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ＩＴ・コンピュータに関連する専門領域は広く多岐にわたっており，それらは互いに関連しな
がら時々刻 と々進歩発展しています。
旧来の大学におけるタテ割り構造の固定された分類を表す「学部」は，このようなIT・コン
ピュータの専門領域にはふさわしくありません。KCGでは,学問分野が互いにつながり展開
していくという意味を込めて，「系＝つながる，関連する」を用いた「学系」という分類を採用
し，コンピュータ技術の進歩発展に即応する教育を行っています。 

学系とは

最新の設備

業界で活躍する卒業生
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　1969年7月20日，人類は初めて月面に着陸して，現

代が人類進化史の上で巨大な飛躍の時代である

証左を示しましたが，このアポロ計画の成功をささえ

たシステム工学の発達が示すごとく，コンピュータ出

現後の科学技術の進歩はついに人類の文明社会

に一大変革をもたらせるに至りました。

　現在，人類の文明は工業中心社会から情報産業

社会へと転換しつつあり，それにともなって，政治・経

済・文化・社会のあらゆる面において，旧来の価値体

系の崩壊が起こりつつあります。

　この変革の時代にあって，我々の学院は，わが国

の経済発展段階に即応し，もっぱら社会的に有用な

知識・技術の習得を重視して，基本的な知識と的確

な判断力を備えた，創造性豊かな情報処理技術者

を育成する専門技術教育を行おうとしています。

　情報処理技術者育成のための組織的な教育は，

広い分野に通暁した経験豊かな教師を求めること

が不可能に近いため，一部の限られた大学を除い

てはほとんど行われていないのが現状であります。

　しかしながら，さいわいにして，本学院は京都大学・

理工学部大学院博士課程出身のソフトウェア専門

家をはじめ，第一線で活躍中の主任システム・エンジ

ニアによる京都ソフトウェア研究会を母体とするため，

優秀な教授陣を確保していますので，本学院独特の

充実したカリキュラムによる専門技術によって有為な

人材を育成し，苛酷な実務に耐え得る技術者を世に

送り出すことができるものと確信しています。

　我々の学院は，社会の要請にこたえる有能な情報

処理技術者を育成することによって，わが国の情報

処理技術の向上と関係分野の発展の基礎固めに

貢献せんとするものであります。

学院創立者
初代学院長 長谷川繁雄

　On July 20, 1969, human beings succeeded in taking the first steps on the 
moon, and proved that the present days are a time of great leaps forward in 
the evolution of human history. The development of the system engineering 
technology which supported the success of the Apollo Program shows that 
the progress of scientific technology after the advent of the computer, has at 
last brought a revolutionary change in the civilization of human society.
　In the midst of the course that human culture has been taking from an 
“industry oriented society” to an “information oriented society”,  conventional 
sense of values have been broken down in the fields of politics, economy, 
culture and society.
　In this time of change, our school has always instantly responded to new 
stages of economic development in Japan by setting an importance on 
acquisition of the practical and technological knowledge needed by society; 
and by providing highly technical professional education which fosters 
creative information processing experts with fundamental knowledge and an 
ability to make precise decisions.
　In the present situation, in the world of information processing, it is almost 
impossible for any educational institutions to find experienced lecturers who 
are well-versed in many fields.
　Fortunately, however, our school was originally founded as Kyoto Software 
Study Group by a group of chief system-engineers who were actively 
involved in the forefront of research; including software specialists who 
graduated from doctorate courses in the Department of Science and Engineer-
ing at Kyoto University. As our school has secured excellent lecturers, I am 
convinced that combined with original and substantial material on special 
fields of technology, we can produce talented engineers who can handle 
severe business situations.
　Our school has made a commitment to contributing to the progress of 
information processing technology and to the solidification of the foundation of 
relative fields through fostering capable engineers and scientists in 
information processing who can respond to the needs of our society.

This speech was made by our Founder, Shigeo Hasegawa on Aug 1, 1969,  on the 
occasion of the opening of our full-time courses.

 1969年８月１日
 初代学院長　長谷川繁雄

　京都コンピュータ学院　初代学院長，長谷川繁雄先生はself-made
の人であった。文字通りmade-by-oneself，自らを教育し，自らを創り
上げた人であった。
　勿論，学校教育の中で学生が受け取るものは，各自それぞれに異
なる。その意味では，教育を受ける学生の方が，自ら選び取ったもの
だともいえよう。しかし乍ら，日本では特にそうであろうが，学校教育の
中では，ややもすると，まさに受動的に先生の話を聞き，偉い先生であ
るという理由から無条件に受け入れることが多い。いわゆる注入式
教育である。これに対し，先生は，断然そのやり方を異にしていたよう
に思われる。先生は，まさしく，人の話を聞いてそれを受け入れるかど
うかの判断を行うのは，あくまでも自分自身であるという主義を，生涯
を通して貫かれた。
　生前，先生から折にふれて，多くの話をお聞きした。ある時には，古
代ギリシャの先哲の言葉，ある時には古代中国の荘子の言葉，また
ある時には仏教経典と，古今東西の先賢の言葉を引用されて，身を
乗り出すように話されたのを思い出す。そのお声が今も耳底に残っ
ているが，いつも共通して受ける印象は，そうした言葉が，先生の頭の
中で精選され濾過されて，先生の血肉となっていることであった。丁
度，美術のコレクターの中に，世評を一切無視して，あくまでも自分の
眼だけを信じて独自の美的世界を創り上げた人があるように。ある
いはまた，仏教に於て，身命を賭して経典を読み取ることが称揚され
るが，丁度そのようにして，先生は本を読まれたのではないかと思わ
れる。
　先生は教育とは本来そうしたもの，つまりself-taughtでなければな
らないと考えておられた。更にself-help，即ち自助の精神こそが，教
育には最も重要なものであると考えておられた。従って，それを学生
にも要求された。教職員にも要求された。過酷なまでに要求された。
　また先生は，「官と民」という言葉をよく使われた。先生は，その鋭い，
まさに嗅覚の如きもので，官と民の混乱を感じ取られた。先生の考え
では，官と民は水と油の如く，決して交わらないものであった。判然と
区別されるべきものであった。それに関してわが国の現状を批判し
てやまれなかった。日の本のこのおめでたい国に於ては，民（私）が

すぐに官と錯覚する。あるいはすぐに，にじり寄ってゆく。民間にあり乍
ら，どこまでも官のまねをする。先生は，官つまり権威，権力に頼る考え
方を徹底して否定された。いやそれ以上に，憎悪された。先生は「民
間」，「私立」という言葉を愛好された。
　先生はよく言われた。「事情があって，大学へ行かない子，いやそ
れ以上に，自覚的に大学へ進まない子を教育するんだ。その子たち
を，大学へ進んだものと肩を並べて，それどころか，それ以上の人間に
して世の中へ送り出すんだ。京都コンピュータ学院は，そういう子たち
が，各自お金を持ち寄って，ここまで創ってきたのだ。これからも，一人
ひとりの学生が，自ら自分の学校を創ってゆかなければならない。私
は，その手助けをしているに過ぎないんだ。」と。
　先生はユートピアとしての学校を，いつも夢みておられた。今でも思
い出す。'69年から始まった大学闘争の中で，京都大学から講師とし
て来校する人たちも，政治信念から，二派，三派に分かれていた。しか
し，一歩学院の中へ足を踏み入れたなら，そうした敵対関係は払拭し
てもらわなければならない。それを要求して，講師の人たちがそれに
応えてくれたことを，何度となく，嬉しそうに話された。京都コンピュータ
学院は日本の中にあり乍ら，別世界でなければならない。コンピュータ
という，人類史を変革する可能性を秘めたものに興味をもつ人が，そ
の興味の故に集まっている場所であると。
　かくして，先生は，まさに手作りのユニークな学校創造に邁進され
たといえよう。ユニーク，即ちこの世界にたった一つしかないもの，先
生はそれをこよなく愛された人であった。
　先生は，その思想を本の形では残されなかった。残念なことである。
しかし乍ら，我 に々は，先生の残された京都コンピュータ学院そのもの
が，先生の思想の体現であるように思われる。若き日に，サイバネティク
スに大いなる感銘を受けられ，前述の如く，人類史変革の可能性を，
いち早くコンピュータに見出された先生にとって，そうして，自助の精神
を教育の根幹に思い定められた先生にとって，それはいかにもふさ
わしいことかもしれない。

京都コンピュータ学院・元鴨川校校長　牧野澄夫

ゲーテ詩碑：学院創立者が最も愛した詩の一つである。

京都コンピュータ学院創立者　長谷川繁雄

先生はユートピアとしての学校を，いつも夢みておられた。

京都コンピュータ学院は日本の中にあり乍ら，別世界でなければならない。

コンピュータという，人類史を変革する可能性を秘めたものに興味をもつ人が，

その興味の故に集まっている場所であると。

かくして，先生は，まさに手作りのユニークな学校創造に邁進されたといえよう。

ユニーク，即ちこの世界にたった一つしかないもの，

先生はそれをこよなく愛された人であった。

Founder 
First President, Shigeo Hasegawa
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川上村にて

和歌山文化研究会の玄関にて（左端が靖子）

繁雄と塾生たち

繁雄と中学校の生徒たち

創立者 長谷川繁雄 （1929～1986年）

京都に「和文研セミナー京都教室」

私塾におけるコンピュータ教育の開始，
 「京都コンピュータ学院」の起源

創立者 長谷川靖子 （1932年～）

私塾「和歌山文化研究会」，繁雄と靖子の結婚

　創立者長谷川繁雄（はせがわしげお）は，１９２９年，兵庫県明石市の商家に生まれました。幼いころより読書を好
み，勉強好きな少年で，また一方ではスポーツも得意とし，陸上競技の選手でもありました。第二次世界大戦中は学
徒動員により，地元明石の川崎航空機工業株式会社（現在の川崎重工業株式会社）の工場で，戦闘機などの生
産に携わったこともあります。戦中戦後の動乱の時期を，多感な中学生，高校生として過ごしたのです。敗戦による
戦後日本の社会思想の大転換，すなわち，「自身が教えられた価値観が逆転した」ことが，外の社会よりも，自身の内
面である詩や哲学を勉強し始めるきっかけになりました。そしてそれは，教育者への道を歩む原点となりました。
　高校卒業後は，京都大学文学部に進学し，ドイツ文学とフランス文学を専攻しました。そして大学を卒業，哲学科
に籍を置いて研究を続けた後，１９５７年には，奈良県吉野郡の山あいにある川上村立第三中学校に，教員として
採用されました。着実に，「教師」という職業の第一歩を踏み出したのです。
　3年生約30人のクラスの担任となった繁雄は徹底して友情の大切さを教え，また授業中には人生をどう生きるか
という「生」の問題に言及し，生徒たちに「自我のめざめ」を促しました。卒業時に「人生と幸福」をテーマに作文を
書かせたところ，それぞれの生徒が素晴らしい文を仕上げました。それはまさに生徒たちの鮮明な成長の記録でし
た。繁雄はこの時，人間形成教育への取り組みこそが自らの生きがいであると胸に刻んだのです。
　ところが，その翌年，教育方針をめぐって上司や教育委員会と激しく対立し，「私は，自分で自分の学校を創る」と
宣言して，半ば喧嘩別れ同然で中学校から去ることになりました。繁雄は，たとえ相手が上司や教育委員会であっ
ても，「自分の信念を曲げてまで迎合することは許せない」という性格の持ち主でした。

　京都大学大学院理学研究科博士課程に在籍し研究を進めていた靖子は，１９６３年５月，当時すでに
京都大学工学部に設置されていたコンピュータKDC‐1（機械語によるプログラミング）を使用し，科学技術
計算を行っていました。また，学術研究のために使用が許可された大型計算機IBM7090の利用を目的と
して，「FORTRAN研究会」という会を立ち上げました。同研究会が主催する講習会は，二人が開設した
「和文研セミナー京都教室」において，京都大学の若手研究者を対象に，定例的に開催されるようになりま
す。この私塾においてコンピュータ教育を開始した１９６３年こそ，京都コンピュータ学院の起源の年です。ま
だ，日本のどの大学にも情報系学科が設置されておらず，コンピュータ教育が実施されていなかった時代
だったため，日本語のコンピュータ関連の書物は全くありませんでした。そのため当時の講義は，米国のメー

　そこへ，“吉野の川上第三中学を退職した”という繁雄からの知らせが来ます。大学時代より，靖子と結婚する意思を持って
いた繁雄は，和歌山の靖子を訪ね，結婚と塾の共同経営を申し出ます。
　靖子は，かつて大学時代，繁雄と同じ下宿に住んでおり，時間の経つのも忘れて，二人で，人生論，文学論をたたかわせてい
たのでした。その時以来，人生を共有できるベストパートナーとして繁雄を認めていた靖子は，繁雄のプロポーズを受け入れ，二
人は結婚し，塾の名前を「井上英数塾」と改め，塾の共同経営がスタートします。
　6畳一間の「井上英数塾」はあまりに手狭だったので，1年後，武家屋敷跡の一隅を借り，二人で天井にベニヤ板を張り，近
所の大工さんに作ってもらった白木の机に，二人で仕上げのニスを塗るなどして，手作りの教室を築き上げました。そして塾名
を「和歌山文化研究会」（略称 和文研）と改め，中学生・高校生向けの私塾教育を始めました。
　生徒募集のパンフレットを作り，二人で各中学校の前で生徒たちに配りました。ある時，市内でナンバーワンの中学校の前で，
二人で生徒募集のパンフレットを配っていると，校長から呼び出しがかかり，“校門で営利事業の宣伝活動をしてはいけない”と
叱られました。その時，繁雄は“営利を目的とはしていない，昭和の時代の新しい塾，江戸時代末期の「松下村塾」の現代版を
つくるのだ”と答えました。校長は呆気にとられた顔で二人を見つめ，それから天井の方を向いて口を大きく開き，ハッハッハッと
笑いました。大学時代は詩や哲学の内面世界に生きていた繁雄が，社会の教育者になり始めたことを，靖子は感じました。
　このころ，京大親学会（学生の同好会）が高校進学模擬試験である「アチーブメントテスト」を全国的に展開しつつありまし
た。二人はこのテストの和歌山県全域への展開を意図し，靖子は主として和歌山市内，繁雄はスクーターで和歌山県下全域
の中学校をまわり，県内約80％の中学校で親学会模擬テストの学校単位（全員受験）での参加申込を獲得しました。二人は
共に京大出身者であり，テストには「京大」のブランド名が付けられていたこともあり，各中学校の信頼を得たのです。京大親学

会は，大学当局から公認を受けた「サークル」ではありましたが，名古屋大学や奈良女子大学，大阪大学，山口大
学，九州大学にあった同様の組織と連携していたほか，金沢大学，岡山大学，香川大学に支部を置き，広範囲な学
生ネットワークを構築し，西日本を中心に中学，高校生ら受験生向け模擬試験や通信教育を展開していました。構
成員の京大学生は100名以上を擁し，1960年当時の経営規模は1300万円（現在なら2.5～3億円）にも達していま
した。和文研は京大親学会からの「委託」相手でしたが，圧倒的な受験者数により，京大親学会への経済的貢献
度は大きいものがありました。この模擬テストの実施は，資金面においても塾生募集面においても，二人の私塾発展
のベースとして活用できたことを考えると，和文研と京大親学会は相互発展の強い絆で結ばれていたと言えます。
　和文研は発生のルーツにおいて，京大と深いかかわりを持って発展してきた私立教育機関であることが分かります。
　模擬テスト実施により充分な資金を得て，1960年に和歌山妙法寺の境内に文化事業を目的に建てられたビルの
2階に教室を移転します。京大親学会テストの影響から「和文研」の名前は十分に高校新入生の間に浸透してお
り，新教室には約200名以上の優秀な塾生が集まりました。二人が実施した京大親学会模擬テストの結果から，入
塾生の能力状況は総体的に把握できていたため，塾生に対する教育方針は彼らの入塾時には固められていまし
た。塾の評判を聞きつけて，遠い地域からも生徒が通ってきました。「家業が倒産して授業料は払えないけれど，こ
の塾で勉強したい」と願い出た生徒もいました。二人は，その授業料免除を受け付けました。この生徒は3年後，東
京大学に合格し，電子工学科に一番の成績で進んだのです。これらの経験を重ねながら，繁雄と靖子は，二人で力
を合わせ教育に携わっていく道を歩むことを改めて決意していきました。
　繁雄は，日本の偏差値教育から生まれた独特の“受験英語”を嫌いました。それは，国際人として活躍できる英語
能力の養成でもなく，英文学を理解するための英語能力の養成でもないと確信していたからです。繁雄は細かい
文法や，一つひとつの単語の意味にとらわれず，まず文章の大意をつかむことを主眼にしました。入学したばかりの
高校1年生に教材として，エドガー・アラン・ポーの『アッシャー家の崩壊』を与えるなど，学習塾でありながら，ほかの受
験塾とは一線を画した英語能力の養成を繰り広げました。さらに繁雄は，英語教材を使いつつ，生徒に文学を教え
ることを怠りませんでした。文学とは，いろいろな状況設定においてさまざまな人間が，人生をどう感じどう考え生きる
かという「人間の生き方の追求そのもの」であり，繁雄は文学を通して，生徒たちを自我にめざめさせ，理想を描かせ，
主体的な自分の生きる道を考えて発見させていくという人間教育を，英語教育と並行して実践したのです。
　靖子も繁雄と同じく，大学受験を目的としたノウハウ式教育を徹底して嫌いました。単なる解法のテクニックを教え
ることは数学の本質からはずれた全くの邪道であり，論理的思考力やひらめく直感力の養成とも無縁です。靖子は，
時には一段上の大学教養課程の数学にも言及し，より高みから望んだ時，より低いレベルの内容は簡単に理解でき
ること，さらにまず全貌を直観的に把握した時，細部が鮮明に見えてくること，ひとつの解に至る方法は，必ずしもひと
つとは限らないことなどを教えました。
　数学者たちの魂や心の歴史を生徒に話すこともありました。それらは多感な高校生の心に訴え，時には，文科系
進学の生徒をも数学のとりこにしていきました。このような教育活動の中で，単なる教科指導を超えて，高校生たちに
数学への関心を喚起させ，才能を開発させていく“学問する心”を育てていったのです。
　繁雄が英語教育を通して，人間形成の教育を実施し，靖子は数学教育を通して，才能開発の教育を実施し，若い
二人の私塾からは，東京大学，京都大学をはじめトップレベルの大学への進学者が，どんどん増加していきました。

　塾の経営状態も安定してきた１９６２年，靖子は「もう一度研究の道に挑戦したい」という希望を持ち，
京都大学大学院に復学します。そして，コンピュータを使った科学技術計算を始めます。それに伴い二
人は，京都市左京区の京都大学のすぐ近くに「和文研セミナー京都教室」として私塾の分校を開設，
京都市内の高校生の募集を開始しました。「和文研セミナー京都教室」は，周辺の各種予備校や進
学塾とは一線を画して，学問の本質に根ざした才能教育を実施し，京都大学進学志望者の塾として評
判は次第に高まっていきました。

　もう一人の創立者である井上靖子〈後の長谷川靖子（はせがわやすこ）〉は，１９３２年，和歌山県和歌山市に
生まれました。幼少のころより勉強好きで天体に興味があり，和歌山の澄んだきれいな夜空を眺めることを楽しみ
としていました。父親が，男女の区別なく才能によって自立させることを子育ての信念としていたことも影響し，靖子
は封建的な観念を持たず，従来からある女性の世界観にとらわれない自由な生き方を早くから考えていました。し
かし，戦後の動乱期に思春期を迎えた靖子は，目的を失った世相の乱れを強く悲観し，人生から逃避するがごとく
科学の殿堂に憧れ，学問・研究に人生を傾けようとしていました。ちょうどそのころ，湯川秀樹博士の日本最初の
ノーベル賞受賞というニュースがあり，理学研究者として生きていこうという意志はことさら強くなりました。
　高校卒業後の１９５１年に，京都大学理学部に進学し，宇宙物理学教室へ入ります。宇宙物理学教室にお
いては，初の女子学生でした。靖子は，研究者になることを夢見て，大学院にも進み，日夜学問に励んでいました。
　そんな折，和歌山市の実家で歯科医院を営んでいた父親が急逝してしまいます。１９５７年のことでした。家
族思いであった靖子は，家族の生活費や弟妹の学費を捻出しなければならないと考え，学問を中断し実家に戻
りました。そして，歯科医院は勤務医に任せる傍ら，得意の数学を活かし，「井上数学塾」という塾を実家に開設
して高校生たちに教え始めました。
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コンピュータ技術者養成に尽力（右から３番目が靖子）

繁雄が生前愛誦したゲーテの言葉を刻んだ詩碑（知恩寺墓地）

ペルー共和国へのパソコン寄贈式に臨む靖子

京都駅前校

設立当時の洛北校玄関

TOSBAC-3400導入（左から２番目が繁雄）

　１９６０年代，「研究者やトップビジネスマンたちだけが使う巨大な装置」であり，「電子計算
機」と呼ばれていたコンピュータが，今日のように小型化が進んで性能が向上し，生活に必要
不可欠なものになるとは，どれだけの人々が想像したでしょうか。京都コンピュータ学院の創立
者である長谷川繁雄と長谷川靖子は，その可能性をいち早く見出し，情報処理技術者を育
成しようという大いなる情熱，パイオニア精神を抱きながら，全く新しい教育の場を創り上げまし
た。日々 進化を続けたコンピュータの技術は，ＩＴと呼ばれるようになり，人々の暮らしを支えてい
ます。学校が創立した１９６３年から５7年の歳月が流れた今も，京都コンピュータ学院で学び，
巣立っていった卒業生たちは，ＩＴ業界その他さまざまな分野で活躍しています。創立者の情
熱，パイオニア精神は，学生，そして教職員に脈 と々受け継がれているのです。
　２００４年には，京都コンピュータ学院の伝統と実績を継承し，日本最初のIT専門職大学院
として京都情報大学院大学を開学しました。

　繁雄の死を乗り越えて，靖子はさらなる発展と日本・海外への貢献を誓います。京都コン
ピュータ学院が，教育を通じてコンピュータ文化の創造に関わってきたという趣旨を適用し，１９８９
年，当時まだ近代情報化社会には程遠かった国々，発展途上国および東欧圏に対して，本学
が保有し使用した８ビットパソコン２０００台を有効活用する，コンピュータ教育支援活動を企
画します。１９９０年から１９９５年にわたり，タイ，ガーナ，ポーランド，ケニア，ジンバブエ，ペルーの
６ヵ国に対する支援活動を実施し，大きな成果を上げました。その後さらに，１６ビット，３２ビットパ
ソコン約１０００台を支援用に追加しました。１９９６年以降，本活動を新たな国々へ拡大させる
と同時に，これまでの寄贈国に対し，第２次支援も実施しています。また，中国に対しては，１９９６
年より，天津・西安・北京における三大学との姉妹校提携のもとに，技術支援を進めました。
　このような支援活動は高く評価され，靖子は，２００６年，財団法人日本ＩＴＵ協会より「国際協
力特別賞」を受賞しました。この受賞を記念して，キルギス，ボスニア・ヘルツェゴビナ，エリトリア，
ウガンダ（第２次）の支援に着手しており，現在までに支援対象国は２５ヵ国に達しています。

　靖子が教学面を担当・主導し，京都大学の宇宙物理学研究者グループの仲間たちが講師陣
として加わり，１９６９年８月，大学に進学しない高校卒業者に対して情報処理技術専門教育を行
うことを目的とした，全日制「京都コンピュータ学院」が開設されました。京都という日本の古都に，民
間人の手によって，わが国最初の全日制の私立コンピュータ教育機関が誕生したのです。
　京都コンピュータ学院は，“専門学校は技術の教育”という社会通念を破って“学問と技術の統
一教育”を教育理念としています。開学当初の学生は，わずか４０名でした。当初は,靖子がメー
カーの依頼を受けシステム開発を担当したミニコンを学内に設置して教育用に使いましたが,二
人は中型機以上の機械の導入を切望しました。
　しかし若い二人には，十分な資金はありませんでした。個人による，数億円もするコンピュータの導
入は，前例がありませんでした。しかし二人の理想と情熱に感動した東芝の好意で，当時トップクラス
として評判だった「TOSBAC-3400」が，レンタルされることになりました。この大規模なコンピュータが
設置された時，靖子はうれしさのあまり，そのフロアでワルツを踊ってしまったといいます。繁雄は，その
靖子に向かって言いました。「僕はかつてお金がなく，君にダイヤの結婚指輪を贈ることができな
かった。このコンピュータは，君に贈る僕からの結婚指輪だ。君に一番ふさわしいものだ」。
　数年後，外資系のユニバック（現在の日本ユニシス）に，二人で超大型コンピュータ導入の申し
出に行きました。同社の営業部長は二人の話を聞いた後，部下に「あの二人はなかなかユニーク
でビジョンがしっかりしている。応援してやれ」と指示し，超大型機が導入されることになりました。

　その後数年を経て起こったコンピュータ・ブームにより，講習会参加者の層は，大学生を含む
多くの一般市民にまで広がりました。こうした中，繁雄は，今後急速なスピードで情報化社会が
到来することを予見し，コンピュータが生活に浸透していくことを予想しました。そして，そのため
の人材需要に応えることは，日本の，ひいては人類の発展に大いに貢献できることだと確信しま
す。また，受講者に対して日々 ，技術指導にあたる中で，学歴偏重主義の社会における高校卒
業者たちの不遇な状況を切実な問題として感じ取るに至りました。たとえ高学歴でなくとも，世
の中の発展に役に立つ技術を身につけ，自分の力で自分の道を切り拓いていくことができる人
物を育成していくこと，これこそ，今後の自分たちの使命であると繁雄は考えました。そして，絶対
にコンピュータ技術者を養成する日本最初の全日制の学校を設立しなければならないと決心
し，靖子に全面協力を要請します。研究か教育か二者択一を迫られた靖子は，より社会的価
値を生み出すであろうコンピュータ教育を，コンピュータ利用のパイオニアとしての自分の使命
であると考え，コンピュータ教育の道を選択しました。そして靖子は，不二家，服部時計店（現在
の和光堂）の処理プログラムや,当時の堀場製作所,三菱自動車の環境改善のための排気ガ
ス測定プログラムなどの作成を請け負ってアルバイト料を稼ぎ，学校の設立資金としました。

　繁雄が予見していたとおり，そして靖子が想像していたとおり，コンピュータは世の中に瞬く
間に浸透していきます。パーソナルコンピュータの各種職場への普及は目覚ましく，コンピュータ
技術者は引く手あまたの状態となっていきます。京都コンピュータ学院の卒業生たちも皆,各
業界に就職していきました。例えば，老舗のゲーム会社である任天堂は，１９８０年代初頭に本
学の卒業生を大勢採用し，コンピュータゲーム業界に参入しました。任天堂のその後の発展
はよく知られているところです。
　京都コンピュータ学院は，「ただ単に技術のみに長けた人材」ではなく，「応用力もあり人格
的にも優れた人」の育成を目標としました。本学の教育を受けた卒業生たちは，各企業から
「次第に底光りがしてくる人物」と評されました。
　繁雄は，卒業生が活躍する様子を聞き続け，ますます学校を発展させなければならないと
使命感を燃やして資金の調達や施設設備の拡充，講師・学生の募集に東奔西走していまし
た。そして，体に無理を重ねたためか，１９８６年４月，病に倒れてしまいます。癌に侵されていた
のです。治療の甲斐なく，１９８６年７月２日に，繁雄は５６年の生涯を閉じます。学校の長として
強力なリーダーシップを発揮していた繁雄の死は，教職員，学生に多大な衝撃と深い悲しみを
与えました。学生や卒業生５０００人以上が参列した葬儀の後，繁雄は京都市左京区の知恩
寺の墓地に埋葬されました。本学では繁雄の命日をその号である「閑堂」にちなんで「閑堂
忌」と名付け，毎年創立者の遺徳を偲ぶ記念行事を開催しています。

カーの英文のマニュアルや海外から取り寄せた洋書をもとに行われていました。
　１９６５年１２月，国産大型コンピュータ第一号機が東京大学と日立製作所の協力で完成し，靖
子は，開発者の東大・森口繁一教授に乞われて，他の領域の計算機チャレンジャーの若い研究
生たち６，７人とともに，連日のテストランに加わりました。最後に森口教授が「これからは計算機利
用者が続出していくだろうが，あなた方は西部開拓者（パイオニア）の精神でがんばってほしい」
と述べられました。この言葉は靖子の心を強く刺激しました。
　やがて，同会は「京都ソフトウェア研究会」と改称され，京都大学の研究者以外からも参加者
を募り，各種の「電子計算機プログラミング講習会」を開催するようになります。講師には，京都大
学の若手学者が加わりました。この講習会で行われた「科学技術計算プログラミング高度技法」，
「数値計算法」，「線型計画法」，「いろいろなアルゴリズム」，「シミュレーション」，「医学における電
算システムの応用」などのアプリケーション・ウェアの講習は，わが国最初のものとして，京阪神地
区の各大学の研究者たちにその評判が広まっていきました。受講者は，京都大学の全学部の
若手教官・研究員・大学院生を中心として，同志社大学，立命館大学，神戸大学等の教授や助
教授，助手，事務職員たちでしたが，回を重ねるうちに，島津製作所，立石電機（現在のオムロン），
三菱重工業，三洋電機等，京都市内および近郊の民間企業の研究所からの受講者も次第に
増え，一大センセーションを巻き起こしました。

　このような大企業の協力・支援が相次ぎ，その当時，大学においても，大学院生以上の限られた
研究者しか使用できなかった大型計算機・中型計算機を学校に各種導入することができたので
す。これらは，学生の実習用に２４時間開放されることになりました。こうして，開学当初から，「常に
最先端」の教育が実施されていったのです。

全日制「京都コンピュータ学院」

繁雄の死

海外コンピュータ教育支援活動

未来に受け継がれるパイオニア精神

コンピュータ技術者を養成する
日本最初の全日制の学校設立を企画6
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京都大学理学部宇宙物理学教室初の女子学生であった井上靖子が，
父親の急逝により，京都大学での研究を断念し，和歌山市の実家で
「井上数学塾」を開設。
長谷川繁雄は京都大学文学部を卒業後，奈良県吉野郡川上村の川
上第三中学校に教諭として着任。

プログラミング講習会（中段左端･学院創立者 長谷川繁雄） 1960年代中頃

　私学 京都コンピュータ学院は，長谷川繁雄
（初代学院長）と井上靖子（長谷川靖子 現学院
長）が，未来を見据えた独自の教育哲学をもっ
て，他のいかなる資本や権力からも独立して開
設した，小さな私塾が起源である。
　何らの資金を持たずに始まった私塾はやが
て，日本最初のコンピュータ教育機関として大
きな進化を遂げ，日本の情報社会を支える人材
を数多く輩出していくことになる。
　Pioneer Spirit̶。それは，創立当初から学
生そして教職員に受け継がれてきた京都コン
ピュータ学院の伝統である。

長谷川繁雄が，教育方針で奈良県教育委員会および上司と対立し，
「自ら学校を創る」と宣言して川上第三中学校を退職。井上靖子とと
もに，私塾を「和歌山文化研究セミナー」と改称し，数学に英語，国語
の教育を加えて高校生の募集を開始。和歌山全県の中学生を対象
に京大親学会の模擬テストを実施。当時としては珍しかった偏差値
による成績の統計解析を始めたが，その結果としての一元的な才能
評価に疑問を持ち，後に廃止。私塾では，独自の才能開発教育を実施
し，県内外で高い評価を受けた。

長谷川靖子が京都大学大学院に復学し，京都大学理学部宇宙物理
学教室でコンピュータによる科学技術計算を始める。長谷川繁雄は，
京都市左京区に「和文研セミナー京都教室」として私塾の分校を開
設，市内の高校生の募集を開始。各種予備校・受験進学塾と一線を画
し，学問の本質に根ざした才能教育を実施し，京都大学志望者の塾と
して高評を得た。

