
落ちこぼれが減る! 伸びる学生は勝手に伸びていく!
eラーニング活用による授業活性化サービスのご案内

専門学校向け
「デジタルハリウッドアカデミー」
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1. デジタルハリウッド株式会社のご紹介
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1994 年、日本初の実践的産学協同のクリエイター養成スクールを設立。

現在、東京・大阪の専門スクールと、全国の各都市にWeb と映像が学
べるラーニングスタジオ「デジタルハリウッドSTUDIO」、そしてe 
ラーニングによる通信講座「デジハリ・オンラインスクール」を展開。

2004 年には日本初、株式会社によるビジネス×ICT×クリエイティブの
高度人材育成機関「デジタルハリウッド大学院（専門職）」、翌2005 
年4月に「デジタルハリウッド大学」を開学。
設立以来、デジタルハリウッド全体で9 万人以上の卒業生を輩出してい
る。

さらには、2015 年4 月、スタートアップ志望者を対象としたエンジニ
ア養成学校『ジーズアカデミーTOKYO』を開校、同年11 月には日本初
のドローンビジネスを皮切りに、ロボットサービス産業の推進を目的と
した『デジタルハリウッドロボティクスアカデミー』を開校した。

学⾧ 杉山知之
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1. デジタルハリウッド株式会社のご紹介
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社会人向け
クリエイター

養成機関

デジタルハリウッド:1994年～

1. デジタルハリウッド株式会社のご紹介
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日本初の
株式会社立

専門職大学院

IoT×ビジネス
リーダー育成

デジタルハリウッド大学院:2004年～
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1. デジタルハリウッド株式会社のご紹介
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開学以来
15年間定員超

最も成功した
株式会社立大学

デジタルハリウッド大学:2005年～
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1. デジタルハリウッド株式会社のご紹介
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教室の授業を
ネットで再現

EdTechの先駆け

デジハリ・オンラインスクール:2005年～

8

1. デジタルハリウッド株式会社のご紹介
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ハイブリッド
ラーニング

×
地域創生

デジタルハリウッドSTUDIO:2012年～

9

1. デジタルハリウッド株式会社のご紹介
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1. デジタルハリウッド株式会社のご紹介
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2. デジタルハリウッドアカデミーとは
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教育の充実

教育実績の向上
（入賞、就職等） 学生募集の向上

「教育の充実」を土台に好循環を実現へ
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2. デジタルハリウッドアカデミーとは
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2. デジタルハリウッドアカデミーとは

13

eラーニング活用による授業活性化サービス
優良な動画教材と運用ノウハウを提供

運用
ノウハウ

優良
教材

※授業活性化＝「受講生が短期間で基礎スキルを習得して、産業界のニーズに対応できる様、目的意識を持って実践的スキルを習得できること」 13



2. デジタルハリウッドアカデミーとは（イメージ図）
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授業内活用

ハイブリッド教育、アクティブラーニングの実現へ

※アクティブラーニングとは?:学生が主体的に問題を発見し解を見出していく能動的な学びのこと。 14



3. 解決できる課題
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13

3. 解決できる課題

貴校の日々の授業の「活性化」をご支援致します。

「活性化」とは、

「受講生が短期間で基礎スキルを習得して、産業界のニーズに
対応できる様、目的意識を持って実践的スキルを習得できる事」

を指します。
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②落ちこぼれ予防、できる子は
さらに伸ばしたい!
（留学生対策含む）

⑤退学・休学予防施策を
実施したい!

③教員が基礎科目に
費やす負荷・時間を

軽減させたい!

①学生（受講生）の基礎力の
バラつきを解消したい!

④既存教員では担当できない科目を
実施したい!

⑥教育内容の体系化と
教員指導力の標準化を推進したい!

