
（１）教育プログラム等の開発

　①ｅラーニングの積極活用等による学び直し講座開設等

代表団体 事業サイト 成果物 報告書

【介護施設】　アンケート調査票

https://www.kokoro.ac.jp/pdf/2018/pdf3.pdf

【養成施設】　アンケート調査票

https://www.kokoro.ac.jp/pdf/2018/pdf4.pdf

調査①eラーニングを用いた社会人教育事例

https://www.akibagakuen.jp/pdf/a201803.pdf

調査②経営管理人材の要件に関する調査 報告

https://www.akibagakuen.jp/pdf/a201804.pdf

調査③成功事例・失敗事例

https://www.akibagakuen.jp/pdf/a201805.pdf

学校法人清風明育社
清風情報工科学院

http://i-seifu.jp/wp-content/themes/i-seifu_wp/img/greeting/d1.pdf

　②地域版学び直し教育プログラム等の開発・実証

分野 事業名 代表団体 事業サイト 成果物 報告書

住環境エネルギー講座‐愛知版 

http://www.tera-house.ac.jp/pdf/h29_%EF%BD%8A_aichi.pdf

新省エネ基準・住宅省エネルギー技術者講座‐愛知版

http://www.tera-house.ac.jp/pdf/h29_new_aichi.pdf

住環境エネルギー講座‐大阪版 

http://www.tera-house.ac.jp/pdf/h29_%EF%BD%8A_osaka.pdf

新省エネ基準・住宅省エネルギー技術者講座‐大阪版

http://www.tera-house.ac.jp/pdf/h29_new_osaka.pdf

住環境エネルギー講座‐東京版

http://www.tera-house.ac.jp/pdf/h29_%EF%BD%8A_tokyo.pdf

新省エネ基準・住宅省エネルギー技術者講座‐東京版

http://www.tera-house.ac.jp/pdf/h29_new_tokyo.pdf

次世代自動車 エキスパート概論（基礎編）

http://jisedai-jidosha.com/images/29/pdf/h29_8-1foundation.pdf

次世代自動車 エキスパート概論（応用編）

http://jisedai-jidosha.com/images/29/pdf/h29_8-2application.pdf

農業IT人材育成テキスト（IoT編）

https://www.chiba-fjb.ac.jp/www/monka/H29/h29_Report02.pdf

農業IT人材育成テキスト（農業IT編）

https://www.chiba-fjb.ac.jp/www/monka/H29/h29_Report03.pdf

食・農林水産
(畜産）

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

学校法人工藤学園
愛犬美容看護専門学校

http://www.h-aiken.com/pdf/h29_itaku/h29_houkoku.pdf

医療・福祉・健康（健康）
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

学校法人福田学園
大阪保健医療大学

https://www.ohsu.ac.jp/about/disclosure/release/

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
学校法人秋葉学園
千葉情報経理専門学校

https://www.akibagakuen.jp/

https://www.akibagakuen.jp/pdf/a201802.pdf

https://www.akibagakuen.jp/pdf/a201801.pdf

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

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」成果物一覧

事業名

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
学校法人岩永学園
こころ医療福祉専門学校

https://www.kokoro.ac.jp/zigyo_info.html https://www.kokoro.ac.jp/pdf/2018/pdf2.pdf

環境・
エネルギー

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

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/h29_seika.pdf

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
学校法人誠和学院
日本工科大学校

http://jisedai-jidosha.com/29nendo/29index.html http://jisedai-jidosha.com/29nendo/29index.html