「京都ソフトウェア研究会」と改称。受講対象を関西各大学の研究者，
企業研究者にも拡大し，各種アプリケーションの講習も実施。

小型コンピュータ TOSBAC-40（東芝製）設置。

新法制による専修学校工業専門課程 京都コンピュータ学院認可。

超大型コンピュータ UNIVAC 1100/21 TSS設置。

第3大型計算機センター完成。

京都コンピュータ学院京都駅前校，京都コンピュータ学院高野校認可。

小型電子計算機JACOM110（日本無線製）設置。
名称を「京都ソフトウェア研究会附属京都電子計算機学院」と改称。

オフィスコンピュータセンター完成。
超大型コンピュータ UNIVAC Vanguard Ⅰ TSS設置。

中国・天津科技大学と日中合弁学科設立。
ナイジェリア連邦共和国へのコンピュータ教育支援活動開始。

IBM 3031-A08 マルチプロセッサ TSS設置。
学院創立者・長谷川繁雄 初代学院長 永眠。

京都コンピュータ学院鴨川校，京都コンピュータ学院白河校認可。
大型計算機センター完成。
超大型コンピュータ UNIVAC 1106 TSS設置。

京都コンピュータ学院京都駅前校新校舎完成。
全国の教育機関に先駆けて，パソコンをIBM互換機に移行。以後，日本のパソ
コンは世界標準のDOS/Vマシンが主流となる。
ガーナ共和国・ポーランド共和国へのコンピュータ教育支援活動開始。

2年課程芸術情報学科を改組し，コンピュータアート科に改称。3年
課程芸術情報学科を新設。
感性情報学科をコンピュータデザイン科に改称。
メディア工学科（全日制2年）新設。ゲーム開発科（全日制2年）新設。
中国・西安外国語大学と教育提携締結。

ロチェスター工科大学との大学院教育共同プロジェクトに基づき，
RIT大学院修士課程留学コースを国際情報処理科に新設。日本の
教育機関としていち早くIT専攻のカリキュラムを導入し，専修学校と
しては初めて大学院教育を実施。
創立35周年記念式典および記念行事開催。
中国・首都師範大学と教育提携締結。

KCGニューヨークオフィスを世界貿易センタービル（WTC）内に開設。
IT分野を網羅した日本初の本格的コースである情報処理科ITコース
（全日制2年）新設。
メディア情報学科ゲーム開発コース（全日制3年）新設。
京都日本語研修センター（KJLTC）設置。
中国・上墅私立高級中学と姉妹校提携締結。

情報学科（全日制4年）新設。
RITとの単位互換に関する合意に基づき，RITのCS学科・IT学科へ
の編入を可能とする，メディア工学科RIT留学コースと情報処理科
RIT留学コースを新設。
社団法人京都府情報産業協会の事務所を京都駅前校舎内に設置。
中国・北京第二外国語学院と教育提携締結。
中国国家図書館内にKCG北京オフィスを開設。
モンゴル国へのコンピュータ教育支援活動開始。
理事 ロバート Ｂ． クッシュナー先生 永眠。

グループ校「京都情報大学院大学」が，文部科学省より，IT専門職大
学院として国内第一号の認可を受ける。応用情報技術研究科ウェブ
ビジネス技術専攻を設置。
京都情報大学院大学開学記念式典開催。
京都情報大学院大学創立記念式典および記念行事開催。
ＫＣＧニューヨークオフィスをロックフェラー・センタービルに移転。
ＡＩＳ（Association for Information Systems：情報システム学
会）日本支部（NAIS）事務局を京都情報大学院大学内に開設。
京都情報大学院大学と韓国・高麗大学校情報保護大学院が学術交
流提携締結。
独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）の要請によりモザンビーク共和
国へのＩＴ教育カリキュラム指導開始。

国立京都国際会館で創立40周年記念式典および記念校友祭典開催。
ウェブビジネス技術科（全日制2年）新設。
中国・大連外国語大学と教育提携締結。
モンゴル国・モンゴルビジネス大学と教育提携締結。

米国同時多発テロでKCGニューヨークオフィスが被災。
ヨーロッパ日本語教育支援プログラム開始。
海外留学生受け入れコースとして，メディア工学科国際 ITコースを新設。
情報科学研究所と情報工学研究所を統合し，情報学研究所を設置。
学院関連の人材会社「株式会社KCGキャリア」設立。

第4大型計算機センター完成。IBM 370/158 TSS設置。
パソコン時代到来に先立ち，東芝製パソコン3000台を特注，学生全員
に対しパソコン無料貸出制度実施。当時のコンピュータ業界におけるダ
ウンサイジングの潮流を先導したもので，世界で初めての試みであった。

京都コンピュータ学院京都駅前校新校舎竣工記念式典および記念
フェスティバル開催。
パソコンの高性能化・モバイル化に即応し，32bitノート型パソコン
無料貸出制度実施。
ケニア共和国へのコンピュータ教育支援活動開始。
京都コンピュータ学院名誉学院長 宮本正太郎博士 永眠。

Windows･DOS/V・マルチメディア完全対応の新ネットワーク教育
システム「KING」完成。
ペルー共和国へのコンピュータ教育支援活動開始。
国際協力事業団（JICA）の要請により各国のコンピュータ技術研修
員の受け入れ開始。
マラウイ共和国へのコンピュータ教育支援活動開始。

3年課程情報工学科を改組し，コンピュータ工学科に改称。
大学以上の専門教育を実施するため，4年課程情報工学科新設。
マルチメディア技術の進展に伴い，メディア情報学科（全日制3年）新設。
感性情報学科（全日制2年）新設。
情報工学の権威，京都大学名誉教授 萩原宏博士を所長に迎え，情報工
学研究所設立。
RIT夏期短期留学プログラム（サマーワークショップ）開始。

ロチェスター工科大学と姉妹校提携締結。
中国・天津外国語大学と姉妹校提携締結。
スリランカ民主社会主義共和国へのコンピュータ教育支援活動開始。
ブルネイ国SEAMEO VOCTECH（東南アジア教育大臣機構 職業
技術センター）と技術協力協定締結。
ネットワーク学科（全日制3年）新設。

京都コンピュータ学院百万遍校認可。
第5大型計算機センター完成。IBM 4341-M12 TSS設置。
超大型コンピュータ UNIVAC Vanguard Ⅱ TSS設置。

タイ王国へのコンピュータ教育支援活動開始。
UNISYS 2200/400シリーズ設置。
HITAC M-640/40 ダイアディックプロセッサ設置。

創立30周年記念式典および記念校友大会開催。
RIT教授陣の強力なサポートを受け，芸術情報学科（全日制2年）新設。
ジンバブエ共和国へのコンピュータ教育支援活動開始。

UNIXマシン UNISYS SERIES 7000設置。
UNIVAC Vanguard Ⅱ レベルアップ。
リモート・センシングの世界的権威，京都大学名誉教授上野季夫博士
を所長に迎え，情報科学研究所設立。
米田貞一郎先生が京都コンピュータ学院洛北校校長に就任。

「FORTRAN研究会」発足。京都大学の学術研究者を対象に「電子
計算機プログラミング講習会」を開催。私塾におけるコンピュータ教
育の開始。

全日制「京都コンピュータ学院」設立。
高等学校卒業者に対するわが国最初の全日制情報処理技術専門教
育課程　情報処理科・情報科学科を設置。
小型コンピュータHITAC10（日立製）設置。

中型機ながら大型機なみの性能を持つコンピュータ TOSBAC-3400
（東芝製）設置。
当時，いくつかの有力大学に研究用のコンピュータが設置されては
いたが，これだけの規模の機械が学生の実習用に開放されたのは全
く異例のことであった。

国立京都国際会館で創立25周年記念式典および記念校友大会開催。
京都コンピュータ学院鴨川校新校舎完成。
UNIVAC Vanguard Ⅱ レベルアップ（マルチプロセッサ化）。
海外コンピュータ教育支援活動（IDCE：International Development of 
Computer Education）プロジェクト立ち上げ。
国際情報処理科（全日制2年）新設。

国際化時代に対応し，日本の情報系教育機関としては初めて米国に京都コン
ピュータ学院ボストン校開校。
米国・ロチェスター工科大学（RIT）よりロバートB.クッシュナー教授招聘。以降，
RIT・MIT等米国有名大学とのネットワークが強化される。
各国政府の依頼により発展途上国へのコンピュータ教育支援活動（IDCE）開始。
京都コンピュータ学院卒業生編集による校友会機関誌「Accumu（アキューム）」
創刊。

情報工学科新設。
超大型コンピュータ DIPS-1 DEMOS-E200B（日本電信電話公社製）設置。
教育機関においてはわが国初のTSS Onlineデータ通信システム宅内装置
設置。日本で最初に学生実習用にTSS（タイム･シェアリング･システム）稼働。

電子計算機プログラミング講習会  1966年

HITAC 10  1969年

貸出し用パソコン　PASOPIA　1983年

ボストン校開校　1989年

創立25周年記念式典　1988年 ロチェスター工科大学と姉妹校提携　1996年

KCGニューヨーク
オフィス開設　2000年

京都情報大学院大学開学　2004年KCG北京オフィス
開設　2002年
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ベトナム最大手のソフトウェア会社 ＦＰＴ社と業務提携締結。
京都コンピュータ学院京都駅前校新館完成。
在日ウガンダ共和国大使館の要請によりウガンダ共和国へのＩＴ教
育カリキュラム指導開始。
韓国済州島で高麗大学校情報保護大学院と日韓共同セミナー開催。
韓国電子通信研究院（ETRI）と事業交流提携締結。
チェコ共和国・オストラバ工科大学と友好提携締結。
文部科学省告示にて，情報工学科が高度専門士の称号付与学科として認められる。
福建師範大学と日中合弁学科設立。

日中合弁会社「吉林省ＫＣＧコンピュータ研究・開発有限会社」設立。
京都情報大学院大学がチェコ共和国・オストラバ工科大学，中国・天
津科技大学，大連外国語大学，福建師範大学，韓国・国立済州大学校
とそれぞれ学術交流協定締結。
海外コンピュータ教育支援活動の功績に対し，長谷川靖子学院長が
財団法人日本ＩＴＵ協会より「国際協力特別賞」を受賞。
日本・韓国・ベトナムの情報セキュリティ専門家による共同セミナーを学内で開催。
文部科学省告示にて，情報学科が高度専門士の称号付与学科として認められる。
キルギス共和国へのコンピュータ教育支援活動を開始。

タンザニア連合共和国へのコンピュータ教育支援活動開始。
自動車制御学科（全日制2年）新設。

京都コンピュータ学院創立50周年,京都情報大学院大学創立10周年記念式典および祝賀会　2013年

ボスニア・ヘルツェゴビナ，エリトリア国，キルギス共和国との交流協定締結。
京都情報大学院大学が中国・西安外事学院，中国海洋大学と交流協定締結。
京都情報大学院大学が韓国済州島で日本ＩＴ企業説明会を開催。
全国地域情報産業団体連合会（ＡＮＩＡ）,韓国・済州国立大学校，社団
法人済州ＩＴ協会と事業推進協力協定締結。

チェコ共和国・パルドゥビッツェ大学と学術教育交流協定締結（世界
で初めて遠隔システムを利用）。
中国・天津科技大学に,京都コンピュータ学院のカリキュラムサポー
トによる中国初の自動車制御学科開設。
創立45周年記念式典および記念校友大会開催。
時代のニーズに即応し，5学系に学科を再編。
洛陽総合高校,京都聖カタリナ高校と連携事業協定締結。
韓国・財団法人済州知識産業振興院と協力事業提携締結。

京都情報大学院大学 札幌サテライト,東京サテライトを開設。
学院所蔵の日本電気株式会社（NEC）NEACシステム100が一般
社団法人情報処理学会より「情報処理技術遺産」に認定。
彦根総合高校と連携事業協定締結。
京都情報大学院大学が地理的名称トップレベルドメイン「.kyoto」
の管理運営事業者に内定。
単位制を導入。

学院所蔵のシャープ株式会社MZ-80Kが一般社団法人情報処理
学会より「情報処理技術遺産」に認定。
国立京都国際会館で京都コンピュータ学院創立50周年，京都情報
大学院大学創立10周年記念式典および祝賀会開催。
京都自動車専門学校をKCGグループに加える。
京都マンガ・アニメ学会設立。
無錫職業技術学院と日中合弁学科設立。

京都情報大学院大学初代学長・萩原宏先生 永眠。
萩原宏先生 学校葬・追悼式開催。
情報処理科にIT声優コースを新設。
京都コンピュータ学院の5学科が文部科学大臣より「職業実践専門
課程」に認定。
京都情報大学院大学「サイバー京都研究所」が京都府よりKICK研
究事業第1号に認定。
KCGグループ創立50周年記念コンサート「MUΣA」開催。記念CDリリース。

地理的名称トップレベルドメイン「.kyoto」運用開始。
古野電気株式会社と産学連携協定締結。
アート・デザイン基礎科と芸術情報学科にマンガ・アニメコース設置。
ビジネス基礎科に医療事務コース設置。
学院所蔵のDigital Equipment Corporation（DEC）PDP8/Iが
一般社団法人情報処理学会より「情報処理技術遺産」に認定。
京都情報大学院大学と京都府が連携・教育に関する包括協定を締結。
京都情報大学院大学サイバー京都研究所が「けいはんなオープン
イノベーションセンター」（KICK）にオープン。
学院所蔵のシャープ株式会社MZ-80Kと日本電気株式会社
（NEC）のPC-8001が国立科学博物館より「未来技術遺産」に認定。

「.kyoto」の一般登録開始。
学院所蔵の東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）TOSBAC-1100D
が一般社団法人情報処理学会より「情報処理技術遺産」に認定。
京都情報大学院大学が中心になって日本応用情報学会（NAIS）を設立。
応用情報学科に医療情報コース・海洋ITコース・農業ITコース・国際自動車
制御コースを新設。
マンガ・アニメ学科を新設。
京都コンピュータ学院顧問・米田貞一郎先生 永眠。
国内IT関連の主要53団体を束ねる日本IT団体連盟が発足。

京都情報大学院大学と中国・大連理工大学城市学院，大連海洋大学が
共同教育プログラムに関する協定締結。
パプアニューギニア独立国へのコンピュータ教育支援活動を開始。
KCG資料館が社団法人情報処理学会より「分散コンピュータ博物館」
第一号に認定。学院所蔵の東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）
TOSBAC-3400,沖電気工業株式会社OKITAC-4300Cシステムが
同学会より「情報処理技術遺産」に認定。
韓国・済州産業情報大学，済州道晨星女子高等学校と共同教育事業交
流協定締結。
クラーク記念国際高校京都キャンパス，つくば開成高校京都校と連携
事業協定締結。

京都情報大学院大学が韓国・国立済州大学校とデュアルディグリープログラ
ム運営で協定締結。
北京郵電大学世紀学院，蘇州工業園区服務外包職業学院と日中合弁学科設立。

学院所蔵の日本電気株式会社（NEC）NEAC‐2206が一般社団法
人情報処理学会より「情報処理技術遺産」に認定。
貴重な過去のコンピュータの保存・展示に貢献しているとして,長谷
川靖子学院長に同学会から感謝状授与。
上野季夫・元情報科学研究所長 永眠。
京都情報大学院大学第二代学長・長谷川利治先生 永眠。

情報処理科に国際ITコース，応用情報学科にフィンテックコース・デ
ジタルアートコースを新設。
医療事務学科を新設。
日本ユニシス株式会社と産業連携協定締結。

京都コンピュータ学院創立55周年，京都情報大学院大学創立15周
年記念式典および祝賀会開催。

元京都コンピュータ学院鴨川校校長 藤井由美先生 永眠。
移動体の自律走行を支援する高精度測位用基準局をKCGに設置。
モンゴルから来賓を迎えシンポジウム開催。
KCGベトナムハノイオフィス開設。
南京理工大学紫金学院，江蘇海洋大学と教育提携締結。
ベトナム・ハノイ国家大学工科大学，FPT大学と教育提携締結。
スリランカ・ケラニア大学と教育提携締結。

を支える人々

京都帝国大学文学部卒。
元京都市立堀川高等学校校長。
元京都市教育委員会事務局指導部長。
元京都コンピュータ学院洛北校校長。
元京都コンピュータ学院京都駅前校校長。
京都学園大学名誉教授。
勲四等瑞寶章受章。
2016年永眠。

●京都コンピュータ学院顧問

京都大学工学部卒。工学博士。
元社団法人情報処理学会会長。
元日本学術会議会員。
元京都コンピュータ学院情報学研究所所長。
京都大学名誉教授。
瑞宝中綬章受章。
2014年永眠。

●京都情報大学院大学名誉学長

京都帝国大学理学部卒。理学博士（宇宙
物理学専攻）。京都大学理学部教授，金沢
工業大学教授，パリ天体物理学研究所客
員研究員，カリフォルニア大学客員教授，マ
サチューセッツ州立大学客員教授を歴任。
京都大学名誉教授。金沢工業大学名誉教
授。ニューヨーク科学アカデミー名誉会員。
2011年永眠。

●元情報科学研究所所長

ロチェスター工科大学（写真学），アメリカ大学
（電気工学），アートセンター大学（写真学），アラ
バマ大学（写真学）卒。ロチェスター工科大学修
士（教育技術）。元アメリカ合衆国陸軍航空隊写
真監督。アメリカ合衆国政府よりネバダ州での
原爆テストの写真撮影を依頼され，2000枚を
撮影。国連の海外技術指導員として中国に派遣。
ロチェスター工科大学名誉教授。2002年永眠。

●元京都コンピュータ学園理事

大阪大学工学士，同大学修士課程修了，米国ジョ
ンズ・ホプキンス大学　Master of Science in 
Engineering，工学博士（大阪大学）。京都大学名
誉教授，元南山大学数理情報学部学部長，元日本
オペレーションズ・リサーチ学会会長，元国際オペ
レーショナル・リサーチ学会連盟（IFORS）副会長，
元情報システム学会日本支部（NAIS）支部長。
2011年永眠。

●京都情報大学院大学第二代学長

京都大学理学部物理学科卒。
株式会社バンダイに入社し玩具企画やア
ニメ企画に携わる。その後，株式会社
NHKエンタープライズ，株式会社国際メ
ディア・コーポレーションを経て，株式会社
総合ビジョンに勤務。数々のアニメーショ
ン作品をプロデュースした。
2010年永眠。

●京都情報大学院大学永世教授

宮本正太郎先生は，古典天文学の
分野に新しい物理学を導入し，次々
と宇宙物理学を開拓，その論文は
1000ページを超え，“ノーベル賞受
賞に相当する業績”と評せられた。
京都大学退官後，いくつかの私立
大学からの学長就任要請をすべて
断り，1976年，本学院名誉学院長
に就任。長谷川靖子第二代学院
長の恩師でもある。

京都帝国大学理学部卒。元京都大学飛騨・花山天文台
長。元国際月面学会会長。元日本天文学会理事長。
京都大学名誉教授。勲三等旭日章受章。
宮本正太郎先生の名前にちなみ，小惑星7594番星が
「Shotaro」（1998年），火星の大型クレーターが
「Miyamoto」（2007年）と命名される。
1992年永眠。

●京都コンピュータ学院名誉学院長
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　京都コンピュータ学院は，５7年前，コンピュータ幕開け時代
に“新時代を創ろう”という情熱においてスタートした日本最初
のコンピュータ教育機関です。ソフトウェア開発が創造作業
であることを重視し，単なる「知識・技術の伝授・吸収」ではな
く，「創造性育成」をモットーとし，“時代を担う創造性豊かな情
報処理技術者の育成”を教育理念として掲げてきました。
　私たちは来るべき情報化社会を予見し，日本の高等教育
に対するアンチテーゼとして開学を決断し，コンピュータ教
育のパイオニアとして全国に先駆けて情報処理教育をス
タートさせました。その当時，日本の高等教育機関ではコン
ピュータ教育が全く実施されていなかったため，教育界，業
界で一大センセーションを巻き起こしました。
　１９６６年，東京大学で国産大型機第１号が稼働し，その後
１９７０年代にかけて徐々に大学にコンピュータが導入され
ていきましたが，これらはすべて学術研究用で，一般の学生
は触れることさえできませんでした。従って，本学院が“教育
実習”を目的として，１９７２年，大型システムを導入し学生に自
由に開放したことは異例のことでした。
　さらに１９７０年代後半，超大型機ＴＳＳ（タイム・シェアリン
グ・システム）は，全国の大学を合わせても十指に満たない
稼働状況でしたが（もちろん研究用），他大学に先駆けて，
また専修学校のトップを切って，１９７９年，教育実習用として
一般の学生に開放するために，本学院の超大型機ＴＳＳは
稼働したのです。
　１９８３年，パソコン時代開幕と同時に，３０００台のパソコ
ンを特注，学生に１人１台所持させましたが，これは世界初
の制度でした。
　１９８０年代後半より，国際化の波が日本列島を覆いまし
た。本学院は１９８８年，アメリカ学術文化の中心ボストンに
京都コンピュータ学院ボストン校を設立。同時に新設した
国際情報処理科の海外研修の場として使用し始めました
が，これは情報系の海外校第１号でした。

　１９８９年より始められた本学院の海外コンピュータ教育
支援活動（パソコンの大量寄贈と，現地教員養成を一体化
した教育支援）は，世界の国際貢献の中でも前例のないプ
ロジェクトであり，各対象国において画期的な教育革命を促
しました。この支援は現在まで２０年以上継続し，支援対象
国は２５ヵ国に達しました。本学院の使用済みのパソコン３０
００台以上が，発展途上国のコンピュータ教育振興のために
甦ったのです。本学院の創立以来，継承されてきたフロン
ティア・スピリットは世界をフィールドに発揮されているのです。
この自主支援活動に対し，２００６年，日本ＩＴＵ協会（国連の
専門機関）から国際協力特別賞が授与されました。
　１９９３年，感性情報教育の充実を考え，マルチメディア芸
術工学で著名な米国ロチェスター工科大学（ＲＩＴ）と協力
体制を組み，芸術情報学科を設立，１９９６年３月にはＲＩＴと
の姉妹校提携が調印されました。この提携は，アメリカの豊
かなマルチメディア文化・風土をそのまま本学院へ移植し，
醸成しようと意図したものです。専修学校とアメリカ一流大
学の姉妹校提携は日本初のことでした。この提携に基づき，
１９９８年２月，本学院はＩＴ革命時代の到来を先見し，ＲＩＴ
大学院ＩＴ専攻とベンチャー・プログラムを作成しました。こ
れは日本の大学卒業者が，ＲＩＴ大学院ＩＴ専攻の前期課程
を本学院で履修するものであり，日本初の企画としてマスコ
ミに大きく取り上げられました。
　２００３年，日本の高等教育改革の一環として，高度専門
職業人育成のための専門職大学院が法制化されたとき，
私たちはいち早く大学院の認可を申請しました。ＩＴ分野の
人材が最も切望されているこの時期に，ＩＴプロフェッショナ
ルズを育成する専門職大学院の設立を申請した大学・大
学院は本学以外に一つもなく，京都情報大学院大学は日
本最初にして唯一（No.1 & the Only One）のＩＴ専門職
大学院として２００４年４月に開学しました。
　これこそ，トップランナーとしての本学院の実践的ＩＴ教育
の証左です。
　京都情報大学院大学開学は，京都コンピュータ学院の
学生・卒業生にとって大きな可能性です。本学院の学生・

卒業生は，京都情報大学院大学に進学することが可能で
あり，ＩＴ応用分野の日本における最高学位である「情報技
術修士（専門職）」の取得を目指すことができます。ＩＴ分野
の最高峰を目指す上で，もはや４年制大学を卒業すること
は必要ではなくなったのです。

　２００９年３月，社団法人情報処理学会から，本学院がか
つて教育用に使用してきたコンピュータ一式を保管してい
る「ＫＣＧ資料館」が，「分散コンピュータ博物館」に認定さ
れ，また，所蔵するＴＯＳＢＡＣ‐３４００，ＯＫＩＴＡＣ-４３００Ｃシス
テムの２点が「情報処理技術遺産」に認定されました。
　この認定制度は，２００９年にスタートしたばかりの制度で
す。従来，情報処理学会のウェブページには，「コンピュータ
博物館」として歴史的なコンピュータが掲載されています
が，これらは記録のみで，貴重な資料の実物の大半は存在
していません。最近になって関係者間で，コンピュータに特
化した実博物館の必要性を痛感し始めたわけですが，実
現の可能性は見えていません。そこで，「情報処理技術遺
産」の認定制度と，各地に小規模ながら点在するコレクショ
ンのネットワーク化による「分散コンピュータ博物館」認定制
度をスタートさせたのです。
　情報処理学会の技術遺産は国産機を中心に選考されて
おり，初年度は本学院の資料館からは２機，その後も２０１０
年度，２０１1年度，２０１2年度，２０１4年度，２０１5年度にはそ
れぞれ１機ずつが認定されたのですが，本学院の資料館に
はその他にも世界トップに位置する外資系，ユニバックの大
型，超大型，ＩＢＭの中型・大型汎用コンピュータや，ミニコン，オ
フコン，パソコン，周辺機器がずらりと保管されています。日本
のどの大学，どの企業にもこれほどのコレクションは見当たり
ません。情報処理学会は，認定書の中に，本学院のＫＣＧ資
料館を“国内屈指の貴重なコレクション”と記載し，分散コン
ピュータ博物館の第一号として認定したのです。
　コンピュータのモデル変遷は極めて急速でした。コン

ピュータを使用する日本の各大学・企業では，コンピュータを
道具としてしか認識していないため，新しいモデルが登場
するや古いモデルは役に立たなくなった道具として廃棄処
分されてきました。一方，本学院では，創立以来使用してき
たコンピュータは，すべて倉庫に保管してきました。それは本
学院のコンピュータ教育の歴史の記録として残すことを考
えたからですが，同時に各時代のコンピュータに文化的価
値を認め，文化的遺産として保存してきたのです。それが，
ＫＣＧ資料館です。これをベースとした将来的なコンピュー
タ・ミュージアム設立の構想は，１０年以上も前から学院内部
で検討されてきています。
　日本で最初にコンピュータ教育をスタートし，コンピュータ
の進化と共に歩んだ本学院の歴史を明確に実証しつつ，
同時に，そこで示される各時代を代表するコンピュータの展
示は，極めて急速に進化しつつコンピュータ文化成熟へ向
かった技術の歴史の軌跡を示す，貴重なミュージアムとなる
と考えたのです。
　さて，皆さん，最初に単純に「道具」としてコンピュータを認
識するか，「文化的価値」において認識するか，それはほん
のちょっとした見解の相違だったでしょう。しかし，５０年の歳
月を経たとき，一方は，コンピュータ廃棄物としてのゴミの山を
作り，一方は，歴史上前例のない急速な進化を遂げた技術
の歴史的文化遺産を後世に伝える，日本最初のミュージア
ムの礎を築いたのです。
　すなわち，私たちは，コンピュータ教育機関として，コン
ピュータ文明の担い手としての責任を果たしてきたのです。
そして，このような学校から「文明を担う技術者」が育ってい
くのです。

　57年間に送り出した4万人以上の卒業生は，情報化社
会の推進役となり，情報化社会繁栄の担い手となりました。
大型機のソフト開発，パソコンのハード・ソフト開発，マルチメ
ディア創造，ゲーム制作などで各時代を創り，そして今，ＩＴ時
代の推進役として国内外で活躍をしています。これら先輩
たちのパイオニア・スピリットは，まさに本学院のアイデンティ
ティの継承です。これまで，卒業生たちが自らソフトウェア会
社を設立したり，また，日本のソフト関連会社の幹部として活
躍している知らせに数多く接してきたのですが，最近は日本
を代表する大手ソフト会社の社長就任や中堅会社の社長
就任の知らせが次 と々学院に届いています。本学院卒業
生の社会的評価は抜群です。
　入学を志す皆さん，入学後は１０年，２０年の風雪に耐える
本物の技術修得とともに，本学院のさまざまな文化を吸収し
てください。皆さんが，単なる工員としての技術者を志すか，
「文明を担う技術者」を志すかは，最初にどの学校を選択す
るかにかかっています。
　京都コンピュータ学院とあなたの出会いは，あなたという
人間を，あなたの人生を変えるであろうと信じます。

京都大学理学部宇宙物理学科卒業（女性第1号）。
京都大学大学院理学研究科博士課程所定単位修得。
宇宙物理学研究におけるコンピュータ利用の第一人者。
東京大学大型計算機センター設立時に， テストランに参加。
東京大学大型計算機センタープログラム指導員。
京都大学工学部計算機センタープログラム指導員。京都ソフトウェア研究会会長。
京都学園大学助教授。米国ペンシルバニア州立大学客員科学者。  
現在， 京都コンピュータ学院学院長。  
タイ・ガーナ・スリランカ・ペルー各国教育省などより表彰。
2006年 財団法人日本ITU協会より国際協力特別賞受賞。
2011年 一般社団法人情報処理学会より感謝状受領。
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　現在の形のプログラム内蔵型コンピュータが
最初に作られてからおよそ75年経ち，コンピュー
タはこの間に爆発的な進歩をみせました。皆さ
んが愛用しているパソコンやスマートフォン，そ
れらからインターネットを通してつながっている
世界は，毎日の生活に欠かせないものになって
いるはずです。一見コンピュータではないような
洗濯機や冷蔵庫，テレビに自動車なども，その中
を覗くと小さなコンピュータがたくさん入ってい
て活動しています。
　コンピュータの世界では「ムーアの法則」が
成立していると言われています。これは集積回
路の複雑度（簡単に言えばコンピュータの能
力）が約1.5年で2倍になるというものです。この
成長の仕方は指数関数的と呼ばれるものです
が，例えばこれから15年経ったとすると，2倍が
10回だから20倍というのではなく，なんと2の10
乗，つまり約1000倍になってしまうというものです。
このような成長を75年間続けた結果，現在のコ
ンピュータの能力は想像を絶するものになりまし
た。例えば，世界中の書籍，絵画，写真，音楽など
の文化情報を蓄えることができます。地球上の

ビジネスや社会活動のあらゆるデータを収集す
ることができます。人間の脳を構成している
ニューロンの数をはるかに凌駕する処理能力も
獲得しました。しかし，このように巨大になった力
を，我々の生活を豊かで幸せなものにするため
に十分利用できているかといえば，必ずしもそう
ではありません。コンピュータによる犯罪やコン
ピュータウイルスの蔓延など，負の要素も目立つ
ようになりました。実際，大きくなりすぎた力をどう
使ったものか，戸惑っているというのが正直なと
ころでしょう。
　情報化社会の未来は，若い皆さんのイマジ
ネーションと努力にかかっています。瑞 し々い感
性と旺盛な好奇心を発揮して，新しい可能性を
切り拓いていただきたいと思っています。京都
コンピュータ学院はそのお手伝いをいたします。
本学での勉強を終えさらに研鑽を積むことを希
望される方には，京都情報大学院大学へ進学
する道があります。私たちは，皆さんの多様な興
味とニーズに応えることができます。共に勉強し
考える機会を持てるよう，心からお待ちしていま
す。

　本学は，1963年の創立以来，教育機関とし
て人類の未来を展望しながら，社会生活，世
界経済を大きく変革していくコンピュータと57
年にもわたって関わってきました。常に進取
の精神を持ち，学ぶ側中心の教育を行ってい
ます。そのような本学には毎年，卒業予定者
に対して多くの企業から求人が寄せられま
す。本学の4年課程修了者は，就職の際の資
格要件や待遇等においても一般の4年制大
学卒の「学士」と同等である「高度専門士」
として，また，2年課程・3年課程の修了者は
「専門士」として，それぞれその技術力が高く
評価されており，産業界の期待に応えて活躍
しています。
　ニーズの増加によってIT市場は今後も拡
大を続けることが予想されるため，2030年に
は，最大で約79万人程度のIT人材が不足
するといわれています。コンピュータは，今で
は家電製品や自動車など，身の回りの種々の
機械に搭載されており，ITは，人間社会のあ
らゆる活動に必要不可欠なものとなっていま