3. 解決できる課題（内訳）
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4. デジタルハリウッドアカデミーの特徴
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短尺

19

実務家講師 毎年リニューアル

19

初学者向け

教員が「教育の場（授業現場等）」でファシリテート役を担うことで、
学生（受講者）の自ら調べ・学び・作る姿勢を育める運用ノウハウ

4. デジタルハリウッドアカデミーの特徴



https://www.c-streaming.net/v5/e-
learning/user/login.php?kaisha_id=1rgSuByDMZI%3D
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①優良な動画教材

4. デジタルハリウッドアカデミーの特徴
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（参考）動画教材と教員の役割分担

4. デジタルハリウッドアカデミーの特徴
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言語化できる 言語化しにくい

To do リスト

手順
（基本操作）

スキル
（仕事力）

カルチャー
（その時々の流儀・作法など）

動画教材動画教材 教員＋実務家教員＋実務家
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ゴールを提示

学生:eラーイング教材で個別学習
教員:フォロー、個別指導

本日の授業内容のまとめ

5分

学生:制作＋発表
教員:評価＋アドバイス

30分

50分

5分

4. デジタルハリウッドアカデミーの特徴

②運用ノウハウ（1コマの例）
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4. デジタルハリウッドアカデミーの特徴

②運用ノウハウ（一週間の例）

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜

授業
2コマ

授業
2コマ

課題提示

先週木曜課題
優秀成果物

学生プレゼン

全体
フィードバック

課題
制作
演習

課題
制作
演習

個別
面談
指導

課題提示

火曜課題
優秀成果物

学生プレゼン

全体
フィードバック

課題
制作
演習

提出
次週
火曜提出

AM

PM

「課題⇒フィードバックのサイクル」と「受講生同士で学び合う環境」を実現しています。
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※アダプティブラーニングの参考事例

【事例１】デジタルハリウッド 「デジタル表現基礎」 石川大樹先生
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※アダプティブラーニングの参考事例

【事例１】デジタルハリウッド 「デジタル表現基礎」 石川大樹先生
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※アダプティブラーニングの参考事例

【事例１】デジタルハリウッド 「デジタル表現基礎」 石川大樹先生
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※アダプティブラーニングの参考事例

【事例１】デジタルハリウッド 「デジタル表現基礎」 石川大樹先生
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※アダプティブラーニングの参考事例

【事例２】品川女子学院 情報科教員 竹内啓悟先生

引用 https://careerhack.en-japan.com/report/detail/795 



5. 他校導入事例
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2015年度までの導入実績校
[青森県]八戸学院大学（八戸市）
[宮城県]東北電子専門学校 （仙台市）
[千葉県]船橋情報ビジネス専門学校（船橋市）
[栃木県]国際情報ビジネス専門学校（宇都宮市）
[岡山県]岡山情報ビジネス学院（岡山市）
[熊本県]熊本電子ビジネス専門学校（熊本市）

2016年度からの新規導入校/企業
[新潟県]新潟コンピュータ専門学校（NSGカレッジリーグ）（新潟市）
[新潟県]新潟高度情報専門学校（新潟市）
[東京都]GIFTED ACADEMY（渋谷区）

2017年度からの新規導入校/企業
[愛知県]トライデントデザイン専門学校（名古屋市）
[愛知県]トライデントコンピュータ専門学校（名古屋市）
[兵庫県]大手前大学 通信教育部（西宮市）
[広島県]穴吹情報デザイン専門学校（福山市）
[広島県]穴吹デザイン専門学校（広島市）
[広島県]NPO法人ひとまちスタジオ（福山市）
[静岡県]株式会社NOKIOO（浜松市）
[岩手県]株式会社地域活性化総合研究所（大船渡市）
[愛知県]西川コミュニケーションズ株式会社（名古屋市）
[東京都]株式会社アイ・エム・ジェイ（港区）
[東京都]一般社団法人 全国専門学校教育研究会（港区）
[奈良県]奈良県教育委員会（奈良県）

2018年度以降の新規導入校/企業
[群馬県]中央情報大学校（高崎市）
[鹿児島県]富士ゼロックス鹿児島株式会社（鹿児島市）
[京都府]NPO法人クリエイター育成協会（京都市）
[東京都]株式会社ゼネラルパートナーズ（中央区）
[神奈川県]専修大学文学部ジャーナリズム学科（川崎市）
[京都府]某私立美大（京都市）
[東京都]スタープログラミングスクール（23区内）
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5. 導入事例

