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産学連携産学連携産学連携産学連携 アウトソーシングサービスアウトソーシングサービスアウトソーシングサービスアウトソーシングサービス産業産業産業産業

にににに向向向向けたけたけたけたITITITIT実戦型人材実戦型人材実戦型人材実戦型人材のののの育成育成育成育成をををを目指目指目指目指してしてしてして



中国中国中国中国�大連東軟情報学院大連東軟情報学院大連東軟情報学院大連東軟情報学院
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Dalian Neusoft Institute of Information

�学院創立学院創立学院創立学院創立：：：：２０００年６月

�学生数学生数学生数学生数：：：： ２０１０年１月現在約１４,０００人

�構成構成構成構成：：：： 学部教育、専門教育、大学院教育、留学生教育、オンライン教育

�専攻専攻専攻専攻：：：： IT専門

�育成目標育成目標育成目標育成目標：：：：「国際的、実践的、個性的」な即戦力となる優れたIT実践型人材の育成 3
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新型IT人材トレーニング基地



大連大連大連大連
ソフトウェアパークソフトウェアパークソフトウェアパークソフトウェアパーク

東北大学東北大学東北大学東北大学
（（（（中国中国中国中国・・・・瀋陽瀋陽瀋陽瀋陽））））

大連東軟大連東軟大連東軟大連東軟
情報学院情報学院情報学院情報学院

Neusoft

東軟集団東軟集団東軟集団東軟集団
•人材交流人材交流人材交流人材交流
•産学連携産学連携産学連携産学連携

• 技術支援技術支援技術支援技術支援
• 技術者教師技術者教師技術者教師技術者教師のののの派遣派遣派遣派遣
• 教育実習教育実習教育実習教育実習のののの場場場場をををを提供提供提供提供
• ビジネスパートナービジネスパートナービジネスパートナービジネスパートナー

• 人材育成人材育成人材育成人材育成におけるにおけるにおけるにおける相互協力相互協力相互協力相互協力
• IT人材人材人材人材のののの共有共有共有共有

• IT実践型人材実践型人材実践型人材実践型人材のののの供給供給供給供給
• 企業研修生企業研修生企業研修生企業研修生のののの受入受入受入受入れれれれ

産学連携による人材育成
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•学生学生学生学生のののの生活環境生活環境生活環境生活環境をををを提供提供提供提供するするするする
•教育実習教育実習教育実習教育実習のののの場場場場をををを提供提供提供提供
•卒業生卒業生卒業生卒業生のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ



Dalian Neusoft Institute of Information 展望・使命・教育理念

�展望(Vision)

経済及び産業発展に向けて、素質の

ある実戦型IT人材を養成することを目

標としている。

�使命(Mission)

５～１０年でIT分野に特化した世界に

通用する大学に作り上げる。

�教育理念(Education Philosophy)

教育が学生の価値を創り出すこと

「知識の修得より知識の運用」がもっ

と重要と考えている。
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教育が学生の価値を創り出す

Education Creates Values of Students-

TOPCARES

•Technical knowledge and reasoning

（知識と推察能力）

•Open minded and innovation、

（柔軟な思考力と革新力）

•Personal and professional skills

（技術者としての専門的な資質と能力）

•Communication and teamwork

（コミュニケーションとチームワーク）

•Attitude and manner （態度と作法）

•Responsibility （責任感）

•Ethical values （価値観）

•Social contribution by application practice（CDIO)

（実学が社会の価値を創り出す）
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� 世界に通用する教育理念

� 世界の教育資源の共有

� 幅広い国際交流と連携

� 語学教育の重要による世界に

通用する人材の育成

大学の国際化を目指す
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ITITITIT実践実践実践実践型大学型大学型大学型大学
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サービスインフラサービスインフラサービスインフラサービスインフラ
のののの外部委託外部委託外部委託外部委託

アウトソーシングアウトソーシングアウトソーシングアウトソーシング
サービスサービスサービスサービス産業産業産業産業にににに向向向向
けけけけ、、、、経済発展経済発展経済発展経済発展にににに適適適適
したしたしたしたIT応用型大学応用型大学応用型大学応用型大学