す。それゆえ，さまざまな分野においてIT関
連の技術や知識を持った人材が重要とされ
る時代が到来しているのです。
　将来を見据えたとき，仕事に役立つことの
筆頭に挙げられるのは，ITの知識・技術です。
どの分野・業界に進むとしても，習得すること
で就職・仕事に有利となることは間違いあり
ません。
　本学ではいつも，志の高い学生さんが多く
入学し，友人たちと切磋琢磨しながら勉学に
励んでいます。理想の就職を目指し，大学を
卒業した後に，本学でさらなるスキルアップを
目指す学生や，ダブルスクールという形で勉
強する学生も毎年多数入学します。また，本
学は海外でも一定の評価を得ており，世界各
国からの留学生も多く在学しています。
　次代を担う人となって自身の未来をより豊
かに輝かせるために，生きたITを学び本当の
実力を身につけてください。高い志を持った
皆さんの入学をお待ちしています。

情報のネットワーク化
　情報は個々の人間の知的生産活動により創り出されるも
のです。さらに，情報は他者の情報と“つながる”ことで新しい
情報を生み出すことができます。情報が“つながる”ということ
は“情報のネットワーク化”ということであり，言いかえれば情
報を生み出す“人間のネットワーク化”を意味します。すなわ
ち，人々はつながり，協働することで新たな知的生産活動の
可能性を広げ，その結果として新しい情報,あるいはより価値
のある情報が創り出されます。人間が扱う情報は，ますます
緻密化・複雑化し,より大規模化しているため,これらの情報
を効率よく蓄積し，容易にかつ効果的に活用できるような仕
組みが一層必要となります。この仕組みを実現するには
ICT（Information Communication Technology：情報通
信技術）を利用した“情報のネットワーク化”が必要でしょう。

強靱で柔軟な情報のネットワーク
　現代社会において私たちが生活するうえでのライフライ
ンは，水道，電気，ガス，交通網と言われていますが，スマート
フォン，IoT（Internet of Thing：すべての物をインターネッ
トにつなぐ），ビッグデータが普及した情報化社会では“情
報のネットワーク（情報通信網）”もライフラインとなるでしょう。
災害の発生により情報通信網が停止することになれば不
便な生活を強いられ，場合によっては私たちの生死を左右
することになります。大規模災害時にも停止することのな
い柔軟で強靭な“情報のネットワーク（情報通信網）”を構
築することはとても重要なことです。

情報化社会における
 “安全で安心な情報のネットワーク”
　ICTの応用は社会のあらゆる分野に拡大しています。
例えば，医療分野においても例外ではなく，現在の病院
情報システムは，電子カルテシステムを中心に医事会計
システム，オーダエントリシステム，各部門システム，モダリ
ティ（CT，MRI等医療機器）などがネットワークで連携す
る統合医療情報システムとなっています。また，インター
ネットの普及・高速化に伴い大規模病院を中心に，地域
医療施設や介護・福祉施設，国や行政機関がネットワー
クで連携することを試みています。医療分野のICT利活
用は，病院内業務の効率化だけでなく，医療の質向上，経
営戦略支援，個人の健康情報管理（PHR：Personal 
Health Record），国家レベルの医療データベース・医療
ビッグデータまで発展しています。他方，統合医療情報シ
ステムは人の命にかかわる医療機器・医療情報を取り扱
うので，信頼性があり，安全で安心なシステムの構築・運
用が要求されます。現在，医療分野では，医学・医療の基
礎知識とICTの知識・スキルの両方を持つ人材が必要と
されています。
　このようにICTを学ぶことは，社会のインフラストラク
チャ（基盤）を支える知識・技術を学ぶことであり，極めて
意義深いことです。本学でICTの知識・技術と応用分野
の知識を学び，社会に貢献する“安全で安心な情報の
ネットワーク”を創り出すエンジニアを目指しませんか。

　21世紀に入って，情報技術（IT , I n f o rma t i o n 
Technology）は社会のあらゆる部分に浸透しています。
以前は一部の専門家のみが必要としていた特殊技術で
あったものが，現在では，すべての年齢の人々，すべての
職業の人々，そしてすべての地域の人々が多かれ少なか
れ接触している技術となっています。特に，職業人として
社会で活躍するには，ITは不可欠の知識となっています。
あるいは，十分なITの知識を持つか持たないかが，活動
の範囲の大小，活動のレベルの高低を決める重要な目安
となっていると言ってもよいでしょう。
　京都コンピュータ学院はITの総合学園です。「ITの理
論からITの応用技術まで」，「ハードウェアからソフトウェア
まで」，「技術としてのITから文化としてのITまで」，社会で
必要とされるあらゆる分野のIT教育カリキュラムが用意さ
れています。そしてそれらのカリキュラムを効果的に実施
するために必要な，高レベルの教員と最新の実習設備が
配備されています。
　創立以来57年間の経験に裏打ちされた京都コン

ピュータ学院のIT教育は，他の大学等の追随を許さない
豊富な内容を有するものです。洛北校，鴨川校，京都駅前
校の三校と，さらに高度なIT技術者を目指す人のための
「京都情報大学院大学」において，全国でも類を見ない
総合的なIT教育が展開されています。また，最近の急速
な教育の国際化に対応して，留学生のための「京都日本
語研修センター」も設置しています。
　京都コンピュータ学院はさまざまなバックグラウンドの
人 を々歓迎します。高度な技術を身につけたい人，ビジネ
スでの応用に興味を持つ人，アート・デザイン技術を追究
したい人など，文系・理系を問わず何らかの形でITと関わ
りたい人々，ITと関わるであろう人 を々受け入れています。
また，現在の職業に飽き足らずキャリアチェンジやスキル
アップに挑戦しようとする人，第二の人生をITで充実させ
ようとする人など，あらゆる年齢の人々に門戸を開いてい
ます。
　「開けゴマ」ではなく「開けIT」が現代の魔法です。
京都コンピュータ学院でぜひ皆さんの夢を実現してください。

　情報技術の革新は目覚ましく，新しい製品やサービス
が次 と々生まれ，社会システムや生活スタイルも大きく変
わってきています。これからさらにどのような時代になっ
ていくのでしょうか。
　ＩＴの進化は間違いなく今後も続き，ＩＴ専門職（技術
者）の社会的ニーズはますます増大していくでしょう。
新しい技術が次々と生まれていくＩＴ分野においては，
常に新しい知識を得ていく必要があります。ですから，
学習意欲の高い人が求められます。また，言われた事
だけをするのではなく，自ら課題を発見し，解決のプロセ
スを考え，「付加価値」をつけてそれを実現していける
エンジニアでなければなりません。
　本学院で情報処理技術を学ぶ段階から，常にそう
いった意識や姿勢で，学業に取り組んでもらいたいと思
います。授業を受け身で聞くのと，自ら学ぶ姿勢をもって
臨むのとでは，技術や知識の修得に格段の差が生まれ
ます。与えられる課題も，最低限の条件を満たすだけで
満足するのではなく，自分なりの工夫やより良いものに

する努力を惜しまないでほしいと思います。そういった
努力や経験の積み重ねによって，社会が求める力が
徐々に備わっていくはずです。
　また，就職にあたって，企業では専門的な技術や知識だ
けでなく，ヒューマンスキルが重要視されます。特に，良い人
間関係を築いていける力が重要です。そのためには，バー
チャルな世界での人との関わりだけでなく，生身の人間同
士の関わりを大切にして，経験を積んでいきましょう。
　今，アジア諸国が力をつけてきている中で，日本が国
際競争力を維持するためにはＩＴ技術者の高度化が
不可欠です。これからの日本にとって，高度なスキルを
もったＩＴ技術者の役割がこれまで以上に重要になりま
す。これからＩＴを学ぼうと志す皆さんへの期待は大き
いのです。
　本学院での学業や学生生活の中でのさまざまな体験
を通して，新しい時代を担っていくことができる力をつけ
てもらえることと期待しています。教職員全員が皆さんの
取り組みをサポートしますので，ぜひ頑張ってください。
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● 李 　 美 慧
瀋陽師範学院（現瀋陽師範大学）・保育学士
元大連外国語大学留学服務センター日本二部 部長
元大連世華出国留学服務会社副社長
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 劉 　 非
京都工芸繊維大学・工学修士（博士課程修了）
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 渡 邉 昭 義
北海道大学・工学士　京都大学・工学修士
元ナカミチ（株）勤務　京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 渡 邉 勝 正
京都大学・工学博士
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 渡 邉 　 毅
神戸大学・理学博士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 和 田 彩 子
同志社大学・文学士

  一般教育科目担当
● 朝 田 　 郁
京都大学大学院・博士（地域研究）
京都大学アフリカ地域研究資料センター
機関研究員
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 安 達 利 夫
京都コンピュータ学院卒
元(株)近畿リサーチセンター勤務
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 熱 見 大 地
徳島大学・学士（工学）
蘇州工業園区服務外包職業学院名誉教員
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 石 田 眞 也
英語塾経営
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 今 井 優 樹
立命館大学・学士（社会学）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 奥 泉 洋 子
名古屋外国語大学・修士（日本語教育学）
京都コンピュータ学院卒
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 岸 田 憲 也
九州大学・文学修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 木 村 亜 由 美
京都大学・文学士　
元日本IBM（株）勤務
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 國 嶋 貴 美 子
大谷大学・文学修士（博士課程修了）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 児 玉 純 子
奈良女子大学・家政学修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 佐 々 木 崇
京都大学・博士（文学）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 庄 子 大 亮
京都大学・博士（文学）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 髙 橋 良 子
同志社大学・修士（芸術学）　
京都コンピュータ学院卒
京都情報大学院大学・情報技術修士
京都情報大学院大学准教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 董 　 慧 厳
京都コンピュータ学院卒
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 西 村  昌 能
京都大学・博士（理学）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 萩 原 卓 也
オレゴン大学・学士（文化人類学）
京都大学・修士（文化人類学）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 久 光 久 恵
京都市立芸術大学・音楽学士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 松 本 理 美
立命館大学大学院・修士（言語教育情報学）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 矢 野 享 子
同志社女子大学・学芸学士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 米 沢 雄 介
京都大学・博士（理学）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 劉 　 　 偉
京都外国語大学・修士（外国語学）

● 牧 野 耕 実
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 松 井 　 忠
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 松 尾 正 信
京都大学・工学士
カリフォルニア大学サンタバーバラ校・理学博士
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 松 下 浩 二
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 松 田 　 卓
ゲームクリエイター
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 松 村 一 男
（有）アップ・トゥ・カンパニー取締役
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 眞 弓 浩 三
京都大学・工学修士
ヴァンダービルド大学・経済学修士
京都大学・博士（経済学）
徳島大学教授　京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 丸 田 寛 之
京都コンピュータ学院卒
京都教育大学・修士（教育学）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  ● 丸 橋 裕 生
京都コンピュータ学院卒　滋賀大学・経済学士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● ミグダリスキー　ウラディーミル
オデッサ国立大学・修士（理学）
京都大学・博士（情報学）
京都情報大学院大学准教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 水 井 英 二
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 水 原 直 美
武庫川女子大学・文学士 
第1種衛生管理者
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 宮 嶋 健 人
京都大学・修士（人間・環境学）
（株）メディアインパクト代表取締役
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 向 井 苑 生
京都大学・理学博士　京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 向 井 　 正
京都大学・理学博士　神戸大学名誉教授
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 望 月 バド ル
奈良先端科学技術大学院大学・修士（情報科学）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● モ ディカ 静 香
ハーバード大学・教育学修士
バージニア大学・高等教育学博士
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 森 田 正 康
カリフォルニア大学バークレー校・学士
ハーバード大学・教育学修士
ケンブリッジ大学・哲学修士
（株）ヒトメディア代表取締役社長
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 山 嵜 　 聡
関西大学・修士（情報学）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 山 崎 孝 幸
京都コンピュータ学院卒　Webデザイナー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 山 野 上 経 夫
同志社大学・経済学士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 山 本 紘 輔
元（株）エミュ・ラクサイ勤務　イラストレーター
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● ユウ・ハセガワ・ジョンソン
マサチューセッツ工科大学・理学士
南カリフォルニア大学・芸術学修士
ハーバード大学・教育学修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 吉 岡 　 聡
元京都BMW勤務　2級自動車整備士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 吉 野 衣 美
近畿大学・文学修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 李 　 　 鷁
北京語言大学・文学士
京都情報大学院大学・情報技術修士
元大連外国語大学講師
元愛知産業大学 通信教育部非常勤講師
SAP認定コンサルタント
京都情報大学院大学准教授

 専門教育科目担当

● 青 木 成 一 郎
東京大学・博士（理学） 
京都大学天文普及プロジェクト室室長 
京都情報大学院大学准教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 青 山 公 子
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者
放送大学・修士（学術）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 足 立 良 太
同志社大学・経済学士
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 阿 部 桂 子
同志社大学・文学士 
NHK大阪放送局のTV，ラジオのパーソナリティーほか，
CM，リポーター，各種イベントのMCなど多数担当
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 安 　 平 勲
京都大学・工学修士　元富士通株式会社勤務
元マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン勤務
元SAPジャパン株式会社勤務，SAP認定コンサルタント
第一種情報処理技術者
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 飯 田 慈 子
（有）京都舎代表取締役
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 石 田 勝 則
京都大学・工学修士　特種情報処理技術者
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 井 田 明 男
同志社大学・文学士　特種情報処理技術者
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 一 宮 千 桃
フリーライター　映画評論家
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 伊 藤 博 之
北海学園大学・経済学士
クリプトン・フューチャー・メディア（株）代表取締役
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 伊 藤 雅 之
京都大学・修士（農学）
元株式会社紀伊國屋書店勤務
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 伊 藤 瑞 希
京都コンピュータ学院卒　アニメーター
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 井 幡 博 樹
京都コンピュータ学院卒
情報処理技術者
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 茨 木 俊 秀
京都大学・工学博士　京都大学名誉教授
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 今 井 賢 治
京都コンピュータ学院卒
元（株）インテリジェントシステムズ勤務
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 今 井 恒 雄
京都大学・工学修士
元富士通（株）勤務
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 今 井 正 治
名古屋大学・工学博士
大阪大学名誉教授
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 今 崎 寛 之
桃山学院大学・経済学士
京都コンピュータ学院卒　CGクリエイター
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● アンドリュー・ヴァルゴ
京都大学・博士（情報学）
ミシガン大学・理学修士
元Lenovo勤務
京都情報大学院大学准教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 上 島 宏 史
京都コンピュータ学院卒 
元（株）セット勤務・Webデザイナー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 植 田 浩 司
関西大学・工学修士
ロチェスター工科大学・工学修士
元松下電工（株）勤務　京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 英 保 　 茂
京都大学・工学博士　京都大学名誉教授
京都情報大学院大学教授

● 許 　 領 君
青島濱海学院卒
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● キリル・コシック
Cinematte Studios創業者兼CEO
映像クリエイター　京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● グエン・ゴク・ビィン
キシニョフ国立大学・応用数学学士(現モ
ルドバ国立大学)，大阪大学・工学博士
元ハノイ国家大学工科大学(VNU-UET)学長
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 久 保 田 英 司
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 藏 立 幸 一
立命館大学・理工学士　元（株）ユニシス勤務
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 倉 谷 昌 伺
防衛大学校研究科修了（理工学修士相当）
元海上自衛隊
元海上自衛隊幹部学校防衛戦略教育研
究部戦史統率研究室教官
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 栗 田 量 夫
京都コンピュータ学院卒情報処理技術者
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 胡 　 　 　 明
京都大学・博士（情報学）
京都情報大学院大学准教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 高 　 弘 昇
京都大学・工学博士
元サムスン電子（株）初代CIO
京都情報大学院大学教授
韓国電子取引学会終身会員第一号
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 古 賀 　 歩
大阪市立大学大学院・修士(都市情報学)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 小 寺 敦 子
京都大学・文学士　京都コンピュータ学院卒
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 小 西 章 仁
京都嵯峨美術短期大学卒
西陣アートスタジオ設立・グラフィックデザイナー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 小 西 　 薫
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 小 林 由 依
京都コンピュータ学院卒
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 小 林 祐 也
北海道大学・修士（農学）
関西大学・博士（文学）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 斉 藤 美 穂
元KBS京都アナウンサー　
各種キャラクターボイス・CMナレーション多数担当
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 酒 井 辰 也
神戸大学・博士（理学）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 作 花 一 志
京都大学・理学博士　京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 佐 藤 孝 司
鳥取大学・博士（工学）
元日本電気株式会社主席主幹職
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● サンフォード・ゴールド　
コロンビア大学・教育学博士（Doctor of Education）
元ADP教育プログラムラーニングシニア
ディレクター　京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 里 見 英 樹
小樽商科大学・経営管理修士
（株）メディア・マジック代表取締役
北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会代表幹事
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 蒋 　 　 丹
江蘇大学卒 
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 柴 山 　 潔
京都大学・工学博士
元京都工芸繊維大学学部長
京都情報大学院大学教授

● 島 田 美 智 子
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 下 田 義 博
大阪市立大学・理学修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 神 農 剛 造
大阪国際大学・修士（経営情報学） 
情報処理技術者
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 鄒 　 　 賢
湖南農業大学・法学士
同志社大学・文化情報学修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 鈴 木 佳 代 子
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 鈴 木 正 彦
京都コンピュータ学院卒
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 砂 田 久 哉
立命館大学・政策科学士 
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 須 磨 幸 子
元コナミ（株）勤務　グラフィックデザイナー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 束  倩 霏
京都大学・博士（経済学）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 高 木 俊 之
桃山学院大学・経営学士
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 高 田 　 進
京都コンピュータ学院卒
情報処理技術者
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 髙 橋 　 功
京都コンピュータ学院卒　元（株）カプコン勤務
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 髙 橋 　 豊
京都大学・工学博士　京都大学名誉教授
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 髙 橋 良 英
早稲田大学・博士（工学）
元NTT横須賀電気通信研究所勤務
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 滝 川 裕 介
大阪電気通信大学・工学士　医療情報技師
元アライドテレシス（株）勤務
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 竹 田 明 彦
日本大学・獣医学修士
元コンピュータ・テクノロジー（株）SE
（株）トラストネット　電子政府プロジェクト事務局長
京都情報大学院大学准教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 武 田 康 廣
（株）GAINAX京都代表取締役 
日本SF作家クラブ会員　宇宙作家クラブ会員 
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 田 尻 　 良
Webプログラマ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 立 道 裕 三
岡山理科大学・理学士
元日本ヒューレット・パッカード（株）勤務
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 立 石 聡 明
早稲田大学・商学士
（一社）日本インターネットプロバイダー協会副会長
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 立 嶋 清 雅
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 田 中 聖 人
京都府立医科大学・医学士　医師
東京第二赤十字病院医療情報室長
京都府立医科大学消化器内科臨床教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 田 中 恵 子
上智大学・文学士
京都情報大学院大学・情報技術修士
元クリプトン・フューチャー・メディア（株）勤務
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 田 中 久 也
早稲田大学工学士　元富士通（株）勤務
元独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
IT人材育成本部長・理事
一般社団法人未踏　理事
京都情報大学院大学教授

● 谷 口 弘 師
成安造形大学・学士（芸術学）　CGデザイナー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 田 渕 　 篤
京都大学・工学修士　元ＮＥＣ研究員
京都情報大学院大学准教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 張 　 博 然
東北大学東軟情報学院卒 
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 陳 　 思 娜
福建師範大学卒 
法政大学大学院・修士（学術）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● ヅォン・ジン・リー
コロンビア大学・文学修士・教育学修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 土持ゲーリー法一
カリフォルニア州立大学・教育学修士
コロンビア大学・教育学博士
東京大学・教育学博士
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 手 塚 正 義
大阪大学・工学修士　元富士通（株）研究員
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 寺 下 　 浩
元株式会社日立建設設計勤務
寺下浩一級建築士事務所　一級建築士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 寺 下 陽 一
京都大学・理学士　アイオワ大学・理学博士
金沢工業大学名誉教授
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● ドアン・フゥオン・トゥイ
ハノイ貿易大学卒 
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 富 田 眞 治
京都大学・工学博士　京都大学名誉教授
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 豊 嶋 文 香
京都大学・文学士
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● トン・ヌ・クイン・ティ
ホーチミン市経済大学・経営学士
京都情報大学院大学・応用情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 内 藤 昭 三
京都大学・工学修士　元ＮＴＴ研究員
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 中 口 孝 雄
京都大学・博士（情報学）
京都情報大学院大学・情報技術修士
京都コンピュータ学院卒
京都情報大学院大学准教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 中 田 秀 人
京都精華大学・修士（芸術）
ソバットシアター代表　映像作家
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 仲 野 俊 成
関西医科大学大学院医学研究科卒・医師
医療情報技師
関西医科大学大学情報センター准教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 永 野 直 人
京都大学・工学士
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者
SAP認定コンサルタント
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 中 村 晃 朗
東京大学・修士（文学）
インド国立ナーランダー大学歴史学部修士課程修了
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 中 村 真 規
青山学院大学・経済学士
（株）デジック代表取締役社長
（一社）北海道情報システム産業協会会長
（一社）全国地域情報産業団体連合会理事
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 中 村 行 宏
京都大学・工学博士
元NTT情報通信研究所高速通信処理研究部長
京都大学名誉教授　京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 名 川 知 志
関西学院大学・経済学士　元日本IBM(株)勤務
アクセンチュア（株）勤務　（株）グランパ顧問
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 西 村 祐 二 郎
東京農業大学・農学士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● ニッツァ・メラス
元ミュージシャンズインスティチュート講師
シルク・ドゥ・ソレイユ　メインボーカリスト
シンガーソングライター
京都情報大学院大学教授

● ネパル・アナンダ
シッキムマニパル大学大学院修了
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 野 一 色 康 博
立命館大学・工学士
元日本ヒューレット・パッカード（株）勤務
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 蓮 井 真 弓
KBS京都アナウンサー
CM，リポーター，各種イベントのMCなど多数担当
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 長 谷 川 晶
ロチェスター工科大学・理学修士
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 長 谷 川 一 郎
京都嵯峨芸術大学大学院芸術研究科造形
絵画分野修了（修士）　美術作家
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 長 谷 川 功 一
ペンシルバニア州立大学大学院・アメリカ研究修士
北海道大学・博士（文学）
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 長 谷 川 亘
早稲田大学・文学士
コロンビア大学・文学修士・教育学修士
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 早 田 薫
京都外国語大学・文学士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 福 島 雅 夫
京都大学・工学博士　京都大学名誉教授
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 福 田 育 文
大阪電気通信大学・工学士
元富士通株式会社勤務
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 福 田 陽 介
京都大学大学院・修士（情報学）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 福 知 信 丞
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者
テクニカルエンジニア（ネットワーク）
情報セキュリティスペシャリスト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 藤 田 啓 輔
京都コンピュータ学院卒
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 藤 戸 俊 行
近畿大学・修士（工学）　情報処理技術者
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 藤 原 隆 男
京都大学・理学博士
京都市立芸術大学名誉教授
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 藤 原 正 樹
大阪市立大学・創造都市学修士
摂南大学博士（経営情報学）
中小企業診断士
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 布 施 守 雄
京都大学・工学修士
元三菱自動車工業（株）勤務
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 渕 野 哲 彦
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者
情報セキュリティアドミニストレータ
エンベデッドシステムスペシャリスト
医療情報技師
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● ブランランド・ベン
カンザス州立大学・芸術学士
3DCGアーティスト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 別 所 直 哉
慶應義塾大学・法学士
元ヤフー株式会社法務本部長，執行役員・政策
企画本部長兼最高コンプライアンス責任者
ルークコンサルタンツ株式会社代表取締役
紀尾井町戦略研究所株式会社理事長
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● マーク・ハセガワ・ジョンソン
マサチューセッツ工科大学・理学博士
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 前 田 　 勉
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 前 納 一 希
龍谷大学・文学士
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者

● 遠 藤 文 司
金沢医科大学・医学士　医師　
日本内科学会認定内科医　臨床研修指導医
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 王 　 　 斉
福建師範大学卒 
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 太 田   賢
大谷大学・文学士　京都コンピュータ学院卒
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 大 槻 佐 保 子
京都市立芸術大学・美術博士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 大 西 健 吾
関西大学・建築学士　（公社）京都青年会議所監事
（NPO法人）木の町づくり協議会初代代表
大西建設工業（株）取締役　一級建築士
京都情報大学院大学准教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 大 山 口 雅
山口大学・理学士
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者
テクニカルエンジニア（データベース）
ネットワークスペシャリスト
情報セキュリティスペシャリスト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 岡 本 敏 雄
東京工業大学・工学博士
電気通信大学名誉教授
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 岡 本 　 浩
立命館大学・工学修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 奥 出 成 希
京都コンピュータ学院卒　ゲームプログラマ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 甲 斐 良 隆 　
京都大学・工学修士，関西学院大学・博士（商学）
元帝人（株）勤務，元三菱信託銀行（株）統括マネージャ
元神戸大学経営学研究科助教授，元関西
学院大学専門職大学院教授（経営戦略研
究科長），関西学院大学名誉教授
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 柏 原 秀 明
大阪府立大学・工学修士
岡山大学・博士（自然科学）　
技術士　元大日本スクリーン製造（株）勤務
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 嘉 島 叶 人
九州大学修士（比較社会文化）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 加 藤 睦 彦
京都大学・修士（理学）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 神 尾 未 歩
京都精華大学・学士（芸術）
CGクリエイター
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 河 尻 年 晴
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 北 岡 有 喜
京都大学・医学博士　同志社大学・博士（政策科学）
医師　京都医療センター医療情報部長
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 北 嶋 秀 之
近畿大学・法学士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 北 村 恭 輔
同志社大学・ビジネス修士
元（株）富士通関西システムズ，日本ヒューレッ
トパッカード（株），日本オラクル（株）勤務
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 北 山 寛 巳
元けいしんシステムリサーチ（株）代表取締役社長
（一社）京都府情報産業協会相談役顧問
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 鬼 頭 孝 輔
京都コンピュータ学院卒
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 木 村 章 弘
京都工芸繊維大学・工学修士
テクニカルエンジニア（ネットワーク,情報セキュリティ）
医療情報技師
京都情報大学院大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 木 村 　 聡
京都府立大学・文学士
京都コンピュータ学院卒　情報処理技術者
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 木 村 　 覚
（株）GAINAX京都　アニメーター

※学生は所属校舎・学科にかかわらず，どの教員にも個別にE-mailなどで質問することができます。
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 教授

● 茨 木 俊 秀
京都大学・工学博士　京都大学名誉教授
京都情報大学院大学学長
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 寺 下 陽 一
京都大学・理学士　アイオワ大学・理学博士
金沢工業大学名誉教授
京都情報大学院大学副学長
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 英 保 　 茂
京都大学・工学博士　京都大学名誉教授
京都情報大学院大学副学長
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 富 田 眞 治
京都大学・工学博士
京都大学名誉教授
京都情報大学院大学副学長
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 土持ゲーリー法一
カリフォルニア州立大学・教育学修士
コロンビア大学・教育学博士
東京大学・教育学博士
京都情報大学院大学副学長
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● グエン・ゴク・ビィン
キシニョフ国立大学・応用数学学士(現モルドバ国立大学)
大阪大学・工学博士
元ハノイ国家大学工科大学(VNU-UET)学長
京都情報大学院大学副学長
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 長 谷 川 亘
早稲田大学・文学士
コロンビア大学・文学修士・教育学修士
（一社）日本IT団体連盟代表理事・筆頭副会長
（一社）京都府情報産業協会会長
（一社）全国地域情報産業団体連合会（ANIA）会長
学校法人京都情報学園理事長
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 中 村 真 規
青山学院大学・経済学士
（株）デジック代表取締役社長
（一社）北海道情報システム産業協会会長
（一社）全国地域情報産業団体連合会理事
京都情報大学院大学 札幌サテライト長
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 森 田 正 康
カリフォルニア大学バークレー校・学士
ハーバード大学・教育学修士
ケンブリッジ大学・哲学修士
（株）ヒトメディア代表取締役社長
京都情報大学院大学 東京サテライト長
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 秋 山  功
早稲田大学工学士
日本ユニシス（株）総合技術研究所二〇四六室長
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 伊 藤 博 之
北海学園大学・経済学士
クリプトン・フューチャー・メディア（株）代表取締役
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 今 井 恒 雄
京都大学・工学修士
元富士通（株）勤務
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 今 井 正 治
名古屋大学・工学博士
エイシップ・ソリューションズ（株）代表取締役
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● ウィリアム・カミングス
ハーバード大学・社会学博士
元ジョージワシントン大学教育大学院教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 植 田 浩 司
関西大学・工学修士
ロチェスター工科大学・工学修士
元松下電工（株）勤務
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 岡 本 敏 雄
東京工業大学・工学博士
電気通信大学名誉教授

● 甲 斐 良 隆
京都大学・工学修士，関西学院大学・博士（商学）
元帝人（株）勤務，元三菱信託銀行（株）統括マネージャ
元神戸大学経営学研究科助教授，元関西
学院大学専門職大学院教授（経営戦略研
究科長），関西学院大学名誉教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 柏 原 秀 明
大阪府立大学・工学修士
岡山大学・博士（自然科学）　
技術士　元大日本スクリーン製造（株）勤務
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 北 山 寛 巳
元けいしんシステムリサーチ（株）代表取締役 
（一社）京都府情報産業協会相談役顧問 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 木 村 章 弘
京都工芸繊維大学・工学修士
テクニカルエンジニア（ネットワーク，情報セキュリティ）
医療情報技師
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● キリル・コシック
Cinematte Studios創業者兼CEO
映像クリエイター
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 倉 谷 昌 伺
防衛大学校・研究科修了（理工学修士相当）
佛教大学・文学修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 高 　 弘 昇
京都大学・工学博士　
元サムスン電子（株）初代CIO
韓国電子取引学会終身会員第一号
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 作 花 一 志
京都大学・理学博士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 佐 藤 孝 司
鳥取大学・博士（工学）
元日本電気株式会社主席主幹職
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 里 見 英 樹
小樽商科大学大学院・経営管理修士
（株）メディア・マジック代表取締役
北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会代表幹事
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● サンフォード・ゴールド
コロンビア大学・教育学博士（Doctor of Education）
元ADP教育プログラムラーニングシニアディレクター
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 柴 山 　 潔
京都大学・工学博士
元京都工芸繊維大学学部長
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 周 　 培 彦
北京大学東方語言文学部卒業
京都府立大学大学院生活科学研究科前
期課程修了・修士（学術）
匯泰文化発展有限公司理事
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 孫 　 躍 新
天津外国語大学日本語言文学学科卒業
京都府立大学大学院生活科学研究科修
了・修士（学術）
京都大学大学院工学研究科建築学専攻
博士後期課程修了・工学博士
匯泰文化発展有限公司理事長
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 髙 橋 　 豊 　
京都大学・工学博士
京都大学名誉教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 髙 橋 良 英 　
早稲田大学・博士（工学）
元NTT横須賀電気通信研究所勤務
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 武 田 康 廣
（株）GAINAX京都代表取締役
日本SF作家クラブ会員
宇宙作家クラブ会員
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 立 石 聡 明
早稲田大学・商学士
（一社）日本インターネットプロバイダー協会副会長

