
令和 4年 6月 1日 

広島情報専門学校 

 

学科・専攻の概要 

1.教育計画 

学期（二期制） 登校日数・長期休み 

・前期： 4月 1日～9月 31日 

・後期：10月 1日～3月 31日 

登校日数：197日 

・夏期休暇：7月 30日～8月 28日 

・冬季休暇：12 月 24日～1月 9日 

・春期休暇：2 月 17日～3月 5日 

成績評価の基準 進級・卒業要件 

評価は評価点 100点満点とし、次の評価を与える。 

［評価点］［評価］［合否］ 

100～90  秀  合格 

89～80  優  合格 

79～70  良  合格 

69～60  可  合格 

59以下 不可 不合格 

秀：4 点、優：3点、良：2点、可：1点とし、

それらの合計点を科目数で除したものを客観的

な指標とする。 

 

成績の分布状況については、半期毎に通知する成

績通知書に、対象学科・専攻における「学年順位」

を記載する。 

・進級：学科・学年ごとに定められた所定の出

席時限数を満たし、所定の科目を履修してい

ること。 

・卒業：教育理念及び目標とする人材像に基づ

き、実践的なIT人材として必要な以下の能力

を身に付け、学則で定める修業年限以上在籍

し、所定の科目を履修した学生に対して卒業

を認定する。 

 情報システム開発の知識と技術を修得し問題

解決に活用できる 

 コミュニケーション力を持ち、他者と協働で

きる 

 倫理観を持って行動できる 

 

  



2.取得実績のある資格 

団体 資格名 

経済産業省 システムアーキテクト試験 

経済産業省 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 

経済産業省 データベーススペシャリスト試験 

経済産業省 ネットワークスペシャリスト試験 

経済産業省 情報処理安全確保支援士試験 

経済産業省 応用情報技術者試験 

経済産業省 情報セキュリティマネジメント試験 

経済産業省 基本情報技術者試験 

経済産業省 ITパスポート試験 

マイクロソフト マイクロソフトオフィススペシャリスト（ＭＯＳ） 

日本オラクル オラクルマスター 

シスコシステムズ シスコ技術者認定（ＣＣＮＡ） 

ＳＥＡ／Ｊ ＳＥＡ／Ｊ情報セキュリティ認定 

ＣｏｍｐＴＩＡ ＣｏｍｐＴＩＡ 

ＣＧ－ＡＲＴＳ協会 マルチメディア検定 

日本医療情報学会 医療情報技師能力検定 

日本医療情報学会 医療情報基礎知識検定 

日本医療教育財団 医療事務技能審査試験 

技能認定振興協会 医療事務管理士技能認定試験 

日本商工会議所 簿記検定 

日本商工会議所 販売士検定 

職業教育・キャリア教育財団 情報検定（Ｊ検） 

職業教育・キャリア教育財団 ビジネス検定（Ｂ検） 

実務技能検定協会 秘書検定 

 

  



