
No 代表団体名 事業サイトURL 成果物URL 成果報告書URL

1
一般社団法人 全国専門学校情報教育
協会

https://it.30monka-itaku.net/education/ https://it.30monka-itaku.net/education/index.php/seika/
https://it.30monka-itaku.net/education/wp-
content/uploads/2019/04/1_seikahoukokusho.pdf

2
一般社団法人 JapanEntertainment開
発協会

https://jedai.growing-creators.jp/h30monka https://jedai.growing-creators.jp/h30monka https://jedai.growing-creators.jp/h31monka

3
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 http://ianda.bunka.ac.jp/?page_id=69 http://ianda.bunka.ac.jp/?page_id=69

No 分野 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 ＩＴ分野（ゲーム・ＣＧ）／北海道 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/report/

2
工業分野（情報）／東京都、埼玉県、千葉県、

神奈川県
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/h30ai-monka/
http://wbc.ac.jp/h30ai-monka/wp-
content/uploads/2019/04/H30%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%
88%90%E6%9E%9C%E7%89%A9_%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%

http://wbc.ac.jp/h30ai-monka/wp-
content/uploads/2019/02/%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%
B8%EF%BC%88%E7%AC%AC1.0%E7%89%88%EF%BC%89.pdf

3 商業実務（観光）／沖縄県
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/ http://www.csnoj.com/pdf/projectreport2019.pdf http://www.csnoj.com/pdf/projectreport2019.pdf

4 建設分野／東京都多摩地域 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

https://www.neec.ac.jp/announcement/31733/
https://www.neec.ac.jp/common/pdf/announcement/31733/01-
1.pdf
https://www.neec.ac.jp/common/pdf/announcement/31733/01-

https://www.neec.ac.jp/common/pdf/announcement/31733/01-
1.pdf
https://www.neec.ac.jp/common/pdf/announcement/31733/01-

5
マンガ・アニメ・ＩＴ・ゲーム（クリエイティ

ブ）／福島県
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

学校法人新潟総合学院
国際アート＆デザイン大学校

http://www.art-design.ac.jp/houkokusyo
http://www.art-design.ac.jp/wp-
content/themes/artdesign/file/houkokusyo_h30_2.pdf

http://www.art-design.ac.jp/wp-
content/themes/artdesign/file/houkokusyo_h30_1.pdf

6 情報・IT・電気技術・放射線測定／福島県 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
学校法人新潟総合学院
国際情報工科自動車大学校

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

7 衛生分野（訪問美容）／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

http://www.anabuki-college.net/monka-u/ http://www.anabuki-college.net/monka-u/result.php
http://www.anabuki-college.net/monka-
u/pdf/result2019.pdf

8 医療分野（訪問リハビリテーション）／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

http://www.anabuki-college.net/monka-r/ http://www.anabuki-college.net/monka-r/result.php http://www.anabuki-college.net/monka-r/pdf/result2019.pdf

9 商業実務／大阪府
大阪・観光産業のためのおもてなし人材養成（機動的な産学連携体制整備
（調査・設立）事業

学校法人エール学園 https://www.ehle.ac.jp/
https://www.ehle.ac.jp/「専修学校による地域産業中核的人
材養成事業」/

https://www.ehle.ac.jp/「専修学校による地域産業中核的人
材養成事業」/

10 文化・教養（観光）／大分県 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/about/ https://oitainbound.com/report/
https://oitainbound.com/report/pdf/torikumi_201903151646
56.pdf

11 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

http://www.morii.ac.jp/other/monbukagaku/h30/index.html http://www.morii.ac.jp/other/monbukagaku/h30/index.html http://www.morii.ac.jp/other/monbukagaku/h30/index.html

No 代表団体名 事業サイトURL 成果物URL 成果報告書URL

1 株式会社三菱総合研究所 － － －

No 分野(職業領域)/カテゴリー 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エンジニア)/企業内実習等
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

https://it.30monka-itaku.net/it-guideline/ https://it.30monka-itaku.net/it-guideline/index.php/seika/
https://it.30monka-itaku.net/it-guideline/wp-
content/uploads/2019/03/1_seikahoukokusho.pdf

