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NEWS RELEASE No.4

2018 年 12 月 6 日
学校法人電子学園

ｉ専門職大学（仮称・設置認可申請中）は学生に産業界の「今」を
伝えるべく、100名を超える客員教員を招聘
http://www.i-u.ac.jp
学校法人電子学園（東京都新宿区、理事長 多忠貴、以下「電子学園」）が新たに2020年4月開学を予定している
ｉ専門職大学（仮称・設置認可申請中）の客員教員に吉本興業株式会社 共同代表取締役社長CEO 大﨑洋氏、
慶應義塾大学特別招聘教授、株式会社ドワンゴをはじめとする複数の民間企業の取締役を兼任する夏野剛氏、少子化
ジャーナリストで作家の白河桃子氏らが就任を予定しています。

■ｉ専門職大学の客員教員とは
ICT 人材不足から、AI が人間の仕事の 50％を奪うと言われている現在、これからの日本・世界を担う若者が学ばなければなら
ない事象は今まさに現場にいる産業界の各分野にあります。
また、ｉ専門職大学では課題を柔軟な発想から、学んだ知識と技術を融合させ解決策を見出す力を養うため、様々な分野の
今とこれからを学びます。
そこでｉ専門職大学では専任教員に加え、多くの客員教員を招聘し、今産業界で起こっている波や新たなサービス・技術、文
化や多様性社会について学生に伝えていきます。
ICT 業界はもちろん、様々な業界、分野の客員教員から学ぶことで視野・視点を多く持ち、あらゆる社会課題を解決する力を
養います。また、学生は客員教員が経験していきた過去の取り組みを直接聞くことで、自分ならばどうするのか。などの思考力を
鍛えます。