https://www.chiba-fjb.ac.jp/www/monka/H29/h29_Report01.pdf

http://www.h-aiken.com/h29_itaku.html

https://www.ohsu.ac.jp/about/disclosure/release/data/h29_seikagaiyou_houkoku.pdf

食・農林水産
(農業）

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/

http://i-seifu.jp/seifu/



代表団体 事業サイト 成果物 報告書事業名

①ケース教材（チームケアマネージメントスキル）

https://www.akibagakuen.jp/pdf/n201803.pdf

②実証講座配付教材・資料NO1～NO3

https://www.akibagakuen.jp/pdf/n201804.pdf

③実証講座配付教材・資料NO4～NO6①縦

https://www.akibagakuen.jp/pdf/n201805.pdf

④実証講座配付教材・資料NO4～NO6②縦

https://www.akibagakuen.jp/pdf/n201806.pdf

⑤実証講座配付教材・資料NO7-2up

https://www.akibagakuen.jp/pdf/n201806.pdf

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

学校法人新井学園
赤門会日本語学校

https://www.akamonkai.ac.jp/file/2018_Report.pdf

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

学校法人河原学園
河原医療福祉専門学校

https://iryoufukushi.kawahara.ac.jp/disclosure/002-2/

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

学校法人三幸学園
東京未来大学福祉保育専門学校

http://www.sanko.ac.jp/news/article/561/ http://semi.kirameku-care.jp/ps/Default.aspx http://www.sanko.ac.jp/pdf/share/mext_report_kaigo_h29.pdf

保育リーダー養成ガイドブック

http://docs.wixstatic.com/ugd/a14a0e_4b3c86849cbb42b0bdc5e2a748539abb.pdf

ガイドライン・シラバス・成果報告書

http://docs.wixstatic.com/ugd/a14a0e_d462981a7d3a435baf30fe0bd5423ae6.pdf

モデルカリキュラムのシラバス

http://docs.wixstatic.com/ugd/a14a0e_0dce5abac1d044e993b74b053f582e77.pdf

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

学校法人清永学園
金沢福祉専門学校

http://www.k-fukushi.ac.jp/research/ http://www.k-fukushi.ac.jp/h29monkasyou/ http://www.k-fukushi.ac.jp/h29monkasyou/

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

学校法人三幸学園
東京こども専門学校

http://www.sanko.ac.jp/news/article/561/ https://semi.momoiku.jp/ps/Default.aspx http://www.sanko.ac.jp/pdf/share/mext_report_hoiku_h29.pdf

医療・福祉・健康
（医療）

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

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

http://www.ryukyu.ac.jp

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

学校法人第一平田学園
中国デザイン専門学校

http://www.ryukyu.ac.jp/report2018 http://it.29monka-itaku.net/chugoku-design/index.php/seika/ http://www.ryukyu.ac.jp/wp-content/themes/ryuriha/pdf/report29_all.pdf

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
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/wp-content/uploads/2018/02/2017e-learning_report.pdf

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

学校法人ミクニ学園
大阪文化服装学院

https://www.osaka-bunka.com/about/hyouka.html

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

学校法人河原学園
河原ビューティモード専門学校

https://beauty.kawahara.ac.jp/disclosure/002-2/

美容サロンの競争力を高める美容HRM人材養成プログラムの開発と実証
学校法人大美学園
大阪美容専門学校

http://www.daibi.ac.jp/about/report

クリエイティブ
（ｱﾆﾒ・漫画）

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

学校法人国際総合学園
国際アート＆デザイン大学校

http://www.art-design.ac.jp/houkokusyo

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

学校法人河原学園
河原デザイン・アート専門学校

https://idea.kawahara.ac.jp/disclosure/002-2/

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

学校法人服部学園
御茶の水美術専門学校

http://www.ochabi.ac.jp/senmon/designartthinking/ https://senmon.ochabi.ac.jp/designartthinking/report07.html http://www.ochabi.ac.jp/senmon/designartthinking/pdf/h29_designartthinking.pdf