をををを築築築築きききき上上上上げるげるげるげる

理事会理事会理事会理事会のののの基基基基にににに学院長学院長学院長学院長
がががが全権限全権限全権限全権限をををを持持持持ってってってって大学大学大学大学
経営経営経営経営をををを行行行行われているわれているわれているわれている。。。。
海外大学海外大学海外大学海外大学のののの経営上経営上経営上経営上のののの
優優優優れたれたれたれた経験経験経験経験をををを取取取取りりりり入入入入れれれれ
CDIO/ABET/CMMCDIO/ABET/CMMCDIO/ABET/CMMCDIO/ABET/CMMなどなどなどなど
優優優優れたれたれたれた経営理念経営理念経営理念経営理念にににに倣倣倣倣
いいいい、、、、当学院当学院当学院当学院ををををデジタルデジタルデジタルデジタル
キャンパスキャンパスキャンパスキャンパスにににに創創創創りりりり上上上上げげげげ
るるるる。。。。簡潔簡潔簡潔簡潔、、、、高機能高機能高機能高機能、、、、規規規規
範化範化範化範化されたされたされたされた合理的合理的合理的合理的なななな管管管管
理理理理システムシステムシステムシステム並並並並びにびにびにびに仕事仕事仕事仕事
ののののプロセスプロセスプロセスプロセスをををを策定策定策定策定したしたしたした。。。。学生生活学生生活学生生活学生生活のののの基本基本基本基本なななな

インフラインフラインフラインフラをををを外部委託外部委託外部委託外部委託

学生寮学生寮学生寮学生寮のののの運用運用運用運用とととと管管管管
理理理理はははは外部委託外部委託外部委託外部委託

充実充実充実充実したしたしたしたサービスシサービスシサービスシサービスシ
ステムステムステムステム

民営大学における運営体制の探求
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大学大学大学大学ととととハイテクパークハイテクパークハイテクパークハイテクパーク、、、、ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア産業界産業界産業界産業界とのとのとのとの連携連携連携連携
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• 企業文化企業文化企業文化企業文化にににに賛同賛同賛同賛同するするするする

• しっかりとしたしっかりとしたしっかりとしたしっかりとした専門力専門力専門力専門力

• 強強強強いいいい即戦力即戦力即戦力即戦力をををを持持持持つことつことつことつこと

• 総合的総合的総合的総合的なななな外国語外国語外国語外国語のののの語語語語
学力学力学力学力

• 優優優優れたれたれたれた学習能力及学習能力及学習能力及学習能力及びびびび
チームワークチームワークチームワークチームワークのののの能力能力能力能力

• 先行先行先行先行されたされたされたされた技術技術技術技術にににに追追追追いつかないつかないつかないつかな
いいいい教育教育教育教育カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム

• 教師教師教師教師のののの企業経験企業経験企業経験企業経験がががが不足不足不足不足

• 教学設備教学設備教学設備教学設備がががが完備完備完備完備されていないされていないされていないされていない

• 学生学生学生学生にににに対対対対するするするする実践訓練実践訓練実践訓練実践訓練のののの教教教教
育育育育がががが不充分不充分不充分不充分でででで学生学生学生学生のののの実践力実践力実践力実践力
がががが低下低下低下低下しているしているしているしている

企業企業企業企業がががが求求求求めるめるめるめる人材人材人材人材：：：：IT人材人材人材人材のののの育成育成育成育成：：：：

≠
• 工程学工程学工程学工程学のののの教育教育教育教育はははは理論化理論化理論化理論化にににに

偏偏偏偏りりりり、、、、産業産業産業産業のののの需要需要需要需要にににに対応対応対応対応でででで

きずきずきずきず産業産業産業産業とととと社会社会社会社会ののののニーズニーズニーズニーズにににに

考慮考慮考慮考慮されていないされていないされていないされていない

• “有利有利有利有利なななな情況情況情況情況とととと不利不利不利不利なななな情況情況情況情況”

有利有利有利有利なななな情況情況情況情況：：：：

①①①①企業企業企業企業のののの人材需要人材需要人材需要人材需要がががが多多多多いいいい。。。。

②②②②卒業生卒業生卒業生卒業生のののの供給供給供給供給もももも多多多多いいいい。。。。

不利不利不利不利なななな情況情況情況情況：：：：

①①①①企業企業企業企業のののの要求要求要求要求にににに満満満満たせるたせるたせるたせる人材人材人材人材

はははは少少少少ないないないない。。。。

②②②②卒業生卒業生卒業生卒業生がががが就職難就職難就職難就職難にににに落落落落ちていちていちていちてい

るるるる。。。。

またはまたはまたはまたは教育界教育界教育界教育界のののの学者学者学者学者のののの研研研研

究成果究成果究成果究成果はははは経済効果経済効果経済効果経済効果とととと結結結結びびびび付付付付

けていないけていないけていないけていない。。。。それにそれにそれにそれに産業界産業界産業界産業界

におけるにおけるにおけるにおける改革改新改革改新改革改新改革改新がががが遅遅遅遅れてれてれてれて

いるいるいるいる。。。。

中国IT教育と産業界のニーズとの格差
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College offers customizable programs that fits for HR 
demands of business.
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Business may participate in the design of programs 
offered by college.