■ｉ専門職大学 客員教員の皆様 （敬称略・50 音順）

2018.12.6 時点

・青山 友紀（東京大学 名誉教授）
・荒井 優（札幌新陽高等学校 校長）
・有薗 悦克（株式会社サンコー 取締役社長）
・石川 聡彦（株式会社アイデミー 代表取締役 CEO）
・石川 明（株式会社インキュベータ 代表取締役）
・石中 達也（株式会社 One Terrace 代表取締役）
・板場 雅裕（株式会社 Sprout up 代表取締役副社長、クラウドカンパニー株式会社取締役 CSO）
・井上 創太（3rdclass 主宰、株式会社 BYD 代表取締役）
・伊能 美和子（タワーレコード株式会社 代表取締役副社長）
・鵜川 徹（株式会社デジタル・ヒュージ・テクノロジー 代表取締役）
・冲方 丁（作家）
・尾市 守（株式会社エクシード 代表取締役社長）
・大久保 幸世（創業手帳株式会社 代表取締役社長）
・大﨑 洋（吉本興業株式会社 共同代表取締役社長 CEO）
・太田 芳徳（株式会社ハンゾー 代表取締役）
・小川 昌宏（ソフトバンク株式会社 新規事業戦略室 室長、クラウドカンパニー株式会社 代表取締役 CEO）
・奥山 睦（株式会社ウイル 代表取締役、静岡大学大学院総合科学技術研究科 客員教授）
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・笠原 健治（株式会社ミクシィ 取締役会長執行役員）
・片岡 俊行（株式会社ゆめみ 代表取締役）
・金谷 勉（有限会社セメントプロデュースデザイン 代表取締役）
・姜昇旭（株式会社セキュアソフト 代表取締役社長）
・菅野 流飛（株式会社高専キャリア教育研究所 代表取締役社長）
・菊地 恵理子（タイガーモブ株式会社 代表取締役 CEO）
・北野 唯我（著述家、株式会社ワンキャリア 最高戦略責任者）
・木村 健太（広尾学園中学校・高等学校 医進・サイエンスコース 統括長）
・黒田 敦史（株式会社ブリリアントソリューション 代表取締役）
・小髙 集（オレンジトーキョー株式会社代表取締役、東京商工会議所墨田支部 IT 分科会会長）
・小林 一雄（メトロ設計株式会社 代表取締役社長）
・齋藤 和紀（エクスポネンシャル・ジャパン株式会社 共同代表 、エン・ジャパン株式会社 社外取締役）
・斉藤 慶子（女優）
・斉藤 靖之（株式会社マルサ斉藤ゴム 代表取締役 兼 地域イベントプロデューサー協議会 会長）
・佐々木 陽（株式会社 Oneteam CEO & Co-Founder）
・佐々木 かをり（イー・ウーマン株式会社 代表取締役社長）
・佐々木 卓也（フュージョン株式会社 代表取締役社長)
・笹本 裕（Twitter Japan 株式会社 代表取締役）
・佐渡島 庸平（株式会社コルク 代表取締役会長）
・澤邊 芳明（株式会社ワントゥーテン 代表取締役社長）
・鹽井 晴香（株式会社 Ayum 代表取締役、Ayum Japan Consulting Co.,Ltd. 取締役）
・澁谷 哲一（東京東信用金庫 会長）
・清水 佳代子（株式会社シミズオクト 取締役副社長）
・霜竹 弘一（株式会社ゆめみ 取締役兼執行役員）
・白河 桃子（少子化ジャーナリスト、作家）
・鈴木 篤司（NPO THOUSAND-PORT 代表理事）
・鈴木 陽平（株式会社 Doorkel 代表取締役）
・須藤 憲司（株式会社 Kaizen Platform 代表取締役）
・薛 悠司（Evolable Asia Co.,Ltd Founder/CEO）
・曽和 利光（株式会社人材研究会 代表取締役社長）
・高橋 慶治（株式会社トレイム 代表取締役社長）
・高橋 理人（株式会社マッシュプラス 代表取締役）
・竹下 仁（Tech for elementary コンテンツ開発者、ジュニアプログラミングクラブ QUEST ヘッドコーチ）
・田中 研之輔（法政大学 キャリアデザイン学部 教授、Original Point 株式会社 社外顧問）
・谷川 徹（e.lab：Entrepreneurship Laboratory 代表）
・田原 真人（与贈工房代表、自己組織化する株式会社ファウンダー、A&M Learning Sdn Bhd CEO）
・チャド・マレーン（よしもとクリエイティブ・エージェンシー株式会社）
・チャン・バン・ミン（株式会社エボラブルアジアソリューションズ 代表取締役社長）
・月原 直哉（株式会社エフ・コード 取締役、クラウドカンパニー株式会社 取締役）
・辻井 樹（株式会社 earth key 代表取締役社長）
・津吹 達也（株式会社トラデュケーション 代表取締役）
・坪田 信貴（坪田塾 塾長）
・留目 真伸（株式会社 HIZZLE ファウンダー 代表取締役）
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・内藤 賢司（ゼロ高等学院 学院長）
・中井 猛（株式会社スペースシャワーネットワーク 相談役）
・中井 秀範（一般社団法人音楽事業者協会 専務理事）
・中尾 隆一郎（株式会社 FIXER 取締役 兼 株式会社旅工房 取締役）
・中川 悠介（アソビシステム株式会社 代表取締役）
・中多 広志（株式会社 BluePlanet-works 代表取締役）
・中村 一之（CXO バンク株式会社 代表取締役社長 CEO）
・中村 俊介（株式会社しくみデザイン 代表取締役）
・中村 拓海（留学生専任キャリアアドバイザー、株式会社ソーシャライズ 代表取締役）
・中村 真鈴（株式会社よしもとアートエンタテインメント所属アーティスト、プリそなゑ プロデューサー）
・中村 泰子（株式会社ブーム・プランニング 代表取締役）
・中山 俊樹（株式会社ミライト 代表取締役社長）
・夏野 剛（慶應義塾大学特別招聘教授、株式会社ドワンゴ 取締役）
・鍋倉 眞一（株式会社セキュアソフト 最高顧問）
・南部 洋志（株式会社ラーニー 代表取締役社長）
・畠山 和也（本気ファクトリー株式会社 代表取締役、株式会 BYD 取締役）
・畠山 祐聖（株式会社 Lohas Beans 代表取締役）
・浜野 慶一（浜野製作所 代表取締役 CEO）
・林 宏昌（Redesign Work 株式会社 代表取締役、株式会社ベーシック 最高人事責任者）
・久田 雅之（株式会社会津ラボ 取締役）
・ファティ・コムレコグル（株式会社 Blue Planet-works CTO）
・深澤 祐馬（株式会社 SOOL 代表取締役）
・福井 健策（骨董通り法律事務所 弁護士）
・福田 光治（株式会社 PALTEK 事業部長、株式会社エクスプローラ 執行役員、株式会社ウィビコム COO）
・古屋 星斗（リクルートワークス研究所研究員、一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事）
・前田 鎌利（プレゼンテーションクリエイター、株式会社固 代表取締役、書家）
・前田 卓也（CAC CAPITAL 株式会社 代表取締役）
・松田 誉史（株式会社まぐまぐ 代表取締役社長）
・松山 雄太（株式会社 TECHFUND 代表取締役）
・三村 昌裕（三村戦略パートナーズ株式会社 代表取締役）
・村上 憲郎（株式会社村上憲郎事務所 代表取締役）
・望月 祐介（株式会社メイプルシステムズ 代表取締役）
・森 健志郎（株式会社 Schoo 代表取締役社長）
・森 裕喜子（ボイスイメージ代表 スピーチプレゼン戦略コンサルタント）
・森本 千賀子（株式会社 morich 代表取締役、オールラウンダーエージェント）
・森山 育子（一般社団法人墨田区観光協会 理事長）
・森山 たつを（株式会社スパイスアップ・アカデミア 代表取締役）
・森若 幸次郎（株式会社シリコンバレーベンチャーズ 代表取締役社長兼 CEO、株式会社モリワカ 専務取締役兼 CIO）
・柳澤 大輔（面白法人カヤック 代表取締役 CEO）
・柳瀬 智雄（株式会社ビズパワーズ 代表取締役）
・山口 隼也（株式会社ポリグロッツ Founder & CEO）
・山口 哲一（バグ・コーポレーション株式会社 代表取締役）
・山下 翔一（株式会社ペライチ 創業者）
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・吉村 英毅（株式会社エボラブルアジア 代表取締役社長）
・和田 康宏（株式会社マリス creative design

