
令和 4年 4月 15 日 

新潟情報専門学校 

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：04 月 1 日～9月 30 日 

・後期：10 月 1 日～3月 31 日 

登校日数：175 日～193 日 

夏 期：07 月 23 日～08 月 31 日 

冬 期：12 月 17 日～01 月 09 日 

学期末：03 月 31 日 

成績評価の基準 進級・卒業要件 

 

秀は：100～90 

優 ： 89～80 

良は：079～70    

可は：069～60 

不可：059～00  不合格 

・成績の分布状況については、履修科目の点数

（0～100 点）の平均に基づいて順位付けを行

い、半期毎に通知する成績通知書に対象学科

における「学年順位」を記載しており、学生

は自身の成績が下位４分の１に入っていない

かを把握できるようにしている 

 

・必要出席日数の 9割以上出席していること 

・すべての必修科目(選択必修科目も含む)に 

合格していること 

2.取得実績のある資格 

団体 資格名 

経済産業省 情報処理安全確保支援士試験 

（旧試験：情報セキュリティ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 データベーススペシャリスト試験 

経済産業省 応用情報技術者試験 

経済産業省 基本情報技術者試験 

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 IT パスポート試験 

マイクロソフト マイクロソフト認定プロフェッショナル (MCP) 

マイクロソフト マイクロソフトテクノロジーアソシエイト（MTA） 

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 

日本オラクル Oracle 認定 Java プログラマ 

シスコシステムズ シスコ技術者認定 (CCNA) 

合格 



アドビシステムズ アドビ認定アソシエイト（ACA） 

アドビシステムズ アドビ認定プロフェッショナル 

SEA/J SEA/J 情報セキュリティ技術認定 

NTT コミュニケーションズ インターネット検定 (ドットコムマスター) 

CompTIA CompTIA IT Fundamentals 

CompTIA CompTIA Network+ 

画像情報教育振興協会 CG クリエイター検定 

画像情報教育振興協会 CG エンジニア検定 

画像情報教育振興協会 Web デザイナー検定 

画像情報教育振興協会 画像処理エンジニア検定 

画像情報教育振興協会 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 

技能認定振興協会 医療事務管理士技能認定 

技能認定振興協会 ホスピタルコンシェルジュ検定 

医療情報安全管理監査人協会 医療情報システム監査人試験 

職業教育・キャリア教育財団 情報検定 

職業教育・キャリア教育財団 ビジネス能力検定ジョブパス 

実務技能検定協会 ビジネス実務マナー検定 

実務技能検定協会 サービス接遇検定 

日本商工会議所 販売士検定 

日本商工会議所 日商簿記検定 

 

  