30

2019年度の新規導入校/企業
[山口県]専門学校YICグループ（山口市）
[宮城県]東北工業大学ライフデザイン学部 （仙台市）
[大阪府]大阪成蹊大学芸術学部（大阪市）
[新潟県]上越公務員・情報ビジネス専門学校（上越市）
[福島県]国際アート＆デザイン大学校（郡山市）
[福島県]国際情報工科自動車大学校（郡山市）
[兵庫県]クラーク記念国際高等学校（神戸市）
[千葉県]中央学院大学現代教養学部（我孫子市）
[愛知県]PUZ Programming CLUB（名古屋市）
[千葉県]江戸川大学メディアコミュニケーション学部（流山市）
[新潟県]JAPANサッカーカレッジ（北蒲原郡聖籠町）

2020年度の新規導入校/企業
[埼玉県]東京国際大学商学部経営学科（川越市）
[栃木県]文星芸術大学マンガ専攻（宇都宮市）
[東京都]文化学園大学造形学部デザイン・造形学科（渋谷区）
[北海道]札幌大学地域共創学群リベラルアーツ専攻（札幌市）



[新潟県]新潟コンピュータ専門学校（NSGカレッジリーグ）

背景

財源

eラーニング化推進中
専門教員不在
人件費圧縮

提携料:学校負担
教材の提供料:教材費に転嫁
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5. 他校導入事例

※3DCG、Webアプリの教材を導入されています。 31



[新潟県]新潟高度情報専門学校

背景

財源

専門教員不在
個別指導ができていない
新学科立ち上げ

29

提携料:学校負担
教材の提供料:教材費に転嫁

5. 他校導入事例

※3DCG、Illustrator/Photoshop、AfterEffects、Premiereの教材を導入されています。32



[東京都】GIFTED ACADEMY

背景

財源

発達障がいの社会人向け特化
3DCG/VR分野の個別指導に適した
教材の不足

30

提携料:学校負担
教材の提供料:受講生負担

5. 他校導入事例

※Maya、3dsMaxの教材を導入されています。33



6. サービス仕様
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32

6. サービス仕様

①基本役務

eラーニング教材の提供 遠隔ライブ/
出張授業の提供
（特別価格/無料）

提携中の他校等の
教育ナレッジシェア

（無料）
（特別卸価格）

（導入教材の担当教員分は無料）

35

教員研修
（初年度無料）

カリキュラム
リニューアル支援

（無料）

教員候補の紹介
（無料）

広報支援
（無料/有料）

出口（就活）支援
（無料）



お手元の資料を参照下さい。
毎年度リニューアルを掛けております。

33

6. サービス仕様

1. eラーニング教材の提供

①基本役務

36



2. 遠隔ライブ/出張授業の提供

34

ライブ授業参加者数、どのような形態・程度の双方向性を持たせるか等、
ご希望仕様によって、配信体制のご相談をさせて下さい。

①基本役務（事例紹介）

6. サービス仕様

37



2. 遠隔ライブ/出張授業の提供
「Zoom」などのオンライン会議アプリを使った遠隔授業を提供中です。

37

①基本役務（事例紹介）

6. サービス仕様

38
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6. サービス仕様

（参考）遠隔ライブ/出張授業の活用イメージ

職業の魅力やキャリアプランに関する
特別授業

学生作品に対する講評会
並びに、質疑応答の会

作品作りにおけるテクニカルな
考え方、画作りに関する特別授業

業界の最新事情やトレンドに関する
特別授業
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三淵 啓自（みつぶち けいじ） 教授

（株）日本ウェブコンセプツ 代表取締役／3U.com（米国）CEO
デジタルハリウッド大学大学院 専任教授

スタンフォード大学修士課程コンピュータ数学科 卒業
米国オムロン社にて人口知能や画像認識の研究に携わる。
退社後、米国ベンチャー会社設立を経て、（株）日本ウェブコンセプツ、
米国法人3U.com社を設立。ユビキタス情報処理や画像認識システムなど、
最先端のWebシステムの開発を手掛けている。2006年、本学に三淵研究室を
設立し、同仮想世界の普及に寄与する。メインの研究は、デジタルコンテンツ
流通、仮想世界と現実世界の融合、仮想世界の教育活用。