● 田 中 久 也
早稲田大学工学士　元富士通（株）勤務
元独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
IT人材育成本部長・理事
一般社団法人未踏理事
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 手 塚 正 義
大阪大学・工学修士　元富士通（株）研究員
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 内 藤 昭 三
京都大学・工学修士　元ＮＴＴ研究員
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 中 村 行 宏
京都大学・工学博士
元NTT情報通信研究所高速通信処理研究部長
京都大学名誉教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● ニッツァ・メラス
元ミュージシャンズインスティチュート講師
シルク・ドゥ・ソレイユ　メインボーカリスト
シンガーソングライター
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 野 一 色 康 博
立命館大学・工学士
元日本ヒューレット・パッカード（株）勤務
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 長 谷 川 晶
ロチェスター工科大学・理学修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 長 谷 川 功 一
ペンシルバニア州立大学大学院・アメリカ研究修士
北海道大学文学研究科・博士（文学）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● ピーター・アンダーソン
マサチューセッツ工科大学・理学博士
ロチェスター工科大学名誉教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 福 島 雅 夫
京都大学・工学博士　京都大学名誉教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 藤 原 隆 男
京都大学・理学博士
京都市立芸術大学名誉教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 藤 原 正 樹
大阪市立大学・修士（創造都市学）
摂南大学博士（経営情報学）
中小企業診断士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● フレドリック・ローレンタイン
ハーバード大学・ＭＢＡ
Adobe-Marketo社IT部門部長
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 別 所 直 哉
慶應義塾大学・法学士
元ヤフー株式会社法務本部長，執行役員・
政策企画本部長兼最高コンプライアンス責任者
紀尾井町戦略研究所株式会社理事長
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● マーク・ハセガワ・ジョンソン　
マサチューセッツ工科大学・理学博士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 松 尾 正 信
京都大学・工学士
カリフォルニア大学サンタバーバラ校・理学博士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● マヤ・ベンツ
コロンビア大学・文学修士
コロンビア大学・教育学博士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 眞 弓 浩 三
京都大学・工学修士
ヴァンダービルド大学・経済学修士
京都大学・博士（経済学）
徳島大学教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● ミラン・ブラッハ
カレル大学・自然科学博士・数学博士
チェコスロバキア科学アカデミー・理学博士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 向 井 苑 生
京都大学・理学博士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 向  井  　 正
京都大学・理学博士
神戸大学名誉教授
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● モディカ 静香
ハーバード大学大学院・教育学修士
バージニア大学大学院高等教育学博士

● 李 　 美 慧
瀋陽師範学院（現瀋陽師範大学）・保育学士
元大連外国語大学留学服務センター日本二部 部長
元大連世華出国留学服務会社副社長
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 劉 　 非
京都工芸繊維大学・工学修士（博士課程修了）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 渡 邉 昭 義
北海道大学・工学士
京都大学・工学修士　元ナカミチ（株）勤務
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 渡 邉 勝 正
京都大学・工学博士

 准教授

● 青 木 成 一 郎
東京大学大学院修士・博士課程修了，博士（理学）
京都大学天文普及プロジェクト室室長（京
都大学非常勤講師）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● アミット・パリヤール
（タイ王国）アジア工科大学院・修士（工学）
京都大学・博士（情報学）
マレーシア・サラワク大学研究員
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 大 西 健 吾
関西大学・建築学士
（公社）京都青年会議所監事 
（NPO法人）木の町づくり協議会初代代表
大西建設工業（株）取締役　
一級建築士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 胡 　 　 明
京都大学・博士（情報学）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 坂 本 啓 法
東京工業大学理学士，東京大学・修士（数理科学）
日本ユニシス株式会社総合技術研究所
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 髙 橋 良 子
同志社大学・修士（芸術学）
京都コンピュータ学院卒
京都情報大学院大学・情報技術修士
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 竹 田 明 彦
日本大学・獣医学博士
元コンピュータ・テクノロジー（株）ＳＥ　
（株）トラストネット　
電子政府プロジェクト事務局長
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 田 渕 　 篤
京都大学・工学修士
元ＮＥＣ研究員
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 中 口 孝 雄
京都大学大学院・博士（情報学）
京都情報大学院大学・情報技術修士
京都コンピュータ学院卒
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 増 田 祐 子
コロンビア大学社会福祉大学院修士課程
修了 (ソーシャルワーク専攻）
ポストグラジュエートセンターフォーメン
タルヘルス（精神分析及び分析派心理療
法４年制訓練課程修了）
上智大学外国語学部イスパニア語学科
卒業・学士（外国研究)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● ミグダリスキー　ウラディーミル
オデッサ国立大学・修士（理学）
京都大学・博士（情報学）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 李 　 鷁
北京語言大学・文学士
京都情報大学院大学・情報技術修士 
元大連外国語大学講師
元愛知産業大学通信教育部非常勤講師
SAP認定コンサルタント

次世代の自動車技術に対応した高度なIT，ネットワークの技術・知識を備えた自動車整
備士を育成します。京都自動車専門学校は2013年，KCGグループに仲間入りしました。
スクールカラーはKCGグループに新たな活力を呼び込むことを表現しています。

KCGグループの，海外からの留学生にとっての最初の入口，京都日本語研修センターは，
法務大臣告示日本語教育機関であり，文部科学省より準備教育課程の指定を受けて
います。世界7大陸の緑の大地のイメージから，スクールカラーとして上記KCGブルー
とKCGレッドに対比される色調の緑を制定しました。学び育っていく留学生たちの能力
の成長を表しています。

KCGグループの創立者長谷川繁雄は，晩年，学校経営の傍らハーバード大学に遊学し，
若き頃に叶わなかった学問に再度挑みました。ボストンにアパートを借り，若い学生と
一緒に文学や哲学の授業を受講したのです。京都情報大学院大学のスクールカラー
は，創立者が学んだハーバード大学のスクールカラーである臙脂色を基に，KCGブ
ルーに対比する色調として，制定されました。これは，老若男女にかかわらず，常に新
しいことにチャレンジし，謙虚に学ぶ姿勢を表現しています。

えん じ

京都コンピュータ学院のスクールカラーおよびKCGグループのカラーであるブルーは，
創立当初のメンバーが全員京都大学の大学院生，卒業生であったことから，京都大学
のスクールカラーである濃青を基にして選定されました。1970年頃から使われ始めて
いましたが，創立35周年（1998年）を機に，色調を定義し，KCGブルーと称しています。

2020年3月現在

グループ校である京都情報大学院大学（ＫＣＧＩ）の教授陣も，ＫＣＧの学生の皆さんをバックアップします。

京都情報大学院大学教員
　KCGグループは，京都情報大学院大学，京都コンピュータ学院

（洛北校，鴨川校，京都駅前校），京都自動車専門学校，京都日本

語研修センター，株式会社KCGキャリアなどから構成されたグ

ローバルな教育機関の集合体です。

　本グループの徽章「kcg.edu」は，1995年に取得したインター
ネットのドメイン名（www.kcg.edu）に由来するものです。2003年，
長谷川亘現統括理事長により選定されました。「kcg」とは，日本
最初のコンピュータ教育機関「Kyoto Computer Gakuin（京都

コンピュータ学院）」の頭文字であり，「.edu」は，gTLD（generic 
Top Level Domain：インターネットで使われるトップレベルドメイン

のうち，分野別トップレベルドメイン）の一つで，米国の認定機関か

ら認められた高等教育機関のみが登録対象となっています。

1985年4月，「.edu」のドメインに，米国のコロンビア大学，カーネ
ギーメロン大学，パデュー大学，ライス大学，カリフォルニア大学バー

クレー校および同ロサンゼルス校の合わせて6つの高等教育機

関が登録されました。そして，マサチューセッツ工科大学（MIT），

ハーバード大学，スタンフォード大学など，米国を代表する他の名

門大学が後に続きました。

　KCGグループは1989年に，MITをはじめとする米国諸大学・研

究機関との交流や学生の海外研修の拠点として，ボストン校を設

置していました。そのため，米国のコンピュータ関係者や，インター

ネット黎明期からの先駆者たちから，信頼できるコンピュータの学

校であり「.edu」を冠するにふさわしい高等教育機関と認められ
て，日本国内の教育機関としては第一番にこのドメイン「.edu」を
取得することができました。その後，「.edu」は米国内の教育機関
にしか付与されなくなったため，本学はこれまでもこれからも，国内

で唯一「.edu」を冠する教育機関となりました。
　「kcg.edu」というドメインを有することは，京都コンピュータ
学院，京都情報大学院大学が米国でも認められている高等教育

機関であることの証とも言えるでしょう。その当時「.edu」ドメインを
取得できたということは，本学の進取性を象徴する出来事でもあり

ました。徽章としての「kcg.edu」には，高度情報化社会において，
常に先駆性を重視する教育機関としての気概と，時代を切り拓い

ていく人 を々育成する教育の理想が込められています。
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　「情報化」と「グローバル化」は近年の教育界における二大潮流です。

　本学院は，創立以来，「情報化」はいうまでもなく，「グローバル化」にも積極的に取り組んでおり，世界各国と深い交流関係

を築いてきました。学生はこれらの国々から本学院を訪問する外国の研究者たちによる特別講義（文化・学術講演会，集中

講義）などを通して，コンピュータ関係に限らず，さまざまな分野の知識を得ることができます。そして，海外諸大学との姉妹校

提携などを通じて，海外において，異文化に触れながら，国際人としての素養を身につける機会を得ることもできます。

　また，本学院は，コンピュータを単にスペシャリストのための道具としてではなく，文化事象としてとらえ，コンピュータ専門技

術者の養成とともに，広い層へのコンピュータ・リテラシーの普及を教育理念として掲げてきました。1989年より始まった海外

コンピュータ教育支援活動は，この理念のグローバル化であり，本学院独自の企画によるボランタリーです。

　このような本学院の伝統と実績に対する国際的な評価は高く，英国文部大臣をはじめ，各国政府の要人が毎年視察に

訪れています。これは，本学院が世界的に見てもユニークな教育機関であり，世界に通用する真の教育を実施してきた証

左であるといえます。

　創立以来築いてきたこれらのバックボーンがあるゆえに，本学院はグローバル化時代に対応した人材育成が可能なの

です。

グローバル化時代に対応する人材育成のために

Poland
Since1991

Eritrea
Since2007Ghana Since1991

Uganda Since2005
Tanzania
Since2004

Mongolia
Since2002 China

Since1996

Saudi Arabia Since1994
Niger Since2011

Czech
Since2005

Korea
Since2004

U.S.A. Since1996

Mexico
Since1995

Thailand Since1990
Myanmar Since2000

Viet Nam 
Since2004

Philippines
Since2005Kenya Since1992

Brunei
Since1996

Peru
Since1994

Nigeria Since1999

Italy Since2018

Malawi
Since1994
Mozambique 
Since2004

Sri Lanka
Since1996

Zimbabwe
Since1993

Kyoto Since1963

Kyrgyz Since2006

Papua New Guinea
Since2009

Gabon Since2018

Bosnia and Herzegovina 
Since2007

Netherlands

大連
2008
大連
2008
上海上海
20182018

韓国●高麗大学校情報保護大学院
●国立済州大学校
●済州道晨星女子高等学校

ロチェスター工科大学（RIT）

ニューヨーク

ペルー

ポーランド チェコ
●オストラバ工科大学
●パルドゥビッツェ大学

チェコ
●オストラバ工科大学
●パルドゥビッツェ大学

モンゴルモンゴル

パプアニューギニアタイ
●チェンライ大学
●アサンプション大学

ベトナム●FPT大学
●ホーチミン技術師範大学
●ハノイ国家大学工科大学（VNU-UET）

北京大連

●天津科技大学
●大連外国語大学
●福建師範大学
●大連東軟信息学院
●大連理工大学城市学院
●大連海洋大学
●北京城市学院
●中央美術学院
●北京郵電大学世紀学院
●東北師範大学人文学院
●浙江育英職業技術学院
●大連理工大学数学科学学部
●上海建橋学院

●山西大学商務学院
●大連大学
●蘇州工業園区服務
　外包職業学院
●河南農業大学
●広東培正学院
●中国労働関係学院
●重慶工程学院
●無錫職業技術学院
●南通大学
●江蘇大学
●浙江伝媒学院
●上海応用技術大学

●河海大学文天学院
●広西科技師範学院
●四川文化伝媒職業学院
●青島黄海学院
●四川大学錦城学院
●四川標榜職業技術学院
●河海大学文天学院
●長春大学旅遊学院
●無錫開放大学
●四川工商学院
●河北軟件職業技術学院
●江蘇海洋大学
●南京理工大学紫金学院

ガボン

ウガンダ タンザニア ジンバブエ スリランカ
●ケラニア大学

ボスニア・ヘルツェゴビナ，エリトリア，キルギス

ガーナ

ケニア

ニジェール

イタリア
●IULM大学

ベトナム
2019
ベトナム
2019

上海
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　天津科技大学は1999年に本学院と姉妹校提携を締結，2000年には同大学に合弁プログラム「天津科技大学KCGコース」を開設しました。このコースのカリ
キュラムは本学院によって設計されたもので，同大学で日本語とITを学びます。日本語教育とコンピュータ教育の融合を図ったKCGコースのカリキュラムは，他に類
例を見ない画期的なものとなっています。さらに,希望者は，3年次に1年間KCGに留学し，より専門的なIT・コンピュータ技術を修得できます。毎年春と夏に同大学
で実施されている集中講義には，本学院と京都情報大学院大学より講師を派遣しており，両校間では活発な人的交流が行われています。
　現在，中国では，コンピュータおよび情報技術の発展と普及に伴い，IT人材の育成が課題となっています。オフ
ショア開発の拠点を中国に求める日本企業も多く，日本語の分かる人材も求められています。KCGコースは正に
時代のニーズに合致しているといえるでしょう。卒業生の就職率も高く，中国企業はもとより日系IT企業にも多数
就職をし，産業界で高い評価を得ています。
　2008年には，日本で初めて自動車制御学科を設置した本学院が全面支援を行い，中国初の自動車制御学
科が開設されました。同年夏には天津科技大学の学生が，3週間にわたる本学院での「天津科技大学ＫＣＧ短期
研修プログラム」に参加し，自動車とＩＴを学びました。
　京都コンピュータ学院・京都情報大学院大学と天津科技大学との絆の強化は，日中間の学術・文化交流の進
展にとって意義深いことであり，日中友好に資するものであるといえるでしょう。

　韓国との交流は，2004年，情報セキュリティ専門家を養
成する韓国Ｎｏ．1の大学院「高麗大学校情報保護大学
院」と本学院のグループ校である「京都情報大学院大学
（KCGI）」との学術交流提携を機に始まりました。2005年，
韓国済州島で両校共催の日韓共同セミナー,2006年には
本学内で日韓越3ヵ国共同セミナーを開催するなど，日韓
それぞれのIT分野のリーダーとして，アジアにおけるIT分

野の研究・教育の発展に貢献しています。さらに，KCGIと
国立済州大学校が学術交流協定を締結。2008年には
両大学間の授業をインターネット上で相互交換し，双方の
学生が受講できる日韓サイバーキャンパスが実現しました。
2011年にはデュアル・ディグリー・プログラムについての提
携を行い，今後両大学のＩＴ分野の教育の交流が一層進
むことが期待されています。

　本学院は，1989年に，コンピュータを文化として捉える視点
から，日本の情報系専修学校としては唯一，コンピュータ文化
発祥の地アメリカにボストン校を設立し，学生の海外研修拠
点，アメリカの諸大学・研究機関との交流拠点としてきました。
　ボストン校開校を機に，ロチェスター工科大学（RIT），マサ
チューセッツ工科大学（MIT），ハーバード大学，コロンビア大
学，イリノイ大学などのアメリカ諸大学の教授や研究者との
間に，強力なネットワークが形成されました。その交流の成果
は，常に時代を先取りする本学院の新学科設立に活かされ
ています。1993年には，CGと写真工学の分野で全米トップの
実績を誇るRIT教授陣の全面的なサポートにより，芸術情報

学科を開設し，1996年には，MITのコンピュータ専攻の若手
研究者たちのサポートにより，ネットワーク学科を開設しました。
　その後，ITの発展とともに，コンピュータ関連の技術がビジ
ネスと密接になってきたことから，拠点をニューヨークに移し，
RITをはじめとするアメリカ諸大学との新しい交流拠点とし
て,2000年,ニューヨーク市の世界貿易センタービルにKCG
ニューヨークオフィスを開設しました。
　2001年9月11日の米国同時多発テロにより,ニューヨーク
オフィスは被災しましたが,その後，さらなる学術ネットワーク強
化のため,ロックフェラーセンタービル内にオフィスを移し，活
動を続けています。

　本学院は，隣国中国とも親交を続けてきました。1996年
以降，天津外国語学院，西安外国語学院，首都師範大学，
天津科技大学,大連外国語大学と，順次姉妹校提携・教
育提携を締結し,これら諸大学のコンピュータ教育カリキュ
ラム構築を担当し,教員派遣などの教育サポートを行って
います。
　2002年には,こうした交流の拠点として,日本の国会図書
館にあたる北京の国家図書館内にKCG北京オフィスを開
設しました。2004年以降,グループ校京都情報大学院大学
の開学に伴い,天津科技大学,大連外国語大学と新たな提

携を結び,また,福建師範大学と学術交流協定を締結。
2008年にKCG大連オフィス,2018年には上海オフィスを開
設し,本学院と中国との関係はさらに強くなっています。
　21世紀は中国の世紀ともいわれ，今後IT分野での発
展も期待されています。その意味でも，本学院が実施して
いる教育サポートは大変意義深いものであると，各大学か
ら高く評価されています。学生が21世紀のアジアのビジネ
ス・シーンで活躍するためには，中国文化への理解を深め
ることが重要であり，中国諸大学との交流はKCGの学生
にとっても意義深いものです。

高麗大学校情報保護大学院, 国立済州大学校との学術交流提携

RITをはじめとする米国著名大学との学術ネットワーク

中国諸大学との学術ネットワーク

日本 語も堪能な I T 人 材を育 成

NASAゴッダード宇宙科学研究所所長 Ph.D. ジェームス E．ハンセン
元NASA大気科学研究所研究部部長 Ph.D. アルバート・アーキング
米国コロンビア大学教育大学院名誉教授 Ph.D. デール・マン
米国コロンビア大学教授 Ph.D. アーサー・ランガー
米国コロンビア大学教育大学院平和教育学科創設者 Ed.D. ベティ A．リアドン
元米国ジョージワシントン大学教育大学院教授 Ph.D. ウィリアム K.カミングス
元米国ハーバード大学教授 コロンビア大学コンピュータシステム研究所所長 Ph.D. ジョン・クラーク
米国マサチューセッツ州立大学教授 五大学電波天文台長 Ph.D. ウイリアム・アーヴィン

元米国マサチューセッツ工科大学（MIT）教授 Ph.D. ルース・ペリー
元米国マサチューセッツ工科大学（MIT）教授 Ph.D. トラヴィズ・メリット
元米国ロチェスター工科大学企業関係担当副学長補佐 Ph.D. ドナルド・ボイド
元米国ケウカ大学学長 ホルヘD．エレーラ
米国ロチェスター工科大学 IT学科 教授 Ph.D. ジム・レオーン
元米国ロチェスター工科大学教授 Ed.D. ラッセル・クラウス
元米国ロチェスター工科大学筆頭副学長　Ph.D. ジェレミー・ヘフナー
米国ロチェスター工科大学准教授　Ph.D. アンドレイ Ｌ．カラノ
元韓国高麗大学校情報保護大学院院長　Ph.D.林鐘仁
韓国大統領直属個人情報委員会委員長　Ph.D.李弘燮
元韓国高陽市知識情報産業振興院院長　Ph.D.金仁煥
元韓国済州国立大学校総長　Ph.D.高忠錫
韓国済州毎日新聞社 主筆　金桂春
ドイツ連邦共和国ミュンヘン大学教授 Ph.D. ウェルナー・デットロフ

ポーランド共和国ワルシャワ大学 Ph.D. ロムアルド・フスチュア
中華人民共和国吉林大学教授　Ph.D.玄光均
元中華人民共和国大連外国語学院院長　孫玉華
中華人民共和国天津市教育工委常務副書記　魏大鵬
中華人民共和国大連東軟信息学院院長　温濤
中華人民共和国大連海洋大学院長　姚杰
中華人民共和国大連科技学院院長　楊徳新
ガーナ共和国教育省高等教育局長 アンディー・スワンジー・エッシエン
タイ王国教育省顧問 クラ・ソムトラクール
元ドイツ連邦共和国ヴュルツブルク市長 Ph.D. クラウス・ツァイトラー
ベトナム社会主義共和国教育訓練省国際協力部局長 チャン・バ・ビエット・ズン
ポーランド共和国教育省情報教育局長 ジェルジー・ダレク

その他多数・敬称略

海外コンピュータ教育支援活動（IDCE）プロジェクト立ち上げ。
国際情報処理科（全日制2年）新設。

米国に京都コンピュータ学院ボストン校開校。
ロチェスター工科大学（RIT）よりロバートB. クッシュナー
教授招聘。以降，RIT・MIT等米国有名大学とのネットワ
ークが強化される。
各国政府の依頼により発展途上国へのコンピュータ教
育支援活動を開始。

タイ王国へのコンピュータ教育支援活動を開始。

ガーナ共和国・ポーランド共和国へのコンピュータ教育支
援活動を開始。

京都コンピュータ学院京都駅前校新校舎竣工記念式典
開催。交流関係にあるタイ・ポーランドなど5ヵ国より大使・
政府高官を来賓として迎える。
ケニア共和国へのコンピュータ教育支援活動を開始。

創立30周年記念式典開催。記念イベントとして，ポーラン
ド国民教育省の派遣によるワルシャワ工科大学民族舞
踊団の日本初公演が実現。
RIT教授陣の強力なサポートを受け，芸術情報学科（全日
制2年）新設。
ジンバブエ共和国へのコンピュータ教育支援活動を開始。

ペルー共和国・マラウイ共和国へのコンピュータ教育支
援活動を開始。
サウジアラビア王国より研修員（JICA）受入れ，指導。

国際協力事業団（現 独立行政法人国際協力機構：
JICA）によるアフリカ各国からの研修員受入れ指定校と
なる。（11年間継続）
メキシコ合衆国より研修員（JICA）受入れ，指導。
RIT夏期短期留学プログラム（サマーワークショップ）開始。

ロチェスター工科大学と姉妹校提携締結。（KCG）
中国・天津外国語大学と姉妹校提携締結。（KCG）
スリランカ民主社会主義共和国へのコンピュータ教育支
援活動を開始。
ブルネイ国SEAMEO VOCTECH（東南アジア教育大
臣機構 職業技術センター）と技術協力協定締結。

中国・西安外国語大学と教育提携締結。（KCG）

ロチェスター工科大学との大学院教育共同プロジェクトに基づ
き，RIT大学院修士課程留学コースを国際情報処理科に新設。
中国・首都師範大学と教育提携締結。（KCG）

中国・天津科技大学と日中合弁学科設立。（KCG）
ナイジェリア連邦共和国へのコンピュータ教育支援活動
を開始。

KCGニューヨークオフィスを世界貿易センタービル
（WTC）内に開設。
京都日本語研修センター（KJLTC）設置。
中国・上墅私立高級中学と姉妹校提携締結。（KCG）
ミャンマー連邦より研修員（JICA）受入れ，指導。

米国同時多発テロでKCGニューヨークオフィスが被災。
ヨーロッパ日本語教育支援プログラム開始。
海外留学生受入れコースとして，メディア工学科国際ITコ
ースを設置。

RITとの単位互換に関する合意に基づき，RITのIT学科，
CS学科へ学部編入するRIT留学コースを情報処理科と
メディア工学科に新設。
中国・北京第二外国語学院と教育提携締結。（KCG）
KCG北京オフィス（中国国家図書館内）開設。
モンゴル国へのコンピュータ教育支援活動を開始。

創立40周年記念式典開催。交流関係にあるケニア・ナ
イジェリア・中国より大使・政府高官を来賓として迎える。
中国・大連外国語大学と教育提携締結。（KCG）
モンゴル国・モンゴルビジネス大学と教育提携締結。（KCG）

京都情報大学院大学開学記念式典開催。モンゴル・ガ
ーナ・ケニア・ナイジェリア・スリランカ・ベトナム・タイより大
使・政府高官を来賓として迎える。
KCGニューヨークオフィスをロックフェラーセンタービルに移転。
AIS日本支部（NAIS）を京都情報大学院大学内に開設。
韓国・高麗大学校情報保護大学院と学術交流協定締結。
（KCGI）
独立行政法人国際協力機構（JICA）の要請により，モザ
ンビーク共和国へのIT教育カリキュラム指導開始。
タンザニア連合共和国へのコンピュータ教育支援活動を
開始。

ベトナム最大手のソフトウェア会社FPT社と業務提携締結。
ウガンダ共和国へのコンピュータ教育支援活動を開始。
韓国済州島で高麗大学校情報保護大学院と日韓共同
セミナー開催。（KCGI）
韓国電子通信研究院（ETRI）と事業交流協定締結。（KCGI）
チェコ・オストラバ工科大学と友好提携締結。（KCGI）

日中合弁会社「吉林省KCGコンピュータ研究・開発有限
会社」設立。
中国・天津科技大学，大連外国語大学，福建師範大学と
学術交流協定締結。（KCGI）
チェコ・オストラバ工科大学と学術交流協定締結。（KCGI）
韓国・国立済州大学校と学術交流協定締結。（KCGI）
海外コンピュータ教育支援活動の功績に対し，長谷川靖子学院
長が財団法人日本ITU協会より「国際協力特別賞」を受賞。
日本・韓国・ベトナムの情報セキュリティ専門家による共
同セミナーを学内で開催。
キルギス共和国へのコンピュータ教育支援活動を開始。

中国・南京工業大学，北京商貿学校と協力協定締結。（KCGI）
ボスニア・ヘルツェゴビナ，エリトリア国，キルギス共和国の
3ヵ国へのコンピュータ寄贈による交流協定締結。
（KCG）
中国・長春大学光華学院と交流協定締結。（KCGI・KCG）
中国・西安外事学院と交流協定締結。（KCGI）
韓国済州島で日本ＩＴ企業説明会を開催。（KCGI）
韓国済州島で韓国電子通信研究院（ＥＴＲＩ）と日韓共同
セミナー開催。（KCGI）
ミャンマー連邦，モザンビーク共和国より研究員（ＪＩＣＡ）を
受入れ，指導。
韓国・国立済州大学校，社団法人済州ＩＴ協会（ＪＩＴＡ），全
国地域情報産業団体連合会（ＡＮＩＡ）と事業推進協力
締結。（KCGI・KCG）
中国海洋大学との交流協定締結。（KCGI）

ＫＣＧ大連オフィス開設。
独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）の要請により，モザ
ンビーク共和国へ2004年に指導を行ったＩＴカリキュラム
の実施状況視察。
ミャンマー連邦より研修員（ＪＩＣＡ）受入れ，ＩＣＴ研修実施。
チェコ・パルドゥビッツェ大学と学術交流協定締結。（ＫＣＧＩ）
日韓共同セミナー開催。（ＫＣＧＩ）
大連交通大学信息工程学院，大連東軟信息学院と共
同教育提携締結。（ＫＣＧＩ）
韓国・国立済州大学校との間で遠隔講義の実施。（ＫＣＧＩ）
韓国・済州知識産業振興院と事業交流協定締結。（ＫＣＧＩ）

大連理工大学城市学院教育協力プログラム開始。（ＫＣＧＩ）
パプアニューギニア独立国へのコンピュータ教育支援活動を開始。
大連海洋大学との教育協力プログラム開始。（ＫＣＧＩ）
韓国・済州産業情報大学と共同教育事業交流協定締結。
（ＫＣＧＩ・ＫＣＧ）
韓国・済州道晨星女子高等学校と共同教育事業交流協定締結。
（ＫＣＧ）
ミャンマー連邦より研修員（ＪＩＣＡ）受入れ，ＩＣＴ研修実施。
モザンビーク共和国より研修員（ＪＩＣＡ）受入れ，学校運
営・管理研修実施。

パプアニューギニア・ゴロカ大学にコンピュータ室「KCG  
Hasegawa Lab」開設
中国・蘇州工業園区服務外包職業学院との協力教育プ
ログラム開始。（KCGI）
韓国・国立済州大学校とデュアルディグリープログラム運
営で協定締結。（KCGI）

7ヵ国から電子政府推進のためのプロジェクト管理コース
（JICA）見学実習受入れ。
ニジェール共和国にコンピュータ教育支援活動を開始。
ミャンマー連邦より研修員（JICA）受入れ，ICT研修実施。
中国・山西大学商務学院，大連大学と学術交流協定を締結。
（KCGI）

中国・長沙学院，河南大学，煙台大学文経学院との協力
教育プログラム開始。（KCGI）
ベトナム社会主義共和国より研修員（JICA）受入れ，デー
タベース運用に関する研修実施
マラウイ教育・科学大臣が来校。今後のコンピュータ教育
支援や交流について意見交換を行う。

中国・吉林師範大学博達学院，大連海事大学交通運輸
管理学院，長江大学外国語学院，河南農業大学との協力
教育プログラム開始。（KCGI）
創立50周年記念式典開催。ボスニア・ヘルツェゴビナ大
使，キルギス大使，パプアニューギニア大使，海外の提携
大学の学長らを来賓として迎える。
パプアニューギニアより研修員（JICA）受入れ，教育の質
と量改善のための遠隔教育計画研修実施。
タイ・チェンライ大学，アサンプション大学との協力教育プ
ログラム開始。（KCGI）
京都情報大学院大学創立10周年記念式を開催。駐日
マラウイ大使館より来賓を迎える。
マラウイ共和国へのコンピュータ贈呈式を駐日マラウイ大
使館次席公使らを迎え行う。
中国・広東培正学院，江西南昌理工学院との協力教育プ
ログラム開始。（KCGI）

中国・河南安陽師範学院，大連理工大学数学科学学部，上海建橋
学院，閩南師範大学，西北大学軟件職業技術学院，山東工商学
院，哈爾浜遠東理工学院との協力教育プログラム開始。（KCGI）
ベトナム・FPT大学，ホーチミン技術師範大学との協力教
育プログラム開始。（KCGI）
コロンビア共和国より研修員（JICA）受入れ，セキュリティ
の知識と技術を向上させるための研修を実施。
中国・黒竜江外国語学院，中国労働関係学院，中央美術
学院，北京城市学院，北京師範大学珠海学院との協力教
育プログラム開始。（KCGI）

マラウイ共和国より研修員（JICA）受入れ，情報セキュリティ
研修を実施。
マレーシア・Universiti Sains Malaysiaと相互交流協定
締結。（KCGI）
中国・上海工商外国語職業学院，重慶工程学院，四川師
範大学国際教育学院，無錫職業技術学院，広州城建職
業学院との協力教育プログラム開始。（KCGI）
オランダ・ハーグ応用科学大学との協力教育プログラム開始。
（KCGI）

中国・南通大学，上海思博職業技術学院，江蘇大学，常
州工学院，浙江伝媒学院，四川伝媒学院，青島濱海学院，
武昌理工学院との協力教育プログラム開始。（KCGI）

中国・上海応用技術大学，常州工程職業技術学院，中国
斉魯理工学院，瀋陽工学院，上海中僑職業技術学院，遼
寧石油化工大学との協力教育プログラム開始。（KCGI）
インドネシア・Bhayangkara university Surabaya Indonesia
と相互交流協定締結。（KCGI）

ガボン共和国にコンピュータ教育支援活動を開始。
創立55周年記念式典開催。エリトリア国大使，ガボン共和
国大使らを来賓として迎える。
イタリア・IULM Universityと相互交流協定締結。（KCGI）
四川工商学院，河北軟件職業技術学院，河海大学文天
学院，長春大学旅遊学院，広西科技師範学院，四川文化
伝媒職業学院，青島黄海学院，四川大学錦城学院との
協力教育プログラム開始。（KCGI）

