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令和元年度 大学教員の企業現場研修 開催要項 

 

 

１．開催日 

① 日本電気株式会社       令和 2年 2月 18日（火） 

② 株式会社日立製作所      令和 2年 2月 25日（火） 

     ③ 株式会社内田洋行       令和 2年 3月  4日（水） 

④ 富士通株式会社        令和 2年 3月  5日（木） 

 

２．開催内容（プログラム） 

開催内容、申込み用紙は、12月中旬に以下のＵＲＬに掲いたします。 

http://www.juce.jp/sangakurenkei/genbakensyu2019 

※１ 会場のご案内、詳細スケジュールは申し込み後にご案内いたします。 

※２ 研修の内容は変更させていただく場合がありますのでご了承願います。 

※３ 研修会場内での飲食は出来ません。（蓋の出来るペットボトル飲料は可) 

 

３．申込み方法 

別紙申込用紙にて各開催日の 1週間前までに FAX又はメールでお申込み下さい。 

※ 定員に達するまで先着順で受付いたします。 

・ ＦＡＸでのお申込み ： (03)3261-5473へお送り下さい。 

・ メールでのお申込み ： info@juce.jpにお送りください。 

 

４．問合せ先 

公益社団法人私立大学情報教育協会 事務局 森下 幸平 

  〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-1-14 九段北 TLビル 4階 

  TEL: 03-3261-2798 / FAX: 03-3261-5473  morishita@juce.jp 
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日本電気株式会社の協力による大学教員の企業現場研修 

                

１. 研修テーマ ：  社会価値創造企業における人材育成・人財確保を現場で学ぶ  

２．研修目的   ： 本研修では、社会に貢献し、新たな価値を社会とともに創造していくＮＥＣの技

術開発や、それを支える人財育成について紹介します。また、若手社員との交流を

通じて大学教育に求められる学びについて考えるきっかけづくりとします。 

３．研修企業 ：  日本電気株式会社 

４．開催時期 ：  令和 2年 2月 18日（火）13：30～17：30（13：00 受付開始） 

５．開催場所 ：  ＮＥＣ本社ビル 

〒108-8001 東京都港区芝 5-7-1 
都営地下鉄「三田」駅 「A10」出口徒歩 1分、ＪＲ「田町」駅徒歩 5分 

６．募集人数 ：  20名 

７．参 加 費 ：  無料 

― プロ グ ラ ム ― 

13：30 

1．NECの事業概要と働き方改革の紹介   

近い将来、このデジタル技術が社会や生活の隅々に浸透し、人はそれを無意識に使うよう

になるでしょう。そのようなデジタルの時代に向けた NECの事業での取り組みをご紹介する

とともに、その時代に向けた働き方改革の取り組みをご紹介します。 

 

２．ＩＣＴ活用事例の紹介 

顔認証や群衆行動解析を始めとする生体認証、行動検知・解析技術を中心とした ICTの利

活用により、世界最大のイベントにおける厳重かつスムーズな安全・安心対策についてご紹

介しします。 

  

３．社員育成制度の紹介 

「Code of Values」をベースとしたＮＥＣの社員育成制度についてご紹介します。 

 

４．若手社員との意見交換 （大学での学びについて）   

社会人になってから今までの経験を通じて、大学時代にやっておけば良かったと思うこと

や大学時代に役立った経験・授業はどの様なことだったのか等について若手社員から発表

し、意見交換を行います。 

 

17：30 終了 

 

17：45 情報交換会（予定：会費制@3,500円程度・希望者のみ） 

 

※ 会場ご案内、詳細スケジュール等はお申し込み後にご案内いたします。 

※  会場内での飲食は出来ません。(蓋の出来るペットボトル飲料は可) 
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株式会社日立製作所の協力による大学教員の企業現場研修 

                

１．研修テーマ： 私たちの生活を支える デジタルソリュー ション活用事例の紹介 

２．研修目的 ： IoTの急速な普及や 先進的なデジタル技術により、一人ひとりの QoL（クオ       

リティ・オブ・ライフ）や幸福度を高める 新しいサービスが 生み出されて いま

す。 本研修では、日立の IoT に対する取組み が、私たちの生活にどのように関

わっているか 、事例を用いて紹介します。また、日立の求める人財像と 、社員教

育制度を紹介するとともに、若手社員を交え、社会人としての視点から、大学教育 

に求められる事を整理し、今後の教育の参考として頂く為の意見交換を行います。 

３．研修企業 ： 株式会社日立製作所 

４．開催日時 ： 令和 2年 2 月 2 5 日（ 火） 13：30～17：00 

５．開催場所 ： 株式会社日立製作所 ハーモニアス・コンピテンス・センター 

     〒108-0075 東京都港区港南 2 丁目 16 番 1 号 品川イーストワンタワー13 階 

JR 品川駅 港南口より徒歩約 3 分 

６．募集人数 ： 20 名 

７．参加費   ：  無料 

 