顧客創造のためのドリル教材の開発と実証

http://29itaku-tym.sakura.ne.jp/kanko_2018/pdf/seika/seika_houkokusho.pdf

顧客創造のためのドリル教材の開発と実証　Teachher's Guide

http://29itaku-tym.sakura.ne.jp/kanko_2018/pdf/seika/seika_houkokusho2.pdf

顧客創造をテーマとしたワキングホリデプロラムの開発 顧客創造をテーマとしたワキングホ
リデプロラムの開発

http://29itaku-tym.sakura.ne.jp/kanko_2018/pdf/seika/seika_houkokusho4.pdf

顧客創造をテーマとしたワキングホリデプロラムの開発 顧客創造をテーマとしたワキングホ
リデプロラムの開発 Teacher's Guide

http://29itaku-tym.sakura.ne.jp/kanko_2018/pdf/seika/seika_houkokusho5.pdf

就業・就職に向けたフォローアップ研修グラムの開発

http://29itaku-tym.sakura.ne.jp/kanko_2018/pdf/seika/seika_houkokusho6.pdf

顧客創造のためのドリル教材　実証授業

http://29itaku-tym.sakura.ne.jp/kanko_2018/pdf/seika/seika_houkokusho8.pdf

http://ianda.bunka.ac.jp/?page_id=69
クリエイティブ

（ﾌｧｯｼｮﾝ）

クリエイティブ
（美容）

クリエイティブ
（デザイン）

http://29itaku-tym.sakura.ne.jp/kanko_2018/pdf/seika/seika_houkokusho7.pdf

http://docs.wixstatic.com/ugd/a14a0e_3bfce6257f944e898cdb5429ee811d62.pdf

医療・福祉・健康
（介護・看護）

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

学校法人秋葉学園
成田国際福祉専門学校

https://www.akibagakuen.jp/ https://www.akibagakuen.jp/pdf/n201802.pdf

https://www.akamonkai.ac.jp/

https://iryoufukushi.kawahara.ac.jp/wp-content/themes/original-theme-emw/files/h29_report_iryofukushi_02.pdf

観光
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

学校法人浦山学園
富山情報ビジネス専門学校

http://29itaku-tym.sakura.ne.jp/kanko_2018/index.html

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

http://gennin.wixsite.com/hoiku/blank-3

医療・福祉・健康
（保育）

http://www.osaka-bunka.com/pdf/monkasyo_itakuhoukoku29.pdf

https://beauty.kawahara.ac.jp/wp-content/themes/original-theme-beauty/files/h29_report_beauty.pdf

http://www.ryukyu.ac.jp/report2018

http://www.daibi.ac.jp/wp/wp-content/themes/daibi2015/pdf/29_A2.pdf

http://www.art-design.ac.jp/wp-content/themes/artdesign/file/houkokusyo_h29_1.pdf

https://idea.kawahara.ac.jp/wp-content/themes/original-theme-idea/files/h29_report_idea.pdf



代表団体 事業サイト 成果物 報告書事業名

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

一般社団法人
全国専門学校情報教育協会

http://it.29monka-itaku.net/invite-bigdata/ http://it.29monka-itaku.net/invite-bigdata/index.php/seika/ http://it.29monka-itaku.net/invite-bigdata/wp-content/uploads/2018/03/4-outcome_report.pdf

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

一般社団法人
全国専門学校情報教育協会

http://it.29monka-itaku.net/industry-itengineer/ http://it.29monka-itaku.net/industry-itengineer/index.php/seika/ http://it.29monka-itaku.net/industry-itengineer/wp-content/uploads/2018/03/3-4.pdf

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

学校法人麻生塾
麻生情報ビジネス専門学校

http://it.29monka-itaku.net/asoh-information/ http://it.29monka-itaku.net/asoh-information/index.php/seika/ http://it.29monka-itaku.net/asoh-information/index.php/gijiroku/

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://isc.iwasaki.ac.jp/monka_itaku/H29seikahoukoku_chukaku.pdf

地域IT産業振興のためのＩＴアーキテクト育成事業
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/disclosure/002-2/

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

学校法人電子学園
日本電子専門学校

http://it.29monka-itaku.net/denshi-app/ http://it.29monka-itaku.net/denshi-app/index.php/seika/ http://it.29monka-itaku.net/denshi-app/wp-content/uploads/2018/03/3_Business_report.pdf

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

学校法人電子学園
日本電子専門学校

http://it.29monka-itaku.net/denshi-engineer/ http://it.29monka-itaku.net/denshi-engineer/index.php/seika/ http://it.29monka-itaku.net/denshi-engineer/wp-content/uploads/2018/03/6-4.pdf

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

学校法人吉田学園
吉田学園情報ビジネス専門学校

http://it.29monka-itaku.net/yoshida-cloud/ http://it.29monka-itaku.net/yoshida-cloud/index.php/seika/ http://it.29monka-itaku.net/yoshida-cloud/wp-content/uploads/2018/03/03.pdf