2 工業(建設)/企業内実習等 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
学校法人誠和学院
専門学校日本工科大学校

http://dual-education.jp/30nendo.html http://dual-education.jp/30nendo.html http://dual-education.jp/30nendo.html

3 教育・社会福祉（保育士）/企業内実習等
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

学校法人敬心学園
日本児童教育専門学校

http://jje.ac.jp/news/8911/ http://www.keishin-group.jp/keishin_fr/kyouiku/report24.pdf

4 商業実務（医療事務）/企業内実習等 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
一般社団法人
全国専門学校教育研究会

http://www.zsenken.or.jp/monka-itaku/index.html http://www.zsenken.or.jp/monka-
itaku/2018/01/deliverables.html

http://www.zsenken.or.jp/monka-
itaku/2018/01/outline.html

5 商業実務（ホテリエ）/企業内実習等 　
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/ http://dual-hotelier.com/ http://dual-hotelier.com/

工業（ＩＴエンジニア・クリエイター）/学校内
実習等

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 https://www.jec.ac.jp/dual/h30/index.html https://www.jec.ac.jp/dual/h30/achievement.html https://www.jec.ac.jp/dual/h30/achievement.html

7
文化教養（認定動物看護師養成））/企業内実習

等
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

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

8
文化教養（デジタルコンテンツクリエイター）/

企業内実習等
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

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/dchp/ http://www.dcca.com/h30dcchp http://www.dcca.com/h30dcchp

No 事業サイトURL 成果物URL 報告書URL

1 － － －

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://30monka-itaku.net/smartcontract/ https://30monka-itaku.net/smartcontract/achievement/
https://30monka-
itaku.net/smartcontract/description/30torikumi/

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

http://www.bit.urayama.ac.jp/monka-itaku/
http://www.bit.urayama.ac.jp/monka-itaku/pdf/h30-iot03.pdf
http://www.bit.urayama.ac.jp/monka-itaku/pdf/h30-iot04.pdf http://www.bit.urayama.ac.jp/monka-itaku/pdf/h30-iot05.pdf

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://it.30monka-itaku.net/connectedhome/
https://it.30monka-
itaku.net/connectedhome/index.php/seika/

https://it.30monka-itaku.net/connectedhome/wp-
content/uploads/2019/03/05.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/

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 http://jeho.or.jp/mext/ http://jeho.or.jp/mext/pdf/report_2019.pdf http://jeho.or.jp/mext/pdf/report_2019.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/dchp/ http://www.dcca.com/h30edtechhp http://www.dcca.com/h30edtechhp

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://it.30monka-itaku.net/it-guideline/ https://it.30monka-itaku.net/it-guideline/index.php/seika/
https://it.30monka-itaku.net/it-guideline/wp-
content/uploads/2019/03/1_seikahoukokusho.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://it.30monka-itaku.net/how-system/ https://it.30monka-itaku.net/how-system/index.php/seika/
https://it.30monka-itaku.net/how-system/wp-
content/uploads/2019/04/5_h30_report_embed.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://it.30monka-itaku.net/society50/ https://it.30monka-itaku.net/society50/index.php/seika/
https://it.30monka-itaku.net/society50-security/wp-
content/uploads/2019/04/5_成果報告書（日本電子専門学校）.pdf

12 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

http://www.chuo.ac.jp/cag/monkasyojigyo/

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/wp/wp-
content/uploads/2019/04/h30seikahoukoku.pdf
http://www.waken.or.jp/wp/wp-

 http://www.waken.or.jp/wp/wp-
content/uploads/2019/04/h30seikahoukoku.pdf
http://www.waken.or.jp/wp/wp-

14 商業実務（ＡＩゲームビジネス）
ゲーム分野の先端技術活用を促進するＡＩゲーム人材育成プログラム開発
事業

学校法人 こおりやま東都学園 https://www.k-tohto.ac.jp/consginment/
https://www.k-tohto.ac.jp/wp-
content/themes/htohto/img/consignment/h30report.pdf

https://www.k-tohto.ac.jp/wp-
content/themes/htohto/img/consignment/h30report.pdf

15 商業実務（観光）
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/wordpress/wp-
content/uploads/doc/relation/okinawa-society5.pdf

https://www.tec.u-ryukyu.ac.jp/wordpress/wp-
content/uploads/doc/relation/okinawa-society5.pdf

