
青山・情報システムアーキテクト育成プログラム
中級クラス

ADPISA-M

説明資料（オンライン説明会資料）

青山学院大学
社会情報学部附置リエゾンラボ
ADPISA事務局

1



 ADPISA-M（読み方：アドピサ エム）の開講背景
 ADPISAの特長
 ADPISA-Mの教育プログラム
 ADPISA-Mの位置づけ
 受講生の募集要項
 講義スケジュール

 企業の皆様との連携について
 よくある質問と答え
 質疑応答

本日の説明会プログラム

2



•青山・情報システムアーキテクト育成プログラム
ADPISA（2019〜）での実績

•令和3年度文部科学省事業
「DX等成長分野を中心とした就職・転職支援の
ためのリカレント教育推進事業」

ADPISA-Mの開講背景
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青山学院大学 社会情報学部

•文理融合教育、実践的問題解決
教育を指向しており、情報
システム人材育成はその一つの柱

• ADPISAにより、次代を担う
情報システム人材の育成・
交流の拠点となることを目標

•来春も箱根駅伝優勝します！
•今春激走した7区の岸本(区間1位)、
最終区の中倉(区間新)が
社会情報学部で学んでいます。
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ADPISAとは

•青山・情報システムアーキテクト育成プログラム
Aoyama Development Program for Information Systems Architect

• 2017年度に発足し、2019年度から講義開催
•学校教育法で定められた履修証明プログラム（次ページ）
• ADPISA受講者には、学生証相当
の身分証明証を発行
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参考：履修証明プログラム
•学校教育法で定められた公的な資格

•最低60時間の
短時間履修

•公的な資格として
履歴書に記入可能

•安価
•一般の教育より安価

•問題点
•一般にほとんど知ら
れていない

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/05/22/1365328_004.pdf 6
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ADPISAの特長(1) ISアーキテクトを育成
•ビジネス組織、人間、組織外ステークホルダーも含めた、
広義の情報システムを対象とします。

•組織の活動、人の活動も含めた活動の職務遂行能力（コン
ピテンシー）を身につけます。

広義の情報システム
（ビジネスシステム）

ビジネス組織、
プロセス

人間
(ステークホルダー)

情報技術(IT)を使ったシステム
(狭義の情報システム)

ITアーキテクト:
（狭義の）情報システムを
対象

ISアーキテクト:
組織、人の活動も含めた
広義の情報システムを対象
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参考：情報システム(IS)アーキテクトとは

•「言われたものをIT技術を
使って構築する」というIT
アーキテクトではなく、
「ビジネスの現場を知り、
何を作ればよいかを一緒
に考える」という姿勢を
重視し、それを推し進め
る専門人材

ビジネスの
オーナー

情報システム
構築・運用者

情報システム
設計者

システム要求/仕様

ユーザー
要求

製品/
サービス

情報
システム

アーキテクト

問題の
分析

実装の
設計

要求の
理解

要求の
設計

実装
テスト

据付

評価使う

8



ADPISAの特長(2) 大学ならではの教育

•体系的な教育メニューを揃え、バランスのとれた情報
システム(IS)アーキテクトの育成に注力

フロー型の知識・スキル
（現在必要な知識、スキルをピンポイントに）

蓄積型の知識・スキル
(応用の利く基礎知識、スキルを包括的に)

広義の
情報システム

狭義の
情報システム ADPISA
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ADPISAの特長(3) 自律的な学びを醸成

•情報システム系の教育だけでなく、受講者が長い生涯にお
ける学びを自律的に継続できることを目標

• ADPISAの施策
• 学び方を学ぶ（ガニエの認知的方略）

• オンデマンドの教育コンテンツを自律的に選び、学ぶ方法を教える
• 安価に情報を得られる手段が増加。情報量が膨大でかつ、内容も玉石混交
• それだけに、個人側がの判断力、取捨選択等の能力が重要

• Udemy Businessの科目を無料受講
• ソフトスキル系、ライフデザイン系の科目を各プログラムに設置

• 「デザインシンキング入門」
• 「DX時代の情報技術者のライフデザイン」
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ADPISA-Mの教育プログラム
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2022年度のADPISAの構成