モンゴルから来賓を迎えシンポジウム開催。
KCGベトナムハノイオフィス開設。
南京理工大学紫金学院，煙台南山学院，蘇州工業園区工業技
術学院，ベトナム・ハノイ国家大学工科大学，FPT大学，スリランカ・
ケラニア大学との協力教育プログラム開始。（KCG.KCGI）

KCG=京都コンピュータ学院
KCGI=京都情報大学院大学
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タイ王国教育省と提携（1990年）

   地球サイズの情報文化創造へ

　本学院は，1963年に創立された日本で最初の民間コンピュー
タ教育機関である。当時はまだコンピュータ幕開けの時代であっ
たが，来るべき情報化社会の繁栄を予見し，その繁栄の基盤は
大量の技術者の養成にあると考え，全国に先駆けて，情報教育
をスタートさせたのであった。以来57年にわたり，教育を通じてコ
ンピュータ文化の創造に関わってきたのであるが，1989年，この
創立の趣旨を，いまだ近代情報化社会には程遠い国々へ適用
し，発展途上国および東欧圏に対し，学院保有の使用済み8ビッ
トパソコン2000台を利用したコンピュータ教育支援活動を企画
した。
　1990年から1995年にわたり，タイ，ガーナ，ポーランド，ケニア，ジ
ンバブエ，ペルーの6ヵ国に対する支援活動を実施し，予想以上
の多大な成果を上げた。その後，コンピュータの急速な進歩のた
め，16ビット，32ビットパソコン約1000台を支援用に追加した。
1996年以降，本活動を新たな国々へ拡大させると同時に，これま
での寄贈国に対し，第2次支援を実施した。また，中国に対して
は，1996年より天津・西安・北京における三大学との姉妹校提携
のもとに，技術支援が進行している。
　2006年，財団法人日本ITU*協会より，この支援活動が高く評
価され，本学学院長が「国際協力特別賞」を受賞した。この受
賞を記念して，キルギス，ボスニア・ヘルツェゴビナ，エリトリア，ウガ
ンダ（第2次）の支援に着手した。現在までに支援対象国は25ヵ
国に達する。
　本学院による国際コンピュータ教育振興事業が，京都を日本
情報文化発信の地として，文化の伝播という大きな役割を担い
つつ，地球サイズの情報文化創造へと発展していくことに，本学

院は大いなる意義と喜びを見出している。
※ITU（国際電気通信連合）は国連の専門機関で，財団法人日本ITU協
　会はこの活動における日本の役割を担っている。

   プロジェクトの具体的な展開

■ 第1次プロジェクト
支援対象国教育省または科学技術省に，一般情報教育用と
して，数百台のパソコンを寄贈。
各国の教育省／科学技術省はこのパソコンを管理し，パソコ
ン設置校を広範囲にわたって15～20校選定し，学生，一般を
対象にコンピュータ教育を実施。
この教育を担当する現地教員の養成と指導は，本学院が行う。
　第2次プロジェクトは，各国政府教育省と本学院との共同事業
として，各国の国情にあった形で展開される。なお，中国，ブルネイ，
ナイジェリアに対しては，現地大学，現地研修センターとの特別な
提携に基づいて，支援が実施されている。
　以下，各国別に，本学院の支援状況の概略を述べる。

■ タイ王国への支援
　このプロジェクトを開始するにあたり，まずテストケースとして，
1989年秋，タイの大学生2名を本学院へ招き，2週間のコンピュー
タ教育を実施した。その結果を通して，現地技術指導のノウハウ
を確立した。
　1990年6月，パソコン351台をタイ教育省に寄贈し，7月，第1回バ
ンコック講習会を開催した。さらに10月，現地教員一行を本学院
へ招き，第2回技術研修会を実施した。寄贈パソコンはタイ全土
にわたる教育機関22ヵ所で稼働し，本学院が指導した現地教員
により，年間3600人の受講者への教育が実施されている。
　タイ教育省より，学院の協力によってタイ全土にわたる情報教
育のレールが敷かれたことに対し，「これまでこのような国際協力
は皆無であった」と多大の謝辞が贈られた。
　1992年2月，タイ，ガーナ，ポーランド3ヵ国合同研修会にタイ教員
6名を招き，第3回講習会を実施した。1993年11月，本学院のタイ
国に対する貢献に対し，タイ教育省より教育賞が贈られた。タイ
におけるコンピュータ技術教育は，タイ政府予算も増大し，順調に
進展している。
　日本外務省JICA（現 独立行政法人国際協力機構）とタイ政
府の要請を受けて，1994年11月より，本学院でタイのコンピュータ

ガーナ・ケープコーストにYASUKO･HASEGAWAコンピュータセンターが設立された

技術者たちの6ヵ月研修を実施した。さらに1996年3月，本学院教
員をJICA専門家としてマヒドン大学へ短期派遣し，コンピュータ・
マルチメディア教育の指導を行った。
　1996年，「トレーラーにパソコンを数十台搭載してタイ各地方を
巡回し，コンピュータ教育を行う」という， Computers on Wheels 
プログラム（コンピュータ移動教室）が，タイ国立サイエンスセン
ターと本学院の間で企画された。実施にあたり，1997年1月，学院
より30台の32ビットノート型パソコンを寄贈し，教育支援のため本
学院教員2名を派遣した。第1回の巡回教育は，バンコックのスラ
ム街で行われた。オープニングの式典で，本学院にタイ皇太子妃
賞が授与された。

■ ガーナ共和国への支援
　1991年6月，ガーナ教育省にパソコン208台を寄贈し，8月に第1
回アクラ講習会を開催した。1992年2月，ガーナ教育省・ガーナ科
学技術省のジョイント・プログラムとして，現地教員一行を本学院
へ招き，第2回技術研修会を実施した。1992年秋，寄贈パソコン
はガーナ全土にわたる高校，専門学校17校に配置され，本学院
が指導した現地教員によりコンピュータ教育がスタートした。
　1993年1月，ガーナ全土における一般コンピュータ教育開始式
典と祝賀祭に本学院がガーナ政府ゲストとして招かれ，ガーナ教
育省より科学技術教育賞，ガーナ科学技術省より科学技術振興
賞が授与された。式典中，ガーナ教育大臣より「このプロジェクト
は野口英世の偉業に続くものであり，ガーナを次の時代へ向けて
牽引する偉大な力になる」と，本学院の功績が讃えられた。
　1994年，ガーナにおける寄贈パソコン設置校でコンピュータを
学んだ最優秀学生男女2名を本学院へ招き，特別研修を行った。
　1996年3月，ガーナに国立青少年教育センターが建設された。
ガーナ教育大臣の要請を受け，第2次支援として，国立コンピュー
タ・センターおよび全国高等学校用として，本学院から16ビット，32
ビットのパソコン計150台を追加寄贈した。ガーナ教育省はこれ
らの英語バージョンを作成し，第1次支援同様，全土にわたる高
校に設置した。

■ ポーランド共和国への支援
　1991年6月，ポーランド国民教育省にパソコン200台を寄
贈し，同年11月，第1回ワルシャワ講習会を開催した。さらに，
1992年2月，現地教員一行を本学院へ招き，第2回技術研修
会を実施した。一行と共にポーランド国民教育省副大臣が
来訪され，“ポーランドにおける情報教育支援”の合意書が
ポーランド国民教育省と本学院との間で調印された。
　ポーランドにおける学院の実績が評価され，学院のサポートを

前提に，「ポーランド日本情報大学」がポーランド政府と日本政府
間で設立され，1994年10月に開学した。本学院教員が，日本外務
省JICA専門家長期派遣員として出向して大学開講準備に尽
力し，同大学で教鞭をとり，その後，専任教員となった。本学院は，
ポーランド側の要請を受け，この合同大学に対し，人的サポートの
みならず，設備サポートを予定している。また，日本・ポーランド学生
の交換留学等の交流が予定されている。

■ ケニア共和国への支援
　1992年9月，ケニア共和国教育省に200台のパソコンを寄贈し，
1993年1月，現地教員養成のための第1回ナイロビ講習会を開
催した。さらに同年2月，現地教員一行を本学院へ招き，第2回技
術研修会を実施した。
　1993年12月，ケニア科学技術省次官より，「貴学院によるプロ
ジェクトのおかげで，ケニア全土にわたるコンピュータ技術教育
への第一ステップが開始された。これはケニアにおける地方と都
市間の著しい教育格差の是正の一助となり，各地にコンピュー
タ・フィーバーをもたらした。引き続いての支援をお願いする」とい
う継続支援の依頼を受けた。その後ケニア教育省との共同事
業として第2次プロジェクトの検討を進め，1997年，新たに同志社
国際中・高等学校と本学院の合同事業として企画が具体化し，
1998年11月，Windowsデスクトップ，ノート型パソコン計140台の
寄贈を含むコンピュータ教育支援を実施した。これらは，ケニアの
高等工業学校，高等学校の9校に配置され活用されている。

■ ジンバブエ共和国への支援
　1993年6月，ジンバブエ教育省にパソコン200台を寄贈し，1994
年8月，ジンバブエのブラワヨで第1回講習会を開催した。このプ
ロジェクトの現地実施は，NUST（National University of Science 
and Technology）が中心となった。1994年11月にNUST学長　
マクフラネ氏（Dr. P. M. Makhurane）を代表とする15名の現
地教員一行を本学院へ招き，第2回研修会を実施した。寄贈パ
ソコンはジンバブエ国内23の高校およびカレッジで，コンピュータ
教育のため使用されている（マクフラネ学長よりの報告）。

■ ペルー共和国への支援
　1994年，平安建都1200年を記念して，ペルー教育省へパソコ
ン200台を寄贈し，支援が実施された。このペルー支援では，フジ
モリ大統領の姪，イリアナ・フジモリ氏（MIT大学院生・情報工学
専攻）が仲介の役を果たした。1995年1月，ペルーの首都リマで
第1回講習会を開催し，同年3月から4月にかけて現地教員一行
を本学院へ招き，研修を実施した。寄贈パソコンは，十数校の高
校でコンピュータ教育のため使用され，本学院に対し，ペルー教
育省より感謝状が贈られた。
　1999年11月，在ペルーJICAの要請を受け第2次支援として，
ペルー日系人協会に対し，日系人ペルー移住100周年を記念し
て，日本語版Windows95を搭載したパソコン43台を寄贈した。
寄贈パソコンは，ペルー日系人協会施設内に設置され，情報化
社会に欠かせないコンピュータに広く親しめる場として，日系，非
日系にかかわらず広く市民に開放されている。また，2000年7月に
は，JICAによる同協会からのペルー研修員2名の研修派遣を受
け入れ，特別指導を行った。この2名は帰国後，同協会内で指導
にあたっている。
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海外コンピューター教育支援活動

■ 中国 天津・西安・北京への支援
　1996年6月より，天津外国語学院・西安外国語学院・首都師範
大学と順次姉妹校提携を結び，学院所蔵の日本語ベースのパソ
コン50台ずつを各姉妹校に寄贈し，中国人学生の日本語教育を
支援する活動を展開した。中国では，日本への留学とコンピュータ
技術修得のニーズが非常に高く，本学院への技術留学が検討さ
れた。その結果，技術教育のためのコンピュータセンターを設置し
て，基本的なコンピュータ技術の学習を大学における日本語学習
と併行して行い，所定の学力に達した学生に対し大学経由で本
学院への留学を認めるというプログラムが天津外国語学院（大
学）で企画され，1998年度より留学生を受け入れた。その後，天津
科技大学と提携し，同大学の中に本学院のカリキュラムに従って
授業が行われるKCGコースが新設された。現地2年間の学習の
後本学院へ留学するというシステムであり，本学院からも毎年数
人の講師が派遣され授業が進められている。

■ スリランカ民主社会主義共和国への支援
　1995年，スリランカのアーサー・シー・クラークセンター（現代技術
センター）と本学院との間で，スリランカ・コロンボを中心とする国立
カレッジ高等部7校にパソコン計100台（8ビット 60台，16ビット 35台，
32ビット 5台）を寄贈・配置し，コンピュータ教育の振興を支援する
ことを決定した。これを受けて，1996年8月，すでにコンピュータ教育
を実施している3校を選び，各校のコンピュータ教育主任3名を研
修生として本学院へ招き，研修を行った。研修生の帰国と同時に
上記パソコンを寄贈し，同年12月，コロンボで第1回講習会を実施
した。このオープニング・セレモニーにおいて，本学院は，スリランカ
科学技術省大臣から表彰を受けた。1997年，第2次プロジェクトが
同志社国際中・高等学校と本学院の合同事業として企画され，
1998年11月，Windowsデスクトップ，ノート型パソコン計93台の寄
贈を含むコンピュータ教育支援を実施した。
　続いて2002年7月，Windowsデスクトップ20台を追加寄贈した。
寄贈式典では，これまでの支援対象校39校を代表して，2校のカ
レッジより教育賞の盾が贈られた。

■ ブルネイ国への支援　
　ブルネイのSEAMEO VOCTECH（東南アジア教育大臣機構 
職業技術センター）は，東南アジア地域における教育・科学・文化
面の人材育成を目的として，東南アジア9ヵ国の教育大臣により，
1965年に設立された国際機関である。日本政府はSEAMEOに
対し，機材購入資金援助ならびに研修支援を行っている。
　本学院はJICAの紹介を通して，1996年10月，SEAMEO 
VOCTECHと技術協力協定を締結した。1997年3月，ネットワーク
の講演のため講師を派遣し，また1997年10月から11月まで，
SEAMEOからの研修生をボランタリーで受け入れ，コンピュータ
技術指導を行った。

■ マラウイ共和国への支援
　1994年度より検討を進めてきた支援計画が，1997年に同志社
国際中・高等学校との合同事業として実現し，1998年11月，
Windowsデスクトップ，ノート型パソコン計222台の寄贈を含むコン
ピュータ教育支援を実施した。2009年7月には，駐日マラウイ共和
国大使館を通じて，デスクトップパソコン15台の寄贈を行った。
　2012年10月，マラウイ教育大臣が来訪され本学との今後の交

流やコンピュータ教育への支援について意見が交わされた。これ
を受けて2013年11月にデスクトップパソコン50台の追加支援を行
い,在日マラウイ共和国大使館より次席公使と参事官を招き贈呈
式が行われた。

■ ナイジェリア連邦共和国への支援
　1999年8月，ノート型パソコン40台を寄贈し，コンピュータ教育支
援活動を開始した。

■ モンゴル国への支援
　2002年夏，京都市国際化推進室より，モンゴル政府へのコン
ピュータ教育支援を依頼された。本学院は，モンゴルの教育事情，プ
ロジェクトの内容，実行機関であるモンゴルビジネス大学の理念など
を検討し，その依頼を承諾。2002年12月にはインターネット用旧型パ
ソコン40台，プリンタ5台をモンゴル教育省に寄贈した。これを機に開
設されたセンターは「オープン･ジャパン･センター」と命名され，日本
語教育とコンピュータ教育を目的に，一般市民に開放されている。
　今後もモンゴル政府と本学院との協力のもと，モンゴルのIT教
育を推進することが合意されている。

■ タンザニア連合共和国への支援
　2004年10月，タンザニア保健省の要請を受けて，NGOグループ
「イピル・イピルの会」の協力のもと，在日タンザニア連合共和国大
使館を通して，タンザニア保健省にIT教育のため30台のパソコン
を寄贈し，コンピュータ教育支援活動を開始した。寄贈したパソコ
ンは，同省管轄の2ヵ所のプライマリー・ヘルス・ケアセンターに設置
され，医療従事者およびソーシャルワーカーに対する保健情報管
理教育に使用されている。
　次いで，2008年11月，ダル・エスサラームにある医療・薬学・看護
系の大学，Muhimbili Universityに対して50台のパソコンを寄
贈した。同大学ではパソコン不足の問題に直面しており，寄贈され
たパソコンは学生にその便宜を享受できるであろうと，在日タンザ
ニア連合共和国大使より感謝の意が贈られた。

■ モザンビーク共和国への支援
　モザンビークとの交流は2004年の本学院教員のＪＩＣＡ専門家
派遣に始まり，2008年および引き続き実施された2009年の専門家
派遣の実績により，同国
科学技術省と友好的な
関係を築くことができた。
これらの関係を基にして，
2008年よりパソコン寄贈
を含む支援を開始した。

■ キルギス共和国への支援
　2006年10月，財団法人日本ITU協会より，本学院のコンピュータ
教育支援活動が高く評価され，本学院学院長が「国際協力特別
賞」を受賞した。受賞記念式には世界各国の大使が列席したが，
その中でもキルギス共和国の大使は，本活動に深く感銘を受けら
れた。 同年11月，キルギス共和国より同国大使館を通じて正式に
支援の要請を受け，キルギス教育省に50台のパソコンを寄贈し，コ
ンピュータ教育支援活動を開始した。寄贈パソコンは，地方の学
校におけるIT教育に活用されている。

本学院のアフリカ各国に対する海外コンピュータ教育支援活動が現地政府や日本政府に評価され，世界各国から
の研修生を日本に受け入れている独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）の要請により，1995年より，本学院におい
て「ＪＩＣＡアフリカ地域コンピュータコース」がスタートしました。これは，ＪＩＣＡが日本に招いたアフリカ地域各国の
政府関係者や教育関係者を研修生として本学院が受け入れ，数ヵ月間にわたりコンピュータ教育を行うというもの
です。このコースは，各国研修生から好評を博し，類似のＪＩＣＡプログラムが，タイ，メキシコ，サウジアラビア，ペルー，
モンゴル，ミャンマー等にも拡大されました。以来，本学院は世界各国からの研修生を受け入れています。こうした
実績に基づき，さらにＪＩＣＡより発展途上国の大学等に対するＩＴ教育のカリキュラム設計の指導を要請され，
2004年より，モザンビーク共和国に対してカリキュラム設計および科目教授方法のサポートを開始しています。

■ ボスニア・ヘルツェゴビナ，エリトリア国への支援
 イピル・イピルの会の仲介で，ボスニア・ヘルツェゴビナとエリトリアへの
支援が決定。2007年3月，ボスニア・ヘルツェゴビナへ45台，エリトリア
へは30台のパソコンを寄贈した。ボスニア・ヘルツェゴビナは，長い内
戦の過程でＩＴ近代化が遅れをとった。民族の相違を超えて，ＩＴ最前
線へ協調の足取りを進めてほしいと願っての寄贈であった。5月，ボス
ニア・ヘルツェゴビナを本学院学院長一行が訪問，二国間の絆を民
間レベルで強めるべく，今後の交流と技術提携の合意がなされた。

■ ウガンダ共和国への支援
　2007年12月，日本ＩＴＵ協会の仲介により，ＫＤＤＩ株式会社よりノー
トＰＣ25台の寄贈を受けた。2008年10月，このノートＰＣを在日ウガン
ダ共和国大使館に対して寄贈した。大使館ではウガンダの地方の
学校におけるＩＴ教育を目的として，本国への輸送・配置を行った。

■ パプアニューギニア独立国への支援
　2008年5月，パプアニューギニア・ゴロカ大学よりパソコン寄贈の
要請を受けた。これは現地で働く日本人技術スタッフを仲介とし
て，本プログラムへ直接要望が届いたものである。2009年2月にパ
ソコン53台の寄贈を実施した。この寄贈により，ゴロカ大学では慢
性的なコンピュータ不足が解消し，ＩＣＴ教育が促進された。

■ ニジェール共和国への支援
　2010年10月，国立の職業訓練施設であるカルマハロ技術訓練校
でコンピュータ技術を教えていた青年海外協力隊員を仲介とし，同
校および同校を管轄する職業訓練省からパソコン寄贈の要請を受
けた。2011年4月にパソコン31台を寄贈。あらゆる物が不足している
ニジェールにおいて，同校の実習用パソコンの不足も例外ではなく，
この寄贈により学生のパソコンによる実習環境が大幅に改善した。

■ ガボン共和国への支援
　京都情報大学院大学のガボン共和国出身の修了生が仲介し，
駐日ガボン共和国大使からパソコン寄贈の要請を受けた。それに
基づき， 2018年10月にパソコン144台を寄贈。これらのコンピュー
タは同国内の教育施設に設置され、オンディンバ大統領の提唱
する戦略的ガボン振興計画に寄与している。

　以上のごとく，このプロジェクトは，各国で次 と々成功を収めて
いる。この成功のキーは，ハードウェアの大量寄贈と現地教員指
導を一体化した企画の合理性にあることは勿論であるが，同時
に本学院のこの自主的プロジェクトの意義を各国政府が理解
し，積極的に推進する努力を惜しまなかったことに何よりも大きな
要因が存在していると思う。
　このプロジェクト展開の最初のハードルは，現地政府にリテラ
シーとしての一般情報教育の必要性をまず確認してもらうこと
にあった。プロジェクト発足当時は，どの国においても，コンピュー
タは学術研究者，ビジネススペシャリストの領域のものだという固
定観念があったからだ。この意識の改革を実現させれば，あと
の活動展開は容易であった。その結果，プロジェクト対象国に
とっては，初めて，リテラシーとしての情報教育のレールが敷かれ
るという教育行政上の歴史的プロジェクトとなったのである。
　ここ数年，マルチメディア，インターネットによる情報グローバル
化が急速に進展しているが，21世紀高度情報化社会が実現，
成熟するためには，広域にわたる多数のボトムへのコンピュータ
浸透と，そこから生まれるボトム・アップの力が不可欠である。さら
に，地球全体が運命共同体としてIT革命に向かうべきで，先進
国のみに限っていてはIT文明の健全な発展・成熟は期待し得
ない。
　このような観点で，本学院が世界に先駆けて実施してきた途
上国へのグローバルなコンピュータ・リテラシーの普及，ボトムの
力の養成は，ブロードバンド，ユビキタス社会実現のベースをなす
ものであり，1989年からスタートし，継続してきた本学院の海外支
援は，21世紀先取りの意義を持っていたと信じている。

この国際コンピュータ教育振興事業は，ノンプロフィットのボランタリー
活動である。このプロジェクトにおいて，各国へ寄贈したパソコンはすべ
て学院で使用済みのものである。また要した費用に関しては，学生の授
業料を用いず，日本万国博覧会記念協会（現 独立行政法人日本万国博
覧会記念機構）の現地機関に対する資金援助を中心に，日本ユニシス，
東芝，ＮＥＣ，日立製作所などの諸企業の援助，並びに民間の寄付を仰い
で活動を進めている。

   総　括

世界のコンピュータ
技術者を育成するKCG
世界のコンピュータ
技術者を育成するKCG

独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）の要請によるコンピュータ教育支援活動独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）の要請によるコンピュータ教育支援活動
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　日本最初のコンピュータ教育機関である京都コンピュータ学院（ＫＣＧ）は，創立以来57年の永きにわたって教育・実習・研究で使用
してきた過去のコンピュータ等を保存しています。そして今，「コンピュータ博物館」実現に向け着々と準備を進めています。ＫＣＧのコ
レクション「ＫＣＧ資料館」は，「国内屈指の貴重な機器を多数保存している」との理由で２００９年に社団法人（現在は一般社団法人）情報
処理学会から「分散コンピュータ博物館」の全国第一号認定を受けました。また「ＴＯＳＢＡＣ-３４００」と「ＯＫＩＴＡＣ-４３００Ｃシステム」は
「情報処理技術遺産」として第一号認定を受けました。２０１１年，「ＮＥＡＣ-２２０６」も「情報処理技術遺産」となり，長谷川靖子学院長に，
同学会から感謝状が贈られました。２０１２年には「ＮＥＡＣシステム１００」，２０１３年には「ＭＺ-８０Ｋ」が，２０１５年には「ＰＤＰ８／Ｉ」が，
２０１６年には，新たに「ＴＯＳＢＡＣ-１１００Ｄ」が「情報処理技術遺産」に認定されました。

　このうち「ＴＯＳＢＡＣ-３４００」は，日本で最初のマイクロプログラム制御計算機であるＫＴ-Ｐｉｌｏｔをベースに開発されました。この「ＴＯ
ＳＢＡＣ-３４００」は，前ＫＣＧ情報学研究所長で，日本最初のＩＴ専門職大学院・京都情報大学院大学（ＫＣＧＩ）の初代学長を務めた故萩原
宏博士が，京都大学工学部教授時代にＫＴ-Ｐｉｌｏｔの基本設計やソフトウェア開発などを担当し，現在の株式会社東芝とともに開発したと
いう，ＫＣＧにとって縁の深い汎用計算機です。

　京都駅前校には，これら「情報処理技術遺産」認定機器のほかにも多くの貴重な過去の名機が展示されていることから，日本の高度成
長を支えた技術を間近で知ることができる場として見学者が多数訪れています。

　コンピュータ技術の急速な進化に伴い，情報処理機器の変遷も急です。ＫＣＧでは十数年前から，次世代に継承すべき重要な意義を
持つ技術や製品の，保存と活用を図る必要があると認識し，「コンピュータ博物館」構想を温めてきました。わが国が技術立国として今
後も世界をリードしていくことが期待される今こそ，技術の歴史を顧みることができる博物館実現に向けて大きな一歩を踏み出す時だと
考えています。

　ＫＣＧは京都駅前校を，わが国が誇る「コンピュータ博物館」として認可が得られるように，また，運営のための財団法人設立が実現で
きるよう，国や京都府，京都市，学界，教育界，企業など関係者に支援と協力を呼び掛けています。

大型・汎用コンピュータ
【東芝】TOSBAC-3400
【日本電気】NEAC-2206
【IBM】System/360 Model 40，System/370 Model 138，
System/370 Model 158，IBM 4341 Model 12
【UNIVAC】UNIVAC 1106 TSSオンラインシステム，UNIVAC 
1100/21 TSSオンラインシステム
【UNISYS】UNISYS 2200/402
【富士通】FACOM M770/6

周辺機器
【IBM】IBM 360-370対応　磁気ディスク，磁気テープ，
カードリーダ，ラインプリンタ 
【UNIVAC】プロリーダ
【東芝】TOSBAC-3400/41 XYプロッタ

オフィスコンピュータ
【日立】HITAC 5
【東芝】TOSBAC-1100D，TOSBAC-1200
【日本電気】NEAC-1240，NEACシステム100
【富士通】FACOM 230-15

ミニコンピュータ
【DEC】PDP-8/I，VAX-11/780
【沖電気】OKITAC-4300C

パーソナルコンピュータ
●ワンボードマイコン(キット)
　【日本電気】TK-80E 
　【東芝】EX-80
● ホビー型マイコン
　【IMSAI】IMSAI 8080
　【日本電気】TK-80 COMPO BS
●パーソナルコンピュータ
　【シャープ】MZ-80K，MZ-80K2，MZ-80B，
　MZ-1500，X68000
　【日本電気】PC-8001，PC-8801，
　PC-9801，PC-6001
　【富士通】FM-8，FM-77AV，FMV-5120
　FM-TOWNS II-UR
　【沖電気】IF800/30
　【東芝】PASOPIA，PASOPIA 7,PASOPIA 16
　【カシオ】FP-1100
　【APPLE】APPLE IIc，Macintosh SE，
　Power-Mac8100/80AV，iMac
●ノート(ラップトップ)型
　【東芝】J-3100，DynaBook386,DynaBook EZ
      

他多数

※TOSBAC‐3400とOKITAC-4300Cシステムはともに， システ
ムとしての保存は「KCG資料館」以外では確認されていません。

情報処理学会認定　
分散コンピュータ博物館
全国第一号

ＫＣＧ資料館　所蔵機器一覧

KCG資料館

情報処理学会
認定機器

日本電気株式会社（NEC）
NEACシステム100（2012年3月6日認定）

シャープ株式会社
MZ-80K（2013年3月6日認定）

東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）
TOSBAC‐3400（2009年3月2日認定）

Digital Equipment Corporation（DEC）
PDP8/I（2015年3月17日認定）

沖電気工業株式会社
OKITAC-4300Cシステム（2009年3月2日認定）

東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）
TOSBAC-1100D（2016年3月10日認定）

日本電気株式会社（NEC）
NEAC‐2206（2011年3月2日認定）
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応用情報技術研究科　ウェブビジネス技術専攻

京都コンピュータ学院の卒業生が多数，
グループ校の京都情報大学院大学に進学しています

「kcg.edu進学特別支援制度」を利用して
計5年で高度専門士と修士を取得

京都コンピュータ学院から京都情報大学院大学へ

　将来はネットワークやアプリ開発などIT関連の職業に就きたいと思ってKCGに入学し，知識と技術を身に
つけていく中で，ITのビジネス活用について学ぶグループ校・KCGIの存在が気になってきました。そんなとき，
KCGの4年課程の3年終了後にKCGIへ入学でき，計5年で高度専門士と修士の学位を取得できる制度が
あることを知りました。ITはすそ野が広く，さまざまな知識を組み合わせれば，新しい技術を生み出すことができ
ます。そのようなビジネスの現場で活躍したいと考え，KCGで指導していただいた先生の勧めもあってKCGI
への入学を決めました。大学院で学び，さらにスキルアップした自分を思い描いての決断でした。
　KCG在学中に応用情報技術者試験などの資格を取ることができましたので，KCGIでは得られた知識をさ
らに深く，幅広くするのと同時に，「ビジネス」を意識しながら新しい分野に入り込んでいきたいと考えていまし
た。KCGの3年終了時に，卒業するための単位をほぼ取り終えていましたので，KCGIでの勉強に集中できま
した。入学後，まずビジネス関連の講義を受けましたが，先生方は自らが企業で活躍されていたときの経験を
踏まえて話をしてくださったので毎回講義の内容は興味深く，大変刺激を受けました。留学生を交えたグルー
プワークでは，文化の違いを超え，ひとつの目標に向かって力を合わせ，知恵を絞る楽しさを感じることができま
した。学会などで発表するチャンスもあり，さまざまな経験を積んで知識と技術を深めることができました。
　間もなくKCGIを修了し働き出しますが，単なるプログラミングを中心としたシステムの開発ではなく，企業の
マネジメントの現場に近い場所で，知識を活かしていきたいと思っています。これからKCGIに進学する人たち
にも目標に向かって，可能性が広がっていくことを実感しながら学生生活を送ってもらいたいですね。

　高校卒業後，京都コンピュータ学院の経営情報学科に入学して，ITとビジネスを学びました。そこで
ERP（要員・設備・資材・資金・情報など企業のすべての経営資源を効率的に計画・管理するマネジメン
トシステム）に出会い，企業経営の根幹を支えるその仕組みを知り強い興味を持ちました。またKCG在学
中にグループ校のKCGIの教授からERPについてのお話を直接うかがう機会もあって，あらためてERP
について本格的に学びたいと思い，KCGIへの進学を決心しました。
　KCGIでは数多くの貴重な体験ができました。SAP社のERPのパッケージソフトウェアを導入している
中国・上海の企業のインターンシップにも参加して，ERPについて実践的に学ぶとともに，海外での国際
経験も積むことができました。また国内の大手製薬会社のERPプロジェクトの会議にも参加させていた
だき，その経験を自分の研究課題に活用するチャンスにも恵まれました。他にも，締め切り直前まで連日
の徹夜作業で大変ではありましたが，インターネットで講義を配信するJMOOCの大学生チーム選手権
にも参加して，手ごたえのある充実した経験ができました。

六年一貫教育プログラムで高度専門士と修士を取得

※「六年一貫教育プログラム」についてはP.89をご覧ください。

岩﨑 翔太郎さん
京都コンピュータ学院 
情報科学科 卒業
京都情報大学院大学 修了
京都電子計算株式会社

荒賀 貴司さん
京都コンピュータ学院 
経営情報学科 卒業
京都情報大学院大学 修了
ハンドジャパン株式会社

　現在， 産業界では， ＩＴ（ＩＣＴ）の高度化（特にウェブビジネス技術の普及）に伴い， 従来からの「ＩＴ化」に比べ， 高レベルのＩＴ導入が課題と
なっています。すなわち， ＩＴ（ＩＣＴ）を単なる業務改善ではなく， 高度な企業戦略の策定に活用しようとする動きです。これは， 経営のトップレベ
ルでのＩＴ化を意味し， それに関与する人材は高度な知識・技術と同時に高度な経営センスをも要求されます。
　本学では， 業界の求める高度ＩＴ人材を育成するためのカリキュラムを実現しています。本学の修了者は， 以下のようなＩＴ系の職種に就くこ
とが期待されます。