16 工業（自動車・建設） 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/h30.html http://society5.jp/h30.html http://society5.jp/h30.html

17 IT分野 多摩地域Society5.0等対応IT教育プログラム開発事業
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/31733/ https://www.neec.ac.jp/announcement/31733/02.pdf https://www.neec.ac.jp/announcement/31733/02.pdf

18 工業・商業実務 モノづくり産業におけるイノベーティブ産業人材養成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/mext30/ https://www.jihdo.org/mext30/ https://www.jihdo.org/mext30/

19 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育成事業 公益財団法人 国際研修交流協会 http://act-f.or.jp/
http://act-f.or.jp/Disclosure/PDF/e-
sports_seikahoukoku.pdf

http://act-f.or.jp/Disclosure/PDF/e-
sports_seikahoukoku.pdf

 (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)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）

事業名

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.教育プログラムの開発

  (1)Society5.0等対応カリキュラムの開発・実証

２.産学連携手法（専修学校版デュアル教育）の開発

平成30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.産学連携体制の整備

 (1)全国版人材育成協議会の設置

事業名

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

ゲーム・ＣＧ分野中核的人材養成のための全国産学官連携協議会構築事業

ファッション分野における産官学連携人材育成協議会

 (2)地域版人材育成協議会の設置

 (3)分野縦断的な連絡調整会場の設置

事業名

専修学校における産学連携体制構築支援事業

1



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（自動車整備） 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

http://www.msg.ac.jp/itaku/kumamoto/index.html
http://www.msg.ac.jp/itaku/kumamoto/h30/kyukoo30hp.php
?syop=menu1

http://www.msg.ac.jp/itaku/kumamoto/h30/kyukoo30hp.php
?syop=menu5

2 工業（製造業） 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

http://www.jei.ne.jp/asean18/ http://www.jei.ne.jp/asean18/ http://www.jei.ne.jp/asean18/pdf/seika.pdf

3 工業（情報）
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://it.30monka-itaku.net/it-sapporo/ https://it.30monka-itaku.net/it-sapporo/index.php/seika/
https://it.30monka-itaku.net/it-sapporo/wp-
content/uploads/h30_report.pdf

4 工業（情報） 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

http://web.anabuki-net.ne.jp/acf/ http://www.anabuki-net.ne.jp/fukuyama/acf/zigyo30_info/ http://www.anabuki-net.ne.jp/fukuyama/acf/zigyo30_info/

5 工業（ＩＴ）
「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/disclosure/002-2/

https://kbc.kawahara.ac.jp/wp-
content/uploads/sites/2/2019/04/2018enquete.pdf
https://kbc.kawahara.ac.jp/wp-
content/uploads/sites/2/2019/04/2018businessmodeltext.pdf
https://kbc.kawahara.ac.jp/wp-
content/uploads/sites/2/2019/04/2018datasciencetext.pdf
https://kbc.kawahara.ac.jp/wp-
content/uploads/sites/2/2019/04/2018dataengineeringtext.pdf

https://kbc.kawahara.ac.jp/wp-
content/uploads/sites/2/2019/04/2018seikahoukoku.pdf

6 農林水産
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

国立大学法人鹿児島大学
http://ace1.agri.kagoshima-
u.ac.jp/ringyo/news/2019/04/30.html

http://ace1.agri.kagoshima-u.ac.jp/ringyo/report.html
http://ace1.agri.kagoshima-
u.ac.jp/ringyo/b74c875fd0472bfeef12a5ab1dee9aa4e96d1b0f
.pdf

7 衛生（栄養士・調理師） 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

https://koyo-gakuen.com/ https://koyo-gakuen.com/performance/
https://koyo-gakuen.com/wp/wp-
content/uploads/tsukuba2018result.pdf

8 福祉・介護 地域活動による高齢者支援・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/kyouiku/syakai.html http://www.keishin-group.jp/keishin_fr/kyouiku/report28.pdf

　http://www.keishin-
group.jp/keishin_fr/kyouiku/report29.pdf
http://www.keishin-group.jp/keishin_fr/kyouiku/report30.pdf
http://www.keishin-group.jp/keishin_fr/kyouiku/report31.pdf

