分野におけるグローバル専門人材養成プログラ
ム開発プロジェクト

国立大学法人広島大学 http://home.hiroshima-u.ac.jp/chukaku/index.html
http://home.hiroshima-u.ac.jp/chukaku/report/index.html

http://home.hiroshima-u.ac.jp/chukaku/report/curriculum.html

職域プロ
ジェクト

歯科医療分野におけるグローバル専門人材養成プログラ
ム開発プロジェクト

国立大学法人広島大学 http://home.hiroshima-u.ac.jp/chukaku/index.html
http://home.hiroshima-u.ac.jp/chukaku/report/index.html

http://home.hiroshima-u.ac.jp/chukaku/report/curriculum.html

コンソーシ
アム

ファッション分野における中核的専門人材養成産学コン
ソーシアム

学校法人文化学園国際ファッション産学推進機構 http://ianda.bunka.ac.jp/?page_id=69

事業報告書（事業成果編）
http://ianda.bunka.ac.jp/wp-content/uploads/2015/05/2014consortium_result.pdf

事業報告書（評価基準編）
http://ianda.bunka.ac.jp/wp-content/uploads/2015/05/2014consortium_reputation.pdf

医療・福
祉・健康
（介護・看
護・保育）

職域プロ
ジェクト2
（地域）

医療・福
祉・健康
（食・栄養） 職域プロ

ジェクト1
（全国）

医療・福
祉・健康(歯
科医療)



分野 形態 事業名 学校名 事業サイトURL 成果報告書等URL

職域プロ
ジェクト1
（全国）

ファッション産業人材育成高校連携プロジェクト　感性向上
に向けてのカリキュラム開発

学校法人文化学園文化服装学院 http://www.bunka-fc.ac.jp/PDF/2015konsoshiamu5.pdf

職域プロ
ジェクト

興隆するファッションテキスタイル産業のためのプロフェッ
ショナル育成プロジェクト

学校法人文化学園文化学園大学 http://bwu.bunka.ac.jp/outline/adoption/index.php 準備中

地域連携によるファブリックに
精通したファッションクリエーター人材育成プロジェクト

学校法人文化学園文化服装学院 http://www.bunka-fc.ac.jp/n/news/2015/05/post_353.html http://www.bunka-fc.ac.jp/PDF/2015konsoshiamu1.pdf

地方商店街を舞台とした小学生への職業体験プログラム
の構築

学校法人文化学園文化服装学院
http://www.bunka-fc.ac.jp/PDF/2015konsoshiamu2.pdf

段階的学習ユニットの提供による学び直しの機会提供と
ジョブマッチングサポート

学校法人文化学園文化服装学院 http://www.bunka-fc.ac.jp/PDF/2015konsoshiamu4.pdf

グローバルファッション人材育成カリキュラム地域普及プ
ロジェクト

学校法人文化学園文化服装学院
http://www.bunka-fc.ac.jp/PDF/2015konsoshiamu3.pdf

岡山県をモデル地区としたデニム・ジーンズ産業の中核的
クリエイター養成

学校法人第一平田学園中国デザイン専門学校 http://www.jenc.co.jp/001/h26_cdc_denim/index.html
http://www.jenc.co.jp/001/h26_cdc_denim/h26_report.pdf

http://www.24monka-itaku.net/consortium/user5_6_03_denim%20jeans%20curriculum.pdf

コンソーシ
アム

美容分野の専門人材の育成を支援する産学官連携コン
ソーシアムの組織

学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッドビューティ専門
学校

http://www.beauty-skill.net/

前半
http://www.beauty-skill.net/wp-content/uploads/2015/02/26c-seikahoukoku1.pdf

後半
http://www.beauty-skill.net/wp-content/uploads/2015/02/26c-seikahoukoku2.pdf

美容師のためのキャリア・フレームワークと教育プログラ
ムの構築およびその海外への普及

学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学
http://www.beauty-skill.net/?page_id=21

http://www.beauty-skill.net/wp-content/uploads/2015/02/26p-seikahoukoku.pdf

メイクアップ分野における中核的専門人材養成のための
プログラム開発と実証
（略称：メイクアップ　アドバンス　プロジェクト・新技術の導
入と応用）

学校法人東京安達学園専門学校東京ビジュアル
アーツ

http://www.tva.ac.jp/airbrushPJT/index.html

http://www.temptu.co.jp/MEXTPJT/2014/index.html
http://www.temptu.co.jp/MEXTPJT/2014/contentpages/proceeding/26project/26projectREPORTS.html