― プ ロ グ ラ ム ― 

13：00 受付開始 

13：30 

１．事業の概要紹介 ・人材育成の取組 

日立グループが展開する社会イノベーション事業に関する事業フィールドや事業戦略に 

   ついて紹介します。また、求める人財像 の紹介や、採用面での取組み、入社後の人材育成  

など 、採用 ・育成 戦略について紹介します。 

14：30 

  ２．若手社員との意見交換 （大学での学びについて） 

若手社員より、大学時代に 経験したかったことや役立ったことなど を説明します 。ま 

た、社会人としての経験 を通じて、大学教育に求めたいことや 必要だと考えられることに 

ついて意見交換を行います 

15：30 

  ３．最先端 ICT 活用事例の紹介 （ショールーム見学） 

日立は最先端の IT（Information Technology）と OT（Operational Technology）を組み 

    合わせたデジタルソリューションを提供し、社会が抱える課題を解決することで、人々の  

QoL（クオリティ・オブ・ライフ）の 向上をめざしています。私たちの生活の中で、日立の  

デジタルソリューションがどのように関わっているか、事例やデモンストレーションを交え 

てご紹介します 。 

 

17：00 終了 

 

17：30 情報交換会 （会費 3,000 円、希望者のみ） 

 

※ 会場ご案内、詳細スケジュール等はお申し込み後にご案内いたします。 

※ 研修の内容は変更させていただく場合が ありますのでご了承願います。 

※ 研修会場内での食事 は出来ません。 
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株式会社内田洋行の協力による大学教員の企業現場研修 

 

１．研修テーマ :  Society 5.0に向けた情報の価値創造と ICT人材の育成  

２．研修目的  : 「Society 5.0」の時代を迎え、AI、IoT、ビックデータ等の ICT技術の急激な

進化により、社会構造が大きく変化しつつあります。これからの社会では、ICT

技術を活用し、課題抽出と解決、そして新たな価値を創出できる人材を育成する

ことが求められております。今回の研修では、「Society5.0」時代の教育で求め

られる「ICTの先進技術」と「教育ビックデータ」活用の可能性について当社の

取り組みと事例を交えご紹介致します。併せて、企業の求める人材像を共有する

ため ICT の システム構築に関わる若手社員との意見交換を行いこれからの大学

教育に求められる具体的な事柄について課題を整理します。 

３．研修企業 ： 株式会社内田洋行 

４．開催日時 ： 令和 2年 3月 4日（水） 

５．開催場所 ：株式会社内田洋行 ユビキタス協創広場 CANVAS 

６．募集人数 ： 20名 

７．参 加 費 ： 無料 

― プロ グ ラ ム ― 

 

13：00 

１．会社概要と事業領域の紹介  

  株式会社内田洋行の会社概要・事業等について紹介します。 

 

２．UCHIDAライブオフィス見学  

働き方と働く場の革新『Change Working』を実践し、高い生産性と躍動的なワークスタ

イル、省エネルギーの両立に挑戦しているライブオフィスや時代の要請に応じて柔軟に化で

きる ICT活用空間などを見学します。また、大学のアクティブ・ラーニングスペースの豊富

な事例を紹介するとともに、新たにリニューアルしたフューチャークラスルーム®を見学・

体験します。 

 

３．「内田洋行」が求める人材像について～採用基準と社員教育プログラム等の紹介～  

内田洋行の社員教育プログラムを通じて、「情報の価値化と知の協創をデザインする企

業」を目指して取り組んでいる人材育成の考え方や仕組みを紹介し、意見交換を行います。 

 

４．Society5.0時代の教育を支える先端技術と教育ビックデータ活用に向けた取り組み 

未来の日本を支える子どもたちに、個別に最適化された教育をどのように届けていく

か。当社が取り組む教育現場での ICT先端技術の利活用と教育ビッグデータ活用の可能

性についてご紹介し、意見交換を行います。 

 

５．システムエンジニア・営業業務の紹介と若手社員との意見交換  

一般企業や文教市場のシステムエンジニア及び営業若手社員から業務内容、必要なスキ 

ル、ICT企業の最新の課題や実態を発表。また、内田洋行から求めるシステムエンジニアに 

関する人材像、キャリアアップについての考え方などを紹介し、その後若手社員との意見交 

換を行います。   

 

17:10  終了 

 

17:20  情報交換会（会費制・希望者のみ）                                   

※ 会場ご案内、詳細スケジュール等はお申し込み後にご案内いたします。 

※ 研修の内容は変更させていただく場合が ありますのでご了承願います。 

※ 研修会場内での食事 は出来ません。 
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富士通株式会社の協力による大学教員の企業現場研修 

 