9 福祉（障害者） 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/sendairihabirimext30/sendai301
.php

https://www.sendairihabiri.jp/sendairihabirimext30/pdf/senda
i30.pdf

https://www.sendairihabiri.jp/sendairihabirimext30/pdf/senda
i30.pdf

10 教育・社会福祉（障害者支援）
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
ター育成事業

一般財団法人 福祉教育支援協会 http://wess.or.jp/news/mextreport_h30se.html http://wess.or.jp/news/pdf/report_h30.pdf http://wess.or.jp/news/pdf/report_h30.pdf

11 商業実務・文化教養（留学生支援） 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://www.okisenken.or.jp/oshp/2019/03/15/h30mext_seik
a/

http://okisenken.or.jp/oshp/wp/wp-
content/uploads/2019/04/h30mext_seika1.pdf
http://okisenken.or.jp/oshp/wp/wp-

http://okisenken.or.jp/oshp/wp/wp-
content/uploads/2019/04/h30mext_seika1.pdf
http://okisenken.or.jp/oshp/wp/wp-

12 商業実務（服飾・観光） 和装産業と文化観光振興のための実践的カリキュラム開発事業
学校法人未来学園
京都文化医療専門学校

https://www.e-mirai.ac.jp/mext-projects https://www.e-mirai.ac.jp/mext-projects https://www.e-mirai.ac.jp/mext-projects

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 外国人介護福祉士
外国人介護人事を対象とする「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/zigyo_info.html https://www.kokoro.ac.jp/pdf/2019/2-0.pdf

2 中小企業における経営管理人材
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

http://www.akibagakuen.jp/pdf/a201901.pdf

▶開発報告http://www.akibagakuen.jp/pdf/a201903.pdf▶啓発活動報告
http://www.akibagakuen.jp/pdf/a201904.pdf▶付録1 eラーニング作成のため
ガイドライhttp://www.akibagakuen.jp/pdf/a201905.pdf
▶付録2 講座を実施するためのガイドライン
http://www.akibagakuen.jp/pdf/a201906.pdf
▶付録3 導入学習教材http://www.akibagakuen.jp/pdf/a201907.pdf
▶付録4 ケースタディ教材http://www.akibagakuen.jp/pdf/a201908.pdf
▶付録5 PBL教材http://www.akibagakuen.jp/pdf/a201909.pdf
▶付録6 eラーニング教材利用マュアル
http://www.akibagakuen.jp/pdf/a201910.pdf

http://www.akibagakuen.jp/pdf/a201902.pdf

3
主：日本語教師（国内）、日本語教師養成講座受講生
副：日本語教師（海外）、日本語学習者（国内外）

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
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/wp-content/themes/i-
seifu_wp/img/greeting/d1.pdf

4 中核的IT人材「ITストラテジスト」 ITエンジニアのための最新テクノロジー学び直し講座構築事業
学校法人フジ学園
専門学校ＩＴカレッジ沖縄

https://www.it-college.ac.jp/wp-content/themes/it-
college/file/ITC_H30_BusinessReport.pdf

https://www.it-college.ac.jp/wp-content/themes/it-
college/file/ITC_H30_LMSSelectionCriteriaDevelopmentSupp
ort.pdf

https://www.it-college.ac.jp/wp-content/themes/it-
college/file/ITC_H30_AchievementReport.pdf

5 理学療法士、作業療法士 リハビリ職を対象とする地域包括ケア時代の介護予防学び直し事業
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

http://www.ryukyu.ac.jp http://www.ryukyu.ac.jp http://www.ryukyu.ac.jp/report2019

6 ITエンジニア
技術者学び直し講座のモデルとなるITエンジニアを対象としたeラーニン
グ講座開設およびガイドラインの実証

学校法人大阪経理経済学園　
大阪情報コンピュータ専門学校

https://it.30monka-itaku.net/e-learning/ https://it.30monka-itaku.net/e-learning/index.php/seika/
https://it.30monka-itaku.net/e-learning/wp-
content/uploads/2019/04/3-3_seikareport.pdf

7 関連分野の技術者、再進学を志す社会人等 eラーニングを活用した科学分野学び直し講座実施モデル構築事業
学校法人重里学園
日本分析化学専門学校

http://www.bunseki.ac.jp/pdf/disclosure/gaiyou.pdf http://www.bunseki.ac.jp/pdf/disclosure/seikabutsu.pdf http://www.bunseki.ac.jp/disclosure/

