
【キャリア形成促進プログラム認定後の公表様式】

身に付けること
のできる能力

企業等連携
授業時数

又は単位数
※４

プログラム
修了要件

当該プログラム
ホームページ

ＵＲＬ
https://www.tohogakuen.ac.jp/movie/vfx/

（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定プログラムにおいては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映した内容を公表
することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください。

２.「直近の修了者数」、「修了者のうち就職者数」、「修了者のうち就業者数」（※２）
「直近の修了者数」、「修了者のうち就職者数」、「修了者のうち就業者数」の欄には、正規課程については公表年月日年度の前年度の実績人数を、履修証明プログラムについては公表年月日
の時点において最後に修了者を出した直近の開講時期における実績人数を記入してください。　各実績人数は、学校が把握している範囲での数字を記入してください。
「修了者のうち就職者数」の欄には、推薦プログラム修了後に推薦プログラムの対象とする職業に就職した受講者数を記入してください。
「修了者のうち継続在職者数」の欄には、推薦プログラム受講時に在職していた企業等に推薦プログラム修了時点において引き続き在職した受講者数を記入してください。

３. 認定年月日（※３）
キャリア形成促進プログラムとしての認定年月日を記入してください。初回認定の場合は空欄としてください。

４．授業時数又は単位数の表記（※４）
推薦プログラムが正規課程で時間制の場合は単位時間数、正規課程で単位制の場合は単位数、履修証明プログラムの場合は時間数を記入してください。

社会人が受講
しやすい工夫

■社会人が受講しやすい工夫の内容
夜間の開講。
一部の授業でクォーター制（4学期制）を導入している。通常は一科目を週１回受講するが、週２回受講することにより、一つの科目・アプリケーションを、短期間で集効率よく学
ぶことができる。
反転授業を取り入れている。授業前に自宅等で教科書や学習用動画を使った予習をしてもらう。その上で、授業では個々の課題を解決する等、発展的な技術を学べる。

■修了時に付与される資格等： 　無
※有の場合、資格等の詳細を記入

成績評価の
基準・方法

各科目の試験成績及び演習、実験、実習の成績は、１００点をもって最高と
し、５０点以上を合格とする。

学習の評価は、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｆをもって表し、１００～８５点をＡ、８４点～７０点を
Ｂ、６９～６０点をＣ、５９～５０点をＤ、５０点未満をＦとする。

本校において行う授業科目を履修し、試験等に合格した者には科目ごとに修
了の認定を行う。定めた時間数以上の授業科目において科目修了の認定を
受けた者には、課程修了の認定を行う。
科目修了の認定は、試験又はレポート提出によって行う。但し、実験及び実
習は平素の成績によって認定することができる。
各科目について授業日数の３分の1以上欠席した者は、その科目修了の認
定を受けることができない。
学費及び、その他教育に係る費用が未納の者は、科目修了の認定を受ける
ことができない。

カリキュラム内容

VFX・CGに関連する知識とテクニックを1年間で集中的に学ぶ。
ソフトウェアのオペレーションだけでなく、特撮技術とVFXを融合させた撮影実習を行い、そこで撮影した素材をコンポジット（合成）して、映像作品を完成させるまでの一連の過
程を学ぶ。
撮影機材・設備も充実しており、撮影スタジオ「STUDIO Dee」や4Kデジタルカメラ「SONY PXW FS-7」、コンピュータルームなど、業界標準の機材・設備も揃っている。
授業時間外でも、学校の機材を使用して授業の予習・復習や作品制作などに打ち込むことができる。
最先端のデジタルに関する知識や技術を「CGエンジニア検定対策講座」、映像や音響についての知識を「JPPA試験対策講座」「ビデオエンジニアリング」の授業で学び、業界
で認められている資格取得とともに、スキルアップをめざす。

