クリエイティブ産業就職に向けた

できる人材育成を行っています。

主義を基本理念として社会に貢献

紀の革新的な技術を駆使し、実学

マーケティングの研究など、 世

発、ネット時代の広告や新しい

そこに将来を見出すといったこと

ターネット広告に興味をもって、

関心をもつようになったり、イン

にプロデューサーとしての役割に

も、大学で新たな経験を積むうち

作りたい」と技術に興味があって

例えば、入学当初は「ゲームを

の役割であるリーダーや、技術担

ます。チームには、
プロデューサー

マでチームによる作品制作を行い

ます。この演習では、多くのテー

音楽系、ソーシャル系などがあり

には、ゲーム系、アプリ系、映像系、

演習があります。取り組むテーマ

が学年を越えて行うプロジェクト

ジェクト演習で作品を作るプロセ

言っていた学生も、実際にプロ

できます。
「企画」をやりたいと

動の基本となる視座を得ることが

を見つけるヒントを得て、就職活

やるべきこと・やれることの接点

通して、学生たちは、自分の興味・

また、このプロジェクト演習を

コース専門科目

入しました。学生時代にぜひ経験

いましたが、優秀な学生は自主性

生については手厚くフォローして

今までは、学びにつまづいた学

くる学生のアイデアや発想は、研

「修羅場」を経験してから出て

で発表させています。

課題を与え、その研究成果を学会

このような企業でさえ悩んでいる
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キャリアの道 を「 見 える 化」 ガイドライン導入

東京工科大学

るカリキュラムを用意していま

そんな場合にも、柔軟に対応でき

変わることも当然あるでしょう。

進めて成長していくうちに興味が

実学主義を基本理念として人材を育成する東京工科大学。
メディア学部ではクリエイティブ産業就職に向けたガイドラインを導入し、
キャリアの道の「 見える化 」と「 仕組み化 」に取り組んでいる。

興味の変化に対応できる
カリキュラム設計
メ デ ィ ア 学 部 で は、ゲ ー ム や

本学部は「メディアコンテンツ」
はよくある話です。そんなときに

す。

「メディア技術」
「メディア社会」
も、本人の希望を支えられるよう
スの中で「企画」がいかに難しい

CG、音楽の創作や関連技術の開

の３コースを用意しており、学生
当やマーケティング担当などがい
かを実感し、
「企画」という言葉

にしています。
て、個々の学生はさまざまな役割

に人一倍、重みと責任を感じるよ

は最初から１コースを選ぶのでは

を担います。さまざまな人とコラ

プロジェクト演習のチームの中

うにもなります。

が作れない、というクリエイティ

には、学外の東京ゲームショウに

ボレーションしなければよいもの
ブ産業の実情に近い体験ができま

メディア基礎演習

ています。
本学部の特徴的なカリキュラム

今後は、このガイドラインの運

学生には常々、自身の研究を学

４年間、目まぐるしいスピード

加速させるためには、学外の専門

用結果を検証し、深化させながら、

会やコンテストなど、外部で評価

出展するところもあります。学生

家との交流が不可欠です。東京

クリエイティブ職以外の技術職や

してもらうように指導していま

す。

ゲームショウだけでなく、コンテ

マーケティング職の分野にも導入

からです。

実社会からの客観評価を得られる

込みによる自己評価ではなくて、

めていくことを期待しています。

ストや学会発表といった場に出よ

キャリ アへの 道 筋 を
「 見 え る 化 」す る

また、あえて難しい課題を与え、

してほしいこととして推奨してい

にまかせるところがありました。

究者としての私自身にも大きな影

「修羅場」を経験させることもあ

る項目は、コンテストへの応募、

しかし、東京工科大学のブランド

響を与えてくれます。彼らの潜在

新たな取り組みとして、優秀な

学外での作品展示などですが、ガ

を高めるためには、戦略的に優秀

能力を引き出すのが、大学教員の

新 た な 取 り 組 み と し て、

イドラインでは、こうしたアク

な学生の能力をさらに伸ばし、発

醍醐味だと考えています。教員と

ります。例えば、ユーザーに嫌が

ションが点数化され、自己採点で

揮する場を提供すべきではないか

学生がともに刺激し合い、より高

学生に対する早期卒業制度の運用

きるようにチェックシート化され

と考えました。そこで、一定の成

2016年からクリエイティブ産

ています。これで高い得点が取れ

績を修めるなどの条件をクリアし

られないスマホ広告とは何か？―

れば、どこの企業にも就職できる

を本格化させました。

大学ブランドの向上には
優秀層育成が課題

す。そうすることで、自分の思い

の一つに、１年生から３年生まで

メディア専門演習

専門教育

業就職に向けたガイドラインを導

どころか、企業の方から必要な人

に没頭してもらい、しかも１年半

い次元をめざしていきたいです。
こうして、目標とそこに至るま

で修士号が取れるようにしまし

た学生は３年半で学部を卒業させ

での道筋を「見える化」すること

た。つまり、学部と大学院を５年

材としてスカウトされるレベルと

によって、早めに軌道修正するこ

で終えられる環境を提供すること

て、いち早く大学院で高度な研究

とも可能になります。山に登ると

「個 性 の 尊 重」と「競 争」の 両

にしたのです。

ブ産 業への
・クリエイティ
就 職に向けた
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きに頂上が見えていれば、計画も

て抜きん出た学生が、将来、リー

輪で学生を支援し、その結果とし

立てやすく、登ろうという意欲も
高まります。途中で登るのが難し
いと思えば、軌道修正して違う山

による
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うとする学生を支援しています。
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プロジェクト演習

なく、まず２年次で２コースを選
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海外語学研修、
スポーツ実技、
など
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