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

学校法人龍馬学園
高知情報ビジネス＆フード専門学校

http://it.29monka-itaku.net/kochi-biz-food/ http://it.29monka-itaku.net/kochi-biz-food/index.php/seika/ http://it.29monka-itaku.net/kochi-biz-food/wp-content/uploads/2018/03/7_Outcome_report.pdf

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

学校法人国際総合学園
新潟コンピュータ専門学校

http://www.growing-creators.jp/h29ncc/ http://www.growing-creators.jp/h29ncc/事業の成果物/
http://www.growing-creators.jp/h29ncc/wp-content/uploads/sites/13/2018/02/H29中核報告書
NCC%EF%BC%88第1.0版%EF%BC%89.pdf

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

学校法人中央情報学園
早稲田文理専門学校

http://www.growing-creators.jp/h29monka/ http://www.growing-creators.jp/h29monka/事業成果物/
http://www.growing-creators.jp/h29monka/wp-content/uploads/sites/12/2018/02/H29中核報告
書WBC（第1.2版）.pdf

（実証講座テキスト）建築とプログラミング講座

http://www.neec.ac.jp/common/pdf/announcement/27889/02-01.pdf

（実証講座テキスト）ｅ－ラーニング 建築士講座

http://www.neec.ac.jp/common/pdf/announcement/27889/02-02.pdf

（実証講座テキスト）可視化実証講座

http://www.neec.ac.jp/common/pdf/announcement/27889/01-01.pdf

（実証講座テキスト）中級者向け BIM技術講座

http://www.neec.ac.jp/common/pdf/announcement/27889/01-02.pdf

（実証講座テキスト）スマート技術講座（建築）

http://www.neec.ac.jp/common/pdf/announcement/27889/01-03.pdf

（実証講座テキスト）スマート技術講座（家電）

http://www.neec.ac.jp/common/pdf/announcement/27889/01-04.pdf

アドバンスレベル テキスト

http://www.keishin-group.jp/keishin_fr/kyouiku/report15.pdf

Advanced Level Textbook　for Leaders of the Long-Term Care

http://www.keishin-group.jp/keishin_fr/kyouiku/report16.pdf

介护领导者　必修教材

http://www.keishin-group.jp/keishin_fr/kyouiku/report17.pdf

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

http://www.wesleyan.ac.jp/kankop/data/jigyouhoukoku2018.pdf

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

国立大学法人九州大学 https://rteq.kyushu-u.ac.jp/

代表団体 事業サイト 成果物 報告書

 ICT教材　ビジネスマナー

http://oooka.ac.jp/publics/index/206/

ICT教材　情報倫理

http://oooka.ac.jp/publics/index/207/

 ICT教材　簿記会計

http://oooka.ac.jp/publics/index/205/

社会基盤

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

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

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/announcement/27889/

http://www.neec.ac.jp/announcement/27889/

https://kbc.kawahara.ac.jp/wp-content/themes/original-theme-kbc/files/h29_kbc_report.pdf

http://www.keishin-group.jp/keishin_fr/kyouiku/syakai.html http://www.keishin-group.jp/keishin_fr/kyouiku/report18.pdf

http://rteq.kyushu-u.ac.jp/etc/document_Vol.16.pdf

　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

事業名

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 学校法人大岡学園　大岡学園高等専修学校 http://oooka.ac.jp/publics/index/203/

http://www.neec.ac.jp/common/pdf/announcement/27889/01.pdf

グローバル

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

学校法人敬心学園
日本福祉教育専門学校

ゲーム・CG

http://www.neec.ac.jp/common/pdf/announcement/27889/02.pdf

ＩＴ

http://isc.iwasaki.ac.jp/monka_itaku/index.html

http://www.wesleyan.ac.jp/kankop/

http://oooka.ac.jp/files/lib/6/125/201803100938442287.pdf



代表団体 事業サイト 成果物 報告書事業名

学校法人国際共立学園　国際理容美容専門
学校

http://krb.education/fy2017-report/ http://krb.education/category/outcomes/fy2017/ http://krb.education/wp/wp-content/uploads/2017/02/平成29年度_成果報告書.pdf