職域プロ
ジェクト2
（地域）

美容師のためのキャリア・フレームワークを活用したキャリ
ア形成支援の実施

学校法人大美学園大阪美容専門学校
http://www.daibi.biz/cmshp/pdf/pdf6.pdf

http://www.daibi.biz/cmshp/pdf/pdf5.pdf

コンソーシ
アム

アニメ・マンガ人材養成産学官連携事業 学校法人片柳学園日本工学院専門学校 http://amecon.jp/ 準備中

全国マンガ教育機関向け学習システム普及プロジェクト 学校法人片柳学園日本工学院専門学校 http://amecon.jp/comic/

（成果報告書については準備中）

http://amecon.jp/comic/digital_seminar.html

http://amecon.jp/comic/modelcurriculum.html

全国アニメ教育機関向け学習システム普及プロジェクト 学校法人片柳学園日本工学院専門学校 http://amecon.jp/animation/

（成果報告書については準備中）

http://amecon.jp/animation/industrial_seminar.html

http://amecon.jp/animation/industrial_seminar_prof.html

地域対応デジタルマンガ人材養成産学協同利用セン
ター・プロジェクト

学校法人片柳学園日本工学院専門学校 http://amecon.jp/comic/

（成果報告書については準備中）

http://amecon.jp/comic/digital_seminar.html

http://amecon.jp/comic/modelcurriculum.html

クリエイティ
ブ（アニメ・
漫画）

職域プロ
ジェクト1
（全国）

クリエイティ
ブ（ファッ
ション）

職域プロ
ジェクト2
（地域）

クリエイティ
ブ（美容） 職域プロ

ジェクト1
（全国）



分野 形態 事業名 学校名 事業サイトURL 成果報告書等URL

アニメ産業界内就業人材向けキャリアアップ指導サポート
プロジェクト

学校法人片柳学園日本工学院専門学校 http://amecon.jp/animation/

（成果報告書については準備中）

http://amecon.jp/animation/careerprogression.html

http://amecon.jp/animation/careerprogression_prof.html

マンガ分野において地方から発信できるグローバルな人
材育成事業

学校法人新潟総合学院国際アート＆デザイン専門学
校

http://www.art-design.ac.jp/wp-content/themes/artdesign/file/houkokusyo01.pdf

コンソーシ
アム

デザインコンソーシアム 学校法人電子学園日本電子専門学校 http://www.design-conso.com/ http://www.design-conso.com/product/

クリエイティブ分野（デザイン）の中核的専門人材養成にお
けるモデルカリキュラムの開発と評価

学校法人第一平田学園中国デザイン専門学校 http://www.cdc-de.ac.jp/info/report/

情報デザイン分野の中核的専門人材養成と新たな学習シ
ステムの構築推進プロジェクト

学校法人電子学園日本電子専門学校 http://www.design-conso.com/ http://www.design-conso.com/

専門学校及び企業のための情報デザイン能力
育成研修モデルカリキュラムの調査・開発・実証

学校法人服部学園御茶の水美術専門学校 http://www.design-conso.com/project/obc.html http://ochabi.ac.jp/senmon/2015/04/6433/

コンソーシ
アム

観光分野における中核的人材専門育成コンソーシアム事
業

学校法人浦山学園富山情報ビジネス専門学校 http://26monka-itaku.net/kanko/kanko/ http://www.bit.urayama.ac.jp/monka-itaku/

職域プロ
ジェクト

地域産業活性化のためのインバウンド観光人材育成 学校法人横浜商科大学横浜商科大学 http://www.shodai.ac.jp/mice/index.html
http://www.shodai.ac.jp/mice/report.html

http://www.shodai.ac.jp/mice/report.html

職域プロ
ジェクト

「グローバル社会のスペシャリスト育成プロジェクト」～石川の魅力をグロー
バルに発信できる人材の育成～ 石川県教育委員会 http://26monka-itaku.net/kanko/ishikawa/ 準備中

おんせん県おおいた・別府型ドリームプロジェクト 学校法人溝部学園別府溝部学園短期大学 http://www.sanet.jp/pdf/h26onsenken.pdf