Employees take a teaching job at college, and teaching 
staff work at business.

College has its lab built in business, and business sets 
up its R&D facilities in college.

Business becomes an incubator of college’s research 
achievements. 

企業企業企業企業のののの専門家専門家専門家専門家とととと大学大学大学大学のののの教授間教授間教授間教授間のののの相互交流相互交流相互交流相互交流をををを盛盛盛盛んにんにんにんに

大学大学大学大学はははは企業企業企業企業のののの受託育成受託育成受託育成受託育成をををを実施実施実施実施

企業企業企業企業はははは大学大学大学大学のののの教育教育教育教育カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラムのののの策定策定策定策定にににに参加参加参加参加

大学大学大学大学はははは企業企業企業企業でででで実験室実験室実験室実験室をををを、、、、企業企業企業企業はははは大学大学大学大学にににに研究室研究室研究室研究室をををを設置設置設置設置

企業企業企業企業はははは大学大学大学大学のののの研究成果研究成果研究成果研究成果をををを実用化実用化実用化実用化させるさせるさせるさせる格好格好格好格好のののの場場場場
となるとなるとなるとなる

大大大大

学学学学

企企企企
業業業業

• 企業企業企業企業のののの需需需需
要要要要にににに応応応応じじじじ
ててててカリキュカリキュカリキュカリキュ
ラムラムラムラムのののの内内内内
容容容容をををを策定策定策定策定

• 実習実習実習実習のののの場場場場
をををを確保確保確保確保

• 共同研究共同研究共同研究共同研究
をををを推進推進推進推進

• 即戦力型人即戦力型人即戦力型人即戦力型人
材材材材のののの確保確保確保確保

• 新入社員新入社員新入社員新入社員のののの
研修研修研修研修

• 継続継続継続継続にににに人材人材人材人材
確保確保確保確保のののの保障保障保障保障

• 企業企業企業企業はははは大学大学大学大学
からからからから研究成研究成研究成研究成
果果果果がががが獲得獲得獲得獲得されされされされ
るるるる

産学連携・共存共栄

12



B8Neusoft株式会社第1開発棟

B5Neusoft株式会社第2開発棟

A4Neusoft学院行政センター

A5Neusoft学院図書館

A1A2A3Neusoft学院教室棟

C3Neusoftグループ商用軟件事業部
Neusoftグループ国際ソフトウェアサー

ビス事業部

C1Neusoftソフトウェアパークビジネスセンター
Neusoftソフトウェアパーク産業発展有限会社
Neusoftコールセンター

Neusoft情報サービス有限会社

C2 HP BPOセンター

B3 Neusoft協力パートナー基地
NeusoftインターネットデータセンターIDC

Neusoftグループ組込式ソフトウェア事業部

B2 HPグローバルコールセンタ

ー；
HPグローバルソフトウェアサービス

センター

B1アルパイン電子大連研究開発センター

Neusoft学院学生宿舎

Neusoft学院グラウンド 体育館

A6Neusoft日本語IT人材トレーニングセンター

A7Neusoft学院教室棟

大連東軟情報学院とIT企業との連携
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大連東軟情報学院大連東軟情報学院大連東軟情報学院大連東軟情報学院はははは大連大連大連大連ハイテクパークハイテクパークハイテクパークハイテクパークとととと共共共共にににに誕生誕生誕生誕生、、、、共共共共にににに成長成長成長成長してきたしてきたしてきたしてきた。。。。当学院当学院当学院当学院はははは既既既既にににに大連大連大連大連ハイテクパークハイテクパークハイテクパークハイテクパーク

にににに数多数多数多数多くのくのくのくのIT人材人材人材人材をををを送送送送りりりり出出出出しましたしましたしましたしました。。。。現在現在現在現在、、、、大学大学大学大学のののの周辺周辺周辺周辺にににに３００３００３００３００以上以上以上以上のののの国内外国内外国内外国内外ののののIT企業企業企業企業がががが集集集集まっていますまっていますまっていますまっています。。。。当当当当