著書:
セカンドライフの歩き方（アスキー社）
超実践!セカンドライフ（角川書店）
仮想社会にようこそ!セカンドライフ探検ガイド（実業之日本社）
セカンドライフビジネス成功の法則ーだからみんな失敗した!（DHC）

①基本役務（事例紹介）

2. 遠隔ライブ/出張授業科目の提供（AI分野の遠隔ライブ授業/出張授業）

6. サービス仕様

※地域課題を解決するためにAI技術をどのように活用すべきか?といったテーマでゼミナールを各地で開催。
エンジニアだけでなく、ビジネスプロデューサー向けの内容となっています。



2. 遠隔ライブ/出張授業科目の提供（3DCG分野の遠隔ライブ授業/出張授業）

早野 海兵（はやの かいへい） 講師

株式会社画龍 代表取締役
デジタルハリウッド講師（3dsMaxを担当）
月刊CGWORLD誌にて”画龍点睛”連載中
TBS” Asian Ace” CM対決に出演

【代表作】
「⿁武者」シリーズ、「ファイナルファンタジー8」、
「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」、「映画デビルマン」オープニング、
映画「最終兵器彼女」、アニメ「テクノライズ」デザイン、
「Ring of gundam」ガンダムデザイン、Dunhill「勝負服」スーツデザイン、
三代目 J Soul Brothers PV、EXILE PV、コンサート映像、
バイナリードメイン（Sega）コンセプトデザイン、等

※早野講師のご厚意で、2019年度から、3dsMaxのeラーニング教材活用校での特別講義模様等を、
CGWORLDの早野講師連載枠内1ページを使って、当該校PR記事を無料掲載頂けることになりました。
是非、この機会をご活用下さい。

39

①基本役務（事例紹介）

6. サービス仕様

41
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6. サービス仕様

①基本役務（事例紹介）

2. 遠隔ライブ/出張授業科目の提供（Webマーケティング分野の遠隔ライブ授業/出張授業）

※ Webマーケティング戦略の立て方から、Webサイトの制作、動画活用、SNS、インターネット広告までカバー。
大資本が少ない地方部に多い中小企業のWebマーケティングに必要となる基本から応用を網羅的に指導します。

高田 晃（たかだ ひかる） 講師

株式会社ラグランジュポイント 代表取締役社⾧／デジタルハリウッド 講師
大手前大学通信教育部 非常勤講師（2019.4～）／
日本プレゼンテーション協会（JPA）認定プレゼンター／
トーマツイノベーション『はじめてのWebマーケティング入門セミナー』 監修役／
竹田陽一・ランチェスター経営（株）公認塾⾧

従業員30人以下の中小・零細企業を専門としたマーケティングコンサルタント。
大手ネット広告代理店（株）オプトで、営業職として社内トップクラスの成績を
収めた後に独立。現在は、資金力やブランド力など経営資源に恵まれない
「小さな会社」が、紹介や人脈だけに頼ることなく安定的に顧客獲得するための
コンサルティング活動に従事する。
年間100本ペースで登壇し、直近2年間の延べ受講者数は1,300名を超える。

著書『小さな会社 ネット集客の鉄則（クロスメディア・パブリッシング刊）』は、
発売開始2日でAmazonランキング（中小企業経営カテゴリー）堂々1位を獲得。



3. 提携中の他学校の教育ナレッジシェア

40

①基本役務（事例紹介）

6. サービス仕様

他学校の同分野の人材育成事例や工夫事例を随時シェア致します。
貴校の人材教育計画・体制作りの参考にして頂けます。

43※上記画像:デジタルハリウッド大学の「基礎ツール演習」授業風景



4. 教員研修

44

①基本役務（事例紹介）

6. サービス仕様

教員様向け研修の企画・提案・実施を行います。
単独校向け研修と公開型研修の両方を提供しています。
公開型の無料セミナーは多数開催しておりますので、是非ご参加下さい。

44

大学・専門学校の教員向けCG教育勉強会＠大阪 新潟県・群馬県・宮城県・富山県のCG教員向けのポートフォリオ指導法研修



5. カリキュラムリニューアル支援

45

①基本役務（事例紹介）

6. サービス仕様

弊社動画教材等のサービスを活用した新設・リニューアルをお手伝い致します。

45

動画教材が
どこで効果的に
使えそうかな?

