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生まれ変わる!
プロスペラ

不確実性の高まっている社会の中で、未来を担う人材

となるためには、変革の時代の波に乗るDXリテラ

シーを身につける必要があります。いま読んだり・書

いたり・計算をしたりすることが当たり前のように、未

来はDXについて理解していることが当たり前の時代

になります。みなさまが本学で新しい時代に先駆けて

DXについて学び、世界に貢献できる力を身につけ、社

会で活躍されることを心より願っております。

2024年にはJR東静岡駅の近くに新校舎のオープン

も控えており、これまで以上にたくさんの方にプロス

ペラ学院を選んでもらえる環境が整っています。新し

い校舎で新しい時代の実学を学べるプロスペラ学院

を選択していただければと思います。

校長 勝又 誉樹

学校法人福寿
プロスぺラ学院ビジネス専門学校

プロスペラ学院ビジネス専門学校は、2021年に

DXビジネス科を開講いたしました。

これまで日本では、プログラマーやシステムエン

ジニアなどのIT技術者の育成に焦点が当てられ

てきましたが、昨今はそのIT技術者と経営者との

懸け橋となる人材の不在が指摘されており、日

本のデジタル化の遅れの原因だとも言われてい

ます。「デジタルトランスフォーメーション（DX）

＝デジタルで社会を変革すること」は、日本が技

術偏重のデジタル化への取り組みを反省し乗り

越えようする中で、ビジネスにおける最も重要な

キーワードの一つとなっています。

当校では、IT技術者と経営者との懸け橋となる人

材を「DX人材」と位置づけ、その育成ための教育

を行っています。DX研究の第一人者である中央

大学岡嶋裕史教授監修のもとカリキュラムを作

り上げ、また企業と連携したDX実践の場も用意

しています。

校長挨拶

2022
2024

DXビジネス科（2年制）開講
東静岡駅 新校舎オープン



中央大学国際情報学部教授。富士総合研究所、関東学
院大学情報科学センター所長を経て現職。著書多数。
近著に「思考からの逃走」（日本経済新聞出版社）、「イ
ンターネットというリアル」（ミネルヴァ書房）、「5G」、
「ブロックチェーン」（講談社）、「教育テレビ 趣味ど
きっ！テキスト いまこそスマホ」（NHK出版）など。