学院学院学院学院はははは既既既既にににに中国中国中国中国ののののソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア産業産業産業産業のののの基地基地基地基地となりとなりとなりとなり、、、、大連大連大連大連をををを中国中国中国中国ののののアウトソーシングサービスアウトソーシングサービスアウトソーシングサービスアウトソーシングサービス産業産業産業産業のののの模範模範模範模範にしたにしたにしたにした

ことにことにことにことに大大大大きくきくきくきく寄与寄与寄与寄与したしたしたした。。。。

大連東軟情報学院とハイテクパークの一本化された発展を目指す
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• 人材確保人材確保人材確保人材確保

• 企業企業企業企業のののの技術技術技術技術
改新改新改新改新とととと発展発展発展発展
をををを促進促進促進促進

• 大学大学大学大学のののの研究研究研究研究
成果成果成果成果はははは企業企業企業企業
によってによってによってによって実実実実
用化用化用化用化されるされるされるされる

• 企業企業企業企業とととと大学大学大学大学
のののの文化文化文化文化のののの融融融融
合合合合にににに貢献貢献貢献貢献でででで
きるきるきるきる

オンライ
ン教育

オンライ
ン教育

都市の
サービス
機能

都市の
サービス
機能

産業の
経済性

産業の
経済性

産業産業産業産業パークパークパークパーク 大学大学大学大学

社会文
化の役
割

社会文
化の役
割

科学技
術研究
開発

科学技
術研究
開発

学歴
教育

学歴
教育

科学技術科学技術科学技術科学技術のののの
一本化一本化一本化一本化

科学技術科学技術科学技術科学技術のののの
一本化一本化一本化一本化

大大大大
学学学学

ハハハハ
イイイイ
テテテテ
クククク
パパパパ
ーーーー
クククク

人材人材人材人材のののの一本化一本化一本化一本化人材人材人材人材のののの一本化一本化一本化一本化

資金資金資金資金のののの一本化一本化一本化一本化資金資金資金資金のののの一本化一本化一本化一本化

ブランドブランドブランドブランド/文化文化文化文化のののの
一本化一本化一本化一本化

ブランドブランドブランドブランド/文化文化文化文化のののの
一本化一本化一本化一本化

都市環境都市環境都市環境都市環境のののの
一本化一本化一本化一本化

都市環境都市環境都市環境都市環境のののの
一本化一本化一本化一本化

産業環境産業環境産業環境産業環境のののの
一本化一本化一本化一本化

産業環境産業環境産業環境産業環境のののの
一本化一本化一本化一本化

産学一体化産学一体化産学一体化産学一体化のののの経営方式経営方式経営方式経営方式はははは多岐多岐多岐多岐にににに渡渡渡渡ってってってって協力協力協力協力ができができができができ、、、、両者両者両者両者のののの強強強強みをみをみをみを生生生生かしかしかしかし共共共共

存共栄存共栄存共栄存共栄、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの更更更更なるなるなるなる発展発展発展発展をををを促進促進促進促進することがすることがすることがすることが可能可能可能可能となるとなるとなるとなる。。。。

• 学科専攻学科専攻学科専攻学科専攻のののの仕仕仕仕
組組組組みをよりみをよりみをよりみをより合合合合
理理理理しししし、、、、教育改教育改教育改教育改
革革革革をををを深深深深めるめるめるめる。。。。

• 学術研究水準学術研究水準学術研究水準学術研究水準
をををを向上向上向上向上させさせさせさせ大大大大
学学学学のののの研究成果研究成果研究成果研究成果
をををを迅速迅速迅速迅速にににに産業産業産業産業
化化化化にするにするにするにする。。。。

• 大学大学大学大学のののの設備設備設備設備をををを
完備完備完備完備しししし、、、、教育教育教育教育
実習実習実習実習のののの基地基地基地基地をををを
開拓開拓開拓開拓するするするする。。。。

• 教師教師教師教師とととと学生共学生共学生共学生共
ににににベンチャーベンチャーベンチャーベンチャー
企業企業企業企業をををを創業創業創業創業すすすす
ることにることにることにることに奨励奨励奨励奨励
するするするする。。。。

大学はハイテクパークとの一本化される発展に挑んで

15



開放開放開放開放でででで且且且且つつつつ革新革新革新革新のののの路線路線路線路線をををを実行実行実行実行しししし、、、、IT実戦型人材実戦型人材実戦型人材実戦型人材をををを育成育成育成育成するするするする

16



TOPCARES-CDIO教育方法の模索及び実践

TOPCARESTOPCARES

教育水準教育水準教育水準教育水準教育水準教育水準教育水準教育水準
のののの保障保障保障保障のののの保障保障保障保障

教師教師教師教師のののの教教教教教師教師教師教師のののの教教教教
育研修育研修育研修育研修育研修育研修育研修育研修 学習環境学習環境学習環境学習環境学習環境学習環境学習環境学習環境