総授業時数
又は単位数

※４

900時間
要件該当授業時
数又は単位数

※４

840時間 180時間
要件該当授業時数

/総授業時数
※４

93%

プログラムの
目的

映画（実写）のVFXを積極的に取り入れ、コンポジット（合成）について深く学べる授業を揃えている。
基本的な2D・3Dの合成や日本の特撮技術について、実習をとおして学んでいくなかで、ソフトウェアのオペレーションだけにとどまらず、
総合的にVFX技術やコンポジット作業について深く理解した、豊かな発想力のある人材を育成する。
対象を大学3年生以上、大学・短大専門学校卒業生、社会人としている。
※社会人においては、同業界、他業界問わず自身のキャリア形成のための育成を目的としている。

認定年月日※３ 平成31年1月23日

対象とする職業
の種類

コンポジター
VFXアーティスト
CGクリエイター
映像エディター
映像クリエイター

■身に付けられる知識、技術及び技能
映像、音声、編集、合成、画像処理等の基礎的な知識と技術及び撮影技術
等
グラフィックソフト（「Photoshop」「Illustrator」）や、コンポジット（合成）ソフト
（「NUKE X」「After Effects」）、3DCGソフト（「3ds Max」、「MAYA」、
「Cinema4D」）等の操作
JPPA映像音響処理技術者資格認定試験・CGエンジニア検定ベーシック等

■得られる能力
最新ソフトを使用した、画像合成・編集技術
4Kデジタルカメラ等を使用した撮影方法

開講時期

1学期　4月8日～6月7日　　　／　2学期　6月17日～8月6日
3学期　9月24日～11月28日　／　4学期　12月2日～2月4日
※2020年度は、新型コロナウィルス感染症拡大防止対応にて、1学期を5月26日から開講とし、例年の学期間休暇や夏期休暇
を大幅短縮し、授業回数を維持。なお、5月の開校前より入学者へオンラインによる対応も実施。

直近の修了者数※２ 修了者のうち就職者数※２ 修了者のうち就業者数※２

10人 7人 2人

1年

03-3378-7538

正規課程/履修証明プログラム 分野 プログラムの名称 開設年月日 生徒定員 修業年限・修業期間

正規課程 文化・教養 芸術専門課程　映画VFX専攻科 平成16年4月1日 30人

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人東放学園 昭和54年4月1日 斉藤　晃
〒168-0063
東京都杉並区和泉２－４－１

（電話）

令和2年7月20日※1
（前回公表年月日：令和元年7月31日）

東放学園映画専門学校 平成13年4月1日 関谷信浩
〒160-0023
東京都新宿区西新宿５－２５－８

（電話） 03-5333-5080

キャリア形成促進プログラムの基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

（別紙様式４）

https://www.tohogakuen.ac.jp/movie/vfx/


種別

②

③

特撮VFX撮影実習
合成を成立させるための撮影現場でのノウハウを学ぶ。絵コンテ・構図・レンズ
選び・ライティング他、様々なことを学び、グリーンバックを用いて4Kカメラでの
撮影を行う。

株式会社白組

コンポジット演習Ⅰ
企画から制作まで、VFX作品を作る全ての工程を踏襲することで、全般的な映
像制作の知識と経験を学ぶ。プロの現場を意識した進行と指導で実践力を養
う。

株式会社白組

（２）企業等と連携して行う授業における連携内容
※授業内容は方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

関連企業や外部講師を招聘し、授業内容や実習・演習の実施内容について意見交換や情報交換を行う講師会を実施。その内容を反映し、限られた期間で受講者
の教育効果を向上させる施策や課題内容を検討し、実習や演習における教育課程の充実と教育内容や学校職員の質向上に努めている。
また、就職後に現場で必要とされる人材を輩出するため、該当する業界で活躍されている企業や講師と連携し、実習・演習授業を担当して頂き、授業内容の習熟度
や課題へ取り組む姿勢、そして作品の品質などを評価の対象として、学修成果の評価を実施していただいている。

（３）実践的な方法による授業のうち、企業等と連携して行う授業の具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目につい