3.学科・専攻とカリキュラム 

①情報システム専門科 

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、システムの設

計・アプリケーションソフトの開発に必要な関連知識や情報セキュリティ技術を身につ

け、システムに関する幅広い知識・技術と、柔軟に対応できる思考能力を持つ、情報

社会に欠くことのできないエンジニアを育成する。特に、２年次からの専攻選択により、

情報システム専攻ではネットワークやセキュリティに強いシステムエンジニアになるた

めの、AI システム専攻では AI エンジニアをはじめとした AI・IoT・ビッグデータなどを扱

う先端 IT 人材になるための、実践的な知識と技術を学習する。 

修業年限 総定員数 専門士 高度専門士 

3 年(昼) 180 名 平成 14 年文部科学大臣告示第 26 号 － 

卒業に必要な 

総授業時間数 
専攻 講義科目 演習科目 実習科目 

3,240 時間 
情報システム専攻 1,500 時間 260 時間 1,480 時間 

ＡＩシステム専攻 1,500 時間 260 時間 1,480 時間 

実施科目 

（抜粋） 

1 年 

ＩＴの職業と情報倫理、基礎理論、ハードウェア、ソフトウェア、アルゴリズム

１、アルゴリズム２、ＪＡＶＡ、ネットワークとセキュリティ、システム開発の基

礎、データ構造とプログラミング、ビジネスアプリケーション、ビジネスソフト活

用、データベースの基礎、データベース応用、コミュニケーションスキル、ネッ

トワーク応用１、情報セキュリティ技術、ＩＴストラテジとマネジメント、アプリケ

ーション開発技術１、情報検定対策、特別講座Ⅰ－１、特別講座Ⅰ－２ 

2 年 

セキュリティ応用、Ｌｉｎｕｘ、ＨＴＭＬとＣＳＳ、Ｗｅｂアプリケーション構築、オラク

ルＳＱＬ、アプリケーション開発技術２、オブジェクト指向プログラミング、ヒュー

マンスキル、ヒューマンインタフェース論、Ｃｉｓｃｏ１(選択必修２－１)、Ｃｉｓｃｏ２

(選択必修２－１)、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ(選択必修２－１)、Ａｎｄｒｏｉｄアプリケーション開

発(選択必修２－１)、Ｐｙｔｈｏｎ基礎(選択必修２－２)、Ｐｙｔｈｏｎ１(選択必修２－

２)、ＡＩの活用と開発手法(選択必修２－２)、ＡＩで考えるデータ分析(選択必修

２－２)、ＡＩと機械学習(選択必修２－２)、特別講座Ⅱ－１、特別講座Ⅱ－２、

特別講座Ⅱ－３、就職対策 

3 年 

企画と提案、テストと導入・移行、ビジネスマナーと文書技法、Ｖｉｓｕａｌ Ｃ＃入

門、プログラムデザイン、プロジェクトマネジメント、システム構築総合演習、ネ

ットワーク構築演習(選択必修３－１)、ネットワーク応用２(選択必修３－１)、ＡＩ

プログラミング(選択必修３－２)、Ｐｙｔｈｏｎ２(選択必修３－２)、ＤＢ構築プロジ

ェクト(選択必修４－１)、Ｗｅｂ制作プロジェクト(選択必修４－２)、ネットワーク

構築プロジェクト(選択必修４－３)、特別講座Ⅲ－１、特別講座Ⅲ－２、卒業研

究 

  

目標資格 

情報処理安全確保支援士試験、データベーススペシャリスト、ネットワークスペシャリス

ト、応用情報技術者、基本情報技術者、情報セキュリティマネジメント、Python 3 エンジ

ニア認定基礎試験、オラクルマスター、Oracle 認定 Java プログラマ、SEA/J 情報セキュ

リティ技術認定、情報検定  

  



②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、システムの設

計・アプリケーションソフトの開発に必要な関連知識や情報セキュリティ技術を身につ

け、システムに関する幅広い知識・技術と、柔軟に対応できる思考能力を持つ、情報

社会に欠くことのできないエンジニアを育成する。 

修業年限 総定員数 専門士 高度専門士 

2 年(昼) 80 名 平成 14 年文部科学大臣告示第 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  

2,130 時間 1,080 時間 260 時間 790 時間  

実施科目 

（抜粋） 

1 年 

ＩＴの職業と情報倫理、基礎理論、ハードウェア、ソフトウェア、アルゴリズ

ム１、アルゴリズム２、ＪＡＶＡ、ネットワークとセキュリティ、システム開発

の基礎、データ構造とプログラミング、ビジネスソフト活用、データベース

の基礎、データベース応用、コミュニケーションスキル、ネットワーク応用

１、情報セキュリティ技術、ＩＴストラテジとマネジメント、アプリケーション開

発技術１、情報検定対策、特別講座Ⅰ－１、特別講座Ⅰ－２、就職対策 

2 年 

セキュリティ応用、Ｌｉｎｕｘ、ＨＴＭＬとＣＳＳ、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ、Ｗｅｂアプリケー

ション構築、オラクルＳＱＬ、オブジェクト指向プログラミング、アプリケーシ

ョン開発技術２、Ａｎｄｒｏｉｄアプリケーション開発、ヒューマンインタフェース

論、ヒューマンスキル、ビジネスマナーと文書技法、特別講座Ⅱ－１、特

別講座Ⅱ－２、卒業研究 

 

 

 

 