教育方法教育方法教育方法教育方法教育方法教育方法教育方法教育方法

カリキュカリキュカリキュカリキュカリキュカリキュカリキュカリキュ
ラムラムラムラムのののの充充充充ラムラムラムラムのののの充充充充
実実実実実実実実

教育目標教育目標教育目標教育目標教育目標教育目標教育目標教育目標

17

TOPCARES

• Technical knowledge and 

reasoning

• Open minded and innovation

• Personal and professional 

skills

• Communication and 

teamwork

• Attitude and manner

• Responsibility

• Ethical values

• Social contribution by 

application practice（CDIO）



学科の教育
目標

科目の教育
目標

コンピュータ科
目の展望と使命

大学の展望と
使命

貢献

総合関係

貢献

貢献

総合関係

総合関係

学生:学生の価値を引き出す

保護者：子女の教育を安心して大
学に任せる

教師：大学の成長と共に自らの
成長を成し遂げる

大学：学校経営の効率と目標の実現を保証する

企業：社会（企業）の人材不足の難題を解消するには
IT実用化人材を育成する。

展望：社会の産
業のためにIT実用

化の人材を育成す
ること。

展望：社会の産
業のためにIT実用

化の人材を育成す
ること。

実用
に即
した

IT
関係
の専
門学
科設
置

教育
目標
を実
現し
、大
学の
使命
を果
たす

18

大学の使命と専攻の教育目標：TOPCARESの役割分担を明確に



科目体系科目体系科目体系科目体系とととと科目科目科目科目のののの充実充実充実充実：：：：大学は企業と共にカリキュラムの体系を構築

19

� 市場に必要とする人材のニーズに応じてカリキュラムの体系と目標を完備し、科

目間の融合を図る。

TOPCARES
各専攻各専攻各専攻各専攻のののの教育目教育目教育目教育目
標標標標

カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラムのののの体体体体
系系系系

各単元各単元各単元各単元
能力能力能力能力にににに応応応応ずるずるずるずる教学教学教学教学

教授法教授法教授法教授法
評価評価評価評価システムシステムシステムシステム

反映反映反映反映 反映反映反映反映

反反反反
映映映映

構想構想構想構想

実施実施実施実施
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うううう

実践学期実践学期実践学期実践学期実践学期実践学期実践学期実践学期

メディアメディアメディアメディア教室教室教室教室メディアメディアメディアメディア教室教室教室教室

Any timeAny time

科目科目科目科目のののの実践実践実践実践科目科目科目科目のののの実践実践実践実践

項目実践項目実践項目実践項目実践項目実践項目実践項目実践項目実践

PC + LabformPC + Labform

教学外実験教学外実験教学外実験教学外実験教学外実験教学外実験教学外実験教学外実験

教学中教学中教学中教学中のののの実験実験実験実験教学中教学中教学中教学中のののの実験実験実験実験

図書館図書館図書館図書館図書館図書館図書館図書館

実験室実験室実験室実験室実験室実験室実験室実験室

実験実験実験実験センターセンターセンターセンター実験実験実験実験センターセンターセンターセンター

企業企業企業企業企業企業企業企業

学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮学生寮

PC +Sever 
+ Labform

PC +Sever 
+ Labform

実験設備実験設備実験設備実験設備実験設備実験設備実験設備実験設備

企業企業企業企業のののの実験設備実験設備実験設備実験設備
IBT + Cases

企業企業企業企業のののの実験設備実験設備実験設備実験設備
IBT + Cases

リソースリソースリソースリソースリソースリソースリソースリソース

Any wayAny wayAny whereAny where

OKIOKI

LabformLabform

３級項目

１級項目

2級項目

上級項目
基礎項目

学習環境：TOPCARESの教育形式に適用する3Aの実践環境を構築



• 多岐に渡った教育リソースを享有——教育内容の更新、CDIOの教育実践環境を
整備する；

• TOPCARESの教育形式に適用する教学リソースの体系を整える

21

HP实验室实验室实验室实验室

NII

学習環境：多岐に渡った企業の教育リソースを享有



大学生創業大学生創業大学生創業大学生創業センターセンターセンターセンター（（（（Student Office & Venture 

Office，，，，略略略略してしてしてしてSOVOとととと称称称称するするするする））））– シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション 実験室実験室実験室実験室、、、、

トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング センターセンターセンターセンター

複数複数複数複数のののの模擬会社模擬会社模擬会社模擬会社

SOVOのののの指導教師指導教師指導教師指導教師

学学学学
生生生生

SOVO

各学部各学部各学部各学部

社社社社
会会会会

•選抜選抜選抜選抜されたされたされたされた学生学生学生学生ががががSOVO

でででで訓練訓練訓練訓練をををを受受受受けるけるけるける
・・・・シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション会社会社会社会社のののの業業業業
務務務務にににに応応応応じてじてじてじて教師教師教師教師とととと学生学生学生学生をををを
指導指導指導指導

•SOVOのののの日常教学管理日常教学管理日常教学管理日常教学管理

•実践実践実践実践カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラムのののの体系作体系作体系作体系作りそりそりそりそ
してしてしてして、、、、教学数順教学数順教学数順教学数順をををを向上向上向上向上させさせさせさせ

•シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション会社会社会社会社のののの経営経営経営経営をををを
指導指導指導指導

•シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション会社会社会社会社のののの業務業務業務業務にににに
応応応応じてじてじてじて教師教師教師教師とととと学生学生学生学生をををを指導指導指導指導

選抜選抜選抜選抜したしたしたした学生学生学生学生
ががががSOVOSOVOSOVOSOVOでででで訓練訓練訓練訓練
をををを受受受受けるけるけるける

•契約内容契約内容契約内容契約内容

•BPO業務業務業務業務

•IBT業務業務業務業務

•就職就職就職就職

22

学習環境：SOVOは学生能力を訓練する重要な場にする
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徹底的に学生の
基礎学力を作り
上げる。

徹底的に専門的な
知識をマスターさせ
る。

知識のみならず
専門的な技術、ノ
ウハウを習得さ
せる。

企業に倣って学生
のコミュニケーション
能力、チームワーク
、忍耐力、学習能力
、想像力などを高め
る。

大学で学んだ専
門知識を企業の
必要に応じて発
揮できる力を伸
ばし、学生から企
業戦士に変身で
きる手助けをす
る。

一年次 二、三年次 就職前四年次

专业学习与实践

基礎作り

専門知識

専門技術

専門能力

職業訓練

専門能力の
仕組み

専門知識の
体系作り

人材育成
のプラン
ニング

企業分析

コミ
ュニ
ケー
ショ
ン

コミ
ュニ
ケー
ショ
ン

コミ
ュニ
ケー
ショ
ン

コミ
ュニ
ケー
ショ
ン能
力能力能力能力
のののの育
成育成育成育成
、、、、業
務内
容

業務
内容

業務
内容

業務
内容
とととと生
産生産生産生産
シス
テム

シス
テム

シス
テム

シス
テム
、、、、企
業文
化

企業
文化

企業
文化

企業
文化
など
を

など
を

など
を

など
を教
学教学教学教学
にににに取取取取
りりりり込込込込
むむむむ

教育と学習：Neusoftは実践な人材育成アプローチを重視



知識の修得のみならず学生の即戦力を育成する知識の修得のみならず学生の即戦力を育成する

24

教育と学習：知識の伝授を要領よく少なめに学生の訓練を多く取

り入れ、訓練することに重心を置く。



• “1321”の設置即ち“１”は一学年で、“３”一学年を三つ学期に分け、“２”は通常学期の二つで、“１”は
実践学期のことを指す。

• “3+1”の教学パタン即ち大学最後の一年で総合実践のプログラムを通し、学生の専門的な実践力を

強化する。

中級項目

上級項目

25

基礎知識の学習
企業運営の
プロセスを把握

実践項目
の流れを把握項目実践項目実践項目実践項目実践

技能訓練技能訓練技能訓練技能訓練

基礎訓練基礎訓練基礎訓練基礎訓練

実践教学

高学年高学年高学年高学年

IT基礎基礎基礎基礎のののの

あるあるあるある学生学生学生学生

低学年低学年低学年低学年

実習対象 実習内容

課題分析
方案作り
問題解決

実習形式 教育目標

プロジェクトの
開発力と管理能
力を向上させる

企業の講師
一人は８～１０
名の学生を指導

学生は企業の
プロジェクト開発
に参加

専門的な素質と
携わる職業の
将来性を見通す

学生の問題提起、
方案作り、
開発力を育成

校内実習
企業見学
講座

基礎項目

教育と学習：ステップアップ式の実践教育



CDIO の教育
理念に基づき
PBLの項目設
計、実施、運
営を行う
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講師講師講師講師とととと技術者技術者技術者技術者のののの共同指導共同指導共同指導共同指導