１. 研修テーマ :  DX（デジタル・トランスフォーメーション）時代の ICT活用 

２．研修目的 ： DX（デジタル・トランスフォーメーション）をキーワードに AI,BigData,Io 

   Tなど最新技術の実用化が進展し実社会へ急速に浸透してきています。 

このような急速に変化する社会に於いて、現実の課題を解決しながら活躍

出来る人材、そして ICT企業について実例を元に考える機会にしたいと考え

ます。また、ICT業界で高い専門性で活躍する人材育成に向けた社員教育制度

の紹介や若手社員との交流も交えて、企業の求める人材と大学に求められる

教育についての意見交換を行い、大学教育について改めて考えるきっかけづ

くりとします。 

３．研修企業 ： 富士通株式会社 

４．開催日時 ：  令和 2年 3月 5日（木） 13:00～17:00 

５．開催場所  ：  デジタル・トランスフォーメーション・センター（世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 30階）  

    〒105-6125  東京都港区浜松町２-４-１  世界貿易センタービル 

                     JR 山手線・京浜東北線・東京モノレール 「浜松町駅」            

地下鉄浅草線・大江戸線「大門駅」地下 1階で直結（B3 出口） 

６．募集人数 ：  40名 

７．参 加 費 ：  無料 

 

― プログラム ― 

 

13：00   

１．富士通における人材育成への取り組み 

富士通の事業概要をはじめ、社会の変化に対応可能な人材育成体系の紹介と、大学 で身 

につけて欲しい基礎知識、能力等について意見交換を行います。 

14：00  

２．ICT先進活用事例の紹介と意見交換(1) 

「DXで変化する未来社会～信頼でデータ利活用を支えるデータプラットフォーム～」 

 富士通では、信頼できるデータ利活用のためのプラットフォームをブロックチェーンをベ 

ースとしたテクノロジーで支えようとしています。ヤフーと LINEが経営統合するなど、デ 

ジタルデータをめぐる動きが活発になる中「パーソナルデータの活用」VS「プライバシーの 

侵害」という課題に対し、社会実装の事例や未来予測を交え、弊社の考える最適解をご紹介 

していきます。 

15：10  

３．ICT先進活用事例の紹介と意見交換(2) 

「DXで変化する未来社会～自動採点システムから拡がるスポーツの未来」 

富士通は国際体操連盟と共同で 3D センシング/AI による体操プロジェクトを推進してお 

り、当社独自の技術を活用し、「する」「観る」「支える」の観点からスポーツの新たな世界 

の実現を目指していますが、本研修ではその取組の状況をご紹介します。 

16：10  

４．若手社員との意見交換（大学での学びについて） 

社会人になってから今までの経験を通じて、大学時代に役立った経験・授業はどの様なこ 

とだったか、大学に対して望みたいことなどについて発表し、意見交換を行います。 

 

17:00  終了 

 

17:30  情報交換会（予定：会費制@3,000円程度・希望者のみ） 

※ 会場ご案内、詳細スケジュール等はお申し込み後にご案内いたします。 

※  会場内での飲食は出来ません。(蓋の出来るペットボトル飲料は可) 
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公益社団法人　私立大学情報教育協会事務局　行

    ＦＡＸ　：03-3261-5473
メール ： info@juce.jp

 所属名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話：

 E-Mail：　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     FAX：

 メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※　お申込みいただいた個人情報は本研修の目的（ご案内・連絡、企業各社の入館登録）以外には使用いたしません。

電話番号

電話番号

所属・連絡先　申込者　氏名

大学・短期大学名

所属・連絡先　申込者　氏名

 日本電気株式会社　開催日：令和２年２月１８(火）　申込締切日：２月１２日（水）

所属・連絡先

　申込者　氏名

電話番号

電話番号

電話番号

電話番号

企業名・日程、申込締切日  富士通株式会社　開催日：令和２年３月５(木）　申込締切日：２月２６日（水）

　申込者　氏名 所属・連絡先

企業名・日程、申込締切日  株式会社 内田洋行　開催日：令和２年３月４(水）　申込締切日：２月２５日（火）

　申込者　氏名 所属・連絡先

コピーしてお使い下さい。

申込連絡担当者名

所属名・連絡先

　申込者　氏名

所属・連絡先

企業名・開催日・申込締切日

　申込者　氏名 所属・連絡先

企業名・日程、申込締切日  株式会社 日立製作所　開催日：令和２年２月２５(火）　申込締切日：２月１９日（水）

情報交流会

に

参加は〇

情報交流会

に

参加は〇

情報交流会

に

参加は〇

情報交流会

に

参加は〇

情報交流会

に

参加は〇

情報交流会

に

参加は〇

情報交流会

に

参加は〇

情報交流会

に

参加は〇

電話番号

　申込者　氏名 所属・連絡先

電話番号

令和元年度「大学教員の企業現場研修」参加申込書

申込用紙
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