動画と組み合わせ
てどう指導できそう

かな?

動画のタイトル

9教授事象

動画教材の

位置づけ
動画の長さ(分)
動画教材の学
習目標

動画教材の目
標達成度の確

認法

学習事項・要
点

動画にする際
の留意点

動画の活用法
(学習者への指
示を含む)

動画作成方法

公開時期と方
法

動画の見せ方
(ストーリー
ボードは別添)

作成と運用

スケジュール

備考



6. 広報支援

42

①基本役務

6. サービス仕様

Web・紙媒体マーケティングに使用する素材提供や学生募集イベントの企画・実施
を行います。
例えば、学生・保護者の方への「eラーニングを活用した新たな教育・学習」について
の説明会など、ご協力させて頂きます。

44

学生・保護者向けの「デジタルコミュニケーション原論」セミナー 地域住民向けのデジタルクリエイティブワークショップ＠大船渡



7. 出口（就職活動）支援

43

①基本役務

6. サービス仕様

弊社運営の求人検索メディア（約5,000社のアクティブ企業数）を利用頂けます。
弊社企画の企業ゼミ（企業⇔学生のオンラインインターンシップ）に参加頂けます。
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8. 教員候補の紹介

46

①基本役務

6. サービス仕様

デジタルハリウッドOBOGを中心とした弊社保有の教員候補人材リストの中から、
適切な方をリサーチさせて頂きます。※必ずご紹介できることをお約束するものではございません。
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7. 契約形態

47
49



①提携形態

48

専門学校とデジタルハリウッドとの学校間提携です。

デジタルハリウッド専門学校

7. 契約形態
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49

②基本価格
7. 契約形態

種別 項目 料金（税抜） 必須or任意 備考

固定費
業務提携料 1,200,000 必須 1校当たりの年額です。年度毎に発生いたします。

管理者アカウント発行 150,000 任意 学生の視聴履歴が確認できます（年額）。

変動費

教材提供料 各講座 一覧表
参照

必須
（一つ以上） 学生お一人当たりの年額／1講座。

個別の課題添削 85,500 任意
学生お一人当たりの額。
課題添削およびアドバイス（Webは年9回の課題 CGは4
回。その他は応相談）

遠隔ライブ/出張授業 特別価格/無料 回数任意
1回90分を想定しています。事前準備費用含みます。
配信内容・方法・日時・回数は協議の上決定します。
無料参加可の公開授業も開催しています。

提携中の他教育機関等の
教育ナレッジシェア 無料 任意 教育機関同士で指導案や成功事例のシェアを行います。

（公開可能なものに限定）

教員研修 初年度無料 任意
教員向けの研修です。初年度は一回無料です。
2年目以降は有料となります。
尚、公開型の無料セミナーは多数開催しています。

カリキュラムリニューアル支援 無料 任意 弊社動画教材等のサービスを活用した新設・リニューアル
をサポートします。

広報支援 無料/有料 任意
広報に活用する素材を無料提供します。また、初年度に限
り、貴校で学生募集イベント企画・実施を一回無料で行い
ます。※2年目以降は企画内容によっては有料です。

出口（就職活動）支援 無料 任意
弊社運営の求人検索メディアを利用頂けます。また、弊社
が企画する企業ゼミ（企業⇔学生のオンラインインターン
シップ）に参加頂けます。

教員候補の紹介 無料 任意 デジタルハリウッドOBOGリストからリサーチします。
※必ずご紹介できることをお約束するものではありません。

※導入教材の担当教員向けの教材アカウントは無償で提供致します。
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（お問合せ）
デジタルハリウッド大学
アライアンスグループ

細野 康男 hosonoyasuo@dhw.co.jp
Tel: 03-5289-9267  Fax: 03-5289-9239
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