レクリエーション　講義・実習用 副教材

http://anjyo-sf.sakura-g.ac.jp/images/data/seikabutu_1_29.pdf

福祉分野実習ノート　「レクリエーション実習」

http://anjyo-sf.sakura-g.ac.jp/images/data/seikabutu_2_29.pdf

学校法人大美学園　大阪美容専門学校 http://www.daibi.ac.jp/about/report

指導マニュアル

http://www.fsg-hi.jp/digital-contents/pdf/h29guidance_manual.pdf

支援プログラムハンドブック（一般研修用）

http://oooka.ac.jp/files/lib/6/126/201803100939376911.pdf

支援プログラムハンドブック

http://oooka.ac.jp/files/lib/6/127/201803100940301613.pdf

『混合教育のモデルカリキュラム集』

http://www.musashino-higashi.org/mext-201702.pdf

『障害ある人への理解教育のためのカリキュラム（中学生対象）』

http://www.musashino-higashi.org/mext-201703.pdf

『障害ある人への理解教育のためのカリキュラム（高等専修学校生・高校生対象）』

http://www.musashino-higashi.org/mext-201704.pdf

『ワークシート教材』

http://www.musashino-higashi.org/mext-201705.pdf

学校法人武蔵野東学園　武蔵野東高等専修
学校

http://www.musashino-higashi.org/mext.htm http://www.musashino-higashi.org/mext-movie.mp4 http://www.musashino-higashi.org/mext-201706.pdf

（２）産学連携手法（専修学校版デュアル教育）の開発

　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)

代表団体 事業サイト 成果物 報告書

ＩＴ分野デュアル教育（企業内実習）ガイドライン

http://it.29monka-itaku.net/it-guideline/wp-content/uploads/2018/03/01.pdf

調 査 報 告

http://it.29monka-itaku.net/it-guideline/wp-content/uploads/2018/03/03.pdf

学校法人誠和学院
専門学校日本工科大学校

http://dual-education.jp/29nendo.html http://dual-education.jp/pdf/guidelines.pdf http://dual-education.jp/29nendo.html

学校法人中央情報学園
早稲田文理専門学校

http://www.growing-creators.jp/h29dual/
http://www.growing-creators.jp/h29dual/wp-content/uploads/sites/14/2018/06/操作手
引書（第1版）.pdf

http://www.growing-creators.jp/h29dual/wp-content/uploads/sites/14/2018/06/報告書（第1版）
H29デュアル.pdf

学校法人敬心学園
日本児童教育専門学校

http://jje.ac.jp/news/7379

一般社団法人
全国専門学校教育研究会

http://www.zsenken.or.jp/training/ http://www.zsenken.or.jp/training/pdf/medical_workshop.pdf http://www.zsenken.or.jp/training/pdf/medical_guideline.pdf

学校法人国際ビジネス学院金沢
国際ホテル&ブライダル専門学校

http://dual-hotelier.com/wp-content/themes/wp_dual/documents/20180621/01_doc20180621_01.pdf

事業の成果

http://www.jec.ac.jp/dual/h29/achievement.php

プレゼンテーション資料(PDF)

http://www.jec.ac.jp/dual/h29/img/itguide.pdf

学校法人国際総合学園　国際アート＆デザイ
ン大学校高等課程

http://www.fsg-hi.jp/digital-contents/outline.html http://www.fsg-hi.jp/digital-contents/pdf/h29project_report.pdf

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

学校法人大岡学園　大岡学園高等専修学校 http://oooka.ac.jp/publics/index/183/ http://oooka.ac.jp/files/lib/6/128/201803100941257008.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
－地域版教育プログラムの開発・検証－

学校法人さくら学園　安城生活福祉高等専修
学校

https://anjyo-sf.sakura-
g.ac.jp/school_information/monbukagakushou_itakujigyou

http://anjyo-sf.sakura-g.ac.jp/images/data/seikahoukokusho_29.pdf

http://www.daibi.ac.jp/wp/wp-content/themes/daibi2015/pdf/outcome_b.pdf

http://www.keishin-group.jp/keishin_fr/kyouiku/report21.pdf

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

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
学校法人電子学園
日本電子専門学校

http://www.jec.ac.jp/dual/h29/index.php http://www.jec.ac.jp/dual/h29/img/h29seika.pdf