　上級ＳＥは，プロジェクトマネージャーを
補佐し，プロジェクトのマネジメントも行う
エンジニアです。技術のみならず，コスト
や業務の流れなど，マネジメントの要素
についての深い理解が求められます。
　ウェブシステム構築技術者は，プロジ
ェクトマネージャーや上級ＳＥの指示に
従い，最新のＩＴスキルを活かしてシステ
ム開発を実際に行います。

上級ＳＥ，
ウェブシステム構築技術者

　データアナリストは，企業活動のなかで
得られる顧客や商品の様々なデータを集
約し，客観的に分析することで，データの
特性や傾向を見出し，経営やシステム開
発の課題解決につながる提案を行いま
す。近年は，農業や医療などの分野でも
ビッグデータの利活用が進んでおり，活躍
の場は広がっています。マーケティングや
経営の知識に加え，統計解析やデータマ
イニングなどのＩＴスキルや，仮説と検証に
基づく論理的な思考力も求められます。

データアナリスト

　システムアーキテクトは，企業のＩＴ戦
略立案のための課題を分析し，ソリュー
ションの枠組みを策定するとともに，複
雑化する既存のシステムと整合性のと
れた新たなシステムのアーキテクチャ
（構造）を設計する高度専門職業人で
す。企業の戦略立案と実際のシステム
開発をつなぐ中間的な役割を果たしま
す。そのため，ＩＴスキルのみならず，ビジネ
スや経営・マネジメントの広範な知識が
求められます。

システムアーキテクト

　プロジェクトマネージャーは，企業内の
経営資源を有効活用しつつ，最新の情
報技術の導入などを適切に行い，プロジ
ェクトを統合的に管理・効率化する能力
を有する高度専門職業人です。そのた
め，ＩＴと経営の幅広い知識を兼ね備えて
いることが必要です。また，プロジェクトは
様々な部署を横断して編成されることが
多いため，高度なコミュニケーション能力
とリーダーシップが求められます。

プロジェクトマネージャー

　映画やアニメーション，ゲームソフトな
どのメディアコンテンツの製作において，
コンテンツ製作管理者は，プロジェクトチ
ーム全体の管理を行います。まず企画
書を製作し，協力して製作にあたる会社
と交渉して，具体的な予算を確保します。
また，製作物をどのように利用して資金
を回収するか計画し，実行します。過去
の事業実績や現在の市場の状況など
の分析能力や，チームをまとめて計画を
実行するリーダーシップが求められます。

コンテンツ製作管理者

　ｅビジネスサイトを構築するためのウェ
ブ技術と，インターネット上のサービス提
供に関する戦略立案能力，消費者のイ
ンターネット上での行動を把握するため
のマーケティング手法を有し，ｅビジネス
を遂行する高度専門職業人です。商取
引に関する豊富な知識と，流通システム
やセキュリティ保護などのネットワーク関
連の高度な知識・技術が求められます。

ウェブマーケティング・
プロフェッショナル

　情報ネットワークはeコマースやIoT
（Internet of Things）などを実現するう
えで不可欠のインフラとなっています。一
方で，これらネットワークを取り巻くセキュ
リティリスクは拡大し続けています。情報
セキュリティコンサルタントは，顧客が情
報セキュリティポリシーを策定し，情報資
産を守るための助言や支援をします。ま
た，顧客の状況を把握し，適切な対応を
行うために，マネジメントやコミュニケーシ
ョンの能力が必要となります。

情報セキュリティ
コンサルタント

　企業のＩＴ化が進み，経営の根幹をＩＴ
が支えるようになるにつれ，ＩＴ戦略を立
案して企業経営の一翼を担うＣＩＯが企
業では求められるようになっています。Ｃ
ＩＯは，企業の経営戦略立案に携わり，そ
うした戦略を実現するための環境構築
に向けた情報戦略を策定し，企業の有
する多種多様な経営知識を有機的な
情報システムとして実現していく高度専
門職業人です。

ＣＩＯ
（Chief Information Officer：

最高情報統括責任者）

　日本の企業では，社内でのＩＴ人材の不
足から，ＩＴ化推進における社外コンサルタ
ントの需要が高くなっています。システム
統合コンサルタントは，顧客企業の経営
戦略に沿ったビジネスのシステム化構想
に関するコンサルティングを行い，現在の
熾烈な国際ビジネス競争を勝ち抜く企業
間連携を効率的に進めるための適切な
スキルを持った高度専門職業人です。顧
客のニーズを理解し，適切な対応が求め
られることから，ＩＴ，マネジメント，コミュニケ
ーションの高いスキルが必要となります。

システム統合
コンサルタント

京都コンピュータ学院（KCG）から京都情報大学院大学
（KCGI）に進学する学生が近年，増えています。専門課程で身
につけたことに加え，応用分野も含めた高度な知識と技術を学
び，社会的・国際的に活躍する人材を目指します。KCGIを修了
すると，日本におけるIT応用分野の最高学位である「情報技
術修士（専門職）」を取得できます。KCGで取得した高度専門

士と2つの称号を得れば就職に非常に有利なうえ，就職後のキ
ャリアアップにも役立つでしょう。しかも，内閣府経済社会総合研
究所の研究者が2014年6月に発表した「大学院卒の賃金プレ
ミアム－マイクロデータによる年齢－賃金プロファイルの分析」に
よると，標準労働者の場合，修士号の取得により生涯賃金が学
部卒と比べ4000万円以上アップするという報告もあります。

Voice
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日本最初の

ＩＴ専門職大学院

　ドイツSAP社のERP（要員・設備・資材・資金・情報など企業のす

べての経営資源を効率的に計画・管理するマネジメントシステム）の

パッケージソフトウェアは，多数の世界的な企業で利用されており，

SAP認定コンサルタント試験は難関として知られています。この試

験に合格して認定資格を取得することは，ERP関連のコンサルタン

トや企業におけるIT部門のスタッフとしての活躍を目指す人にとって

は，大きな力となります。

　京都情報大学院大学ではSAP認定コンサルタント試験にこれま

でに留学生も含めて180名以上が合格したという実績があります。

長谷川 亘教授

ピーター・アンダーソン教授 

　社会的・国際的に通用するIT（ICT）分野の高度専

門職業人育成に対する期待が急速に高まっています。

しかし，情報系・経営系といった二つ以上の専門領域に

わたるIT（ICT）分野の技術教育においては，これまで

IT系の高度専門職業人育成の課題に応えることので

きた大学・大学院は皆無に等しい状況でした。

　そうした状況を打破すべく，京都情報大学院大学は

2004年4月，日本最初にして唯一のIT専門職大学院と

して開学しました。世界最新のIT教育カリキュラムを導

入し，さらに，経営・マネジメント教育を加味して，従来の研

究大学院では育成が困難であったIT（ICT）分野の高

度専門職業人，とりわけCIO（最高情報統括責任者）な

どのIT応用分野のトップリーダーを育成します。

　2012年4月には北海道札幌市中央区に札幌サテライ

ト,同年10月には東京都港区に東京サテライトを開設，京

都本校と同様の教育が受けられる体制を整えました。

　また，学部教育課程に相当する京都コンピュータ学

院との連携により，2013年度からＫＣＧと大学院の併修

プログラム（デュアルディプロマプログラム）を開設しまし

た。大卒者を対象に，2年間で専門士の称号と情報技

術修士（専門職）の学位を取得できます。対象の学生

には本プログラム専用の奨学制度が適用され，ＫＣＧ2

年課程でかかる学費に約10万円を上乗せすることで

修士号も取得できます（詳細はＰ．72）。

ＳＡＰ認定コンサルタント

京都情報大学院大学の 特色
学部での専攻分野に関する制限は設けず，文系・理系の幅広い
分野から多様な入学者を受け入れます。既習の知識や技術とニー
ズに応じた選択科目を用意し，幅広いバックグラウンドを持つ学生
に対応し，「キャリアチェンジの機会」を創出しています。

幅広い分野から多様な学生を受け入れる

ＩＴ（ICT）の急激な変化や産業界のニーズに即した教育を進める
ために，カリキュラムおよびコースデザイン，インストラクショナルデザ
インの策定は，組織内外の専門家のアドバイスを得て行っています。

産業界のニーズに即応したカリキュラム設計

ＩＴ（ICT）とマネジメントのスキルを兼ね備えた人材を育成するため，
ＩＴ系のみならず，経営・経済系などのビジネス関連科目も多く履修
できるように配慮しています。修了年次にはマスタープロジェクトの
企画・実行等を行い，キャリアを確立するための高度なスキルを修
得します。

徹底した実地・実践型カリキュラム構成

英語のみの授業によって本学の課程を修了し，修士の学位を取
得できるように，英語モードでの授業を多数開講しています。これら
の授業には海外から招聘した一流の教員によるものも含まれます。
本学には現在17の国と地域からの留学生が在学し（2020年3月
の修了生含む），その多くが英語による授業を選択して修学してい
ます。英語力が必要なレベルに達していれば，日本人の学生も英
語モードでの授業を受講可能なため，この国際的な環境を大いに
活用して，ITを勉強しながら英語力をさらに伸ばすだけではなく，国
際的な感覚も身につけることができます。

英語モードでの授業が充実，「国際人」を養成

企業でのCIO経験者など実務系の教員を多く登用しています。各
教員は，それぞれの実務経験に基づく講義で，学生の実践力を養成
します。実務に直結した最新の理論・技術への理解を深めながら，
学生はプロフェッショナルとしての総合的なスキルを身につけます。

企業等のＩＴ戦略立案の実務家を，
教員として多数登用

米国コロンビア大学教授陣の強力なバックアップを得て，世界最
高度のＩＴ教育の実現を目指しています。授業形態についても柔軟
性を重視し，本格的なｅラーニングスタジオを設置して，ｅラーニング
と対面授業の併用による効果的な教育を実現しています。

eラーニングと対面授業の併用による
効果的な教育方式の採用

ITビジネスはグローバルに展開する分野です。学生が国際的な視
点を獲得できるよう，欧米やアジアなどさまざまな地域から一流の教
員を招聘しています。米国ロチェスター工科大学やコロンビア大学
教授陣の強力なバックアップを受けているほか，情報セキュリティ
分野で最高レベルを誇る韓国・高麗大学校情報保護大学院をは
じめとする世界各国の大学・企業と学術交流協定・事業協定を結
んでいます。

世界各国のIT分野を代表する
第一人者による講義

企業のIT化を推進する実践力を有するリーダーの育成を目指して
います。そのため，日本の大学院としては珍しい「リーダーシップセオ
リー」を開講しています。この科目では企業のブランディングなどの
実践的なテーマを設け，プロジェクトを企画・実行することを通じて，
リーダーシップを養成します。

プロジェクトを推進する実践力を有する
リーダー育成のために日本の大学院では珍しい
「リーダーシップセオリー」を開講
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優れたカーエンジニアの育成へ 実習を重視した充実のカリキュラム！

国家二級自動車整備士の合格率100％！

メルセデス・ベンツ，ＢＭＷなど世界の高級車で実習！
大手自動車ディーラーとの提携により現役メカニックが直接指導！

　京都自動車専門学校は，メルセデス・ベンツ，フォルクスワーゲン，アウディ，BMW，MINIなど，世界のさまざまな高級車を取り扱う，
株式会社マツシマホールディングスと提携しています。
　学生は世界をリードするヨーロッパ車や正規ディーラーでしか扱えないメーカー標準の診断システムを実習機材として使えるだけ
でなく，現役メカニックや専任スタッフから直接指導を受けられます。株式会社マツシマホールディングスからの全面的なバックアッ
プにより幅広い知識やスキルが身につき，業界から望まれるディーラーメカニックになることができます。

● 二級ガソリン自動車整備士（実技試験免除）
● 二級ジーゼル自動車整備士（実技試験免除）
● 危険物取扱者（乙種）
● 溶接技能講習（アーク・ガス）
● 低圧電気取扱業務特別教育
● 損害保険募集人一般試験（基礎・自動車保険単位）

　本校では，学生の資格取得に力を入れています。
毎年，二級自動車整備士には受験者全員が合格
しています。グループ校の京都コンピュータ学院の
教育プログラムにより，ITパスポート試験，基本情
報技術者試験など，IT系の資格にも挑戦できます。

京都自動車専門学校で整備を学び 京都コンピュータ学院で制御を学ぶ

　2013年，日本で初の「自動車制御学
科」を設置した京都コンピュータ学院を中
心に構成するKCGグループに，京都自動
車専門学校が加わりました。
　今日，安全性，環境適応性，経済性，快
適性，利便性といった性能が，コンピュー
タによって実現されています。また，完全自
動運転車の実現が間近に控えた現在に
おいて，電気・電子・ITの知識と技術を備
えた整備士が，今まで以上に業界で求め
られています。
　京都自動車専門学校は，従来の走行
メカニズムを中心とする教育に加え，自動
運転・電気自動車に必須の組込みシステ
ムを学べる，これまでに例のないITに強い
自動車整備士育成の学校です。

　BMWの故障診断など，さまざまな作
業で利用するスキャンツール「ISID」
の貸与などの支援を受けています。
　最新のスキャンツールは診断だけで
なく，それぞれの車種の特性や整備履
歴などの情報を基に，調整や修理まで
行えるため，整備士にとって最も重要
なツールとなっています。

開講科目

　自動車が日々進化を続ける中で，ハイブリッド車のバッテリー制御や運転支
援システムなど，多くの新しい技術がコンピュータ制御により実用化されており，
ITの重要性は高まる一方です。
　京都コンピュータ学院 自動車制御コースでは，自動車のコンピュータ（組込
みシステム）に特化したカリキュラムにより，夢ある自動車の進化をソフトウェア
技術でさらに促進させるエンジニアを育成しています。

国内で唯一 BMW車専用スキャンツールを実習機器として導入  ● 二級自動車整備士養成に加え，近年のカーエレクトロニクス時代に対応したIT教育の実施
● 国家整備士資格合格率100％・就職率100％
● 少人数の班編成によるきめ細かい実習教育環境
● 特定メーカーの系列に属していないため，さまざまなメーカーのクルマを教材にした
　幅広い整備技術が学べ，どのメーカーの系列企業へも就職が可能
● 大手自動車ディーラー（株）マツシマホールディングスとの提携により，
　高級外車での実習のほか，現役のメカニックが直接指導
● 全国で唯一BMWジャパンと提携。正規販売店のみが保有する専用のスキャンツールでの実習授業を実施

エンジンやトランスミッション，ステアリング機構など，自
動車に搭載されている装置の原理・構造・機能の理解を
深めます。

● 講義
シャシ構造，シャシ整備，ガソリンエンジン構造，ガソ
リンエンジン整備，ディーゼルエンジン構造，ディー
ゼルエンジン整備，ロータリーエンジン，エンジン電
子制御，環境対策，電気自動車，工業数理，自動車力
学，熱力学，材料力学，自動車材料，製図，電装品構造，
電装整備，検査法，整備機器取扱い，自動車法規，IT
活用技法基礎，コンピュータプログラミング基礎，他
● 実習
エンジン実習，エンジン応用実習，シャシ実習，高度シャシ
実習，電装実習，電装燃料実習，工作実習，測定実習，基礎
整備実習，応用整備実習，総合実習（二輪自動車実習），他

自動車の電装部品に関する基礎知識を学びます。バッテ
リー，始動装置，点火装置に特化して理解を深めます。

これから急速な普及が予測されるEV(Electric Vehicle)
のモーターとバッテリー制御について学びます。

京都自動車専門学校が
KCGグループに！！

伝統校同士のコラボ実現

特 色
京都自動車
専門学校の

Automobile Maintenance Engineering

自動車整備工学科全日制2年

自動車整備学校
ITを学べる最強の

京都コンピュータ学院 自動車制御コースと連携

　　BMW ジャパンと整備士育成に関する業務提携契約を締結

電気・電子工学

自動車制御

自動車工学 その他

取得できる
資格
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　日本では19年ぶりとなるICANN64会議が2019年3月に神戸

で開かれ，100カ国，2000人の歓待，会場・宿泊施設，関連

各所の調整などを担当する関係企業・団体，行政等が一体とな

った「ICANN64ローカルホスト委員会」に，京都情報大学院大学

（KCGI）は，kyotoレジストリとして参加しました。本学では開催に

先立ち2018年11月に「ICANN64プレイベント」を開催。ICANN

からアジア太平洋地域の責任者ジアロン・ロウ氏をお招きし，

「ICANNとICANN国際会議について」と題して講演していただき

ました。

　メインの会議では地理的名称トップレベルドメインの分科会にお

いて，本学サイバー京都研究所（CKL）の今井賢治副所長が

「.kyoto」の現状を報告，京都府に住所を持つ企業・個人に登

録者を限定することや，京都の経済団体や民間企業，自治体，

教育機関が参加し産官学連携で運用していることなどが海外の参

加者からも大きな関心と賛同を呼びました。立石聡明KCGI教授

の主催による海賊版サイトブロッキングの分科会もあり，ICANN

側と日本のインターネットプロバイダー関係者が熱くインターネットの

運用とセキュリティについて意見を交わしました。

「.kyoto」を管理運営事業者の京都情報大学院大学が運用管理

　インターネットは近年急速な成長を遂げ，情報収集，コミュニケー

ション，スマホ決済，ビジネス等あらゆる場面において無くてはならな

いものとなっています。そのインターネットの重要な構成要素である

ドメイン名の一つとして，2015年に「.kyoto」が誕生しました。

　インターネット上には，知的探求の手助けやビジネスチャンスの促

進などに大いに役立つ情報が非常に多く存在しています。しかし，そ

の一方で，おびただしいほどの信頼性に欠ける情報や犯罪を助長

するような情報も溢れており，いわゆる有害サイトなどが人々の生活

に多大な損失を与えているのも事実です。こうした状況の原因の一

つとして，ドメイン名の管理・統制を厳格に行ってこなかったというこ

とが指摘されています。

　ドメイン名は，単にその企業や団体，個人を示す「記号」であるだ

けでなく「シンボル」でもあり，さらには「誇り」ともいえます。KCGグ

ループの京都情報大学院大学「サイバー京都研究所」は，京都府

の支持および国際的なドメイン管理団体であるICANN（Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers）の承認を

受けた「.kyoto」の管理運営主体として，安心・安全なクリーンドメイ

ンの実現と「世界の京都」のブランド化を産官学のオール京都で推

進することを目標に掲げています。

　KCGグループは，これからの京都を担う方々をはじめ，すべての京

都府民が安心して世界と知的な交流を図ることができる安全なサイ

バー空間を構築・維持することによって，京都のブランド力向上，京

都府全体への価値創出に貢献することができると確信しています。

　そのためには，有害情報や違法情報の排除の仕組み作りを進め

ながら，「.kyoto」上に京都のブランド価値に直結するさまざまなコン

テンツを蓄積することが不可欠です。「.kyoto」ドメインは，その特性

を活かした多様なビジネスの展開の可能性や，デジタル社会が直面

する今日的課題を解決するための優れたアプローチとなる可能性を

秘めています。本学は，デジタル時代の要請に応え得る「.kyoto」

を，少しでも多くの方々に活用していただくことができるよう尽力して

まいります。

産官学共同でサイバースペースに京都ブランドを展開，
クリーンドメイン空間の構築

ICANN 国際会議 メインホール会場

を世界に発信！

学生の研究テーマとしても着目

世界で唯一，
学校法人が管理運営する
地理的名称トップレベルドメイン

は公益性重視

レジストリとしてICANN 国際会議に参加

　学校法人が地理的名称トップレベルドメインの管理運営事業者

（レジストリ）となるのは世界で唯一です。行政機関・公的機関と

の連携により営利法人とは違う，公益を重視した運営を目指しま

す。さらに，「.kyoto」の活用によるビジネスの発掘など，学生の

研究テーマとしても着目しています。
（一社）日本インターネットプロバイダー協会 副会長兼専務理事を務める立石聡明KCGI
教授が講演しました。（2019年1月29日，京都コンピュータ学院6階大ホール）
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IT関連産業の採用拡大等を
背景にIT人材数は増加

2018年現在の
IT人材不足数

　長谷川亘KCGグループ統括理事長（一般社団法人 全国地域
情報産業団体連合会＝ANIA＝会長）が代表理事・筆頭副会長
を務めるなどKCGグループが中核を担う国内最大規模の「一般社
団法人 日本IT団体連盟（IT連盟）」（会長：川邊健太郎Yahoo!
基金理事長＝Zホールディングス株式会社 代表取締役社長
CEO）には，IT関連の主要54団体（加盟約5000社，総従業員
数約400万人）が集います。2016年7月22日に設立して以来，
優秀なIT人材の育成，世界最高水準のIT社会構築を目標に掲げ，
IT教育推進のための諸施策や，政府と双方向のコミュニケーショ
ンを実現しながらの各種提言など，さまざまな活動を精力的に続
けています。

　1995年には一人当たりの名目GDPが世界第3位であった日本
は，2017年には25位と低迷しています。そのため国は，国際競
争力の復活を目指し，ITを成長戦略の柱と位置付け「IT人材の育
成や確保に向けて，女性やシニア，外国人が活躍できる環境づく
りや個々のスキルアップ支援の強化，処遇やキャリアなどの改善に
よる魅力アップ，情報セキュリティ，先端分野，起業家などの重点
的な育成強化に取り組むべき」と主張し,さまざまな政策を準備し
ています。セキュリティ対策やIoT，AI，ビッグデータなど今後需
要がますます高まることが予想され,日本のIT産業を支える分野に
おける人材育成が急務です。それを実現するには官民一体となっ
た取り組みが必要で，IT連盟が担う役割は大きいといえるでしょう。

出典：経済産業省「IT人材需給に関する調査（概要）（平成31年4月）」

供給人材数（人）

不足数（人）

「未来投資戦略2017」に基づき，第四次産業革命下で求められる人材の必要性やミスマッチの状況を明確化す
るため，経済産業省，厚生労働省，文部科学省の三省連携で人材需給の試算を行いました。

2018年時点で約22万人のIT人材が不足しているという結果になりました。
さらに，IT関連産業の採用拡大等を背景にIT人材は微増するものの，ITニーズの拡大によってIT市場は
今後も拡大を続けることが見込まれるため，IT人材不足は今後ますます深刻化し，
2030年には，（中位シナリオの場合で）約45万人程度まで人材の
不足規模が拡大するとの試算結果が報告されています。

2018年の人材不足数

約22万人
2030年の人材不足数

約45万人
IT人材不足は，

今後ますます深刻化

2030年の
IT人材不足数

約79万人 
高位シナリオ

約45万人 
中位シナリオ

約16万人 
低位シナリオ

高位シナリオ （需要の伸び:約9～3%）
中位シナリオ （需要の伸び:約5～2%）
低位シナリオ （需要の伸び:1%）

2018年を100とした場合の
市場規模（中位シナリオ）

　ITは，電化製品や自動車といった生活用品に組み込まれ，またスマート
フォンやSNSなどのコミュニケーションツールやネット販売などのサービス
を発展させて，私たちの生活を格段に便利に変えてきました。なかでも，
SNSは個人が世界中の見知らぬ人たちともコミュニケーションをとれる人類
が有史以来はじめて手にした手段です。今やITはあらゆる分野の革新（イノ
ベーション）の源泉となっています。ITは政治，経済，エネルギー，食料，
医療，介護等世界，人類が抱えている諸問題を解決する手段として世界中
で期待されています。そしてイノベーションを担うIT人材は世界中でその活
躍を期待されています。
　また，日本のIT産業のビジネスモデルも大きな転換点を迎えています。
従来の日本のIT産業は顧客システムの開発受託が大きな比率を占めていま
した。要求を出す人と開発する人が分かれ，開発する人は仕様に忠実に品
質，コスト，納期を守ることが第一要件で，創造性を求められることが多
くありませんでした。しかし，ここ数年発注側のユーザ企業の求めるものが
変化してきました。個別開発から提供されるサービスの活用への変化です。
サービス提供側の創造性，独自性が大きく求められています。それでは，

イノベーションを担う，創造性，独自性が期待されるIT人材とはどのような
人材なのでしょうか。どのような力を必要とされているのでしょうか。
　従来，産業や技術は国や企業という枠組みの中で発展してきました。IT
は国や地域，個別企業といった枠組みという境界（ボーダー）を超える力を
持ち，ボーダーを超えた新たなコミュニティの中で，新たな技術や産業が
生まれてきています。このようなボーダーレスな環境，その中で技術や産業
を生み出すコミュニティの中で今後働いていくためには，一人ひとりには個
性（アイデンティティ）が要求されてきます。自分は何が得意であると一言で
言えることが大事になってきます。所属団体や職種で自らを語るのではなく，
信条，価値観，感性，技術，付加価値で自らを語れる人材であることです。
　一芸に秀でていることが大事です。一芸はデータベース，ネットワーク，
セキュリティ等IT関連でも良いし，音楽，絵画，文芸などの芸術分野でも
良いし，マーケティング，生産管理，経理，人事などの業務分野でも良い
のです。多様な個性を持つコミュニティの中で必要とされる得意分野がある
ことが重要なのです。
　また相手の異なった考えを理解し認められる謙虚な姿勢，自らの考えを
伝え，共に新たなものを生み出す創造力を発揮できる情報発信力を持って
いることが個性を活かす上で大事な素養となってきます。
　私は産業界の中で新たな製品やサービスの企画や普及に携わってきまし
た。イノベーションは必ずしも一人の天才だけが生み出すものではありませ
ん。日本には古来より「三人よれば文殊の智慧」という言葉があります。個
性を持った人が知恵を出し合うことで，大きなものを生み出すことができま
す。個を磨き，多様な個性を持つコミュニティの中で力を発揮できるIT人材
が期待されています。

IT人材が絶対的に不足

人材育成に向けIT教育を推進

京都情報大学院大学  田中 久也教授
元独立行政法人情報処理推進機構IT人材育成本部長・理事，
日本工学教育協会上級教育士　元富士通（株）勤務

～個を磨き，多様な個性を持つ
コミュニティの中で力を発揮できるIT人材に～

期待されるIT人材像

試算においては，将来のIT関連市場の成長の見通しによって低位・中位・高位の3種のシナリオを設定。低位シナリオで
は市場の伸び率を1%程度（民間の市場予測等に基づく将来見込み），高位シナリオでは市場の伸び率を3～9%程度（企
業向けアンケート結果に基づく将来見込み），中位シナリオはその中間（2～5%程度）と仮定した。さらに，低位・中位・高
位の各シナリオにつき，今後，労働生産性が上昇しない場合（＋0.0%）と，労働生産性が毎年＋0.7%，または＋2.4%上昇する場合の3種類の条件のもとで試算を実施した。

ITニーズの
拡大によりIT関連
市場規模は
今後も拡大

IT人材の「不足数」（需給）に関するの試算結果

国内最大規模

「IT連盟」の中核を担う
長谷川統括理事長が代表理事・筆頭副会長

国内主要53のIT関連団体が加盟して発足した「一般社団法人日本IT団体連盟（IT連盟）」のロゴを掲げる役員。左から3番目が代表理事・筆頭副会長に就いた長谷川亘KCGグループ統括
理事長（一般社団法人　全国地域情報産業団体連合会＝ANIA=会長）＝2016年7月22日，東京・経団連会館
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　京都コンピュータ学院・京都情報大学院大学（ＫＣＧグル
ープ）と，日本ユニシス株式会社（本社：東京都江東区）の
総合技術研究所は，学術・研究の協力関係を築くための
産学連携協定を2017年2月15日に締結しました。これに基
づき，本学の学生と日本ユニシス総合技術研究所の研究員
とが相互に交流し，さまざまな学術・研究の共同作業を重
ねていくために，「未来環境ラボ」を学内に開設しました。
　「未来環境ラボ」は，日本ユニシスの第一線の研究員と新
鮮な発想を持つ学生が，共同プロジェクトを推進していく産

学協同の場となります。加えて，特別講座などの企画・実施も計画しています。
　この共同作業によって，イノベーションへとつながる発想やソリューションの種が生まれ，斬新なＩＴの利活用が生まれることを期待しています。その中
から，さまざまな分野に挑戦し続けられる人材，多様性を備えた人材が育ち，ＩＴ社会の未来を切り開く原動力となるだけでなく，私たちを取りまく地域の
活性化へとつなげられるよう，活動を進めます。

チームラボ株式会社による
IT業界セミナー
　デジタル社会のさまざまな分野のスペシャリストからなるウルトラテクノロ
ジスト集団，チームラボ株式会社による業界セミナーが2017年5月31日，
京都コンピュータ学院京都駅前校にて開催されました。
　チームラボは，アート，サイエンス，テクノロジー，クリエイティビティの
境界を越えて，集団的創造をコンセプトに活動しています。システム・ソ
リューションやWEBデザインはもちろんのこと，約47万人が訪れた「チー
ムラボ 踊る！ アート展と，学ぶ！ 未来の遊園地」，「ミラノ万博2015」日
本館，5時間以上待ちとなった「DMM.プラネッツ Art by teamLab」他，
ロンドン，パリ，シリコンバレー，台湾，北京，シンガポール，韓国など，
アート展を国内外で開催しています。
　今回，京都コンピュータ学院の学生が，チームラボより就職内定をい
ただいたことをきっかけにセミナーを実施してくださることになりました。
　セミナーには，チームラボからEngineerの森山様とRecruiterの藤井
様にお越しいただき，会社の事業内容，最近取り組んだ事例，開発に
おけるチームワークの重要性，それにプロジェクトの進め方などについて，
動画もまじえて分かりやすく説明していただきました。

未来環境ラボが
技術交流会を開催

　未来環境ラボは2017年の開設以来，毎年，技術交流会と名付けたイベントを開催
しています。これは日本ユニシスの研究員が最新の研究成果を学生に披露する場となっ
ています。これまで，「ナチュラルユーザインタフェース」，「VR（仮想現実）」，「ロボティ
クス」といったさまざまなテーマで展示が行われてきました。ブースには多数の学生が足を
運び，実際に技術に触れて楽しみ，日本ユニシスの研究員とKCGグループ側の担当者
の解説を聞いて理解を深めています。
　研究員は「実際に触ってみることで理解が深まることは多いです。高度だと思えること
でも簡単に実装できる時代になったので，技術交流会が学生の新たなチャレンジにつな
がれば。そして斬新なアイデアをどんどん形にしていってもらいたいと思います」と話してい
ました。
　未来環境ラボでは，技術交流会だけでなく，ハッカソン，各種勉強会なども開催していま
す。企業研究者や本学教員が進める研究開発プロジェクトに学生が参加することもできます。
今後も学生と企業・教員が積極的に意見交換でき，共に創造できる機会を提供していきます。

1958年に創立した日本ユニシスは，金融，製造，流通，エネルギー，社会公共などの幅広い分野で日本のＩＴを支え続けてきたシステムインテグレーター
です。経験と実績をバックボーンに，社会課題に向き合い，お客さまやパートナーとビジネスエコシステムを形成し，未来の姿に先んじた新しい価値創造に
取り組んでいます。同社の総合技術研究所は，「アイデアをすぐカタチに」をモットーに，スピード感のあるR&Dの実現を目指しています。アートとサイエンス
の融合による新しい価値の模索として，これまで，ゲノムコホート研究などライフサイエンス領域の研究や，メディアアート作品へのAI適用などを行っていま
す。（会社紹介：日本ユニシス株式会社 提供）