目標資格 

応用情報技術者、基本情報技術者、情報セキュリティマネジメント、ＩＴパスポート、

オラクルマスター、Oracle 認定 Java プログラマ、SEA/J 情報セキュリティ技術認定、

情報検定 

 

  



③マルチメディア専門科 

学科の目的 

特徴 

情報処理に必要なコンピュータに関する基礎知識や技術を身につけた上で、コンピュ

ータ上でのデザインを基礎から学び、CG 制作や Web デザイン、ホームページ制作な

どのマルチメディアシステムが構築できるクリエイターを育成する。 

特に、３年次にＷｅｂ構築総合演習を学習し、動的で見栄えのあるＷｅｂシステムを構

築していく。 

修業年限 総定員数 専門士 高度専門士 

3 年(昼) 54 名 平成 15 年文部科学大臣告示第 14 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  

3,240 時間 1,500 時間 210 時間 1,530 時間  

実施科目 

（抜粋） 

1 年 

ＩＴの職業と情報倫理、ハードウェア、ソフトウェア、アルゴリズム、データベ

ースの基礎、データ構造とプログラミング、システム開発の基礎、ＩＴストラ

テジとマネジメント、基礎理論、ネットワークとセキュリティ、ＣＧリテラシー

１、ＣＧリテラシー２、ポートフォリオ作成、アプリケーション開発技術１、ビ

ジネスソフト活用、デザイン実践、デザイン理論、キャラクター描画、ＣＧ概

論、ＪＡＶＡ、ネットワーク応用１、コミュニケーションスキル、特別講座Ⅰ－

１、特別講座Ⅰ－２ 

2 年 

キャラクターデザイン、Ｌｉｎｕｘ、デジタルサウンド、マルチメディア演習１、

アニメーション技法、オブジェクト指向プログラミング、Ｗｅｂデザイン実習

１、Ｗｅｂデザイン実習２、創作活動１、創作活動２、ゲームプランニング、

ビジネスマナーと文書技法、Ｗｅｂアプリケーション構築、ヒューマンスキ

ル、ＣＧＭＭエキスパート対策、ＡＣＰｒｏ対策、特別講座Ⅱ－１、特別講座

Ⅱ－２、特別講座Ⅱ－３、就職対策 

3 年 

プロジェクトマネジメント、情報セキュリティ技術、ゲームアルゴリズム、ゲ

ームプログラミング、Ｗｅｂ構築総合演習、ＡＩの活用と開発手法、マルチメ

ディア演習２、サーバ構築演習、ヒューマンインタフェース論、Ｖｉｓｕａｌ Ｃ♯

入門、特別講座Ⅲ－１、特別講座Ⅲ－２、卒業研究 

 

 

目標資格 

応用情報技術者、基本情報技術者、アドビ認定プロフェッショナル（Photoshop／

Illustrator）、CG クリエイター検定、CG エンジニア検定、Web デザイナー検定、画像

処理エンジニア検定、マルチメディア検定 

 

  



④マルチメディア科 

学科の目的 

特徴 

情報処理に必要なコンピュータに関する基礎知識や技術を身につけた上で、コンピュ

ータ上でのデザインを基礎から学び、CG 制作や Web デザイン、ホームページ制作な

どのマルチメディアシステムが構築できるエンジニアを育成する。 

修業年限 総定員数 専門士 高度専門士 

2 年(昼) 30 名 平成 14 年文部科学大臣告示第 19 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  