富山県における中核的ホテルマン育成と単位互換制度の
構築

学校法人浦山学園富山情報ビジネス専門学校 http://26monka-itaku.net/kanko/toyama/ http://www.bit.urayama.ac.jp/monka-itaku/pdf/h26-kankou-shokuiki04.pdf

訪日外国人受け入れに対応する日本型コンシェルジュ育
成事業

学校法人穴吹学園専門学校穴吹ビジネスカレッジ
http://26monka-itaku.net/kanko/wp-content/uploads/2015/02/h26_concierge_report.pdf

http://26monka-itaku.net/kanko/wp-content/uploads/2015/02/h26_concierge_1.pdf

コンソーシ
アム

ＩＴ分野の産学連携による中核的専門人材養成の戦略的
推進

一般社団法人全国専門学校情報教育協会 http://26monka-itaku.net/it/

http://26monka-itaku.net/wp-content/uploads/2015/03/13_04_report.pdf

http://www.24monka-itaku.net/consortium/user9_IT_Skill_Standard_report.pdf

http://www.jenc.co.jp/25monka-itaku/h25_12_IT001.pdf

職域プロ
ジェクト

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

学校法人青山学院青山学院大学 http://seicho-ngi.net/ http://www.hirc.aoyama.ac.jp/topics/wp-content/uploads/2015/05/h26_chukaku_aoyama_full.pdf

スマホアプリ開発エンジニアの地域版社会人・女性の学び
直し教育プログラム開発と実証

学校法人電子学園日本電子専門学校 http://26monka-itaku.net/nihondenshi/ http://26monka-itaku.net/wp-content/uploads/2015/03/13_1_report.pdf

富山県をモデルとした地方型グローバルＩＴエンジニアの
育成

学校法人浦山学園富山情報ビジネス専門学校 http://26monka-itaku.net/toyamajoho/ http://26monka-itaku.net/toyamajoho/deliverable/

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
地域版社会人学び直し教育プログラム開発と実証

学校法人麻生塾麻生情報ビジネス専門学校 http://26monka-itaku.net/asoujoho/ http://26monka-itaku.net/wp-content/uploads/2015/03/13-3_report1.pdf

職域プロ
ジェクト2
（地域）

クリエイティ
ブ（デザイ
ン） 職域プロ

ジェクト1
（全国）

観光

職域プロ
ジェクト2
（地域）

ＩＴ



分野 形態 事業名 学校名 事業サイトURL 成果報告書等URL

クラウド・スマートデバイス時代に対応したＩＴビジネスクリ
エータの地域版社会人・女性学び直し教育プログラム開
発と実践

学校法人吉田学園吉田学園情報ビジネス専門学校 http://26monka-itaku.net/yoshidajoho/
http://26monka-itaku.net/wp-content/uploads/2015/03/13-4_report1.pdf

http://www.jenc.co.jp/25monka-itaku/h25_12-3_001.pdf

自動車組込み技術者養成のための地域版学び直し教育
プログラムの開発と実証

学校法人電波学園名古屋工学院専門学校 http://26monka-itaku.net/nagoyakougakuin/

http://26monka-itaku.net/wp-content/uploads/2015/03/13-5_report.pdf

http://26monka-itaku.net/wp-content/uploads/2015/03/13-5_Curriculum2.pdf

http://www.jenc.co.jp/25monka-itaku/h25_12-2_001.pdf

クラウド時代のＷｅｂビジネスに対応した 地域版ITビジネ
スクリエータ学び直し教育プログラム整備と実証

学校法人龍馬学園高知情報ビジネス専門学校 http://26monka-itaku.net/kouchijoho/
http://26monka-itaku.net/wp-content/uploads/2015/03/13-6_report1.pdf

http://www.jenc.co.jp/25monka-itaku/h25_12-3_001.pdf

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

学校法人岩崎学園情報科学専門学校 http://26monka-itaku.net/johokagaku/ 準備中

コンソーシ
アム

ゲーム・CG分野における産学官連携による人材育成環境
の構築

学校法人中央情報学園早稲田文理専門学校 http://www.growing-creators.jp/wp-content/uploads/2015/02/e59a788fdfbf5775e750adb515e26961.pdf