在校生在校生在校生在校生

選択科目選択科目選択科目選択科目

校内実践校内実践校内実践校内実践

科目修了科目修了科目修了科目修了テストテストテストテスト

教師指導教師指導教師指導教師指導

内容内容内容内容 学校学校学校学校

役割転換役割転換役割転換役割転換

対応科目対応科目対応科目対応科目

実践内容実践内容実践内容実践内容

教育評価教育評価教育評価教育評価

教学形式教学形式教学形式教学形式

予備社員予備社員予備社員予備社員

受託生受託生受託生受託生ののののカリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム

企業企業企業企業のののの正社員正社員正社員正社員

教師教師教師教師とととと技術者技術者技術者技術者
のののの共同指導共同指導共同指導共同指導

企業企業企業企業

企業評価企業評価企業評価企業評価

交換単位交換単位交換単位交換単位

企業企業企業企業からのからのからのからの教師教師教師教師

企業支援企業支援企業支援企業支援

企業企業企業企業のののの最終評価最終評価最終評価最終評価

企業実習企業実習企業実習企業実習、、、、大学大学大学大学のののの
シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション センターセンターセンターセンター
室室室室のののの訓練訓練訓練訓練によるによるによるによる

教育と学習：一本化した学習システム（IBT）



大学大学大学大学
教師教師教師教師

IT企業企業企業企業

専門家専門家専門家専門家

知識型知識型知識型知識型

技能型技能型技能型技能型

開発型開発型開発型開発型

講師講師講師講師

学校学校学校学校のののの給与給与給与給与

教職教職教職教職

技術者技術者技術者技術者

企業企業企業企業のののの給与給与給与給与

研究職研究職研究職研究職

• NEUSOFT、SAP、HPなどの企業から７０名以上の企業の専門家を講師としてお招きし、上記に述
べた特色のある教師陣を形成した。

• 教師を評価する指標を教学水準と実践力を決定的な要素とし、教師の教育指導と教学研究の
成果によって教師を総合的に評価する。

• 二重教職資格の案例：コンピュータ学部の教師の場合は“項目実践＋プロセス評価”、情報シス
テム学部は“SAPの顧問認定書＋項目実践”

27

一人
二役

二重
給与

二重
職場

教師の育成：制度化された教師と企業の技術者の総合交流



企業企業企業企業のののの責任者責任者責任者責任者によるによるによるによる評価評価評価評価企業企業企業企業のののの人事部長人事部長人事部長人事部長によるによるによるによる評価評価評価評価

卒業生卒業生卒業生卒業生によるによるによるによる評価評価評価評価

専門家専門家専門家専門家によるによるによるによる評価評価評価評価

在校生在校生在校生在校生によるによるによるによる評価評価評価評価

教師教師教師教師によるによるによるによる評価評価評価評価

多角的多角的多角的多角的なななな評価評価評価評価

28

教育水準の保障：教育水準管理システムの整備



大連大連大連大連ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア産業産業産業産業とととと共共共共にににに明明明明るいるいるいるい未来未来未来未来をををを迎迎迎迎えようえようえようえよう！！！！
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単位：

億米ドル

出典：IDCによる
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世界アウトソーシング サービス産業の規模が拡大しつつあり、FOBアウトソーシングの規模も絶え間なく拡大してある。

� 金融危機金融危機金融危機金融危機のののの影響影響影響影響をををを受受受受けけけけ、、、、２００９２００９２００９２００９年度年度年度年度のののの増幅増幅増幅増幅がががが緩緩緩緩やかになっているがやかになっているがやかになっているがやかになっているが規模拡大規模拡大規模拡大規模拡大がががが穏穏穏穏やかにやかにやかにやかに増加増加増加増加しつつあるしつつあるしつつあるしつつある。。。。２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年までにこのまでにこのまでにこのまでにこの産業産業産業産業

のののの売上売上売上売上はははは８５４６８５４６８５４６８５４６億米億米億米億米ドルドルドルドルにににに、、、、２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年までにまでにまでにまでに１１１１万億米万億米万億米万億米ドルドルドルドルにににに達達達達するするするする見込見込見込見込みだみだみだみだ。。。。

� Gartnerのののの予測予測予測予測によるとによるとによるとによると２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年までにまでにまでにまでに、、、、先進国先進国先進国先進国におけるにおけるにおけるにおける２５２５２５２５％％％％のののの一般的一般的一般的一般的なななな業務業務業務業務ををををインドインドインドインド、、、、中国中国中国中国、、、、ロシアロシアロシアロシアにににに委託委託委託委託するとするとするとすると言言言言うことだうことだうことだうことだ。。。。