チームラボは 2001年東京大学大学院の学生を中心に活動開始。 さまざまなスペシャリストから構成されているウルトラテクノロジスト集団。アート・サイエン
ス・テクノロジー・クリエイティビティの境界を超えて活動している。大河ドラマ『花燃ゆ』のオープニングから，ミラノ万博2015の日本館，ニューヨーク
Pace Gallery，ロンドンSaatchi Gallery，パリMaison & Objet，47万人が訪れたお台場のチームラボ展など，世界中で展覧会を行っている。

京都医療センターと産学連携協定　

　京都コンピュータ学院は，IT化された医療現場で活躍できる人材育成のために，独立行政法人 国立病院機構 京都医療センターと産学連携
協定を結びました。応用情報学科 医療情報コース（3年課程），医療事務学科（2年課程）の授業に，現役医師らが講師として訪れ教鞭を執っ
ていただくほか，京都医療センターにおける学生インターンシップ開催など，業界と協力して「ITの知識を持つ医療人」の育成に力を入れています。

VRブースの様子。VRゴーグルを装着し，実際にVR空間を体験。
高いところは「足を踏み外しそうで動けない」と学生は驚いていました。

ナチュラルユーザインタフェースブースの様子。写真は何もない空間
に書いた文字を読みとり認識するシステム

日本ユニシス株式会社と
「未来環境ラボ」を
共同開設

産業界との取り組み
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　『Fate/Grand Order』や『Pokémon GO』，『スーパーマリオ ラン』の開発にも採用されているゲームエンジン『Unity』の大規模勉強
会「Unity道場 京都スペシャル」がKCG京都駅前校で開催されました。このイベントの主催企業である株式会社クラウドクリエイティブス
タジオは，KCG卒業生が多数在籍しているゲーム会社で，KCG卒業生が司会進行やVRゲーム体験ブースのアテンドを担当しました。

　ゲームエンジン「Unreal Engine 4（UE4）」を開発しているEpic 
Games Japan主催のオフィシャル大型勉強会「UNREL FEST 
WEST」が京都コンピュータ学院（KCG）にて毎年開催されています。
イベント運営にはKCGの教員と学生が協力しています。
　KCGでは，UE4を使用してのゲーム制作を学ぶ授業を行って
おり，さらにUE4ハンズオンセミナーなどの開催に協力しています。

　ゲーム関連企業のゲストの方々にお越しいただき，デジタルゲーム学系学生
を対象とした作品指導会を開催。

デジタルゲーム学系教員・学生が運営に参加し，
関西でのゲーム関連イベント開催を支えています。

『ファイナルファンタジーⅦ リメイク』，
『ドラゴンクエストⅪ 過ぎ去りし時を求めて』，
『フォートナイト』，『PUBG』，『鉄拳7』，
『ストリートファイターⅤ』，
『ドラゴンボール ファイターズ』，
『ヨッシークラフトワールド』，『キングダム ハーツⅢ』

　国内外の新進気鋭のゲームクリエイターが
集って，新作ゲームを紹介する国内最大級の
インディーゲームの祭典，第7回「BitSummit
」が開かれ，KCGは主催者団体として運営に
参加，KCGブースを構えて，大勢のゲームフ
ァンに最先端のIT教育を展開している本学の
取り組みをアピールしました。

左から
■ 小清水 史氏　ピグミースタジオ 代表取締役
■ 村上 雅彦氏　スケルトンクルースタジオ 代表取締役
■ジョン・デイビス氏　BlackSheep 代表取締役
■ 富永 彰一氏　キュー・ゲームス クリエイティブプロデューサー
■ 髙橋 功氏　京都コンピュータ学院  デジタルゲーム学系主任　
■ 西村 敏弘氏　京都府ものづくり振興課 課長　
■ジェームズ・ミルキー氏　
　Tigertron クリエイティブディレクター／プロデューサー
　　　　　
　　　　

ゲームファン・クリエイターの熱気があふれた会場京都のゲーム会社・任天堂も新作ゲームを紹介
KCGの学生が黄色のユニフォームを着て
運営スタッフとして参加

KCGの学生と教員が運営スタッフとして参加

●ドラゴンクエストⅩが京都コンピュータ学院にあらわれた！　
●『ニーア オートマタ』ミニイベント第4弾 GEMS COMPANYも一緒に参戦！
●GameGatlingLT@関西　●関西ゲーム勉強会

株式会社エイチーム
株式会社Aiming
株式会社オーツー
株式会社
クラウドクリエイティブスタジオ

株式会社ケーツー
株式会社サイバーコネクトツー
辰巳電子工業株式会社
株式会社トーセ

フリュー株式会社
株式会社ヘキサドライブ
ポノス株式会社
株式会社ムゲンコンボ

UE4が
採用された
ゲームタイトル

オープニングフォトセッション
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KCGは国内外で開かれるマンガや
アニメといった日本のコンテンツ関連の

イベントに積極的に参加し，
KCGの力を広く発信する一方，
イベントそのものを支えています。

「クール・ジャパン」とは日本における近代文化，
ゲームやマンガ，アニメといったポップカル
チャーをはじめ，ＩＴ，自動車，オートバイ，電気機
器，伝統工芸品などの日本製品，それに日本料理
など食文化，ファッション，現代アート，建築，そし
て武士道，茶道，華道など，日本のあらゆる文化，
事象を指します。「クール」とは一般的な「冷たい」
という意味ではなく，「洗練された」「カッコいい」
という意味で使われています。日本は，これらを海
外に売り込むため，さまざまな企画立案，事業展
開を試みています。KCGは，フランスで開かれる
日本の文化をテーマとするイベント「ジャパンエ
キスポ」などに毎年出展しているほか，毎年秋に
京都市などが主催して開かれる「京都国際マン
ガ・アニメフェア（京まふ）」を共催，各種ゲーム，
アニメ関連のイベントに積極的に参加し，「クー
ル・ジャパン」推進の一翼を担っています。

KCGグループは毎年秋に開催される「京都国際マンガ・ア
ニメフェア（京まふ）」を共催しており，イベントの運営を支
え，京都の地からのポップカルチャーの発信に力を注いで
います。毎年，全国から大勢のマンガ・アニメファンが訪
れ，KCGブースにも長い列ができていました。京都国際マンガ・アニメフェア

「きょこたん」は，
京都コンピュータ学院（KCG）の
公式マスコットキャラクター。
KCGの学生や先生，それに

プロのクリエイターの皆さんが，
いろいろな姿にデザインします。
オープンキャンパスなど

さまざまなイベントで活躍中。
「Twitter」もやってるよ！
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　当社はゲームやアニメの会社ではありません。音楽を手掛けてはい
ますが，レコード会社とも違います。趣味のコンピュータミュージックをビ
ジネスにしたわけで，自分では“音屋”だと思っています。『初音ミク』は
2007年8月に発売しましたが，それは人がクリエイティブな活動に取り
組む機会を与えられたのではないかと考えています。
　人類は過去に三つの革命を経験してきたと言われています。第一
の革命は，農業革命。狩猟に頼るため移動を余儀なくされてきた人類
は，この革命により食料を計画的に生産し，蓄えもできるようになった
ため，特定の地に定住し始めました。それにより社会が，国家が形成さ
れ，一方で貧富の差も生まれました。経済の発達とともに，戦争を招く
要因になったといえます。
　第二の革命は産業革命です。動力が発明されて，同じものを効率
的に作るというイノベーションが進むことにより，大量生産，大量消
費を生み出しました。交易・貿易に拍車がかかり，広域的に富をも
たらすことにもつながりました。また，この革命は，“人口爆発”をも
引き起こしました。産業革命以前は，“多産多死”の時代で人口
はほぼ一定であり，社会における富の変動も少なかったのです
が，産業革命を契機に，加速度的に人口が増えていきました。
　そして三番目の革命ですが，インターネットに代表される
ITの進化がもたらした情報革命です。インターネット以前，
情報発信者は限定的で独占的でした。発信者とは新
聞社やテレビ・ラジオ局，出版社といったメディアが
それに当たりますが，これらが情報を発信する際に
は，設備や人力といった大きなコストを伴う。さら
にこの頃の情報は量的にも少なく，しかも一方
通行でした。しかしインターネットの出現によ
りこの革命がもたらされました。情報発信の
やり方が大きく変わりました。
　現在，インターネットツールはごくごく身
近なもので，手元にあり，机の上にあり，ポ
ケットに入ります。ニュースや映画，音楽
など，デジタル化できる情報はことごとく情
報化され，インターネットを通じて容易に送
信や蓄積ができます。自分の好きな映像・
放送メディアを，瞬時に呼び出して確認でき
るなど，生活や仕事を大変便利で楽しく快適
にしました。また，その情報は，自分のちょっとした
ニュースなども含まれ，FacebookやTwitter，ブログ
などにより自分のことが誰でも簡単に，瞬時に，世界へ発
信されるようになりました。
　しかし，この情報革命による変化は，まだまだ序章にすぎない

と思っています。農業，産業革命は，人類の生活に重大な変化をもた
らしました。情報革命がもたらす変化は，実はまだそれほどのレベルに
は達していません。過渡期にすぎず，これからが本格的な変化の始ま
りでしょう。20～30年後には，人の生活，世界をドラスティックに変え

ているでしょう。ただ，それはどの
ような変化なのかはわかり
ません。どのように変
化させるかは，われわ
れや，それ以上に
次代を担う若者
の手にゆだね
られています。

　「未来からきた初めての音」が由来というバーチャルアイ

ドルは，歌詞とメロディをパソコンに入力すると，合成音声で

歌ってくれます。国内のみならず海外でもライブコンサート

が開催され，大勢のファンの心を揺さぶります。この大ブレ

イクを巻き起こした音声合成ソフトウェア「初音ミク」の生

みの親，クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 代表取

締役の伊藤博之氏が京都情報大学院大学の教授です。

　コンピュータと音の接点としたソフトウェアを開発し続け

る伊藤教授は，将来のIT業界を担おうとする若者に対し

「まだ道半ばといえる“情報革命”のフロンティアの領域は

限りなく大きく，学生たちの前途は限りなく広がっています。

それを十分に意識しながら，勉学に勤しんでいただきたい」

とメッセージを送ります。伊藤教授に話を伺いました。

1

「初音ミク」の歩みや思いについて熱く語る伊藤博之京都情報大学院大学教授
（京都コンピュータ学院京都駅前校大ホール）

京都情報大学院大学教授
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

伊藤博之代表取締役

初音ミク
 llustration by KEI
○c Crypton Future Media, INC.
www.piapro.net
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　京都情報大学院大学（KCGI）の武田康廣教授は

株式会社ガイナックスの元取締役・アニメーション製作

本部長で，株式会社GAINAX京都などの代表取締役

を務めています。これまで，アニメーションプロデューサ

ーとして『ふしぎの海のナディア』や『天元突破グレンラ

ガン』，『アベノ橋魔法☆商店街』，『はなまる幼稚園』な

ど多数の作品を手掛けてきました。

　KCGIでは「アニメ企画・製作・プロモーション特論」

を担当，KCGでも「特別講義」などで講義をします。ア

ニメ制作においての苦労話，アニメ業界の今と未来な

ど，さまざまな興味深い話を聞くことができるでしょう。

　武田教授にお話を伺いました。

2 京都情報大学院大学教授
株式会社 GAINAX京都
日本SF作家クラブ会員　宇宙作家クラブ会員

武田康廣代表取締役

トップをねらえ!

彼氏彼女の事情

日本アニメによるビジネスを探る

私の今の主な仕事は，アニメーション企画のプロデューサーです。アニメの企画書を
制作し，一緒に仕事をしたいと思う会社と交渉して放送枠を決め，具体的に予算を確
保します。作品が出来上がってからは，いかに資金を回収するかを考えることが大事。
それを実行することが，すなわちビジネスであるといえるでしょう。

アニメをビジネスにするためのキーワードは何でしょうか。

最近企画した作品は『放課後のプレアデス』があります。現在は，新規アニメ企画を
数本進めています。そのような私ですが，現在の仕事をしているのは偶然です。学生
時代は全く別の勉強をしていました。しかし，学生時代に好きで開催していたイベント
や自主制作活動が，気がつけば仕事になっていました。なので，気分としては今でもア
マチュア活動です。というよりは，いつまでもアマチュア時代の「楽しいこと，面白いこと
を率先して」を忘れないようにしています。

武田教授がアニメに携わるようになったきっかけを紹介してください。

アニメ作品を企画制作するということは，すごくエネルギーがかかります。そのうえ，資金を集
めて制作するということは，責任が発生します。作品は人に見てもらい，評価を受け，資金を
回収し黒字を出す。そこまで考えるのが，企画としての完成形です。作品さえできればOKと
いうのでは，ただの自己満足にすぎません。作品は評価を受けて初めて完成します。評価は，
作品に対してだけではなく，行動や，発言など，世に対して発表したことすべてに向けられま
す。ですので，皆さんも評価に対してしっかりと立ち向かう気概を持って学んでください。

アニメを学ぼうとしている学生にメッセージをお願いします。

ふしぎの海のナディア

王立宇宙軍 オネアミスの翼

ダンタリアンの書架

放課後のプレアデス
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　多言語を操り，世界各地で聴衆を魅了してきたカナ

ダ・モントリオール生まれのシンガーソングライターです。

各国でサーカスやミュージカルなどの公演を続けるエンタ

ーテインメント集団「シルク・ドゥ・ソレイユ」のメインボーカ

リスト3人のうちのひとりです。そのうち自らが作詞作曲し

た歌が，シルク・ドゥ・ソレイユのショーに採用されたのは，

彼女のみで，事実上，同集団のトップ歌手といえます。レ

ーベル（レコード会社）には属さず，歌，作詞作曲のみなら

ず，グラフィックデザイン，プロモーション，販売まですべて

をこなすニッツァ・メラス教授からメッセージを送ります。

3 京都コンピュータ学院
京都情報大学院大学教授

ニッツァ・メラス シンガー
ソングライター

京都コンピュータ学院
京都情報大学院大学教授

キリル・コシック

　KCGでは，学生は単に知識を得るだけでなく,ビジネスの世界の
たくさんの側面に応用するための芸術的，技術的知識を磨くため
の道具を手に入れ学ぶ機会があります。プロジェクションマッピン
グに代表される表現の進化は，芸術に関わる情報処理技術者とい
う地位の需要を作り，観客の期待を大きく超える独創的な表現を
生み出すきっかけとなっているのです。KCGはこの分野の学びの
最前線にあり，学生が自らの可能性を超えて抜き出る教育環境を
作り出しているのです。

ニッツァ・メラス教授とアメリカで活躍する多彩なアーティストたちとの
コラボレーションが実現し，これまでにない独創的なステージになった

　キリル・コシックKCGI教授は，多くの大規模予算の

劇映画やテレビシリーズ作品の制作に携わるという

顕著な業績を持つ，ビジュアル効果スーパーバイザー

／アーティストです。彼は，自身の経験とスキルを視覚

効果や技術の分野に持ち込み，作品の価値や質を

格段に高め，ソフトウェアとハードウェア両方の知識を

活用して，20年以上にわたり，ハリウッドの有能なアー

ティストたちと一緒に仕事をし，ITの分野で必要とされ

る解決法を見出してきました。

　キリル・コシックKCGI教授にお話を伺いました。

4

　新たにKCGグループの一員として，質
の高いコンテンツの制作について学生た
ちに教えられることを大変誇りに思ってい
ます。高度なIT関連のプロジェクトや，ライ
ブ・ショー，マルチメディア・プロジェクトを通
して，ソフト・ハードの両面において，これま
で私の得た知識や「創作の秘密」をすべ
て惜しみなく教えていきたいと思います。

キリル・コシック氏が
CGを担当した作品
（抜粋）

●  ３００＜スリーハンドレッド＞
　～帝国の進撃

●  007スカイフォール
●  プロメテウス
●  キャプテン・アメリカ／
　ザ・ファースト・アベンジャー

プロジェクト

全学科
対象

プロと学生が創り出す
ITエンターテインメントショー

現在，演劇・オペラ・ダンスパフォーマンスに至るまで，ITを使った斬新な演出が
試みられています。KCGでは希望する全学科の学生を対象に「舞台芸術IT」に
関する講義を準備し，関連業界で活躍する人材を育成しています。指導を担当
するのは，『シルク・ドゥ・ソレイユ』メインボーカリストのニッツァ・メラス教授と，
米国ハリウッドでアーティストとして活躍中のキリル・コシック教授です。受講し
た学生たちは，その集大成として『MUΣA（ムーサ）』プロジェクトに参加し，コ
ンサートを企画・演出・プロデュースして撮影，ビジュアル・エフェクトや合成ソ
フトを活用した映像制作などに取り組みます。
2019年10月，KCG京都駅前校大ホールで開催された「MUΣA Live Show」
では，コンピュータで構築・制御した音楽を伴奏。キリル教授が手掛けた，最新
ICTを駆使した3DCGの映像によるリアル・タイムのインタラクティブな演出の
もと，ニッツァ教授が新曲を披露，優美な視覚効果に彩られたショーをつくり上
げました。これまでには2014年10月，プロジェクションマッピングの技法など
を取り入れ，2016年1月開催の『MUΣA LIVE SHOW』では，映像をホール全
体に映し出すダイナミックな演出で来場者を魅了しました。 
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　社会で活躍するためには，単に技術・知識を身につけるだけでは
十分ではありません。それらを応用し，関連付けて活用することがで
きてこそ，真の実力といえます。ＫＣＧでは，将来の就職，社会人とし
てのスタートを見据え，産業界のニーズを反映した実地・実践型カ
リキュラムを採用しています。大手電機メーカーやゲームメーカー
など，企業で実務経験を積んだ教員が，実社会での経験を基に，産
業界のニーズに即した実践的な教育を展開しています。また，ＩＴ分
野の実務家を育成する日本最初のＩＴ専門職大学院「京都情報
大学院大学」の教授陣も授業を担当しています。
　身につけた力を活用するためには，仕事の基本スキルを修得し
なくてはなりません。ＫＣＧでは，キャリア教育にも力を入れ，即戦力

として活躍できる力を養います。そして，永きにわたってその力を活
用し，さらなる向上を続けられるような真の実力を身につけることを
重視しています。さらに，産業界との強いつながりを活かし，学生が
企業において就業経験を積むインターンシップを実施しています。

　ＫＣＧでは，豊富な科目群から履修科目を選択できる科目選択制を
採用しています。これにより，自分の興味や経験に応じた学習を進め
ることが可能です。卒業に必要な単位数以上の科目を履修すること
もできるので，他学系・他学科の科目を受講するなど，幅広く学習する
ことができます。基礎から段階的に高度な技術・知識まで身につけら
れるカリキュラムなので，コンピュータ初心者も安心して学習できます。

一流の教員による実社会に直結した授業で，真の実力をつける。

eラーニング科目

1限

2限

3限

4限

5限

月

計算機システム概論１

計算機システム概論１

情報倫理

ＩＴ活用技法１

火

英語１

アルゴリズム１

アルゴリズム１

ITパスポート試験対策演習

情報数学

木

Java実習1

Java実習1

コミュニケーション技法

HTML・CSS実習

水

プロジェクト演習１

プロジェクト演習１

基本情報技術者試験対策演習

文章構成法

ネットワーク入門

金

特別講義1

心理学

専門分野の基礎を固めて深く学ぶ

専門必修科目

学生が必ず履修する科目です。自分
の専門分野の中核となる内容を扱
います。

自らの興味・経験に応じて学べる

（学科推奨科目・全学科共通科目）

学生が自らの興味や目標，経験に応
じて選択し，学ぶ科目です。初心者レ
ベルから上級者レベルのものまで，内
容も多岐にわたります。

豊かな教養を身につけるための

一般教育科目

外国語科目

一流のコンピュータ技術者に必要な
広い視野と豊かな教養を身につける
ための科目です。多彩な科目が用意さ
れています。

（情報科学科１年次春学期を想定したモデルです）

専門選択科目

学生一人ひとりの
ニーズに応える
柔軟なカリキュラム

実践的なカリキュラムと優れた人格の育成

将来にわたって活躍できる力

自らの志向や目標に合わせて学べる

Curriculum
学
生
の
個
性
を
尊
重
し
た

「
学
ぶ
側
中
心
の
教
育
」

1限（ 9：30～11：00）　
2限（11：10～12：40）
3限（13：30～15：00）
4限（15：10～16：40）
5限（16：50～18：20）

一流の教員による実社会に直結した授業で真の実力をつける
実践的なカリキュラムと優れた人格の育成

技術力と就職力を同時にUP ! ゼミナール形式のプロジェクト演習
プロジェクト演習で総合力をつける

時間と場所にとらわれない，新世代の教育システム
学生の学ぶ意欲に応える本格的なeラーニング

強力なバックアップで合格
資格取得をサポート

W担任制とITの活用で満足できる就職へ
就職サポート制度

通学可能範囲が広がり，よりよい学びの環境が実現
9時30分始業

学生の皆さんのチャレンジを応援
独自の奨学制度で夢の実現をサポート

専門職大学院に進学し，IT応用分野の最高学位「情報技術修士（専門職）」を取得
IT分野の最高峰を目指す大学院進学制度

アメリカの一流大学に留学する
グローバルな活躍を目指す留学制度

自分のために，自分の生活や人生設計に合わせて主体的に学ぶ
日本で最初に単位制を導入

1

豊富な
開講科目から
選択できる

教
育
の
特
色 

1
ページ

2
ページ

3
ページ

4
ページ

5
ページ

6
ページ

7
ページ

8
ページ

9
ページ

10
ページ

のポイント
日本最初のコンピュータ教育機関として創立し，

57年の伝統と実績を誇る京都コンピュータ学院（KCG）。

その教育には，他校にはない多くの特色があります。従来の「教える側」から「学ぶ側」へ，

といった知識の一方通行ではなく，学生一人ひとりの個性を尊重し，個々の要望に応じた

きめ細かい対応を，検証と工夫を重ねた教育手法，最新の設備によって実現しています。

KCGは，志を持った学生たちのやる気に最大限応えていきます。
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　各分野の学者や業界の第一線で活躍している実務家
などを招き，数々の学術講演会を開催しています。

　学生の知性・感性の涵養を目的として，人文科学系など
の一流の専門家を毎年多数招き，さまざまなテーマの文
化講演会を開催しています。

　一流のアーティストによるクラシック・コンサートや日本
の伝統芸能である能・狂言の鑑賞会，絵画展や彫刻展を開
催し，学生が芸術に触れる機会を数多く提供しています。 「セイサク君開発物語」 狂言「附子」

　ＫＣＧでは，創立以来，外国語科目を含む一般教育科目
を数多く開講しています。これは，「知性・感性ともにすぐれ
た人格の育成」という理念に基づくものであり，他のコンピ
ュータ専門学校とは大きく異なる点です。ＫＣＧを卒業後，
産業界の第一線で永く活躍するためには，広い視野と豊か
な教養が必要です。学生時代に学び，吸収した知識・教養
が，これからの人生の糧となるのです。
　ＫＣＧは，真の意味で時代が求める人材を育成するため，
数多くの一般教育科目を通じて，学生に知識を修得する場
を提供しています。

学術講演会 

文化講演会

芸術鑑賞会

　各科目で学んだ技術・知識を互いに関連付け，応用し，活用でき
る総合力をつけるために，各年次で「プロジェクト演習」を行います。
　プロジェクト演習では，与えられた課題をこなすのではなく，グルー
プで目標設定から企画，設計，作品制作，プレゼンテーションまでを
行い，大規模で質の高い作品を作り上げていきます。就職活動の
際には，プロジェクト演習で制作した高度な作品を示すことで，技術
力を強くアピールできます。
　実社会で活躍するためには技術力だけでなく，チームワーク，リ
ーダーシップ，コミュニケーション能力，スケジュール管理能力，

プレゼンテーション能力なども必要です。プロジェクト演習では，グ
ループワークを繰り返し経験することで，これらの能力が自然に身に
つきます。また，履修年次に応じて，初歩的なものから高度なものまで
段階的にテーマを設定して取り組むため，卒業年次には総合的な実
践力が身についたことが実感できます。
　卒業年次のプロジェクト演習では，それまでの学習の集大成として，
卒業研究を行います。優秀な作品は，毎年2月に開催される「KCG 
AWARDS̶学生作品発表会̶」で発表し,表彰されます。

技術力と就職力を同時にＵＰ！ 　ゼミナール形式のプロジェクト演習。
プロジェクト演習で総合力をつける2

プロジェクト演習 技術力と就職力がアップ！

一般教育

特別講義

実力をのばすKCGの学び

哲学
論理学
心理学 
臨床心理学
認知心理学
歴史学
言語学
芸術史
アメリカ文学

国文学
現代日本語
日本文化
芸術文化
比較文化論
漢詩
日本のこころ
文化人類学
実用音楽論

法学
国際関係論
経営学
経済学
現代社会学
演劇入門
コミュニケーション論
広告論
マスメディア論

天文学
物理学
宇宙科学
地球科学
環境科学
自然科学史
栄養学
生物学
楽典入門

英語　　　英会話　　　実用英語　　　中国語
※年度により開講科目が多少異なります。

一般教育科目

外国語科目

　ＩＳ（Independent Study）制度とは，授業科目以外で興味を持った分野について，学生が指導教

員を決め，研究を進めて単位を取得する制度です。教員から学生へという一方向の教育ではなく，学

生が主体的に学びたいことを学ぶという意味で，この制度は従来の学校の枠を超えた，理想的な学

校のあり方を具現するものです。ＫＣＧは，学生の“学びたい”という意欲を尊重する学校です。学生と

教員が密接な関係を築き，ともに学んできた伝統によって，こうした制度が可能となったのです。

自分が
学びたいことを
自由に学べる

制度

　はじめは誰でもコンピュータ初心者です。ＫＣＧでは初歩から
段階的に学習できるので，無理なく実力がつきます。

　ＫＣＧはコンピュータに関連するあらゆる分野をカバーしています。
ＫＣＧであなたの夢がきっと見つかります。

　ＫＣＧでは，平均して30名程度でクラスが構成されます。クラ
ス担任は各学生と面談し，将来の夢や学習の方向性などにつ
いて個別にアドバイスをします。授業以外でのコミュニケーション
も重視し，親睦会を開いたり，学院祭で模擬店を出したりするクラ
スもあります。ＫＣＧは，学生同士が横のつながりをつくることを大
切にしています。

　ＫＣＧでは，学生が授業時間以外にも実習設備を活用できる「自
由実習制度※」を採用しています。現在，ソフトウェア開発，マルチメ
ディア開発，ゲーム開発，ハードウェア開発，ＣＧ・映像制作，デザイ
ン制作など，あらゆるコンピュータ分野に対応した多数の実習室が
各校舎に設置されています。こうした実習設備を自由に活用し，学
生はスキルアップを図ることができます。　　　　※別途費用はかかりません。

初心者も安心！

少人数クラス制

あらゆる分野を網羅！

自由実習制度

プロジェクト演習
年次

ＩＴの基礎知識・情報収集能力 
プレゼンテーション能力 
コミュニケーション能力

プロジェクト演習
年次

プロジェクトマネージャーのもとで， 
業務を分担して確実にこなせる実務力

専門士号取得卒業時

プロジェクト演習
年次

自分で作品を制作・開発できる 
ハイレベルなスキル

専門士号取得卒業時

プロジェクト演習
年次

プロジェクトをまとめるマネジメントスキルと，
新製品をプロデュースするビジネススキル

高度専門士号取得卒業時
積
み
上
げ
式
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
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● 情報工学科　古谷 春樹，中井 宥利，田中 龍之

KA・GA・MIは鏡とインターネットを合わせた全く新し
いIoT端末です。日々のシーンの中で，あなたの知り
たい情報が鏡に映し出されます。
手がふさがっている状況でも，音声操作により簡単
に情報の検索が可能です。また，搭載されているカ
メラで，その日のファッションやヘアスタイルを記録す
ることができます。

「V.O.T.E.」はデジタルゲーム学系とアート・デザイン学系の共同作品です。ゲームを
YouTube Liveと連動させ，「ゲーム実況者と視聴者」・「ゲームと現実」をつなぎ，視
聴者の反応がゲームに影響を及ぼすインタラクティブ・ストリームシステムを実現して
います。 
これまでにないゲームシステムで，斬新な遊びを提案します。デジタルゲーム学系の斬
新なゲームシステムと，アート・デザイン学系の創る美しく壮大な世界をお楽しみください。

● ゲーム学科 　布施 悠人，森谷 亮太
● 芸術情報学科　奥田 健太郎

「パスアド」は，強力なパスワードを自動で生成し，そのパスワードをどこにも保存
せずに管理することにより，パスワード流出の不安を解消するパスワード管理
アプリです。 
クラウド型サービスの不安点を解消できるほか，ローカル型の不便な点である
移行等の手間が必要ありません。主な機能として，パスワードの分類・絞り込み，
パスワードを1クリックでコピーしアカウント登録済みのWebサービスへジャンプ
する機能などを実装しています。 

● 情報科学科 　片岡柾人，船橋海優

Electronic Cube Puzzleは1マスの色をRGBフルカラーLEDで表現した，光
るルービックキューブです。
コンピュータがルービックキューブを解く自動解答機能や保存機能などを搭載
しています。ルービックキューブとして，生活を彩るイルミネーションとして，あなた
の生活に遊びと彩りをお届けします。

● 情報工学科　石橋尚之，正元淳也

施設を破壊する側1人と施設を守る側3人に分かれて戦う，1vs.3の非対称ア
クションのオンラインゲームです。1人側は相手の行動を予測しながら相手を
一気に崩していく爽快感。3人側はそれぞれの役割を果たし協力して倒す達
成感。 
常に変化し続ける戦況でギリギリの限界状態で戦う緊張感やオンラインゲー
ムならではの駆け引きが楽しめる，たくさんの魅力が味わえるゲームです。

● ゲーム学科 　片上 諒，山下 祐樹，中原 隆成，小林 風太 
● ゲーム開発学科　長瀬 恵悟

最優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

KCGでは毎年，学業の集大成である卒業年次のプロジェクト演習などの
成果を発表する「KCG AWARDS 学生作品発表会」を開催しています。
学生作品の中から優秀作品を選出し，公開プレゼンテーションを行って
最優秀賞を決定するイベントです。すぐに製品化できるレベルに達している
作品も多く，産業界・学界関係者から高い評価を得ています。
卒業生が最先端─。KCG AWARDSは，まさにこの言葉を証明する催しです。

学生作品
発表会

IoTと鏡で新しい暮らしの体験を。
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同期型ｅラーニング

非同期型ｅラーニング

■ＫＣＧのキャンパス（洛北校，京都駅前校）
や京都情報大学院大学を結んで，校舎間を
移動することなく，リアルタイムに授業を受
講できます。

■離れた校舎からでも教員に直接質問がで
きます。
■講義は自動的に録画されサーバに蓄積さ
れるので，自宅での復習も可能です。

■好きな時間に好きな場所で学べるので，勉
学とクラブ活動，趣味，アルバイト等との両
立も図れます。

■理解できなかった箇所や重要な箇所を繰り
返し視聴できます。演習問題で自分の理解
度も確認できます。

■フォーラム（掲示板）やメールを使って，オ
ンラインでの質疑応答や学生同士の意見
交換ができます。

■授業コンテンツへのアクセス状況や課題の
提出率，小テストの達成度など，一人ひとりの
学生の状況を教員が常に把握できるようにな
っているため，きめ細かい指導が可能です。
■教員と学生のコミュニケーションを深め，学
習効果を高めるため，教室での「スクーリン
グ」（対面授業）も適宜実施しています。自宅

配信 蓄積

質問

サーバ

WEB

洛北校

非同期型同期型

eラーニングスタジオなど
京都駅前校 新館

　京都駅前校新館には，最新の設備がそろったｅラーニング配信のスタジオがあり，同期型の遠隔講義システムや非同期型の講義
収録システムを備えています。ＫＣＧはこのｅラーニングスタジオを拠点にして，教員たちが最新の良質なｅラーニング授業コンテンツ
を作成・配信しながら，学生に多様な学習の機会を提供しています。