職域プロ
ジェクト2
（地域）

初心者ＣＧデザイナー向け東京版学び直しプログラム開
発実証

学校法人中央情報学園　早稲田文理専門学校 http://www.growing-creators.jp/wp-content/uploads/2015/02/37eb28b1e2abfe3aa201cf017f82aa9b.pdf

コンソーシ
アム

社会基盤分野の中核的専門人材養成プログラム開発プ
ロジェクト

学校法人片柳学園日本工学院八王子専門学校 http://www.neec.ac.jp/common/pdf/announcement/6954/report_hac.pdf

パッケージ型インフラ海外展開における中核的専門人材
養成プログラム開発プロジェクト

学校法人片柳学園日本工学院専門学校 http://www.neec.ac.jp/common/pdf/announcement/6954/report_oversea.pdf

次世代国内インフラ整備および建設IT技術における中核
的専門人材養成プログラム開発プロジェクト

学校法人片柳学園東京工科大学 http://www.neec.ac.jp/common/pdf/announcement/6954/report_teu.pdf

職域プロ
ジェクト2
（地域）

多摩地域　建設に係る地域版学び直しプログラム開発プ
ロジェクト

学校法人片柳学園日本工学院八王子専門学校 http://www.neec.ac.jp/common/pdf/announcement/6954/report_local.pdf

コンソーシ
アム

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

国立大学法人岐阜大学 http://ciam.xsrv.jp/chukaku/ http://ciam.xsrv.jp/wp-content/uploads/2014/06/e73f2c672f9b826f849873d99b513fa1.pdf

職域プロ
ジェクト

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

国立大学法人岐阜大学 http://ciam.xsrv.jp/chukaku/ http://ciam.xsrv.jp/wp-content/uploads/2014/06/7c6c93fe7aeb35b0b4458a460394a84b.pdf

職域プロ
ジェクト

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
めのカリキュラムの構築

国立大学法人長崎大学
http://ilem.jp/wp/wp-content/uploads/2015/04/chukaku_h26_2.pdf

http://hdl.handle.net/10069/35101

職域プロ
ジェクト

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

国立大学法人愛媛大学 http://cdmir.jp/lectureship/ http://cdmir.jp/lectureship/report.php

職域プロ
ジェクト

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

国立大学法人　山口大学 http://me.civil.yamaguchi-u.ac.jp/ http://me.civil.yamaguchi-u.ac.jp/images/jissihoukokusyohonnbunnPDF.pdf

職域プロ
ジェクト

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

国立大学法人長岡技術科学大学 http://cds.nagaokaut.ac.jp/me/index.html http://cds.nagaokaut.ac.jp/me/pdf/H26%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf

職域プロ
ジェクト2
（地域）

ＩＴ（ゲーム・
ＣＧ）

社会基盤
分野

職域プロ
ジェクト1
（全国）



分野 形態 事業名 学校名 事業サイトURL 成果報告書等URL

コンソーシ
アム

工業（防災都市システム学）分野における中核的専門人
材の養成

国立大学法人豊橋技術科学大学 http://www.carm.tut.ac.jp/bousai_archives/
http://www.carm.tut.ac.jp/research_report.html

http://www.carm.tut.ac.jp/H26kouza.html

職域プロ
ジェクト

工業（防災都市システム学）分野における中核的専門人
材の養成

国立大学法人豊橋技術科学大学 http://www.carm.tut.ac.jp/bousai_archives/
http://www.carm.tut.ac.jp/research_report.html

http://www.carm.tut.ac.jp/H26kouza.html

コンソーシ
アム

経理財務専門人材の養成プロジェクト 公益社団法人全国経理教育協会 準備中

職域プロ
ジェクト1
（全国）

中小企業における経営基盤強化のための中核的経理財
務専門職の養成プロジェクト

公益社団法人全国経理教育協会 準備中

記録情報管理分野の中核的グローバル専門人材養成 学校法人麻生塾麻生情報ビジネス専門学校 http://www.rim-k.jp/ http://www.rim-k.jp/cms/wp-content/themes/rim-k_jp/images/report/26th_report.pdf

総合事務人材のITスキルの強化・拡充を目的とした学び
直し教育プログラムの開発と実証

学校法人フジ学園専門学校ITカレッジ沖縄 http://www.it-college.ac.jp/wp-content/themes/it-college/file/ITC_H26_houkokusyo.pdf