5362
5768 5897

6111
6391

6723

2021 2174 2281 2435

2626
2848

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ITO市場 BPO市場 ITO増加率 BPO増加率

世界世界世界世界：：：：アウトソーシングサービスアウトソーシングサービスアウトソーシングサービスアウトソーシングサービス産業産業産業産業のののの長期的長期的長期的長期的なななな繁栄繁栄繁栄繁栄



2006-2007年

2005年

0% 10% 20% 30% 40% 50%

フィリピン

南アフリカ

マレーシア

アイルランド

ロシア

ブラジル

中国

メキシコ

カナダ

インド

比率
)

2005年美国客年美国客年美国客年美国客户离岸服务目的地选择研究户离岸服务目的地选择研究户离岸服务目的地选择研究户离岸服务目的地选择研究
Source：：：：IDC，，，，2005 (N=1062)

-出典：IDCによる

IDCがががが２００６２００６２００６２００６年年年年ににににアメリカアメリカアメリカアメリカのののの１０６２１０６２１０６２１０６２軒軒軒軒ののののアウトソーシングアウトソーシングアウトソーシングアウトソーシング企業企業企業企業のののの管理者管理者管理者管理者にににに関関関関するするするする調調調調

査査査査によるとによるとによるとによると、、、、中国中国中国中国ののののアウトソーシングアウトソーシングアウトソーシングアウトソーシング サービスサービスサービスサービスはますますはますますはますますはますます世界世界世界世界にににに注目注目注目注目されされされされ、、、、近近近近いいいい将将将将

来来来来アメリカアメリカアメリカアメリカをををを超超超超えるえるえるえる見込見込見込見込みだということですみだということですみだということですみだということです。。。。
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中国中国中国中国：：：：アウトソーシングアウトソーシングアウトソーシングアウトソーシング サービスサービスサービスサービスはははは中国中国中国中国にににに移転移転移転移転



産業輸出産業輸出産業輸出産業輸出

成熟期成熟期

2007 2012 2017

産業産業産業産業のののの収益収益収益収益

会社数会社数会社数会社数
200億億億億RMB

700-900億億億億RMB

1500-2000億億億億RMB

7億米億米億米億米ドルドルドルドル

30-45億米億米億米億米ドルドルドルドル

90-150億米億米億米億米ドルドルドルドル

千人以上千人以上千人以上千人以上のののの会社会社会社会社８８８８社社社社 １１１１万人以上万人以上万人以上万人以上のののの会社会社会社会社３３３３－－－－５５５５社社社社

１１１１万人以上万人以上万人以上万人以上のののの会社会社会社会社１０１０１０１０-１５１５１５１５社社社社

突破期突破期 発展期発展期

産業規模産業規模産業規模産業規模とととと総合実力総合実力総合実力総合実力はははは世界世界世界世界のののの
トップレベルトップレベルトップレベルトップレベル

対日対日対日対日ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアのののの輸出輸出輸出輸出、、、、運輸運輸運輸運輸、、、、デジタルデジタルデジタルデジタル技術技術技術技術、、、、ソソソソ
フトウェアフトウェアフトウェアフトウェア開発開発開発開発などはなどはなどはなどは世界世界世界世界トップレベルトップレベルトップレベルトップレベルにににに到達到達到達到達するするするする。。。。

出典：IDCによる
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大連：世界ソフトウェア開発と情報サービスにおける率
先垂範の担い手になる



大連市の経済活気はソフトウェア産業によるもので、ソフトウェア産業の発展は大連に計り知れな

い恵みを与えます。

大連東軟情報学院はIT専門大学として社会並び産業界のために優れたIT実戦型人材を育成する

宝庫です。

展望：

大連市は世界においてソフトウェア産業とアウトソーシングサービス産業の最も影響力のある都市

になると考えています。従って、IT実戦型人材を育成することはそのための基本的な原動力であり、

大きな要です。

大連東軟情報学院はソフトウェア産業のため、大連の更なる発展のため、より多くの人材を育成す

ることを使命と致します。

IT産業の未来のために不撓不屈の精神を持って邁進致します！

33

大連東軟情報学院：大連ソフトウェア産業と共に明る
い未来を迎えよう！



Thank you！！！！

Dalian Neusoft Institute of Information

ごごごご静聴静聴静聴静聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。


