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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、 

71名の客員教員が開設 
 

 

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、http://www.i-u.ac.jp、以下「iU」）は、客

員教員がオンラインを中心にご自身の専門分野に関する学びを提供する、バーチャル研究室を開講しております。今年度は、

71名の客員教員がバーチャル研究室を開講し、iU生へ学びを提供しております。 

 

 

バーチャル研究室とは、客員教員がオンラインを中心にご自身の専門分野に関する学びを提供する研究室です。研究室で

は、学生に向けた情報発信や講義の提供を通じた双方向のコミュニケーションを実施いたします。バーチャル研究室の活動を

契機として、通常の大学では学べない新たな教育を提供することで、イノベーションの創出を推進します。 

2021 年度は、71 名の客員教員が研究室を開設し、専門分野等を生かしたテーマで学生への教育機会の提供を開始し

ております。地域創生、起業、アート、デザイン、日本文化、グローバル等の多種多様なテーマの研究室が開設しており、学生

は興味関心がある分野について業界のパイオニアから学ぶことができます。また、2021 年 10 月 23 日（土）研究室同士

の繋がりの促進を目的とした、活動報告会&交流会をオンラインで実施しました。本会ではバーチャル研究室に参加する客員

教員と学生が集まり、現状の活動報告を通じた相互交流を行いました。 

 

赤間清世、秋田大樹、芦澤望、渥美栄司、天野央登、荒井宏之、荒木貴之、池森裕毅、石川勇介、石橋孝宜 

一場翔貴、井上創太、上原正義、薄井大地、大﨑洋、大澤裕、太田芳徳、岡部典孝、奥山睦、金井隆行、金田隼人 

兼安暁、亀田啓一郎、簡麗芳、菅野流飛、祇園小耀、北河博康、木村健太、木村義弘、季里、倉田剛、苔縄義宗 

斎藤啓太、坂本松昭、渋川駿伍、関野光剛、曽和利光、高橋聡、高橋龍征、竹内誠一、武内隆明、竹本エリ 

田上善浩、坪田信貴、出口真也、所由紀、土佐尚子、直龍晟、中井秀範、永岡里菜、西田陽、畠山和也、服部悠太

浜野慶一、平井健一、平渡淳一、藤井浩人、古屋星斗、古谷美知子、前田卓也、松本修平、宮田華子、森山育子 

森若幸次郎、安河内哲也、八並嶺一、山口哲一、山下翔一、山梨竜彦、山本大輔、和田野学 

 

 

 

 

 

 

 

▲大﨑洋氏（超客員教授）による講義風景           ▲活動報告会での安河内哲也氏(客員教授)による報告の様子  
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■バーチャル研究室について 

■2021 年度バーチャル研究室開講の客員教員一覧（五十音順） 
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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：451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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Virtual Lab connecting industrial pioneers and 

students inaugurated with 71 guest lecturers 
 

The Professional University of Information and Management for Innovation (Sumida-ku, Tokyo, 

President: Ichiya Nakamura; hereinafter “iU”; http://www.i-u.ac.jp) has opened its Virtual Lab, 

where guest professors are providing learning related to their specialist fields mainly in an online 

setting. This academic year, 71 guest professors are teaching iU students at Virtual Lab. 
 

 

Virtual Lab is a laboratory where guest professors provide teaching related to their specialist fields 

mainly in an online setting. Virtual Lab implements two-way communication through the transmission 

of student-oriented information and the provision of lectures. Taking the Virtual Lab activities as an 

opportunity, we are driving innovation by providing new forms of education that cannot be found at 

other universities.  

 

For the 2021 academic year, Virtual Lab is being overseen by 71 guest lecturers who have started 

providing educational opportunities to students based on themes that make the most of the lecturers’ 

specialist fields. Labs are being held with diverse themes such as regional revitalization, business 

startups, art, design, Japanese culture and global issues, with students able to learn about the fields 

that interest them from pioneers in the industrial world. Also, on Saturday 23 October 2021, an activity 

debriefing and social gathering event was held online to connect different Labs. The event brought 

together guest lecturers and students participating in Virtual Labs, and mutual exchanges were held 

through reports on current activities. 

 

Kise Akama, Taiki Akita, Nozomi Ashizawa, Yoshinori Kokenawa, Eiji Atsumi, Hisato Amano, Hiroyuki 

Arai, Takayuki Araki, Yuki Ikemori, Yusuke Ishikawa, Takanori Ishibashi, Shoki Ichiba, Sota Inoue, 

Masayoshi Uehara, Daichi Usui, Hiroshi Osaki, Yutaka Oosawa, Yoshinori Ota, Noritaka Okabe, 

Mutsumi Okuyama, Takayuki Kanai, Hayato Kaneda, Satoru Kaneyasu, Keiichiro Kameda, Lifang Chien, 

Gion Koyoh, Hiroyasu Kitagawa, Kenta Kimura, Yoshihiro Kimura, Kiri, Takeshi Kurata, Keita Saito, 

Matsuaki Sakamoto, Shungo Shibukawa, Ryuhi Kanno, Mitsutaka Sekino, Toshimitsu Sowa, Satoshi 

Takahashi, Tatsuyuki Takahashi, Seiichi Takeuchi, Takaaki Takeuchi, Eri Takemoto, Yoshihiro Tanoue, 

Nobutaka Tsubota, Shinya Deguchi, Yuki Tokoro, Naoko Tosa, Naoko Tosa, Hidenori Nakai, Rina Nagaoka, 

Akira Nishida, Kazuya Hatayama, Yuta Hattori, Keiichi Hamano, Kenichi Hirai, Junichi Hirawatari, Hiroto 

Fujii, Shoto Furuya, Michiko Furuya, Takuya Maeda, Shuhei Matsumoto, Hanako Miyata, Ikuko Moriyama, 

John Kojiro Moriwaka, Tetsuya Yasukouchi, Ryoichi Yatsunami, Norikazu Yamaguchi, Syoichi Yamashita, 

Tatsuhiko Yamanashi, Daisuke Yamamoto, Manabu Wadano 

NEWS RELEASE No.53 November 5, 2021 

    iU, Professional University of Information

 and Management for Innovation 

■About Virtual Lab 

■List of guest lecturers for 2021 Virtual Lab course (in syllabary order) 
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