※ビズリーチ調べ

2021 レジュメ検索トレンド

岡嶋 裕史 おかじま ゆうし

DX（Digital Transformationデジタルトランスフォーメーション）と

は、デジタル技術を活用して社会を変革することを表す言葉です。

DXは今の日本のキーワードの一つで、最近はテレビやYouTubeでもDX

についての広告が多く流れています。また、日本政府が2021年に設置

したデジタル庁は、日本のDXを推進するために立ち上げられた機関

で、今日本は国を挙げてDXに取り組んでいます。

デジタル技術を活用することはもちろんですが、新しいアイデアを生み

出したり、古い組織の文化を変えたりする「トランスフォーメーション＝

変革」もDXの大切な要素です。デジタルの勉強だけでは、これからの

時代に求められるDX人材としては不十分です。

プロスペラ学院のDXビジネス科では、プログラミングやサイバーセキュ

リティなど「デジタル」の勉強だけでなく、経営学・プロジェクトマネジ

メントや統計学・データ分析、ビジネスコミュニケーションなど「トラン

スフォーメーション」のための勉強が充実しており、DX人材になるため

の知識や技能を身につけることができます。

2021年10月、プロスペラ学院ビジネス専門学校をふくむ学校法

人神戸学園グループは、中央大学国際情報学部の岡嶋裕史教授

を顧問にお迎えしました。プロスペラ学院では、DX研究の第一人

者である岡嶋教授監修のカリキュラムをもとに授業を実施して

います。デジタルトランスフォーメーション（DX）を学問体系とし

てまとめた教育プログラムが受講できるのは、プロスペラ学院を

はじめとした神戸学園グループだけです。

DXを学ぶことは就職に役立ちます。

株式会社ビズリーチの2021年の発表によると、企業の採用

担当者が人材を探すときに使ったキーワードで最も使用数が

伸びたワードが「DX」でした。つまり、DX人材は多くの企業か

ら求められている人材ということです。また、このデータから

は、単なるデジタル技術者ではなく、経営やビジネスコミュニ

ケーションについても学んだDX人材が求められるようになっ

ているという時代の変化も読み取れます。

今後DXは、これから就職をして社会で活躍する学生が必ず身

につけなければならないリテラシーになっていくでしょう。

第一線の研究者と共に作り上げる

DX
順位 検索ワード 関連ワード

DX ITコンサル、 データ分析、IoT、Al、 サプライチェーン、 業務改善、 自動化、省人化、顧客体験

Web アプリ 開発、Java、サイバーセキュリティ、 Sler、プロジェクトリーダー、 Ruby

調査 地質地盤、分析、 土地家屋、 市場、 定性、アクセス解析

Web ディレクター、広告、 マーケティング、制作、デザイナー

環境 構築、開発、 安全、管理、衛生、 エネルギー、コンサル

エンジニア採用 中途、面接 VPoE、リクルーター、 ダイレクトリクルーティング、 人材紹介、 教育

カスタマーサクセス SaaS エンタープライズ、 責任者、マネージャー、 法人営業、 アップセル、クロスセル

情報セキュリティ スペシャリスト､ヘルプデスク、 情シス、マネジメント

中途採用 キャリア採用、 エンジニア、 新卒採用、リクルーター、 ダイレクトリクルーティング、紹介会社

装置 半導体製造、設備、検査、設計、 FA装置
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新時代の 教育

