令和 2 年 6 月 1 日
ＫＣＳ鹿児島情報専門学校

学科・専攻の概要
1.教育計画
学期（二期制）
・前期： 4 月 1 日～9 月 30 日
・後期：10 月 1 日～3 月 31 日

登校日数・長期休み
登校日数：205 日
夏 期：8 月 1 日～8 月 31 日
冬 期：12 月 25 日～1 月 7 日
学期末：2月22日～2月26日,3月25日～3月31日

成績評価の基準

進級・卒業要件

科目の履修は，試験およびこれに代わる方法によって認

「進級」

定され、合格者は当該科目に定められた単位数を修得し

本校の学科・学年ごとに定められた所定の出席時限数を

たものとする。

満たし、所定の科目を修得していること。

科目の履修の認定を受けるためには、総授業時間の 2/3

「卒業」

以上の授業を受けなければならない。

本校の学科ごとに定められた所定の年限以上在籍し、所

単位認定試験は60点以上を合格とし、その評価は次のと
おりとする。

定の出席時限数を満たし、所定の科目を修得した者に対
しては卒業を認め、卒業証書を授与する。

90点以上
80点以上

････････ 秀
(20180年度以降入学生から)
････････ 優

70点から79点まで
60点から69点まで

････････ 良
････････ 可

59点以下

････････ 不可

単位認定試験が不合格になった者が再試験で 60 点以上
を得た場合、その単位認定試験は 60 点として「可」の
評価を与える
学科・学年ごとに、指定した期間に修得することが義務
付けられているすべての科目について、単位認定試験の
結果(以下科目評価点という)を、科目ごとに定められた
単位数で重みづけをした平均点で総合順位をつける。
総合評価＝（Σ科目評価点・単位数）／Σ単位数
履修認定のための評価試験を行わず、授業への出席要
件のみで履修認定を行う科目（認定科目）は、総合評価
の算出に含めない。
総合評価は、学科・学年・学期(前期・後期)別に、在
籍者に対して行う。
出席状況や科目の履修認定状況を記載した成績表を、
学期毎に、本人・保護者宛に通知する。なお、成績の分
布状況については成績表に対象学科学年における総合
順位を記載する。

2.取得実績のある資格
団

体

資

格

名

経産省

IT パスポート試験

経産省

基本情報技術者試験

経産省

情報セキュリティマネジメント試験

経産省

応用情報技術者試験

経産省

情報処理安全確保支援士試験

経産省

ネットワークスペシャリスト試験

経産省

データベーススペシャリスト試験

Microsoft

MCP(ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ認定ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ)

Microsoft

MOS(ﾏｲｸﾛｿﾌﾄｵﾌｨｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ)

