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産業界のパイオニアと学生をつなぐ 

バーチャル研究室「iU mobile」を開講 
 

 

情報経営イノベーション専門職大学（東京都墨田区、学長 中村伊知哉、以下「iU」）が客員教員と学生を繋ぐツールと

して、キャスタリア株式会社（本店：長野県塩尻市、本社所在地：東京都港区、以下「キャスタリア」）が開発・運用するモ

バイルラーニングプラットフォーム「Goocus」を活用した、客員教員から学生へオンライン上での学びを提供するバーチャル研究室

「iU mobile」を開講しました。 

 

 

iU mobile とは客員教員がオンライン上にてご自身の専門分野に関する学びを提供する、バーチャル研究室です。各研究室

内の学生に向けた情報発信や講義の提供、学生との双方向のコミュニケーション等を実施いたします。 

学生には客員教員との交流を通じて、通常の大学では学べない新たな学びや一歩踏み出すきっかけづくりとなることを目的とし

ており、またバーチャル研究室における期待成果は以下となります。 

1.教育効果 

通常の大学では学べない新たな(産業界とつながった)学びや前に踏み出すきっかけづくり。また、学生の成長につなげる 

2.社会人教育等への活用 

将来的にはこの研究室に、学生だけではなく、社会人や海外の方、高校生や地域住民等世界中から人が集まり学び合う

教育プラットフォーム 

3.客員教員同士のつながり 

コラボレーション研究室等で客員教員同士のネットワーキング 

今年度は約 60人の客員教員が研究室を開設。今後、他の客員教員も順次研究室を開設していく予定です。 

 

 

Goocus（グーカス）https://www.gooc.us/ とはスマートフォンでの学びの在り方の最適解を追求した、モバイルラーニン

グプラットフォームです。学習者には「学習の継続性の向上」を、管理者には「教育の自動化」を実現することを目指して開発を

行っております。 

スマートフォンでの学習に最適

化された機能や画面を持ってい

るため、今後学生の企業におけ

るインターンシップの際など、いか

なるときにも大学や教員、そして

学生同士が学びを通してつなが

るためのプラットフォームとして活

用していきます。 
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iUの客員教員は、産業界問わず世の中で活躍する教員であり、学生らに対し様々な業界、業種、職種における最先端の

知識やスキルを伝えていきます。今後は、客員教員同士のコラボレーションから新しい学びの提供、学生以外の社会人や地

域の皆さま、その他世界中の方々にも学び合える場の提供などを構想しています。 

 

 

 

＜大学概要＞ 

■大学・学部学科名 

・大学名：「情報経営イノベーション専門職大学」 ※愛称 「ｉＵ（あいゆー）」 

・学部名：情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

 

■学長  

中村伊知哉（なかむらいちや）  

<職歴> 

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、慶應義塾大学大学院教授 

 2020年4月より、iU学長に就任 

 

■設置概要  

・本校舎：東京都墨田区文花1-18-13 

・サテライトオフィス：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー8階 

 

 

 

 

・学生数：1期生230名 ・専任教員数：28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×グローバルコミュニケーション ＋ 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、ビジネス教養、ビジネスプラン策定力などを身につける 

・使える英語・グローバル教育：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 

・オンラインを活用した授業サポート：『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の 

充実 

■iUの客員教員とは 

左：本校舎 
右：サテライトオフィス 
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■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ことで、国際社会と地域社会の産業発展に貢献する起業家 

 

 

 

＜会社概要＞ 
キャスタリア株式会社 

 

キャスタリア株式会社は、教育事業に特化したテクノロジー企業です。複雑かつ多様に変化する社会の中で、個人や組織がより

効率的に学習できるよう最先端のテクノロジーを用いて学習ツールを開発、提供しています。 

プライバシーマーク付与事業者 認定番号 21001042(01) 

URL：https://castalia.co.jp/ja 

 

 

 

 

 

【本リリースに関するお問い合わせ先】 

iU 情報経営イノベーション専門職大学 TEL：03-5655-1555 E-mail：info@i-u.ac.jp 

キャスタアリア株式会社 E-mail：info@castalia.co.jp 

mailto:info@i-u.ac.jp


PRESS RELEASE 
 
iU launches “iU mobile” a virtual laboratory that connects students with industry 
pioneers 
 

Proposing a new educational model at university 
by connecting iU's visiting lecturers and students with a smartphone 

 
Professional University of Information and Management for Innovation (iU) in Sumida ward, 
Tokyo  
(http://www.i-u.ac.jp ")  launched “iU mobile,” a virtual laboratory for visiting lecturers, by utilizing 
“Goocus” a mobile learning platform developed and operated by Castalia Co., Ltd. (head office: 
Shiojiri City, Nagano Prefecture, head office: Minato-ku, Tokyo). 
 