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。
昨年度からの改善点として、学科の主軸であるコンポジットを強化する目的から、1学期の3DCG授業を週2回から1回として、コンポジットの授業を増やしベースアップを図った。また、CGソ
フトのMayaをベースとして、新たにCinema4Dのクラスを追加して、作品制作における3DCGの要素をより簡易的に追加できるように改善を行った。VFXの主要ソフトウェアのNukeXについ
ても、新たにプロのコンポジターの方へ授業を依頼し、仕事に直結したスキルを身につけられるカリキュラムを構築し、体制を強化した。作品制作においても、過去の実績を踏まえて内容
についての指導や、主要科目の内容を連動させる事で、都度必要な知識や技術を解説し理解した上で取り組めるように進め、学生のスキルアップに繋がるように努めている。

２．「対象とする職業に関する企業等と連携して行う授業等その他の実践的な方法よる授業等が、別の定めるところによ
り、総授業時数の一定割合以上を占めていること。」関係

（１）企業等と連携して行う授業における連携の基本方針

映像の合成・編集の分野において、プロとして求められる知識や技術の基本について、企業と連携することで実際の業務に即した内容の授業を行う。

塩田 陽一 東放学園映画専門学校
学科主任

※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の➀～③のいずれに該当するか記載すること。
➀推薦プログラムが対象とする職業の属する業界全体の動向に関する知見を有する業界団体等の役職員
②推薦プログラムが対象とする職業に関連する学会や学術機関等の有識者
③推薦プログラムが対象とする職業の実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期
（年間の開催数及び開催時期）
年２回（3月、8～9月）

蒲田 直樹 東放学園映画専門学校
学務管理部長

綱取 敬 東放学園映画専門学校
学科担当

（開催日時（実績））

第１回　令和2年3月6日　14：00～16：00
第２回　令和2年3月19日　14：00～16：00　※新型コロナウィルス感染拡大防止のため延期

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

１．「対象とする職業に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教
育課程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本方針
ポストプロダクション業務の中でも特にコンポジットに関わる学習内容について、企業側が求めるスキルや習熟度について聞き取りを行い、シラバ
スの作成に反映し、第一線で活躍できる人材の育成を目指す。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記
　学校長を委員長とし、以下、教務教育部長の他、学科運営を主たる業務とする学科主任を学内の委員とし、学科が委嘱する業界企業の方と業
界関連団体に所属し、実践の環境を熟知し、あるいはそれらを俯瞰し統括する立場の方を学外の委員として構成している。
学外委員からは専門分野に関わる人材の育成に有用なご意見や改善点、新たな施策を提示して頂き、当該業界の動向や変化等について、学内
委員からは学事や学生の動向等について意見交換を行い、積極的な情報共有を図る。また、カリキュラムのあり方や授業の構成について、同業
界において求める人材像や育むべき人間性や実践力について等、これらの具体的要件に関しても意見交換や議論を行い、教育課程決定の基と
する場として位置付けている。
　当委員会の内容は、学内委員により学科毎に実施されているカリキュラム会議で発議がなされ、学科担当職員との意見交換を経て、重要度の
高い項目等から教育課程の編成に取り入れられる。反映された項目は、次回以降の同委員会でフィードバックがなされ、今後の会議運営に役立
てる事とする。以上を教育課程の編成に関する意思決定の過程としている。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿
令和２年7月31日現在

名　前 所　　　属 任期

関谷 信浩 東放学園映画専門学校
学校長

松島 司 東放学園映画専門学校
副校長　兼　教務教育部長

粟飯原 君江 日本アニメーション学会
株式会社白組　広報担当ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ／ﾃｸﾆｶﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

令和元年4月1日～令和2年3
月31日（1年）

杉木 信章 日本映像クリエイティブ 株式会社
取締役　視覚効果／ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ・ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ

令和元年4月1日～令和2年3
月31日（1年）



種別
教育・学校運営
に関する有識
者

就職先及び関
連業界関係者

高等学校教諭

卒業生

URL:https://www.tohogakuen.ac.jp

芦塚　明子 コヨーテ株式会社　企画プロデュース室 室長
平成31年4月1日～令和2年3
月31日（2年）

※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

※推薦プログラムの教育効果等に対する学校関係者評価の活用状況を具体的に明記
委員会での結果を活用し、教育活動及び学校運営の質の保証と向上に継続的に努めるための改善措置を随時行っている。委員の意見やアドバ
イスを尊重し「即対応」「計画的対応」などを検討し、可能な限り改善を行っている。（カリキュラムの改革、機材の購入、教員のスキルアップ等）特
に、時代に合わせた社会人向け教育や、卒業生の早期退職者フォローにも活かせる内容を試みている。更には本科の募集活動強化のために、提
携企業の株式会社白組と再度スペシャル体験入学を実施することにした。更には学内の学生への進学先としてもPRすべきとの意見を頂き、「VFX
ゼミ」を開講した。
（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

大津　俊明 私立立川女子高等学校　教諭
令和元年4月1日～令和3年3
月31日（2年）

村山　公士
学校法人 東放学園 元理事

　専門学校東京アナウンス学院／東放学園高等専修学校 元校長

令和元年4月1日～令和3年3
月31日（2年）

大和　靖典 アオイスタジオ株式会社
令和元年4月1日～令和3年3
月31日（2年）

※推薦プログラムの教育効果等に対する学校関係者評価の活用状況を具体的に明記
委員会での結果を活用し、教育活動及び学校運営の質の保証と向上に継続的に努めるための改善措置を随時行っている。委員の意見やアドバイスを尊重し「即
対応」「計画的対応」などを検討し、可能な限り改善を行っている。（カリキュラムの改革、機材の購入、教員のスキルアップ等）特に、時代に合わせた社会人向け教
育や、卒業生の早期退職者フォローにも活かせる内容を試みている。
具体的には、学校関係者評価委員会で指摘のあった、業界認知度／学生募集活動強化のために、学外向けには前年同様に提携企業である株式会社白組による
『VFX講座』を校内にて実施し、クリエイター志望の就職活動生に向けては、合同企業説明会に出展しＰＲ活動を継続した。学内では、初の試みとして他学科向けに
「VFXゼミ」を開講し、卒業学年の学生に対しても広報・募集活動に努めた。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
令和２年7月31日現在

名　前 所　　　属 任期

（１０）社会貢献・地域貢献 社会貢献・地域貢献の取組み、ボランティア活動の取組み

（１１）国際交流

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）学校関係者評価結果の活用状況

（７）学生の受入れ募集 学生募集活動、入学選考、学納金

（８）財務 財務基盤、予算・収支計画、監査、財務情報の公開

（９）法令等の遵守 関係法令・設置基準の遵守、個人情報保護、学校評価、情報公開

（４）学修成果 就職率、資格・免許の取得率、卒業生の社会的評価

（５）学生支援 就職等進路、中途退学への対応、学生相談、学生生活、卒業生・社会対応

（６）教育環境 施設・設備、学外実習、インターンシップ等、防火・安全管理

（１）教育理念・目標 使命、行動指針、教育方針、理念、目的、育成人材像

（２）学校運営 運営方針、事業計画、運営組織、人事・給与制度、意思決定システム、情報システム

（３）教育活動
目標の設定、教育方法・評価等、成績評価・単位認定等、資格・免許取得の指導体
制、教員・教員組織

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条の規定による評価を行い、その結果を公表しているこ
と。」「評価を行うに当たり、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針
１）教育の一層の充実を図り、学校の目的及び社会的使命を達成するため、各校における教育活動等の状況について定期的に関係者評価を行
い、随時改善を図ることを目的とする。
２）学園は充実した学校評価制度の構築に努め、各校・各部門はこれを実施する体制を整える。
３）各校・各部門は、情報公開を念頭に掲げ、より高い基準を設定し関係者評価を実行する。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名「コミュニケーション基礎研修」（連携企業等：株式会社インソース）
期間 9月1日（火）　　　対象：映画VFX専攻科専任教員
内容：コミュニケーションについての基本的な考え方や取り組みについて