中央大学国際情報学部 ×
神戸学園グループ DX ビジネス学科

中央大学国際情報学部教授



DX ビジネス科では、次のような資格の取得

を目指すことができます。

就職につながる
資格取得

「DX の逆算モデル」は、DX とはどのようなものか、DX を推進するために何が必要かを説明

したモデルです。逆算モデルは、ビジネスや組織を改革するためには、①「理想」からスタート

して、②「現状」を把握し、③理想と現状のギャップをデジタル技術を活用して埋める、④それを

スピーディーに繰り返すことが重要だということを示しています。プロスペラ学院の DX ビジ

ネス科のカリキュラムはこのDXの逆算モデルにもとづいて作られています。

デザイン思考、
経営学・プロジェクトマネジメント など

「DX の逆算モデル」に
もとづくカリキュラム

プロスペラ学院の教育で

は、理論や知識を学ぶ座学

だけでなく、学んだことを

実践することを重視してい

ます。

DX ビジネス科のカリキュ

ラムでは、授業内でケース

メソッドや CTF（Capture 

The Flag）に取り組んだり、

企業のインターンシップに

参加したりする機会が設け

られています。

在学中に実践を経験することが、卒業後即戦力として活躍することにつながります。

理論と実践の
バランスがとれた授業

1

1

2 3

近年注目されているデータをビジネスに活用するための

基本的なスキルを証明する資格です。

データサイエンティスト検定™ 
リテラシーレベル

企業のお金の管理に必要な知識を証明する資格です。多

くの企業から評価される就職活動に役立つ資格です。

日商簿記検定試験

英語のビジネスコミュニケーション能力を証明する試験

で、多くの企業が採用の際に評価しています。

TOEIC Listening & Reading Test

IT に関する基礎的な知識を証明する国家資格です。どん

な仕事に就く学生にも取得をしてほしい資格です。

IT パスポート試験

MON TUE WED THU FRI

デジタルトランス
フォーメーション1 経営学・プロジェクト

マネジメント
情報社会学・
情報倫理

情報社会学・
情報倫理

アルゴリズム・
データ構造

IT 技術者の登竜門的な国家資格です。プログラマーやシ

ステムエンジニアとして就職したい学生は取得を目指し

たい資格です。

基本情報技術者試験

Word、Excel など多くの企業で使われるオフィスソフト

の利用スキルをマイクロソフトが認定する国際資格です。

マイクロソフト
オフィススペシャリスト（MOS）

理想を描くための科目

プログラミング、コンピュータシステム など

3 理想と現状をつなぐための科目

統計学・データアナリティクス、簿記 など

2 現状を把握するための科目
ビジネスコミュニケーション、ビジネス表計算 など

4 逆算をスピーディーに繰り返すための科目

１年生の時間割例

サイバー
セキュリティ2 サイバー

セキュリティ ビジネス文書 ビジネス表計算 ビジネス表計算

ビジネスマナー3 ビジネス
コミュニケーション 英語 ビジネス

コミュニケーション プログラミング

現状

理想
1

42
DO
CHECK
ACTION

TO BE

AS IS

3 PLAN

「跳躍板」としての

デジタル技術

逆算モデル
のDX

DXビジネス科

※カリキュラムは変更になることがございます。



講師紹介

DXの根幹である「逆算」の思考法を学び、さまざまな企業の

ケースについて議論します。また、AIやVRなどDXとかかわりの

深い最新の技術についても学びます。

デジタルトランス
フォーメーション

JavaやPy thonなどのプ

ログラミング言語を使っ

てプログラムを作成しま

す。初心者も一から丁寧に

学ぶことができる授業内

容になっています。

プログラミング

「交渉学」の知見をもと

に、ビジネスでの効果的な

コミュニケーションを学び

ます。国際ビジネス科の留

学生といっしょに異文化

コミュニケーションについ

て学ぶ機会もあります。

ビジネス
コミュニケーション

目指せる 職種

DXはあらゆる業種・職種で取り組まれており、

DXを学んだ学生の進路は、IT 分野に限らず広い分野にまたがります。

ソニーグループ、ブリヂストングループ、JR東日本グループ、ファーストリテイリンググループ、

ソフトバンクグループ、DeNAグループなど、DXを推進している企業の中にも、

専門学校卒業生を採用対象とする企業が数多くあります。

事務

営業

販売・サービス

企画

人事労務

生産管理

マーケティング

プログラマー

システムエンジニア

経理

ビジネスにデータは欠かせないものです。この授業では、データ

の収集や分析はもちろん、データを伝えるインフォグラフィック

スについても学びます。

統計学・
データアナリティクス

ビジネスでは経営者の視

点を学ぶことが非常に重

要です。ITパスポートや基

本情報技術者試験でも問

われるストラテジ系やマ

ネジメント系の知識を学

びます。

経営学・
プロジェクトマネジメント

デジタル化は暮らしを便

利にする一方、炎上やプラ

イバシー侵害などの問題

を引き起こしています。デ

ジタルが社会に与える影

響や炎上しないための行

動について考えます。

情報社会学・情報倫理

井田 洋佑
サイバーセキュリティ

西田 風也
アルゴリズム・データ構造

寒川 晴美
ビジネスマナー

良知 梓
ビジネスコミュニケーション

大石 桃子
プログラミング

西田 智
簿記

目指せる 業界
メーカー（機械、食品など）

IT・情報通信

飲食サービス

宿泊サービス

卸売・小売

観光・レジャー

ほか

ほか

鈴木 大志
英語

國松 義史
デジタルトランスフォーメーション



グループ校紹介
プロスペラ学院ビジネス専門学校は

全国に 3つのグループ校があります。

プロスペラ学院では、毎年多くの企業に校内

企業説明会を開催していただいています。

2021 年度はオンラインも含めて 44 回もの

校内企業説明会を実施しました。静岡県内は

もちろん全国の企業がプロスペラ学院の学生

を求めてくれています。

年40回以上の
校内企業説明会
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株式会社あきんどスシロー

くら寿司株式会社

株式会社ドン・キホーテ

株式会社ジー・テイスト（現 株式会社焼肉坂井ホールディングス）

株式会社ヨシックス（現 株式会社ヨシックスホールディングス）

山万株式会社

株式会社G-7・オート・サービス

株式会社ヤマザキ

株式会社マキヤ

株式会社エーツー

株式会社京城園

一般財団法人休暇村協会休暇村富士

一般財団法人休暇村協会休暇村大久野島

一般財団法人休暇村協会休暇村蒜山高原

ブリーズベイシーサイドリゾート熱海 ほか

卒業生の 主な就職内定先

「キャリアデザイン」の授業では、就職活動

で内定を勝ち取るための履歴書・面接指導を

一から丁寧に指導します。また、授業外の時

間でも個別の求人紹介や履歴書添削など、手

厚いサポートを受けることができます。

手厚い充実の
履歴書・面接指導 TEL 03-3929-1230

〒177-0051 東京都練馬区関町北 2-34-12

学校法人郡山学園

中央美術学園

TEL 078-857-3005
〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1-15

学校法人神戸学園

専門学校アートカレッジ神戸

TEL 092-559-7001
〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋 4-13-27

学校法人時習学館

西日本アカデミー航空専門学校

オープンキャンパス
学校の説明を聞きたい人や、DXについて興味のある人は、

ぜひオープンキャンパスに参加してください。

プロスペラ学院の先生から直接、授業やイベントの話や

入試合格のためのアドバイスを聞くことができます。

オープンキャンパスは、JR静岡駅から徒歩１分の駅前サテライトで開催します。

プロスペラ学院ビジネス専門学校
駅前サテライト
静岡県静岡市駿河区南町 10-5 地建南町ビル 1F静岡県静岡市駿河区南町 10-5 地建南町ビル 1F

054-259-7655
開催日 毎週土曜日

お名前・学校名・学年と
オープンキャンパス参加希望の旨お伝えください。
お名前・学校名・学年と
オープンキャンパス参加希望の旨お伝えください。

予約

場所

TEL または公式 LINE

TEL 078-858-6318
〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1-16

学校法人神戸学園

神戸動植物環境専門学校

地図

公

式
LINE はこちら

！
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