3.学科・専攻とカリキュラム 

①大学併修科 

学科の目的 

特徴 

大学では幅広い教養と専門理論を学び、専門学校では、社会で即戦力となる専門

知識・技術を中心に学ぶ。大学と専門学校の学びの特長を合体させたのが、大学

併修科である。大学の「教養と知識」と専門学校の「実務能力」を併せ持つ、新

しいタイプの人材を目的とする。「大学・システム開発専攻」「大学・ゲーム専攻」

「大学・医療情報専攻」（令和 2 年度募集停止）「AIエンジニア専攻」(令和 3 年

度新設)、の 4専攻がある 

修業年限 総定員数 専門士 高度専門士 

4年(昼) 200名 - 平成 21年文部科学大臣告示 26号 

卒業に必要な 

総授業時間数 
講義科目 演習科目 実習科目 

 
大学・ｼｽﾃﾑ開発 4414時間 1396時間 1982時間 1246時間 

大学・ゲーム 4534時間 1346時間 2088時間 1310時間 

大学・医療情報 4628時間 0時間 0時間 0時間 

大学・AI 4414時間 990時間 1134時間 460時間 

実施科目 

（抜粋） 

1年 

IT 戦略とマネジメント、IT の職業と情報倫理、データとアルゴリズ

ム、ハードウェア、システムとソフトウェア、データベースの基礎、

情報システム戦略と開発技術、ネットワークとセキュリティ、ヒュー

マンスキル、国試対策、Java、アルゴリズム、ゲームプランニング、

デザイン実践、デザイン理論、専門講座、専門講座等 

2年 

HTMLと CSS、ビジネスマナーと文書技法、国試対策、AIの活用と開発

手法、IoTとビッグデータ、Linux、SEA/J基礎コース、アプリケーシ

ョン開発技術、オブジェクト指向プログラミング、セキュリティ応用、

データベース応用、ネットワーク応用１、アニメーション技法、キャ

ラクター描画、ゲームアルゴリズム、ヒューマンインタフェース論、

ゲームプログラミング 1、デジタルサウンド、専門講座等 

3年 

JavaScript、プレゼンテ－ション技法、国試対策、就職対策、Android

開発応用、CompTIANetwork+対策、SEA/J応用コーステクニカル編、Web

アプリケーション構築、Python、AI プログラミング、企画と提案、 

テストと移行・導入、プロジェクトマネジメント、Androidゲーム開

発、CGクリエイター検定エキスパート対策、ゲーム制作、ゲームプロ

グラミング 2、モバイルゲーム制作基礎、インターンシップ等 

4年 

国試対策、就職指導、卒業研究、Webサイト構築、システム構築総合

演習、ゲームサーバ構築、ゲーム制作、ゲームプログラミング 3、卒

業論文、インターンシップ等 



目標資格 

情報処理安全確保支援士試験・ネットワークスペシャリスト・データベース

スペシャリスト・応用情報技術者・基本情報技術者・ITパスポート試験、情

報検定（J検）・SEA/J・CompTIANetwork+・高等学校教諭一種免許（情報・商

業・数学）・CGクリエイター検定・マルチメディア検定等 

 

 



②情報システム専門科 

学科の目的 

特徴 

企業が求める実践的かつ専門的な知識・スキルを有する高度 ICT人材の育成を目

的として、情報システムの設計・開発を行うための基礎力からより高度な知識・

スキルまで、企業等との連携により専門的かつ実践的な演習・実習を通して学習

する。「AIエンジニア専攻」(令和 2年度新設)、「ネットセキュリティ専攻」、「ア

プリ開発専攻」、「ゲームクリエイト専攻」の 4専攻がある。 

修業年限 総定員数 専門士 高度専門士 

3年(昼) 210名 平成 19年文部科学大臣告示 21号 - 

卒業に必要な 

総授業時間数 
講義科目 演習科目 実習科目 

 
AI ｴﾝｼﾞﾆｱ専攻 3246時間 1024時間 1126時間 1156時間 

ﾈｯﾄｾｷｭﾘﾃｨ 3246時間 1076時間 1198時間 1032時間 

ｱﾌﾟﾘ開発 3246時間 986時間 1078時間 1242時間 

ｹﾞｰﾑｸﾘｴｲﾄ 3274時間 1168時間 1302時間 1436時間 

実施科目 

（抜粋） 

1年 

HTML と CSS、IT 戦略とマネジメント、IT の職業と情報倫理、J 検対

策、アルゴリズム、ハードウェア、システムとソフトウェア、データ

ベースの基礎、ネットワークとセキュリティ、データとアルゴリズム、

ヒューマンスキル、各種検定試験対策 1、各種検定試験対策 2、国試

対策、Java、IoT とビッグデータ、SEA/J 基礎コース、アルゴリズム

応用、データベース応用、CGクリエイター検定ベーシック対策、Web

デザイン基礎、キャラクター描画、ゲームプランニング、ゲームプロ

グラミング 1、デザイン実践、デザイン理論、表計算、作品制作等 

2年 

JavaScript、ビジネスマナーと文書技法、ヒューマンスキル、国試対

策、就職対策、 AI の活用と開発手法、 Android 開発基礎、

CompTIANetwork+対策、Linux、Webアプリケーション構築、アプリケ

ーション開発技術、オブジェクト指向プログラミング、オブジェクト

指向設計、統計学 1、統計学 2、セキュリティ応用、データベース応

用、ネットワーク応用２、ネットワーク機器演習、実践システム開発

演習、Androidゲーム開発、CG クリエイター検定エキスパート対策、

アニメーション技法、ゲームアルゴリズム、ゲームプログラミング 2、

ゲーム制作、デジタルサウンド、ヒューマンインタフェース論、モバ

イルゲーム制作基礎、インターンシップ、作品制作等 

3年 

ゼミ、国試対策、就職指導、卒業研究、Android 開発応用、SEA/J 応

用コーステクニカル編、Webサイト構築、システム構築総合演習、企

画と提案、テストと移行・導入、Python、AI プログラミング、AI プ

ログラミング 2、Python3 エンジニア認定基礎試験対策、セキュリテ

ィ演習、CGエンジニア検定エキスパート対策、ゲームサーバ構築、ゲ

ームプログラミング 3、モバイルゲーム制作、インターンシップ等 



目標資格 

・ネットワークスペシャリスト•データベーススペシャリスト・情報処理安

全確保支援士試験•応用情報技術者・基本情報技術者•CompTIANetwork+・

SEA/J•情報検定（J 検）・Android技術者認定試験・CGクリエイター検定・マ

ルチメディア検定・ 

 