日本オラクル株式会社

ORACLE MASTER（オラクルマスター）

日本オラクル株式会社

JAVA プログラマ（OCJ-P）

CompTIA

CompTIA A+,CompTIA Network+他

SEA/J

情報セキュリティ技術認定

(一社)日本医療情報学会

医療情報技師検定

(一社)日本医療情報学会

医療情報基礎知識検定

(一財)日本医療教育財団

医療事務技能審査試験（ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾗｰｸ）

(一財)日本医療教育財団

診療報酬請求事務能力認定試験

(公財)画像情報教育振興会（CG-ARTS 協会）

マルチメディア検定

(公財)画像情報教育振興会（CG-ARTS 協会）

ＣＧクリエイター検定

(公財)画像情報教育振興会（CG-ARTS 協会）

Ｗｅｂデザイナー検定

(公財)画像情報教育振興会（CG-ARTS 協会）

ＣＧエンジニア検定

(公財)画像情報教育振興会（CG-ARTS 協会）

画像処理エンジニア検定

(一財)職業教育・キャリア教育財団

情報検定（Ｊ検）

(一財)職業教育・キャリア教育財団

ビジネス能力検定（Ｂ検）

日本商工会議所

簿記検定

日本商工会議所

販売士検定

(公財)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
北海道情報大学と本校の両方に在籍し、経営学と情報技術を学びます。遠隔ｼｽﾃﾑ
により大学教授の講義を直接受けることができます。4 年間で理論や実践力、資
学科の目的
格を身につけ、学士(大学卒)と高度専門士(4 年制専門学校卒)を取得します。
特徴
次の 4 つの専攻を学べます。①ｼｽﾃﾑ専攻:ｼｽﾃﾑ開発ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ，②AI 専攻:AI 活
用技術，③ｹﾞｰﾑ CG 専攻:ｹﾞｰﾑ等ｸﾘｴｰﾄ技術，④医療情報専攻:医療情報技師育成
修業年限
定員数
専門士
高度専門士
4 年(昼)
120 名
平成 17 年文部科学大臣告示第 170 号
卒業に必要な
講義科目
演習科目
実習科目
総授業時間数
4050 時間

1354 時間

1年

2年
実施科目
（抜粋）

3年

4年

目標資格

1022 時間

1674 時間

情報基礎(情報基礎理論),情報基礎(ﾊｰﾄﾞｳｪｱ),情報基礎(ｿﾌﾄｳｪｱ),
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ基礎,ﾈｯﾄﾜｰｸとｾｷｭﾘﾃｨ,ﾃﾞｰﾀ構造とﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ,ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ,
ｼｽﾃﾑ開発基礎,ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ入門,IT ｽﾄﾗﾃｼﾞとﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ,IT の職業と情報
倫理,国試受験対策 1,ﾈｯﾄﾜｰｸ応用 1,JAVA 入門,Web ﾃﾞｻﾞｲﾝ基礎,ﾋｭｰ
ﾏﾝｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ論,大学科目研究 1,ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ応用,情報ｾｷｭﾘﾃｨ基礎,ﾃﾞ
ｻﾞｲﾝ実践,ｹﾞｰﾑﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ,ｷｬﾗｸﾀｰ表現の基礎,医学･医療,臨床医学,
ｼｽﾃﾑ設計練習,文書表現 1 など
ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ指向ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発技術,Linux,国試受験対
策 2,ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ指向分析設計,Web ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ構築,ﾃﾞｼﾞﾀﾙ社会の法制
度,ｼｽﾃﾑ研究 1,大学科目研究 2,ｼｽﾃﾑ開発演習,Web ﾃﾞｻﾞｲﾝ応用,ｱﾆﾒ
ｰｼｮﾝ技法,ｹﾞｰﾑｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ,ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ基礎,医療情報ｼｽﾃﾑ,医療
情報技師受験対策 1,ORACLE/SQL,CGMM 検定対策,医療情報基礎,ﾌﾟﾚ
ｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ技法,医療情報技師受験対策 2,ｼｽﾃﾑ設計演習,Windows ｻｰ
ﾊﾞ構築,ｹﾞｰﾑ設計演習,ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ応用など
C#ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ,Linux ｻｰﾊﾞ構築,国試受験対策 3,ｼｽﾃﾑ研究 2,大学科
目研究 3,ｼｽﾃﾑ開発演習 2,ｹﾞｰﾑ開発演習,ORACLE/SQL2,CGMM 検定対
策 2,医療情報基礎 2,ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ技法 2,ｼｽﾃﾑ設計演習 2,ｹﾞｰﾑ設計
演習 2,ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ応用 2,医療事務,医療事務演習 1,AI の活用
と開発手法,ﾋｭｰﾏﾝｽｷﾙ,就職対策 1 など
卒論対策,企画と提案,ﾃｽﾄと導入･移行,ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ,国試受
験対策 4,卒研ｾﾞﾐ,ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰと文章技法,卒業研究,ｼｽﾃﾑ構築総合
演習,ｼｽﾃﾑ開発演習 3,ｹﾞｰﾑ構築総合演習,ｹﾞｰﾑ開発演習 2,医療事務
演習 2,就職対策 2,会社のしくみ,病院経営など