2,130 時間 960 時間 210 時間 960 時間  

実施科目 

（抜粋） 

1 年 

ＩＴの職業と情報倫理，ハードウェア，ソフトウェア，アルゴリズム，データベ

ースの基礎，データ構造とプログラミング，システム開発の基礎，ＩＴストラ

テジとマネジメント，ネットワークとセキュリティ，基礎理論，ＣＧリテラシー

１，ＣＧリテラシー２，ポートフォリオ作成，アプリケーション開発技術１，ビ

ジネスソフト活用，デザイン実践，デザイン理論，キャラクター描画，ＣＧ概

論，ＪＡＶＡ，コミュニケーションスキル，特別講座Ⅰ－１，特別講座Ⅰ－

２，就職対策 

2 年 

キャラクターデザイン、Ｌｉｎｕｘ、デジタルサウンド、マルチメディア演習、ア

ニメーション技法、オブジェクト指向プログラミング、ビジネスマナーと文書

技法、Ｗｅｂデザイン実習１、Ｗｅｂデザイン実習２、創作活動１、創作活動

２、ヒューマンスキル、ＣＧＭＭエキスパート対策、ＡＣＰｒｏ対策、特別講座

Ⅱ－１、特別講座Ⅱ－２、卒業研究 

 

 

 

 

目標資格 

基本情報技術者、アドビ認定プロフェッショナル（Photoshop／Illustrator）、CG クリエ

イター検定、CG エンジニア検定、Web デザイナー検定、画像処理エンジニア検定、

マルチメディア検定 

 

  



⑤大学併修科 

学科の目的 

特徴 

専攻共通カリキュラムにより、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、広い教養と企業経営の関連知識を有し、情報戦略計画の策定にトッ

プリーダー的思考で参加できる「経営」情報化人材を育成する。 

加えて、３年次からの専攻選択により、情報システム専攻では経営戦略を担うセキュリ

ティやネットワークに強いシステムエンジニアを、AI システム専攻(2022 年度新設)では

経営情報と IT 技術から最適な AI システムを開発する AI エンジニアを、情報メディア専

攻(2025 年度廃止)ではマルチメディア技術とシステム開発技術を兼ね備えたスペシャ

リストを、医療情報システム専攻(2025 年度廃止)では医療関係の IT 化を支える医療

情報技師や医療系システムエンジニアを育成する。 

修業年限 総定員数 専門士 高度専門士 

4 年(昼) 280 名 － 平成 17 年文部科学大臣告示第 170 号 

卒業に必要な 

総授業時間数 
専攻 講義科目 演習科目 実習科目 

3,640 時間 

専攻共通カリキュラム 2,260 時間 120 時間 780 時間 

３･４年次専攻別カリキュラム   

 