  



③情報システム科 

学科の目的 

特徴 

コンピュータの基礎から高度な専門知識・技術までを修得するとともに、ＩＴプ

ログラム専攻ではシステムの設計・開発に必要な関連知識を身につけ、ゲームプ

ログラム専攻はゲームプログラマとしての技術を身につける。 

修業年限 総定員数 専門士 高度専門士 

2年(昼) 60名 平成 17年文部科学大臣告示 77号 - 

卒業に必要な 

総授業時間数 
講義科目 演習科目 実習科目 

 
IT ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 2194時間 826時間 642時間 786時間 

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 2374時間 906時間 782時間 1106時間 

実施科目 

（抜粋） 

1年 

HTML と CSS、IT 戦略とマネジメント、IT の職業と情報倫理、J 検対

策、アルゴリズム、ハードウェア、システムとソフトウェア、データ

ベースの基礎、ネットワークとセキュリティ、ビジネスマナーと文書

技法、ヒューマンスキル、各種検定試験対策、国試対策、就職対策、

Java、IoT とビッグデータ、SEA/J 基礎コース、アルゴリズム応用、

データベース応用、CGクリエイター検定ベーシック対策、Webデザイ

ン基礎、キャラクター描画、ゲームプランニング、ゲームプログラミ

ング 1、デザイン実践、デザイン理論、表計算、インターンシップ、

作品制作等 

2年 

JavaScript、ゼミ、国試対策、就職指導、卒業研究、AIの活用と開発

手法、CompTIANetwork+対策、Linux、Webアプリケーション構築、ア

プリケーション開発技術、オブジェクト指向プログラミング、セキュ

リティ応用、ネットワーク応用２、Androidゲーム開発、前期 CGクリ

エイター検定エキスパート対策、、アニメーション技法、ゲームアル

ゴリズム、ゲームプログラミング 2、ゲーム制作、デジタルサウンド、

ヒューマンインターフェース論、インターンシップ等 

目標資格 
•応用情報技術者・基本情報技術者•IT パスポート・情報検定（J 検）・CG ク

リエイター検定・マルチメディア検定等 

 

 

  



4.就職率、卒業後の進路 

就職率 97.3％ ※令和 3年度 3月卒業生実績 

主な就職先 

(株)21、ACJ(株)、(株)ACN、(株)ＤＴＳ、EGセキュアソリューションズ(株)、 

(株)ＪＲ東日本情報システム、ＪＴＰ(株)、(株)ＫＤＤＩエボルバ、 

NTTデータカスタマサービステクノロジ(株)、ＴＩＳシステムサービス(株)、 

TISソリューションリンク(株)、UTエイム(株)、UTテクノロジー(株)、 

(株)アクロホールディングス、(株)アスパーク、 

(株)アドービジネスコンサルタント、(株)アプレット、(株)アルプス技研、 

(株)インターネットイニシアティブ、(株)ウイング、(株)エイジェック、 

(株)エイチ・エル・シー、エスビーエス(株)、エヌアイシー・ソフト(株)、 

(株)コアソフト、(株)コスモス薬品、サブローAD(株)、(株)サンウェル、 

(株)サンエス、(株)ジェイテック、(株)システナ、(株)システム･サイエンス、 

(株)ダイキエンジニアリング、(株)テクノプロ、 

(株)デジタルワークスエンターテインメント、 

トッパン・フォームズ・オペレーション(株)、(株)ネクスト・テクノロジー、 

(株)ハローズ、(株)ビジネスインフォーメイションガーヴァン 、 

(株)ヒューマンシステム、(株)ホープクリエイト、 

(株)マイスターエンジニアリング、(株)マイメディア、(株)マツケイ、 

(株)メイテックフィルダーズ、(株)メインコンセプト、(株)メンバーズ、 

(有)モーターハウス アサノ、ヤマトシステム開発(株)、(株)ユニソフト、 

ライクスタッフィング(株)、(株)ワールドインテック、 

(株)ワールドソフト・イーエス、ワールドビジネスシスコム(株)、 

(医)葵会 葵の園クリニック、(株)広島ドラゴンフライズ、三原農業協同組合、 

(株)神垣組、(株)中電工、中国木材(株)、電子開発学園、東洋ワーク(株)、 

湯山製作所(株)、(株)藤本コーポレーション、二村自動車(株)、 

日通情報システム(株)、(株)日本プレースメントセンター、日本情報産業(株)、

扶桑電通(株) 

 

 

 