8 若手の航空整備士 若手航空整備士の育成に関するモデル講座開発事業
学校法人浅野学園
国際航空専門学校

https://www.asano-kac.ac.jp/
https://www.asano-kac.ac.jp/wp-
content/uploads/2019/04/zinzai-youiku-zigyou.pdf

https://www.asano-kac.ac.jp/wp-
content/uploads/2019/04/zinzai-youiku-zigyou.pdf

9 休職中の潜在看護師 学び直し講座による潜在看護師の復職支援モデル事業
学校法人桜水会
土浦看護専門学校

http://www.tsuchiura-kango.jp/monbu/tkseika11.php http://www.tsuchiura-kango.jp/monbu/tkseika11.php http://www.tsuchiura-kango.jp/monbu/tkseika51.php

10
企業の現場マネージャクラス及び人事採用マ

ネージャ等
コンテンツ産業における高度外国人材マネジメント講座構築事業

一般財団法人
日本教育基盤財団

http://www.jei.ne.jp/hp/?page_id=237 http://jei.ne.jp/elearning30/elearning301.php http://jei.ne.jp/elearning30/elearning301.php

11
介護福祉事業における現管理者、管理者候補、

起業希望者
介護福祉事業の管理者養成に向けたeラーニング活用によるモジュール型
学修システム構築プロジェクト事業

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

12 学校教育における部活動指導に関心がある者 部活動指導員養成事業
学校法人三幸学園
東京リゾートアンドスポーツ専門学校

https://www.sanko.ac.jp/ https://www.learningware.jp/bukatsu/form/
https://www.sanko.ac.jp/pdf/share/mext_report_bukatsu_h30
.pdf

13 現役の保育者、潜在保育者
保育分野における長期就労支援に向けた環境改善・エンゲージメント向上
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

https://www.sanko.ac.jp/
https://www.sanko.ac.jp/pdf/share/mext_report_hoiku_h30.pd
f

14 教育・社会福祉（社会福祉士）
社会福祉士取得を目指す社会人学生に対する、
eラーニング活用による学びの質向上に資するプログラム開発事業

学校法人滋慶学園 東京福祉専門学校 http://www.tcw.ac.jp/disclosure-of-information/ http://www.tcw.ac.jp/disclosure-of-information/ http://www.tcw.ac.jp/disclosure-of-information/

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

http://oooka.ac.jp/publics/index/183/ https://oooka.ac.jp/publics/index/227/ https://oooka.ac.jp/publics/index/227/

2
学校法人大前学園 猪名川甲英高等学
院

https://iglp.jp/ https://iglp.jp/about-project/#enterprise-cooperation

3
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-2018.pdf http://www.musashino-higashi.org/mext-2018.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/post_noda/平成30年度　文部
科学省委託事業/

http://www.noda-kamada.ac.jp/post_noda/平成30年度　文部
科学省委託事業/

http://www.noda-kamada.ac.jp/post_noda/平成30年度　文部
科学省委託事業/

5 学校法人豊野学園 豊野高等専修学校 http://toyonogakuen.sakura.ne.jp/press/jigyojiseki.html http://toyonogakuen.sakura.ne.jp/press/jigyojiseki.html http://toyonogakuen.sakura.ne.jp/press/jigyojiseki.html

6 学校法人神須学園 大阪技能専門学校
http://www.ots.ac.jp/wp/wp-
content/uploads/2019/04/2019-03-seika.pdf

http://www.ots.ac.jp/wp/wp-
content/uploads/2019/04/2019-03-an.pdf

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://oooka.ac.jp/publics/index/183/ https://oooka.ac.jp/publics/index/228/ https://oooka.ac.jp/publics/index/228/

事業名

高等専修学校の機能高度化に関する調査研究

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－

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

高等専修学校生の社会的自立を支援する地域社会と連携したネットワークシステムの構築

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

　　②高等専修学校の機能高度化に関する調査研究

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

　(2)地域課題解決実践カリキュラムの開発・実証

　(3)eラーニングの積極活用等による学び直し講座開設等

　(4)学びのセーフティー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

2