● What is the "iU mobile" virtual laboratory? 

iU mobile is a virtual laboratory where visiting lecturers and professors provide online learning, 
about  
their field of expertise, and disseminate information, provide lectures through an individual 
laboratory, and conduct two-way communication with students. 
 
iU aims to create new learning opportunities for students to take a step forward, in the virtual 
laboratory, to accomplish the following goals:  
 

1. Educational outcome: 
Create new opportunities, connected to multiple industries, which are not available in 
traditional universities. This provides students opportunities to advance, lead, and grow. 

2. Utilization for continuing education: 
This laboratory will be an educational platform for: students, members of society, 
overseas students, high school students, local residents, etc. It will provide a learning 
platform for all. 

3. Association for visiting lecturers: 
Networking opportunities for visiting lecturers in collaboration with laboratory projects. 

 
Goocus (https://www.gooc.us) is a platform that has multiple functions and screens to optimize 
learning on smartphones during internships; during the school year; and to facilitate 
communication between teachers and students. 
 
i-U has created a laboratory with approximately 60 visiting lecturers, with plans for visiting 
lecturers to open their own laboratories. 
 
● About iU Visiting Lecturers 

○ Currently, there are 250 visiting lecturers 
○ Visiting lectures are faculty members who, regardless of industry, are active global 

leaders. Lecturers will provide state-of-the-art knowledge and skills and students will 
significantly grow as a result of positive encounters with lecturers. 

 
In Japan, I-U strives to be a leader in education with a growing list of visiting faculty members 
and over 200 incoming Freshman students.  
 
 
● About Castalia 

Castalia Co., Ltd. (https://castalia.co.jp/ja) is a technology company specializing in educational 
solutions, develops, and provides learning tools using cutting-edge technology for individuals 
and organizations to learn effectively in a complex and diverse society. They developed Goocus, 



Educhat, and Codepower as well as other innovative educational platforms using advanced 
technology. 
 
 
 
 
 
 
School Information: 
▪ Name: Professional University of Information and Management for Innovation (iU) 
▪ President: Ichiya Nakamura 

 
2020 iU – President 
2006  Keio University Graduate School - Professor 
2002  Stanford Japan Center Research Institute - Director 
1998  MIT Media Lab - visiting Professor 
1984 Ministry of Posts and Telecommunications, and director of the rock band “Shonen 
             Knife” 
 
▪ Educational philosophy 
Change, Learn, Innovate. 

- “Enjoy change, learn by yourself, and create innovation.” 
 
▪ Basic concept 
[(ICT + Business + Global Communication + Internship) x (Entrepreneurship) x (Online 
Education)]  

- ICT education: Develop a wide range of ICT skill education (e.g. programming, AI, and 
big data, etc.) 

- Business creation: Providing business skills education by practitioner business experts, 
acquiring business education, formulating business plan skills, and so on. 

- Practical English and Global education: Internationalization through education to improve 
English language skills necessary for working in the international stage and for the 
recognition of international students. 

- Internship and Projects: a 640hrs per person, hands-on, project to establish a real 
business startup. 

- Entrepreneurship: A support system for applicants to undertake entrepreneurial ventures 
while enrolled in school. 

- Online educational support: a belief that, "You can learn from anywhere, anytime." 
 
▪ iU will create:  

- Human Capital who will solve problems within various industries and organizations by 
utilizing ICT skills to create new products, services, and businesses. 

- Entrepreneurs who contribute industrial development of local and international 
communities by supporting development of global sustainable goals. 
 
 

For Further Information, please contact: 
PR division 
Professional University of Information and Management for Innovation 
TEL: +81356551555   E-mail: info@i-u.ac.jp 
 
 