• ISアーキテクトの育成を最終目標に、3プログラムに再
構成。

エントリ

ミドル

ハイ
（高度IT人材）

レベル１

レベル２

レベル３

レベル４

レベル５

2021年度 2022年度 主な変更点

ADPISA-F

ADPISA

ADPISA-H
文科省事業対象外

ADPISA-M
文科省事業対象

ADPISA-E
文科省事業対象

• 2019年度から実施しているADPISAの後継プログラム
• 2022年度ADPISA-Hは、これまでのADPISAのマイナーチェンジ。

2023年度ADPISA-Hから、他の2プログラムとの整合性を確保
した教育プログラムとして実施予定。

• 2022年度事業の新規プログラム。IT職種経験者を対象にDXに
対応した情報システム教育として再編成。

• 1部前年度ADPISAの科目を引き継ぎ、ミドルレベルの情報シ
ステム教育として新設する。

• 2021年度事業ADPISA-Fの後継プログラム
• 単にIT教育ではなく、DXに対応した情報システム教育として
再編成し、プロジェクトマネジメント等ITSS2相当の知識・
スキルもカバーする。

12



ADPISA-Mの科目の構成
• 単なる情報処理の講義ではなく、広義の情報システムを対象にした教育プログラム。
• 大学の情報分野教育カリキュラムの国際標準であるCC2020のうち、 DX対応の情報システム分野
のカリキュラムであるIS2020（下図）をベース

• IS2020のうち、Data, Development, Organizational Domain, Integration分野を
ADPISA-Mで実施

• 時間的な制約により、現在の国内の産業界のニーズに対応するところを重点的に実施。

ADPISA-Mで
主に実施

ADPISA-Eで
主に実施

情報処理の基礎だが情報システムで
役立つ知識・スキルを中心 https://is2020.hosting2.acm.org/2021/06/01/is2020-final-draft-released/

技術

現実の情報システムで
役に立つ技術に厳選

クラウド、セキュリティ、
ネットワーク等

データ

データベース、
マイニング、

ビジネスアナリシス基礎、
BI,AI等

開発

システム分析・設計、
アプリケーション開発、
オブジェクト指向、

UIデザイン等

組織

DX推進、
情報システムマネジメント

戦略、
技術者倫理、

ビジネスプロセス等
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授業科目・担当講師・外部講師の活用

• 対面による教育に効果がある科目は、対面で実施する。同等の効果が遠隔でも得られる科目は、遠隔で実施する。対面で実施する科目
についても、受講生の居住地や希望、コロナ禍等の影響により遠隔でも受講可能にする。

• 情報処理関連選択科目群は、DX対応等で、ITの基礎的な知識が不足している受講生対応に、ベネッセ社が提供する「Udemy 
Business」を活用し、それぞれの受講生が不足している情報処理の基礎知識をオンデマンドに受講させる科目群である。

令和２年度「就職・転職支援のための大学リカレント教育推進事業（就職・転職支援のためのリカレント教育プログラムの開発・実施）」事業計画書（a：求職支援）(P14)