学士、応用情報技術者試験、基本情報技術者試験、ORACLE ﾏｽﾀｰ、
CG ｸﾘｴｲﾀｰ検定、Web ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ検定、ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ検定、情報検定（Ｊ検）、
ﾋﾞｼﾞﾈｽ能力検定（B 検）など

②情報システム専門科
学科の目的
特徴

ｼｽﾃﾑ専攻では、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ技術とｼｽﾃﾑ開発技術などの中心に高度な IT 技術を、
AI 専攻では、AI の活用方法を学び AI をｼｽﾃﾑに組み込める技術を、またｹﾞｰﾑ･CG
専攻ではｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏとしての技術や CG/VR 作品の企画・制作技術を、基礎から
応用、実践力まで 3 年間じっくり学びます。

修業年限
定員数
3 年(昼)
140 名
卒業に必要な
総授業時間数

専門士
平成 16 年文部科学大臣告示第 21 号
講義科目

3060 時間

1064 時間

1年

実施科目
（抜粋）

2年

3年

演習科目
790 時間

高度専門士
実習科目
1206 時間

情報基礎(情報基礎理論),情報基礎(ﾊｰﾄﾞｳｪｱ),情報基礎(ｿﾌﾄｳｪｱ),
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ基礎,ﾈｯﾄﾜｰｸとｾｷｭﾘﾃｨ,ﾃﾞｰﾀ構造とﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ,ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ,
ｼｽﾃﾑ開発基礎,ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ入門,IT ｽﾄﾗﾃｼﾞとﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ,国試受験対策
1,IT の職業と情報倫理,ﾈｯﾄﾜｰｸ応用 1,JAVA 入門,Web ﾃﾞｻﾞｲﾝ基礎,ﾋ
ｭｰﾏﾝｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ論,ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ応用,情報ｾｷｭﾘﾃｨ基礎,ﾃﾞｻﾞｲﾝ実践,CG 概
論,ｹﾞｰﾑﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ,ｷｬﾗｸﾀｰ表現の基礎,医学･医療,臨床医学,ﾃﾞｻﾞｲﾝ
実習,ｼｽﾃﾑ設計練習,作品制作 1,文書表現 1 など
ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ指向ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発技術,Linux,実践ｼｽﾃﾑ開
発演習,国試受験対策 2,ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ指向分析設計,Web ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ構
築,ﾃﾞｼﾞﾀﾙ社会の法制度,ｼｽﾃﾑ開発演習,Web ﾃﾞｻﾞｲﾝ応用,ｱﾆﾒｰｼｮﾝ技
法,ｹﾞｰﾑｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ,ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ基礎,医療情報ｼｽﾃﾑ,医療情報技
師受験対策 1,ORACLE/SQL,CGMM 検定対策,医療情報基礎,ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼ
ｮ ﾝ 技 法 , 作 品 制 作 2, 医 療 情 報 技 師 受 験 対 策 2, ｼ ｽ ﾃ ﾑ 設 計 演
習,Windows ｻｰﾊﾞ構築,ｹﾞｰﾑ設計演習,ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ応用,医療事
務,医療事務演習 1,AI の活用と開発手法,ﾋｭｰﾏﾝｽｷﾙ,就職対策 1 な
ど
C#ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ,Linux ｻｰﾊﾞ構築,ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ,ﾃｽﾄと導入･移
行,国試受験対策 3,卒研ｾﾞﾐ,卒業研究,企画と提案,ｼｽﾃﾑ構築総合
演習,ｹﾞｰﾑ構築総合演習,ｼｽﾃﾑ開発演習 2,ｹﾞｰﾑ開発演習,医療事務
演習 2,医事ｺﾝ･電ｶﾙ演習,作品制作 3,就職対策 2,ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰと文章
技法,病院経営,会社のしくみなど