情報システム専攻 180 時間 90 時間 210 時間 

情報メディア専攻 90 時間 0 時間 390 時間 

医療情報システム専攻 240 時間 90 時間 150 時間 

ＡＩシステム専攻 150 時間 90 時間 240 時間 

実施科目 

（抜粋） 

1 年 

ＩＴの職業と情報倫理、ＩＴストラテジとマネジメント、基礎理論、ハードウェ

ア、ソフトウェア、ネットワークとセキュリティ、オペレーティングシステム、

ビジネスソフト活用、簿記会計１、アルゴリズムとデータ構造１、データベ

ースの基礎、Ｃ言語、基礎数学、データベースシステム、コンピュータサイ

エンス入門、コミュニケーション概論、確率統計、特別講座Ⅰ－２ 

2 年 

ＪＡＶＡ、Ｌｉｎｕｘ、ネットワーク応用１、アルゴリズムとデータ構造２、オラク

ルＳＱＬ、情報システム学概論１、情報システム学概論２、会計学１、ｅ－

ビジネス総論、オペレーティングシステム２、商法入門、画像システム、ネ

ットワークシステム、経営科学、特別講座Ⅱ－１、特別講座Ⅱ－２、特別

講座Ⅱ－３ 

3 年 

知的所有権論、ソフトウェア工学１、ソフトウェア工学２、コンピュータネッ

トワーク、Ａｎｄｒｏｉｄアプリケーション開発、経営情報システム、電子工学

概論、ビジネスマナーと文書技法、オブジェクト指向プログラミング（選択

必須３－１）、ヒューマンインタフェース論（選択必須３－１）、Ｃｉｓｃｏ（選択

必須３－１）、情報セキュリティ講座１（選択必須３－１）、システムデザイ

ン（選択必須３－１）、オブジェクト指向プログラミング（選択必須３－２）、

ヒューマンインタフェース論（選択必須３－２）、Ｐｙｔｈｏｎ１（選択必須３－

２）、ＡＩの活用と開発手法（選択必須３－２）、情報セキュリティ講座１（選

択必須３－２）、システムデザイン（選択必須３－２）、オブジェクト指向プ

ログラミング（選択必須３－３）、ヒューマンインタフェース論（選択必須３



－３）、デザイン理論（選択必須３－３）、ＣＧリテラシー１（選択必須３－

３）、ＣＧリテラシー２（選択必須３－３）、ＣＧＭＭ検定対策（選択必須３－

３）、デザイン実践（選択必須３－３）、オブジェクト指向プログラミング（選

択必須３－４）、情報セキュリティ講座１（選択必須３－４）、システムデザ

イン（選択必須３－４）、医療情報システム（選択必須３－４）、医学・医療

（選択必須３－４）、医療情報技師対策（選択必須３－４）、特別講座Ⅲ－

１、特別講座Ⅲ－２、特別講座Ⅲ－３、就職対策 

4 年 

テストと導入・移行、Ｗｅｂアプリケーション構築、ネットワーク構築演習

（選択必修４－１）、ネットワーク応用２（選択必修４－１）、ＤＢ設計演習

（選択必修４－１）、アニメーション技法（選択必修４－２）、ゲームプログラ

ミング（選択必修４－２）、医療情報システム構築演習（選択必修４－３）、

医療事務（選択必修４－３）、医療情報管理ソフト演習（選択必修４－３）、

ＤＢ構築プロジェクト（選択必修５－１）、Ｗｅｂ制作プロジェクト（選択必修

５－２）、ネットワーク構築プロジェクト（選択必修５－２）、プロジェクトマネ

ジメント、システム構築総合演習、卒業論文指導、特別講座Ⅳ－１、特別

講座Ⅳ－２、卒業研究 

目標資格 

情報処理安全確保支援士、データベーススペシャリスト、ネットワークスペシャリス

ト、応用情報技術者、基本情報技術者、オラクルマスター、Oracle 認定 Java プログ

ラマ、SEA/J 情報セキュリティ技術認定、CG クリエイター検定、CG エンジニア検定、

Web デザイナー検定、画像処理エンジニア検定、マルチメディア検定、医療情報技

師能力検定、医療情報基礎知識検定、情報検定、日商簿記検定 

※教職課程履修者：高等学校教諭一種免許状(情報･商業) 

  



4.就職率、卒業後の進路 

就職率 98.8％ ※令和 4年 3 月卒業生実績 

主な就職先 ヤマトシステム開発(株)［ヤマトグループ］ 

(株)インターネットイニシアティブ(IIJ) 

(株)ＮＳ・コンピュータサービス［日本精機グループ］ 

サイバーコム(株)［富士ソフトグループ］ 

(株)アルコン 

第四コンピューターサービス(株)［第四北越フィナンシャルグループ］ 

(株)クリップス［楽天グループ］ 

Ｏｌｉｖｅ(同) 

(株)ジェイアールシステム・エンジニアリング 

(株)エスシーシー［ｅＤＣグループ］ 

(株)田中衡機工業所 

(株)ハーモニック 

ｆｒｅｅｅ(株) 

(株)クレオ 

(株)不二家システムセンター 

アイエックス・ナレッジ(株) 

(株)イーエムエス新潟 

(株)エクセルシステム 

システム・アナライズ(株) 

(株)ヴィンクス［富士ソフトグループ］ 

(株)リーディング・エッジ社［Ｃ＆Ｒグループ］ 

(株)ウイング 

旭情報サービス(株) 

ＮＤＫイッツ(株)［日本電設工業グループ］ 

デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) 

ＮＥＣネッツエスアイ・サービス(株) 

(株)ビット・エイ［コメリグループ］ 

(株)ユニトラスト 

(株)アルテカ 

(株)エヌ・テイ・エス［ＢＳＮアイネットグループ］ 

(株)コスモエンジニアリング［ITbook グループ］ 

(株)コーエイシステム［日本工営グループ］ 

など 