コンソーシ
アム

中核的専門人材育成のためのグローバル・コンソーシア
ム

国立大学法人九州大学 http://eq.kyushu-u.ac.jp/eqgc2014/ http://eq.kyushu-u.ac.jp/eqgc2014/consortiumpage/

教育と訓練の統合的な職業教育・高等教育資格枠組みプ
ロジェクト

国立大学法人九州大学 http://eq.kyushu-u.ac.jp/eqgc2014/ https://eq.kyushu-u.ac.jp/license/

グローバル人材に向けてのリカレントなモジュール型学習
プロジェクト

国立大学法人九州大学 http://eq.kyushu-u.ac.jp/eqgc2014/ http://eq.kyushu-u.ac.jp/module/pdf/report_H26_module.pdf

双方向性を持ち統合化されたグローバル専門人材育成シ
ステムの提言とプログラムの開発

学校法人宮崎総合学院 http://www.msg.ac.jp/itaku/miyazaki/h26_global/report/index.html

介護人材養成プログラムのグローバルスタンダード構築
に向けたモジュール化プロジェクト

学校法人敬心学園日本福祉教育専門学校 http://www.keishin-group.jp/keishin_fr/kyouiku/report.pdf

職域プロ
ジェクト2
（地域）

長崎発　オーダーメード型観光地域づくり人材育成プロ
ジェクト

学校法人鎮西学院長崎ウエスレヤン大学 http://www.wesleyan.ac.jp/kankop/ http://www.wesleyan.ac.jp/kankop/#jsk

コンソーシ
アム

高等専修学校における高等教育機関と接続したモデル・
カリキュラム開発と就労支援システムの構築

学校法人大岡学園大岡学園高等専修学校 http://oooka.ac.jp/publics/download/?file=/files/content_type/type019/13/20150616092318855.pdf

実践的職業教育を推進する産学官による連携基盤の構
築

一般社団法人大阪府専修学校各種学校連合会
http://netest.jp/osenkakush26/

http://netest.jp/osenkakush26/pdf/pdf6.pdf

高等専修学校におけるＩＴ・ビジネス人材育成のための高
等教育機関との接続による実践的職業教育プログラムの
構築

学校法人郡山学院　郡山学院高等専修学校 http://www.k-gakuin.school-info.jp/common/images/H26jisseki.pdf

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

学校法人大岡学園大岡学園高等専修学校 http://oooka.ac.jp/publics/download/?file=/files/content_type/type019/14/201506160924098198.pdf

高等専修学校による調理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

学校法人石川学園大育高等専修学校
http://www.daiiku.ac.jp/pdf/h26_seikabutu.pdf

http://www.daiiku.ac.jp/pdf/kosen_seikabutsu.pdf

高等専修学校における自動車整備士養成のための産学
官連携による実践的な職業教育の構築

学校法人神須学園大阪技能専門学校 準備中

工業

経営基盤
強化

職域プロ
ジェクト2
（地域）

グローバル
職域プロ
ジェクト1
（全国）

高専連携
職域プロ
ジェクト1
（全国）



分野 形態 事業名 学校名 事業サイトURL 成果報告書等URL

服飾系高等専修学校における産学官連携による実践的
な職業教育アドバンスド・コースの研究・開発

学校法人細谷学園細谷高等専修学校 http://homepage3.nifty.com/hosoyagakuen/apparel.html http://vaca.to/hosoya/monka26_seika.pdf

航空産業
職域プロ
ジェクト

航空整備士のグローバル化に対応する育成プログラム調
査・開発事業

公立大学法人首都大学東京産業技術大学院大学 http://aiit.ac.jp/news/view/493

福島版ｰ女性の学び直し・活躍支援プログラム」の開発事
業

学校法人新潟総合学院 国際ビューティ・ファッション
専門学校

http://www.fsg-career.com/report/

保育・介護・看護分野での女性の就労促進学び直しプロ
グラム開発

公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会 https://www.women.city.yokohama.jp/chousa/manabi.pdf

再就職を目指す女性の人材育成プロジェクト～観光ビジ
ネス編～

静岡市女性会館 http://aicel21.jp/wp/wp-content/uploads/2014/07/0aa57f38e1f1bb9e426cba93b81312fb.pdf

女性の学
び直し

職域プロ
ジェクト2
（地域）