分類 科 目 名（仮称） 時間数 授業 実務家 双方向 実務家
講師 担当教員 新規・流用・委託

必修 情報システム（中級編） 7.5H 遠隔 〇 〇 宮川 新規

必修 情報システム分析応用 22.5H 対面 〇 宮川・皆木 新規

必修 ビジネスプロセス・データのモ
デリング 15.0H 対面 〇 〇 〇 三輪(PJ教員） 2021年ADPISAから移

行＋カスタマイズ

必修 プロジェクトマネジメント（中
級編） 22.5H 対面 〇 〇 〇

初田（PJ教員）
LTI社、

日立ドキュメント

2021年ADPISAから移
行＋カスタマイズ
＋一部再委託

必修 アジャイル開発入門 15.0H 対面 〇 〇 〇 LTI社 新規・再委託

必修 デザイン思考入門 15.0H 遠隔 〇 〇 LTI社/IL社 新規・再委託

必修 セキュリティ技術 7.5H 遠隔 〇 〇 LTI社/IL社 新規・再委託

必修 DX時代の情報技術者のライフデ
ザイン 15.0H 遠隔 〇 〇 〇 山口（PJ教員）

居駒
2021年ADPISAから移
行＋カスタマイズ

選択 情報処理関連選択科目群 15.0H 遠隔 〇 佐藤（PJ教員）
Udemy



ADPISA-M 受講生の募集要項

選考結果発表は9月18日の予定 15



ADPISA-M プログラムスケジュール
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• IT職種として働きITの知識はあるが業務に活かす方法について
さらに学びたい

• 今流行な知識だけでなく5～10年たっても役に立つ蓄積型の知
識・スキルを身に着けたい

• プロジェクトをマネージメントするために必要な基礎的スキル
を身に着けたい

• DXに関する基本的なコンピテンシー（職務遂行能力）を身に着
けたい

• デザイン思考などを自分の業務で活用したい
• 自分のキャリアを自律的に構築したい

このような方々の応募を期待しています
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Digital Innovation領域

参考：大学での国際標準カリキュラムの一例
IS2020のDigital Innovation（２）

Digital Innovation
人材類型

「自社の事業の仕組
み」、「変革方法」、
「変革を実現するた
めのIT技術」をそれぞ
れ理解するとともに、
主体的に企画実行し、
企業をチェンジでき
る人材である。

Digital Innovation人材の職務遂行能力(コンピテンシー)

遂行可能な職務
自社の問題事業プロセス
を特定することができる

問題を解決するために必
要なIT技術を特定できる

：

：

スキルレベル
思い出せる

理解できる

適用できる

分析できる

評価できる

創造できる

対応する知識
新デジタル技術の内容
新技術の適用方法
新技術の問題・課題

：

：

対応ディスポジション
積極的
自主的
情熱的
目的志向

プロ意識
責任感
適応力
協力的

反応力
注意力
発明力

出典： IS 2020 Final Report https://is2020.hosting2.acm.org/wp-content/uploads/2021/06/is2020.pdf
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企業の皆様との連携について
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企業の皆様への依頼事項（1）
• 社内のDX人材候補へのADPISAの受講推奨

• （2022年度後期ADPISA-E 募集終了）
• 2022年度後期ADPISA-M
• 2023年度前期ADPISA-H
• 2023年度後期ADPISA-E

• 就職、転職を希望するADPISA修了者の採用
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企業の皆様への依頼事項（2）
• ADPISAの活動に対する企画段階からの参画
• ADPISAのコンテンツの視聴
• ADPISAのコンテンツの評価、その結果によって社内展開

• 例：まず、２，３時間のサンプルコンテンツを、社員（1名〜10名）
の方に視聴してもらい評価。有用そうであれば、社内に展開を想定。
Udemy Businessのライセンスは青学大が購入し御社に貸与
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Q 年齢制限（上限）はありますか？
A ありません

Q 高卒認定でも応募可能ですか？
A 可能です

Q 説明会に参加できませんでしたが申込できますか？
A できます。募集要項、説明資料はよくお読みください。

Q やむをえず欠席の場合はどのようなサポートがありますか？
A キャンパスでの講義は出席が前提ですが、緊急でやむを得ない事情による
欠席の場合、授業を録画し、視聴していただくことを検討しています

よくある質問と答え（1）
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Q 自習でITを学んでいますが、ADPISA-Mを受講可能でしょうか。
A ADPISA-Mは、IT職種での就業経験のある方のみ応募可能です。

Q これまでの就業経験がIT職種か否か微妙
A 応募資料に就業経験を書いて応募してください

よくある質問と答え（2）
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受講申込について

受講のお申し込み、お問い合わせ先：
下記のページからリンクしています
https://adpisa.si.aoyama.ac.jp/adpisa-m/

お申し込みをお待ちしています。
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ご参考：
マナパス：社会人の大学等での学びを応援するサイト

• https://manapass.jp
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