代表取締役）

・渡辺 健太郎（株式会社マイクロアド 代表取締役）
・渡辺 弘（渡辺事務所、株式会社日テレアックスオン 顧問）

■中村伊知哉学長（就任予定）が産業界で活躍する方々と語る『ichiya’s room』開設！
ｉ専門職大学の教育理念である「変化を楽しみ、自ら学び、革新を創造する。」に共感いただいた産業界で活躍されている
方々とともにこれからの日本や世界で必要なスキルや、高等教育機関で育成すべき人材像を語る『ichiya’s room』をｉ専
門職大学のyoutubeチャンネル内にオープンしました。初回のゲストは客員教員の夏野剛氏です。ぜひご覧ください。
https://www.youtube.com/channel/UCWtmspPKMxKpdTXoy_h7Crg
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＜大学概要＞
■大学・学部学科名（仮称）
・大学名：「ｉ専門職大学（あい・せんもんしょくだいがく）」 ※略称「ｉ大（あいだい）」
・学部名：ICTイノベーション学部 ICTイノベーション学科
※2020年4月開学予定、設置認可申請中

■学長(就任予定)
中村伊知哉（なかむらいちや）
<職歴>

現・慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授

1984年、ロックバンド少年ナイフのディレクターを経て旧郵政省入省
1998年、MITメディアラボ客員教授
2002年、スタンフォード日本センター研究所長
2006年から慶應義塾大学大学院教授

■設置概要(設置場所予定・学生数等)
・本校舎：東京都墨田区文花1-18以下未定 ／ サテライトオフィス：東京都港区竹芝地区（国家戦略特区）
・学生数：入学定員200名

専任教員数：27名

■教育理念
「変化を楽しみ、自ら学び、革新を創造する。」
■基本構想
ICT×ビジネス×英語 ＋ 全員インターンシップ×全員起業×オンライン学習
・ICT教育：電子学園が積み上げた基盤により、プログラミング・AI・ビッグデータなど、幅広いICTスキル教育を展開
・ビジネス創造教育：実務家教員によるビジネススキル教育を実施、社会人基礎教養、ビジネスプラン策定力などを身につける
・使える英語教育：国際舞台で仕事をするために必要な英語力を磨く教育と留学生の受け入れにより国際性も強化
・インターンシップとリアルプロジェクト：1人640時間のインターン、実ビジネスの中でハンズオンのリアルプロジェクト教育を実施
・全員起業：希望者全員に対し、在学中に起業にチャレンジできるサポート体制
・オンライン授業：『いつでもどこからでも学ぶことができる』をキーワードに、自ら積極的に学ぶための環境を準備
■育成人材像
・ICTを活用する様々な業界・団体において課題を解決し、新たな商品・サービスやビジネスを生み出すことのできる人材
・ICTを活用し新たな商品・サービスやビジネスを生み出す起業家

＜学校法人電子学園について＞
AI、情報処理、ビジネス、ネットワークセキュリティ、電気・電子、CG、ゲーム、アニメ、デザイン分野（昼21学科・夜4学科）の教育を実施する日本
電子専門学校を有する学校法人です。

・所在地：東京都新宿区百人町1-25-4

・理事長：多忠貴

・創立：1951年 ・卒業

生数：約11万人

【本リリースに関するお問い合わせ先】
ｉ専門職大学設立準備室 TEL：03-3363-7775 E-mail：u-press@jec.ac.jp

