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iUパブリッシング始動 

書籍刊行第1弾は中村学長の英訳本 
 

 

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。 http://www.i-u.ac.jp）は、こ

のたび大学の出版部にあたる「iU Publishing（アイユー・パブリッシング）を設立いたしました。事業運営は iU1期生が中心に

行い、本学教授の富澤豊がサポートしております。 

その第 1 弾として刊行するのが、学長中村伊知哉の「超ヒマ社会を作る」を英訳した電子書籍です（紙の本は 2019 年ヨシ

モトブックスより既刊）。12月 15日より、Amazonにて販売を開始しております。今後の販売促進活動は、学生の事業運営

メンバーが中心に行ってまいります。iUパブリッシングの今後の活動にご期待ください。 

 

 

●事業内容 

【設 立】 2020年 12月 

【事業概要】 電子書籍による出版、著作権、出版権等の管理 

 

 

著 者 ：中村 伊知哉 

翻 訳 ：阿部川 久広、Jose D. Hug（いずれも本学外国語分野教員） 

表紙デザイン ：西本 愛由（本学 1期生） 

出 版 ：iU Publishing 

価 格 ：1250円 

サイト ：https://amzn.to/2IY6SyA（Amazon） 

 

 

 

 

 

・本学教員の授業用テキスト作成、販売 

・墨田区に関係する方々の書籍刊行 

・大学の紀要制作 など 

 

  

NEWS RELEASE No.12 2020年 12月 21日 

    iU 情報経営イノベーション専門職大学 

■第１弾書籍 「Creating Super Free-Time Society」 

■iUパブリッシング 

■iUパブリッシング今後の予定 

https://amzn.to/2IY6SyA
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＜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 

 

■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 

 

 

 

 

 

【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 

左：本校舎 
右：サテライトオフィス 

mailto:info@i-u.ac.jp
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PRESS RELEASE 

 

iU announces launching “iU Publishing” and the first book released is the English translation of “Creating 
Super Free-Time Society.”  

 

[Monday, December 21, 2020] The Professional University of Information and Management for Innovation 
(“iU”: President Ichiya Nakamura, Sumida-ku, Tokyo) commenced its first year of operation on April 1st 2020, 
has established "iU Publishing", which is the publishing department of the university. The business is operated 
by iU students and supervised by iU Prof. Yutaka Tomizawa.  

 

The first iU publishing is an English e-book translation of Ichiya Nakamura's "Creating Super Free Time 
Society." A paperback version was released by Yoshimoto Books in 2019. The English version will be on sale, 
on Amazon, from December 15th. Future sales promotion activities will be centered on business management 
student members. We invite you to look forward to future iU Publishing active 

ities.  

 

● iU Publishing 

[Establishment] December 2020  

[Business overview] Management of publishing, copyright, publishing rights, etc. by e-books 

 

● Creating Super Free-Time Society 

[Author] Ichiya Nakamura, President of iU 

[Translators] Hisahiro Go Abekawa, Jose D. Hug (iU faculty) 

[Cover Design] Ayu Nishimoto (iU student) 

[Publisher] iU Publishing 

[Price] ¥1,250 

[Purchase] https://amzn.to/2IY6SyA（Amazon） 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” 
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▪ 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 

 

 

 