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

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 http://dual-hotelier.com/

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を作成

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

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

事業名

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
一般社団法人
全国専門学校情報教育協会

http://it.29monka-itaku.net/it-guideline/ http://it.29monka-itaku.net/it-guideline/wp-content/uploads/2018/03/02.pdf

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

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

学校法人武蔵野東学園　武蔵野東高等専修
学校

http://www.musashino-higashi.org/mext.htm http://www.musashino-higashi.org/mext-201701.pdf

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

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



代表団体 事業サイト 成果物 報告書事業名

一般社団法人全国動物教育協会 http://www.zendoukyou.com/

実態調査

http://www.dcc-a.com/h29dcchp/h29dcchp2.php

ガイドライン作成に向けた検討

http://www.dcc-a.com/h29dcchp/h29dcchp3.php

　①全国版人材育成協議会の設置

分野 事業名 代表団体 事業サイト 成果物 報告書

工業分野（IT）
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

一般社団法人
全国専門学校情報教育協会

http://it.29monka-itaku.net/it-industry/ http://it.29monka-itaku.net/it-industry/index.php/seika/ http://it.29monka-itaku.net/it-industry/wp-content/uploads/2018/03/01.pdf

工業分野（ゲーム・ＣＧ分野）
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

一般社団法人
Ｊａｐａｎ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ開発協会

https://jedai.growing-creators.jp/h29monka
https://jedai.growing-
creators.jp/h29monka/%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%99%e3%82%8b%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e7%
ad%89/

https://jedai.growing-creators.jp/h29monka/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/産学JEDAI報告
書（第1.0版）.pdf

　②地域版人材育成協議会の設置

分野 事業名 代表団体 事業サイト 成果物 報告書

ＩＴ分野（ゲーム・ＣＧ）
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

学校法人吉田学園
吉田学園情報ビジネス専門学校

https://hokkaido-digital-entertainment.org/ https://hokkaido-digital-entertainment.org/report/ https://hokkaido-digital-entertainment.org/pdf/20180413_3.pdf

工業分野（情報）
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

学校法人中央情報学園
早稲田文理専門学校

http://wbc.ac.jp/h29ai-monka/
http://wbc.ac.jp/h29ai-
monka/%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%97%e3%81%9f%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e7%ad%89/

http://wbc.ac.jp/h29ai-monka/wp-content/uploads/2018/03/産学WBC報告書（第1.2版）.pdf

商業実務（観光）
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

特定非営利活動法人
キャリア・サポート・ネット・おきなわ

http://www.csnoj.com/

建設分野
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

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/announcement/27889/ http://www.neec.ac.jp/common/pdf/announcement/27889/03-01.pdf http://www.neec.ac.jp/common/pdf/announcement/27889/03.pdf

マンガ・アニメ・ＩＴ・ゲーム（クリエイ
ティブ）

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
学校法人国際総合学園
国際アート＆デザイン大学校

http://www.art-design.ac.jp/houkokusyo

情報・IT・電気技術・放射線測定 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
学校法人国際総合学園
国際情報工科自動車大学校

http://wiz.ac.jp/report/

※　成果物が成果報告書に含まれている場合は成果報告書が掲載されているURLのみを記載しています。

※　事業サイトのページに成果物一覧が掲載されている場合は事業サイトURLのみを記載しています。

http://wiz.ac.jp/wiz/wp-content/themes/WiZ/assets/pdf/h29_drone3.pdf

http://www.dcc-a.com/h29dcchp/h29dcchp0.php
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

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

http://www.csnoj.com/pdf/projectreport2018_v4.pdf

http://www.art-design.ac.jp/wp-content/themes/artdesign/file/houkokusyo_h29_2.pdf

http://www.zendoukyou.com/pdf/2018.2monkashou.pdf

（３）産学連携体制の整備

http://www.dcc-a.com/h29dcchp/pdf/pdf0.pdf