4年

目標資格

応用情報技術者試験、基本情報技術者試験、ORACLE ﾏｽﾀｰ、CG ｸﾘｴｲﾀｰ検定、
Web ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ検定、ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ検定、情報検定（Ｊ検）
、ﾋﾞｼﾞﾈｽ能力検定（B 検）
など

③情報メディア科
学科の目的
特徴

ｼｽﾃﾑ専攻では、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ技術とｼｽﾃﾑ開発技術などの IT 基礎技術を、またｹﾞｰﾑ･
CG 専攻では、ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏとしての技術や CG/VR 作品の企画・制作技術を、更に
ｽﾏｰﾄ専攻では、IT の基礎を学び IT をﾋﾞｼﾞﾈｽに活用する技術を、それぞれ基礎か
ら応用まで 2 年間しっかり学びます。

修業年限
定員数
2 年(昼)
80 名
卒業に必要な
総授業時間数

専門士
平成 20 年文部科学大臣告示第 12 号
講義科目

2100 時間

890 時間

1年

2年
実施科目
（抜粋）

高度専門士
-

演習科目
524 時間

実習科目
686 時間

情報基礎(情報基礎理論),情報基礎(ﾊｰﾄﾞｳｪｱ),情報基礎(ｿﾌﾄｳｪｱ),
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ基礎,ﾈｯﾄﾜｰｸとｾｷｭﾘﾃｨ,ﾃﾞｰﾀ構造とﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ,ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ,
ｼｽﾃﾑ開発基礎,ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ入門,IT ｽﾄﾗﾃｼﾞとﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ,国試受験対策
1,IT の職業と情報倫理,ﾈｯﾄﾜｰｸ応用 1,JAVA 入門,Web ﾃﾞｻﾞｲﾝ基礎,ﾋ
ｭｰﾏﾝｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ論,ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ応用,情報ｾｷｭﾘﾃｨ基礎,ﾃﾞｻﾞｲﾝ実践,CG 概
論,ｹﾞｰﾑﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ,ﾃﾞｻﾞｲﾝ実習,作品制作 1,文書表現 1,就職対策 1
など
ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ指向ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発技術,Linux,国試受験対
策 2,卒研ｾﾞﾐ,Web ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ構築,ﾃﾞｼﾞﾀﾙ社会の法制度,ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ
と文章技法,JAVA 応用,Web ﾃﾞｻﾞｲﾝ応用,ｱﾆﾒｰｼｮﾝ技法,ｹﾞｰﾑｱﾙｺﾞﾘｽﾞ
ﾑ,ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ基礎,ORACLE/SQL,CGMM 検定対策,医療情報基礎,
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ技法,作品制作 2,医療情報技師受験対策 2,卒業研究,
卒業課題制作,就職対策 2,会社のしくみなど

3年

4年

基本情報技術者試験、IT ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ試験、CG ｸﾘｴｲﾀｰ検定、Web ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ検定、
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ検定、情報検定（Ｊ検）、ﾋﾞｼﾞﾈｽ能力検定（B 検）など
目標資格

④情報ビジネス科
学科の目的
特徴

ﾋﾞｼﾞﾈｽ実務科目を学びながら文書系能力やﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰを習得し、ﾋﾞｼﾞﾈｽ系資格も
同時に取得します。またｷｬﾘｱﾋﾞｼﾞﾈｽ専攻では、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作やﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾐﾝｸﾞの基礎までを、医療ﾋﾞｼﾞﾈｽ専攻では、医療事務業務全般を学びます。