（３）研修等の計画
①推薦プログラムが対象とする職業に係る実務に関する研修等

②指導力の修得・向上のための研修等

①推薦プログラムが対象とする職業に係る実務に関する研修等

研修名「Autodesk MAYA 初級トレーニング」（連携企業等：株式会社Too)
期間：随時　対象：映画VFX専攻科専任教員
内容：Autodesk MAYAのCG制作に向けた一般的な操作体系等についてのオンラインウェビナー

研修名「自閉症について」（連携企業等：NPO法人 東京都自閉症協会）
期間 3月19日（火）　　　対象：映画VFX専攻科専任教員
内容：自閉症の学生対応について専門家より、学校関係者の対応や、自閉症についての理解が深まった。

研修名「山口幸治先生のNUKEハンズオンセミナー」（連携企業等：公益財団法人画像情報教育振興協会（CG-ARTS））
期間 6月1日（土）　　　対象：映画VFX専攻科専任教員
内容：Foundry社「NukeX」の基本機能、操作方法を学ぶ教育者向けセミナー。Nukeの教育を主とした内容で、すぐに授業に活用できた。

３．「企業等と連携して、教員に対し、対象とする職業に係る実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦プログラムの教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
※研修等を教員に受講させることについて諸規定に定められていることを明記。
学校法人東放学園・就業規則・第10章 教育研修・福利厚生第56条に従い、推薦プログラムの内容に伴い、適宜企業等と連携した研修を行うもの
とする。

（２）研修等の実績

https://www.tohogakuen.ac.jp/


（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　　　）

URL:https://www.tohogakuen.ac.jp

（１０）国際連携の状況
（１１）その他

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

（７）学生納付金・修学支援 学費、奨学制度・教育ローン

（８）学校の財務 情報公開（財務情報）

（９）学校評価 情報公開（自己評価報告書、学校関係者評価報告書）

（４）キャリア教育・実践的職業教育 就職・デビュー支援

（５）様々な教育活動・教育環境 部＆クラブ活動紹介、機材・設備

（６）学生の生活支援 学生寮

（１）学校の概要、目標及び計画 基本理念、使命、行動指針、教育方針、学園概要、沿革、お問い合わせ

（２）各学科等の教育
募集学科・募集定員、募集定員・出願資格、映画ＶＦＸ専攻科、学びのポイント、
おもなカリキュラム、資格取得

（３）教職員 学園概要（校長名、教員数）

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報を提供していること。」関係

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針
認可された教育機関として、社会への説明責任を果たすとともに、教育の質保証・向上の観点から、学生、保護者、地域住民、関連業界企業等に
教育活動や学校運営の状況に関する情報を提供する。また、同窓会組織や東放学園キャリアサポートセンターと連携を図り、卒業生や企業等か
ら積極的に意見を聴取して、業界のニーズを反映した教育環境の整備や教育課程の編成に努める。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

https://www.tohogakuen.ac.jp/
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○
ビデオエンジニアリン
グ

映像や音声の基礎知識を解り易く解説し、映像信号
等の必要な基礎知識を段階的に学習する。 ○ ○

○ JPPA対策講座
JPPA映像音響処理技術者資格認定試験の内容を学
ぶ。ポストプロダクションでの業務に必要な映像音
声技術、電気や著作権等を幅広く学習する。

○ ○

○
CGエンジニア検定対策
講座

デジタル画像に関する基本知識がベースとなる資
格。画像処理の原理を理解した上でアプリケーショ
ンを操作できるようになる為に、また資格取得を目
的として学ぶ。

○ ○

○ 就職講座
希望する企業等に就職するために、自己分析や企業
研究、ビジネスマナーや面接対策、筆記試験対策等
を行う。

○ △

○ 特別講座
ポストプロダクション所属の講師から、直接業界の
話を聞くことで職業理解を深め、自身が学ぶことの
意義や目的を明確にする。

○ △ ○

○ インターンシップ
ポストプロダクションでの業務を実際に体験するこ
とで、スタッフとしてどのような能力を求められて
いるかを総合的に学習する。

○ △ ○

○ コンポジット演習Ⅰ

企画から制作まで、VFX作品を作る全ての工程を踏
襲することで、全般的な映像制作の知識と経験を学
ぶ。プロの現場を意識した進行と指導で実践力を養
う。

△ ○ ○ △

○ コンポジット演習Ⅱ
数名でチームを組んで1つの作品を制作するグルー
プワーク。分業やスケジュール管理等、プロとして
必要なスキルも学習する。

△ ○ △ ○

○ 特撮VFX撮影実習

合成を成立させるための撮影現場でのノウハウを学
ぶ。絵コンテ・構図・レンズ選び・ライティング
他、様々なことを学び、グリーンバックを用いて4K
カメラでの撮影を行う。