修業年限
定員数
2 年(昼)
30 名
卒業に必要な
総授業時間数

専門士
平成 20 年文部科学大臣告示第 12 号
講義科目

2070 時間

814 時間

1年

2年
実施科目
（抜粋）

高度専門士
-

演習科目
536 時間

実習科目
720 時間

IT ｽﾄﾗﾃｼﾞとﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ,接遇ﾏﾅｰ,情報基礎,ﾋﾞｼﾞﾈｽ概論,Word 実
習,PowerPoint 実習,簿記会計 1,IT の職業と情報倫理,Web ﾃﾞｻﾞｲﾝ
基礎,ﾃﾞｼﾞﾀﾙ社会の法制度,簿記会計 2,IT ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ対策 1,資格試験
対策 1,ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ入門,医療事務,医療事務演習 1,Excel 実習,IT ﾊﾟｽ
ﾎﾟｰﾄ対策 2,資格試験対策 2,作品制作 1,ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ,日常
英会話,文書表現 1,就職対策 1 など
Web ﾃﾞｻﾞｲﾝ演習,Access/VBA 実習,PC/LAN 構築,ﾋﾞｼﾞﾈｽ電話実務,卒
研ｾﾞﾐ,ﾋﾞｼﾞﾈｽ文書実務,医療事務演習 2,医事ｺﾝ･電ｶﾙ演習,ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
会計,ﾘﾃｰﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 2,CGMM 検定対策,医療情報基礎,ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ技
法,作品制作 2,IT ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ対策 3,資格試験対策 3,卒業研究,卒業課
題制作,就職対策 2,ｷｬﾘｱﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ,会社のしくみ,病院経営など

3年

4年

目標資格

IT ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ試験、ﾋﾞｼﾞﾈｽ能力検定（B 検）、日商簿記検定、ﾘﾃｰﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ検定、
秘書検定、医療情報基礎知識検定、医療事務技能審査試験（ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾗｰｸ）
、
診療報酬請求事務能力認定試験など

4.就職率、卒業後の進路
就
職
98％ ※令和 2 年 3 月卒業生実績
率
旭情報サービス(株)
(株)スターシステム
(株)日本ソフトウェアテクノロジー
(株)テイ・アイ・シイ
セントラルソフト(株)
(株)アイティーシェルパ
(株)ＩＩＪエンジニアリング
一般社団法人日本貨物検数協会 九州支部
(株)ネットサービス・ソリューションズ
大三ミート産業(株)
(株)グリフィン
ダイレックス(株)
三和電子(株)
(株)アイセス 熊本支社
(株)ＩＩＪプロテック
(株)アイティープラス
ＣＴＣシステムマネジメント(株)
コムテック(株) 南九州センター
(株)ＴＢＣ
データキューブ(株) 鹿児島営業所
(株)日本プレースメントセンター
(株)エム・ディ・エス
(株)ビーネックステクノロジーズ
南国システムサービス(株)
(株)ワールドインテック 東京本部
有限会社システムナビ
(株)システム情報パートナー
(株)南日本情報処理センター
トッパン・フォームズ・オペレーション(株) ＫＱＲＭホールディングス(株) 鹿児島事業所
(株)テクノプロ テクノプロ・エンジニアリング社
(株)南日本総合サービス
(株)ｃｏｌｙ
(株)鹿児島インサイト
ヤマトシステム開発(株)
アイテップ(株)
(株)ソフトウェア開発技術
主 (株)ダイレクトウェイヴ
(株)ワールドソフト・イーエス
(株)ＡＲＳ
な
(株)ＷＩＳＨシステムコンサルティング
就 ルーセント・グローバル(株)
ユニバーサルソフト(株)
職 (株)ジー・オー
東京コンピュータシステム(株)
(株)インパクト
先
宇宙技術開発(株)
(株)エス・テー・ラボ
電子開発学園
(株)WORKSTUDIO 鹿児島支店
(株)ＳＣＣ
大口電子(株)
(株)ＪＲ東日本情報システム
医療法人健誠会 湯田内科病院
(株)総研システムズ
医療法人 緑栄会 とくしげ耳鼻咽喉科
ＮＳ＆Ｃ(株)
(株)ポムフード
富士ソフト(株)
志布志東洋埠頭(株)