○ ○ △ △

○ グラフィックソフト
編集業務で必須の画像処理ソフトウェア、Adobe
PhotoshopとIllustratorの基本的な使用法を理解
し、2D合成で必要なスキルを身に付ける。

○

○
デジタルコンポジット
Ⅰ

映像制作の代表的なソフトウェア、 Adobe After
Effectsの基本操作を習得し、素材の扱い方や基本
的なオペレーションに習熟することを目指す。

○ △ ○

○
デジタルコンポジット
Ⅱ

After Effectsの基本操作をベースとして、Foundry
NUKEを使用したコンポジットの基本操作を学習し、
合成の知識や技術を深める。

○ △ ○

○
デジタルコンポジット
Ⅲ

NUKEの基礎的な操作方法から始め、AfterEffectsで
行ったマスク・キーイング・トラッキング等の作業
をNukeで行い理解を深めると共に、授業内での課題
制作も行う。

○ △ ○

○
デジタルコンポジット
Ⅳ

NUKEの3DコンポジットやマルチチャンネルEXR等の
扱いを学ぶ。より実践的なコンポジットワークを経
験することで技術の向上を目指す。

○ △ ○

○ 3DCGⅠ
3DCGソフトAutodesk Mayaの基本操作を学ぶ。基本
的な概念からモデリング＞マテリアル＞テクスチャ
＞アニメーションについての流れを理解する。

○ △ ○

○ 3DCGⅡ
3DCGⅠで学んだことをベースに、より実践的な課題
を行うことで作品クオリティの向上を目指す。実写
プレートに合わせたCG制作等を中心に授業を行う。

○ △ ○

○ 3DCGⅢ

ライティング、マテリアル、テクスチャについて更
に深く学び、最終的な出力としてArnoldレンダラー
について詳細に学び、映像作品の品質向上につな
げ、コンポジターに必要なデータの取り扱いについ
て学ぶ。

○ △ ○

○ 3DCGⅣ

3DCGで制作可能な破壊系のパーティクル制作につい
てや、シュミレーション系の機能について重点的に
学び、コンポジットに必要なエフェクト作成を可能
にする。

○ △ ○

60

900 840

（留意事項）
１　申請するプログラムで受講可能な全ての科目について記入すること。
２　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、主たる
方法について「○」を付し、その他の方法について「△」を付すこと。
３　一の授業科目について、企業連携、グループワーク、実務家授業、インターンシップのうち二以上の方法の併用により行
う場合については、主たる方法について「○」を付し、その他の方法について「△」を付すこと。

４　実践的授業方法の種別については、実施要項の３（６）の➀～④の要件に該当する授業科目について○又は△を付すこ
と。
５　授業時数/単位数については、推薦プログラムが正規課程で時間制の場合は単位時間数、正規課程で単位制の場合は単位
数、履修証明プログラムの場合は時間数を記入してください。

６　合計授業時数/単位数については、受講者が受講可能な全ての科目（必修・選択必修・自由選択を問わない）の合計単位
時間数等を記入すること。

７　要件該当授業時数/単位数については、企業連携、グループワーク、実務家授業、インターンシップのいずれかに該当す
る科目の合計単位時間数等を記入すること。

合計授業時数/単位数 要件該当授業時数/単位数

60

60

30

30

30

60

60

授業科目等の概要

分類

授業科目名 授業科目概要
授業時
数/単位

数

授業方法 実践的授業方法の種

30

30

30

30

30

90

90

90

30

60