　インターネットが広く浸透し，誰もが当たり前のように世界中の情報に簡単にアクセスすることが可能な時代。このような時代の到来を予見し，
KCGでは日本の教育機関としてはいち早く，独自の学習管理支援システム（Learning Management System：LMS）を導入しました。
　このシステムを利用することで，学生は時間や場所にとらわれず，パソコンやスマートフォンからでも学びたい内容を自由に学ぶことができます。

● 各自の学習用ページからデジタル化された各教科の授業資料にアクセスし，学校はもちろん自宅などからでも，
   インターネットを利用して24時間いつでも自由に学べます。
● 予習，復習，課題の提出，フォーラム（掲示板）を利用した教員と学生，学生同士の情報交換・質疑応答が可能です。
● 自らの興味や志向に応じて，他学系・他学科の開講科目など，自分が履修していない科目の独習もできます。
● 学校からのお知らせなどを確認できます。自分の携帯メールへの自動転送も可能です。

「KING-LMS」を
利用して学ぶ

　ＫＣＧでは，学生が利用するコンピュータ
はすべて光ファイバー専用回線でインター
ネットに直結，ＫＩＮＧ（ＫＣＧ Information 
Network Galaxy）ネットワークシステムを
構成しています。

ＫＩＮＧ
ネットワーク

　KCGの学生専用サイト「KING-LMS」に
は，常に最新の授業関連情報や就職進路情
報などが掲載され，学生生活に必要な情報を
いつでもどこでも確認することができます。携
帯電話・スマートフォンでの閲覧も可能です。

学生専用
サイト

注目されるコンピュータ関連の国家資格
　採用条件として｢コンピュータスキル｣を挙げる企業は増え続けて
います。コンピュータを使いこなせなければ,ビジネスシーンで活躍す
ることは困難です｡逆にコンピュータを使いこなすスキルがあると,評
価は高くなり,活躍できるフィールドも広がります。
　就職活動において,自分のコンピュータスキルをアピールするため
には,国家資格やベンダー資格を取得することが重要です｡「ＩＴパ
スポート試験」や「基本情報技術者試験」などの資格は,自分をアピ
ールするビジネス･パスポートです｡また,「応用情報技術者試験」な
ど上位の資格を取得することで,自身の可能性はさらに広がります。

情報処理技術者試験
本試験

（午後試験のみ）
合格 合格

KCGで
修了試験
受験

KCGで
対象講座を
受講

資格
取得

　ＫＣＧの専門科目は，どれもが資格試験に直結しています｡個々の学生のニーズ
に柔軟に対応する科目選択制を採用しているので，自分の目標とする資格に合わ
せた時間割で，効率よく学習することが可能です。
　また,ＫＣＧには有資格教員が多数そろっており,分からない問題などがあれば，
いつでも気軽に質問することができます。eラーニングシステムを利用して,資格
試験対策用の教材コンテンツを自宅などで視聴することも可能です。

ＫＣＧの強力な
バックアップ体制

　ＫＣＧでは,「ＩＴパスポート試験」および｢基本情報技術者試験｣の早期合格を
目指す対策講座を開講しています。これらの講座は,これまで多くの合格者を輩
出してきた伝統と教育ノウハウに基づく，ＫＣＧ独自のメソッドによるものです。
　過去の出題傾向を徹底分析し,その傾向に沿った演習問題を数多く,反復して
解くことにより，試験問題への対応力を向上させ,合格を目指します。通常の授
業に加え,本講座を受講することで,早期の合格を勝ち取ることができます。｢応
用情報技術者試験｣などの上位試験の対策講座も開講しています。また,毎朝9
時から「朝学習」として試験対策トレーニングを行っています。

情報処理技術者試験
対策講座　

　KCGでは，独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）が認定する「基本情報技術者
試験」の免除対象科目履修講座を開講しています。KCGで所定の講座を受講し,修
了試験に合格すると,本試験の午前試験が免除されます。修了試験合格後は，午後
試験に向けた学習に集中することができるため，効率的な試験準備が可能です。
※対象講座において修了認定されると,その後1年間にわたり，本試験の午前試験が免除されます。

情報処理技術者試験
午前試験免除制度
（基本情報技術者試験）

強力なバックアップで合格。
資格取得をサポート4時間と場所にとらわれない，新世代の教育システム。

学生の学ぶ意欲に応える本格的なeラーニング3

最新の学習管理システム「KING‐LMS」で24時間サポート

最新のｅラーニングスタジオを完備

ＫＣＧのｅラーニングの特色
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情報処理技術者試験は,経済産業省が認定する国家試験です｡対象となる知識･技能によって,下図のように13の区分に分け
られ，図中で上の方に示された区分ほど高度とされています。自己の能力レベルを確認できるほか,企業が採用の際に資格の
有無を選考基準とする場合もあり,情報技術スキルを客観的に評価する試験として,社会的に評価されています。

情報システム／組込みシステム

ベンダ側／ユーザ側

高度（プロフェッショナル）試験

独立

I
T
ス
ト
ラ
テ
ジ
ス
ト
試
験

レ
ベ
ル
4

レ
ベ
ル
3

レ
ベ
ル
2

レ
ベ
ル
1

応用的
知識・技能

高度な
知識・技能

基本的
知識・技能

職業人に共通に
求められる
基礎知識

（ST） （SA）

シ
ス
テ
ム

　
　
　
ア
ー
キ
テ
ク
ト
試
験

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
　
　
　
マ
ネ
ー
ジ
ャ
試
験

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　
　
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
試
験

デ
ー
タ
ベ
ー
ス

　
　
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
試
験

応用情報技術者試験 （AP）

基本情報技術者試験 （FE）／情報セキュリティマネジメント試験 （SG）

ITパスポート試験 （IP）
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（PM） （NW） （DB） （ES） （SC） （SM） （AU）

共通キャリア・スキル
フレームワーク

ネットワークは情報システムの基盤であり，ブロード
バンド時代の到来とともに,情報システム全体にお
けるネットワーク技術の重要性が増しています｡こ
の試験は，ネットワークのスペシャリストとして，ネッ
トワークシステムの企画・開発・運用・保守を行う人を
対象としています。

基幹業務の効率化と情報のより高度な活用を図る
上で，データベースは重要な役割を果たします｡こ
の試験は，高品質なデータベースを構築･運用･管
理するデータベース分野のスペシャリストを対象と
しています。

この試験は，マイクロプロセッサやＬＳＩなどを組み
込んだエンベデッドシステム（組込みシステム）の
設計･開発･運用を担当するスペシャリストを対象と
しています。ハードウェアとソフトウェア両面にわた
る幅広い知識･経験･実践能力が要求されます。

■ 試験区分とレベル

高度ＩＴ人材となるために必要な情報技術全般に関する基本的な知識･
技能をもち,実践的な活用能力を身につけた人を対象とする試験です｡
コンピュータ科学の基礎・さまざまなコンピュータ関連技術・セキュリ
ティ・情報化と経営など，幅広い分野から出題されます。

情報セキュリティマネジメントの計画・運用・評価・改善を通して組織の情
報セキュリティ確保に貢献し，脅威から継続的に組織を守るための基本
的なスキルを認定する試験です。

職業人が共通に備えておくべき情報技術に関する基礎的な知識をもち，
情報技術に携わる業務に就くか，担当業務に対して情報技術を活用して
いこうとする人を対象とする試験です。

高度ＩＴ人材となるために必要な応用的知識・技能をもち，高度ＩＴ人材と
しての方向性を確立した人を対象とする試験です。情報システムの設
計・開発・運用や，情報技術を活用した経営戦略・情報戦略の立案に関す
る知識・技能が要求されます。

情報処理技術者試験

合格者の声

経済産業省
認定

ネットワークスペシャリスト試験

データベーススペシャリスト試験

エンベデッドシステムスペシャリスト試験
  

基本情報技術者試験

情報セキュリティマネジメント試験

ＩＴパスポート試験

応用情報技術者試験

● SAP認定コンサルタント　ビジネスプロセス統合（通称TERP10）

将来の選択肢が広がりました

　好きなパソコンをもっと勉強したいとKCGに入りました。プログラミング，データベースなど基礎からしっか
り学べて，たいへんためになりました。
　TERP10は，ドイツSAP社の開発したスタンダードな企業資源計画システムであるSAP ERPの知識を問
うものです。KCGで学んだコンピュータの知識に加え，ビジネス実務の知識も必要で，覚えることがたくさんあ
り，難しい試験でした。試験前は朝から晩まで勉強していました。
　先生方のご指導と励ましのおかげで，1回目で合格することができました。達成感とともに，将来の選択肢が
広がりました。

情報コミュニケーション科
大卒者スキルアップコース卒業　
京都大学工学部出身

向原 陽子さん

● 基本情報技術者　● 応用情報技術者　
● 情報検定（Ｊ検）情報システム試験　プログラマ認定・システムエンジニア認定
● ドットコムマスター シングルスター

資格取得のサークルを作りました

　資格取得のコツは，やはり過去問をたくさん解くことだと思います。予想問題集なども発売されていますが，実際
の試験問題の方がしっかり考えられている感じで，やりがいがあります。
　一緒に勉強する仲間を増やしたいと思い，資格取得とプログラミングのサークルを作ったので，資格取得を目指
す人にはぜひ入ってほしいです！

情報科学科卒業　
高等学校卒業程度認定試験合格　
（株）ディー・エヌ・エー（DeNA）

寺村 彩貴さん

● ITパスポート試験　● 基本情報技術者試験　● 応用情報技術者試験　● ホスピタルコンシェルジュ3級

受験までの過程が自分をスキルアップさせる

　高校3年時にKCG入学を決めた後，ITパスポートと基本情報技術者試験に合格できたので，入学後は応用情報技術
者試験を目指して勉強しました。基本情報技術者試験のおさらいをしてから過去問を繰り返し，暗記はなるべく避けて，
なぜそのようになるのかというプロセスをしっかりと考えるようにしました。試験直前には英語の略語を頭に叩き込んで
臨んだところ，無事合格することができました。次はプロジェクトマネージャ試験やITストラテジスト試験にチャレンジする
つもりです。資格を多く持てば就職には有利になるでしょうし，受験するまでの過程が自分をスキルアップさせてくれます。
　医療に興味があり今のコースに籍を置いていますが，将来はコンサルタント関連の仕事に就きたいと思うようになった
ので，ビジネス系の勉強にも取り組みたいと考えています。

応用情報学科 医療情報コース
（2020年度・2年生）
岡山理科大学附属高校出身

久戸瀬 竜哉さん

● ITパスポート試験　● 基本情報技術者試験　● 応用情報技術者試験　
● 情報セキュリティマネジメント試験　● 情報処理安全確保支援士試験　
● J検情報システムSE認定　● J検情報システムプログラマ認定

挑戦する姿勢が就活で評価されました

　高校時代，先生の指導と独学とで，ITパスポート，基本情報技術者，応用情報技術者の試験に合格しました。
　KCG入学後は授業で，既習だったC言語とVisual Basicに加え，Java，PHP，JavaScriptなど新しい言語
に挑戦するきっかけや，情報セキュリティマネジメント試験を受ける上での有益なアドバイスなどをいただきま
した。結果，同資格のほか，念願の情報処理安全確保支援士，J検情報システムのSE認定とプログラマ認定の
資格も取得できました。４年次には，パスワード管理アプリの制作を手掛けました。
　資格自体はもちろん，自分から挑戦する姿勢も就活で高く評価されますよ。

情報科学科卒業　
w2ソリューション（株）
滋賀県立瀬田工業高校出身

片岡 柾人さん
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IT人材不足で
ますます好調な求人状況
　大学等新規学校卒業予定者の就
職環境の状況は好転し，KCGの求人
状況も好調です。それは，日本でIT（情
報技術）人材，特に高度IT人材が不足
しているからです。IT関連技術の進歩
は今なお急速で高度化しており，その
活用分野は拡大しています。日本の産
業の未来を支えるのはIT分野だとい
えるでしょう。KCGの卒業生はまさに
時代が求める人材なのです。

あらゆる業種が
活躍のフィールド

　ユビキタス時代を迎え，コンピュー
タはより身近なものになりました｡企
業では，もはやIT抜きではビジネスが
成り立たなくなっています。コンピュー
タ業界のみならず，どのような業種で
もコンピュータは必要不可欠です。製
造業や小売業，金融，建設，マスコミと
いったさまざまな分野の企業で，コン
ピュータの技術や知識を持った人材
が求められています｡KCGの卒業生
の活躍のフィールドは無限に広がって
います。

徹底した個別指導で
理想の就職を実現

　満足できる就職を実現するためには，
適切な助言者が必要です。
　KCGではそうした観点から，クラス担
任とキャリアセンターのアドバイザーが
連携を図りながら，学生一人ひとりの個
性を把握し，各学生の相談役となってサ
ポートしています。1年次から個別面談
を繰り返し，進路選択や学習目標などに
ついて親身に指導を行います。また，
キャリアセンターのスタッフが，いつでも
進路についての相談に応じます。KCG
の就職・進路指導の特色は，きめの細か
い徹底した個別指導にあります。

　インターンシップとは,学生が企業に赴き, 一定期間,
自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験をす
る制度です。企業での実習を通して,学生は自らの将来
の仕事に対する具体的なイメージを持つことができま
す｡KCGでは,企業と連携して独自のプログラムでイン
ターンシップを実施しています。

　学生が就業体験を行う企業は，ＩＴ･コンピュータ関連の優良
企業をはじめ，ゲーム制作会社，広告デザイン会社，映画・ＴＶ
番組制作会社，印刷会社など，さまざまな業種の企業です。

　実習のテーマや内容は，受け入れ先企業とＫＣＧが事前に十
分相談・検討して決定します。実習内容の詳細なプログラムは，
受け入れ先企業で決定されます。インターンシップ期間中，学
生は企業の一員として実際に業務に携わります｡

これまでに以下のような就業体験が行われました。

就業体験内容

受け入れ先企業

1年生から参加可能。プロの指導で憧れの仕事を体験。

KCGビジネスインターンシップ制度

インターンシップの流れ

インターンシップ参加者の声W（ダブル）担任制とITの活用で満足できる就職へ。
就職サポート制度5

●  ３ＤＣＡＤソフト「ＣＡＴＩＡ」による機械設計およびモデリング
●  Macのオペレーティングによるデザイン，データの加工作成
●  印刷物の企画，制作，製版，印刷作業
●  グラフィック素材の作成，コーディング
●  Webサイト自動更新システム構築とメール配信
●  Webプログラミングの作成，デザインワーク
●  TV会議システム，広域ネットワークシステムの構築
●  求人情報発行システムの開発
●  PCとタッチパネルを使ったシステムの構築
●  モバイルコンテンツの企画開発
●  ネットワークサーバーの構築，保守管理
●  Android用アプリケーションの開発，構築
●  アプリゲームのプログラミング，ツール作成
●  ゲームデバッグ，シナリオ作成補助，画像デザイン補助
●  制御回路作成，組込み系プログラム開発
●  Ｃ言語またはVisual Basicによる湿度調節計の通信ソフトの開発　他

STEP4
就業体験を通じて学んだ
ことや,自分の将来に

どう活かすかなど報告会で
成果発表を行います。

STEP1
参加希望者に対して
面接を行い,志望動機や
将来の希望などを
確認します。

STEP2
事前ガイダンスとして,
模擬演習を含む
ビジネスマナー講習
などを行います。

STEP3
学生が各企業に赴き,
実習を行います。
（2月～3月，
  8月～9月）

　学内にて実施された企業説明会でお話を聞いたことをきっかけ
に，Webや広告デザインを行っている企業のインターンシップに参
加しました。インターンシップでは画像加工やバナー作成などのデ
ザイン業務を行い，Webのプログラミングにも興味があることを伝
えたところ，公開済みWebサイトの追加ページ作成を担当させてい
ただくことができました。インターンシップ参加までは，アピールポイ
ントを明確にできず，就職活動にも自信が持てずにいました。参加
後は，得意なことと苦手なことがわかり，企業の方からいただいたア
ドバイスをもとにより意欲的に勉強に取り組めるようになり，その後
の就職活動も自信を持って挑戦できました。入学後，就職活動に向
けて何をしたらいいか迷うことがあれば，まずインターンシップに参
加して，自分をよく知る機会にしていただきたいです。

大西 友香さん
アート・デザイン基礎科
福井県立敦賀高校出身

就職活動も自信を持って
挑戦できました

　2年次に福岡，3年次に大阪と，それぞれゲーム会社のインターン
シップに参加しました。福岡の方は参加するまでには企画書の提出
と審査，面接があったほどで，クリアでき勇んで赴きました。期間は
30日間でマンスリーマンションに泊まり込みです。全国各地から7
人ほどが参加し，この間にゲームを1本つくり上げるというミッショ
ンが課せられました。内容は実践さながら。その日の目標を定め，進
捗状況を毎夕，会社の方に報告するというスケジュールだったので
すが，「学生だから」という見方は一切されず「将来ゲーム業界でプ
ロとして働く候補生」というとらえ方で接してくださったため，いただ
いたアドバイスのレベルは高く，また目標に達していないと容赦なく
指摘されるなど，とても厳しい日々でした。ゲーム開発現場のスキル
の高さと緊張感を知らしめられたといえます。インターンシップが終
わった後は，あまりに自分が置かれている現状と乖離していたため，
しばらく落ち込んだほどでした。でも参加して目標が明確になった
のも事実で，大変貴重な経験でした。

小栗 旺雅さん
ゲーム学科　
京都府立城南菱創高校出身

ゲーム開発現場の緊張感と
スキルの高さを
知らしめられた30日間

　KCGグループと産学連携関係にある独立行政法人 国立病院機
構 京都医療センターのインターンシップに参加しました。5日間にわ
たって，電子カルテの操作体験，病院施設の見学と理学療法や薬剤，
検査，放射線科といった各業務の概要や部門システムの把握，地域
医療システム，病院情報システムのヘルプデスク（運用・管理）につい
ての研修に臨みました。大規模病院の現場を実際に目にすることが
できたのは，とても貴重な経験でした。病院内施設を見学する際は
KCGの講師でもある同病院医療情報部所属の先生に引率していた
だいたのですが，各部署の皆さんがその先生に「いつもありがとう」と
言うのです。医療機関がいかにIT化され，それを統括する部署の方を
頼りにされているのかがよく分かりました。私は卒業後，医療機関の
情報統括部門で仕事をすることが決まっています。同じように信頼さ
れるようなスタッフになれるよう頑張りたいと，あらためて思いました。

福田 凛さん
応用情報学科 医療情報コース
鳥取県立米子高校出身

医療機関におけるITの
重要さを目の当たりに
しました
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徹底した個別指導で
理想の就職を実現。

履歴書の書き方，
面接試験の受け方など，
就職活動のすべてをサポート。

進路選択・就職のための
ガイダンスの他，企業の
人事担当者やOB・OGを
招いての講演などを開催。

KCGの学生のみを対象とした
企業説明会で就職内定。

豊富な求人情報に
いつでもどこでもアクセス。

就職活動に必要な情報は
すべてWebにアップ。

就職・進路ガイダンス 

● IT・コンピュータスキルの修得〈資格取得〉
● コミュニケーションスキルの向上

● （株）KCGキャリア
● 京都コンピュータ学院校友会
● KCGキャリアセンター

多くの企業が参加する学内企業説明会

模擬面接で，身だしなみや言葉遣いなど
細かい点までチェック

個別面談

アルバイト紹介

インターンシップ制度

卒業後のサポート体制

就職・進路ガイダンス
キャリア形成（授業）

セミナー（就職活動のための講座） など

卒業年次前年の春学期と秋学期のカリキュラム
に，履修科目として配置されています。KCG就職サポート制度

KCGには， 満足できる就職に学生を導くためのサポート制度が整っています。

学内企業説明会

進路を考える／自己分析

情報収集／職種･業界･企業研究

適性検査／求人票の見方／
履歴書･エントリーシートの書き方

資料請求・エントリー／
採用試験の種類と対策

就職活動のマナー

先輩の就職活動体験談／
面接試験の内容と対策／模擬面接

会社説明会・セミナーへの参加

個別指導

個別指導

個別指導

個別指導

今後の活動の進め方／進路相談会

個別指導

▼これ以降も就職・進路が決まるまでサポートします。   

学内合同企業説明会 

学内企業説明会 
 
学内企業説明会
 
学内企業説明会

学内企業説明会
インターンシップ 
学内企業説明会
インターンシップ 

7月
10月

11月

12月
1月

2月

3月

4月
5月
6月

8月
9月

7月

業界・企業・職種研究セミナー

業界・企業・職種研究セミナー
 
 学内合同企業説明会
インターンシップ 
 

業界・企業・職種研究セミナー
ゲーム作品指導・研究会

業界・企業・職種研究セミナー
ゲーム作品指導・研究会

個
別
の
学
内
企
業
説
明
会
や

採
用
試
験
も
随
時
実
施

卒業年次 

学内企業説明会はKCGの学生のみを対象としています

作品制作についてきめ細かく指導します

KCGの就職・進路指導は入学と同時に始まります。

就職活動は，早期スタートが肝心です。

KCGは卒業後もサポートします。

学内企業説明会は，コンピュータ関連会社をはじめさまざ
まな企業の人事担当者や学院OB・OGがKCGを訪れ，
KCGの学生のみを対象とした会社説明会・採用試験を学内
で実施するものです。毎年，多数の優良企業が参加し，多く
の学生がこの学内企業説明会・採用試験で内定を勝ち取っ
ています。また，学校推薦で応募できる企業も多数あります。

年間を通じて開催される，就職・進路ガイダンス。いざ就
職活動となっても何をしていいのか分からないという
不安は，このガイダンスで解消できます。自己分析・履歴
書の書き方・面接試験の受け方など，必要な事項を順序
立てて指導していきます。また，卒業生の就職活動体験
談を聞く機会も設けています。

セミナー・企業説明会・インターンシップ

求人情報以外にも多くの就職関連情報がWeb
上の専用ページにアップされています。企業説
明会の日程など，就職活動に必要な情報をいつ
でも閲覧できます。他にもアルバイト求人情報
や進学情報，インターンシップに関する情報など，
さまざまな情報がアップされています。

クラス担任と進路担任（アドバイザー）の2名が，
異なる視点から一人ひとりの学生のサポートを
行うKCG独自の制度です。それぞれの学生の個
性を把握し，産業界の最新動向や求人情報などに
基づいて，適切な個別指導を行います。

KCGには年間を通じて多くの求人が寄せられま
す。求人情報は，Webに随時アップされるので，自
宅から確認することも可能です。

入学

4月
（卒業前年度）

卒業

W
担
任
制
に
よ
る
個
別
指
導

ダ
ブ
ルI

T
を
活
用
し
た
就
職
活
動
支
援

キャリア形成

就職・進路ガイダンス

学内企業説明会

就職指導スケジュール

求人情報検索システム

Web上の就職支援
システム

ダ

W
ブル

担任制

就職内定
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　学生を取り巻く社会環境の変化を踏まえ，学生たちがより学びやすい環境を実現しようと，1時限目の授業開始時刻を
午前９時３０分にしています。通学の利便性が増し,通学可能範囲は大きく広がります。

 9:30～11:00
11:10～12:40
13:30～15:00
15:10～16:40
16:50～18:20
18:30～20:00
20:10～21:40

1時限目
2時限目
3時限目
4時限目
5時限目
6時限目
7時限目

6・7時限目
※夜間部

授
業
時
間

通学可能範囲が広がる。

通勤・通学ラッシュを避けて通学できる。 

学業とアルバイトの両立がしやすくなる。 

授業開始前の30分を授業の予習・復習や資格・就職試験の勉強に充てられる。

1

2

3

4

● 学費の捻出が困難な方
● 本学院を第一志望としながらも経済的理由で
　本学院への進学を断念しようと考える方
●  保護者の経済的負担を少しでも軽くしたい，
　学費，または学費以外は，自分の力で捻出したいと考える方
●  遠方からの出願者で，下宿費用・生活費などの捻出が困難である方
●  「高度専門士」号取得を目指す方
●  京都コンピュータ学院卒業後，
　「京都情報大学院大学」への進学を目指す方

　将来，情報処理技術者として社会に貢献できる有能な人材を育成
するため，可能な限りの援助をし，修学の機会を広く持ってもらおうと，Ｋ
ＣＧは創立当初から，本学院奨学会による独自の奨学制度を設けて
います。学費の全額免除，一部免除，貸与など充実した奨学制度で
皆さんの夢の実現をサポートします。右のような方が対象となります。
　奨学生の審査方法は書類審査・面接試験などで，特に学業に対す
る意欲を重視します。他に，日本学生支援機構などの公的機関の奨
学金も利用できます。

教育ローンに関するお問合せ先

クラブ活動やボランティア活動等で活躍した方，成績優秀者，資
格取得者を対象に学費の一部を免除。

● 特待生制度

経済的事情で修学が困難な方を対象に，学費の一部を免除。

● 経済支援奨学制度

大学・短期大学・専門学校などを卒業・中退した方，社会人経験を
有する方を対象に，学費の一部を免除。

● 大学生・社会人支援制度

本学が指定する資格を取得している方を対象に，学費の一部を免除。

● 資格取得者奨学制度

経済的事情により，学費をすぐに用意できない方を対象に，学費の
半額から全額を無利子貸与。

● 学費貸与奨学制度

経済的事情により，修学が困難な方を対象に，毎月一定額を無利
子貸与。

● 貸費制度

KCGグループの卒業生および在学生の家族・親類のKCGへの
入学を支援。入学金を免除。

● 校友会家族奨学制度

　本学院には，クレジット会社と提携した教育ロー
ン制度があり，授業料などすべての学費支払いに
利用できます。利用限度内であれば，返済額と返
済期間を自由に設定できるので，柔軟な返済計画
を立てることができます。申し込み金は学費として
直接本学院に振り込まれるので安心です。また，
提携教育ローンを利用された方に，金利手数料
相当を奨学金として支援する制度があります。

セディナカスタマーセンター　　　０１２０－686－909

オリコ学費サポートデスク　　　０１２０－５１７－３２５

ジャックスコンシュマーデスク 　　０１２０－３３８－８１７

（実質年利3.00%）

（実質年利3.20%）

（実質年利3.20%）

詳しくはこちら

学生の皆さんのチャレンジを応援。
独自の奨学制度で夢の実現をサポート7通学可能範囲が広がり，よりよい学びの環境が実現。

9時30分始業6

授業開始を9時30分としている理由

1時限目が9時30分スタートのメリット

この時間の電車で
1時限目に出席！

通学可能
範囲

2020年2月現在
（京都駅前校）

先進のeラーニングシステム

通勤・通学ラッシュを避けることができます。KCGでは，モバイル環境
を整え，ノート型パソコンを持ち歩く学生が多数います。通勤・通学ラッ
シュのない車内では，資格対策の勉強や読書をすることもできます。

KCGでは，全科目の授業資料がデジタル化されています。
学生はインターネット環境さえあれば，各自の学習用ペー
ジにアクセスし，24時間いつでもどこでも自由に学べます。

より快適に通学できます

その1

アルバイト紹介

KCGでは，学費の一部を捻出するために，アルバイトをする学
生が増えています。授業が終わった後，夜まで働く学生もいます。
始業時間が遅いことは，そうした学生へのサポートになります。

KCGキャリアセンターでは，学校で学んだ内容を活かせる
IT・コンピュータ関連のアルバイトを紹介しています。

学業とアルバイトの両立も容易に

その2

ワンポイント講座「朝学習」

午前8時45分から教室を開放し，資格取得や就職対
策などのワンポイント講座を開講。頭が冴えている朝
に，効率よくプラスαの勉強ができます。

就職活動を有利に進めるため，朝の30分間，情報系国
家試験やSPIなどの就職試験の対策を行います。

朝の30分を有効活用

その3

2020年4月から授業料と学生生活費が国から支援されます。
京都コンピュータ学院は「高等教育の修学支援新制度」の対象校です。

住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生対　象

支援内容
授業料・
入学金の
免除/減額

給付型
奨学金の支給
（返還不要）

授業料・入学金の減免（年間の上限額）

授業料 約50万円 入学金 約16万円
給付型奨学金（年額）

自宅通学生 約46万円 自宅外通学生 約91万円

詳しくは特設サイトへ
「高等教育の
修学支援新制度」

KCGの奨学制度

高等教育の修学支援新制度

提携教育ローン

※詳細は「学生募集要項」をご覧ください。

支援される金額は，世帯年収や自宅から通学するのか自宅外（一人暮ら
し）から通学するのかによって異なります。詳しくはJASSO（日本学生支援
機構）のWebサイト「進学資金シミュレーター」をご利用ください。
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提携マンション（LA・CREA  京都花園）

　ＫＣＧは，創立以来，時代の最先端技術を自由に学べ
る環境づくりを最優先に，学界・産業界との強い絆のも
と，理論をおろそかにしない実践教育を推進し，これまで
に情報系教育機関としては日本最多の4万人を超える
卒業生を輩出してきました。
　その伝統と実績に基づき，2004年4月，時代の変化を
先取りし，日本最初のＩＴ専門職大学院「京都情報大学院
大学（ＫＣＧＩ）」をグループ校として開学。ＫＣＧの卒業
生・在学生に，日本におけるＩＴ応用分野の最高学位
「情報技術修士（専門職）」取得の道を拓きました。も
はや4年制大学を卒業しなくとも，ＩＴ応用分野の最高峰
を目指すことが可能となったのです。京都コンピュータ学
院から京都情報大学院大学へ。これは，明確な目的を持
った学生にとって，最も効率的かつ効果的な新しい進路
といえます。
　京都コンピュータ学院と京都情報大学院大学は，21
世紀の新しい“University”です。　

※京都情報大学院大学については,P.32をご覧ください。

頂点への最短距離　
専門課程4年＋修士課程2年で，
次代をリードする高度なIT専門家になる。

六年一貫教育プログラムで
高度な技術と知識を基礎から修得。

　日本の情報教育をリードするＫＣＧグループでは，産業界の
求める高度なＩＴ専門家を育成するため，専門課程（ＫＣＧ）4年
と修士課程（ＫＣＧＩ）2年の，効率的かつ効果的な六年一貫教
育プログラムを開設しています。
　ＫＣＧ（経営情報学科）の4年間でＩＴを基礎から学び，ビジネ
スに活用できる実践的な能力を身につけます。ＫＣＧＩ進学後は，
さらに高度な技術・知識を修得するとともに，経営・経済系の科
目を学んで応用力を身につけます。経営情報学科のカリキュラ
ムには，ＫＣＧＩで学ぶ内容の基礎に当たる科目も多く含まれて
おり，ＫＣＧＩでの学習にスムーズにつなげることができます。
　確かな基礎力と高度な応用力・創造力を身につけた六年一
貫教育プログラムの修了者は，ＩＴ分野のビジネスリーダーとし
ての活躍が期待されます。

　全教職員のメールアドレスを公開しているため，学生はいつ
でも相談ができます。また，授業で分からない点などがあれば，担
当教員へ自由に質問できます。

　京都コンピュータ学院洛北校・鴨川校・京都駅前校は，学校
教育法第124条に基づく専修学校で，京都府知事認可を受
けています。ＫＣＧの学生は，通学定期券および交通機関等の
学生割引（学割）が利用可能です。（夜間部を除く）

　京都市内の各所にキャンパスがあるＫＣＧでは，各校舎を結
ぶシャトルバスを無料で運行しています。他校舎で開講されてい
る授業を受けたい場合などは，このシャトルバスで移動できます。

　ＫＣＧキャリアセンターでは，アルバイトの求人紹介も行って
います。学業とアルバイトを両立し，学びながら社会経験を積む
ことを考えている皆さんをサポートします。

　日本全国から集まる学生のために，ＫＣＧは京都市内の上賀茂
神社近くに「大宮寮」（男子寮）を設けています。すべて個室で，教
職員が寮監として生活を共にしています。全室にＬＡＮが完備され，
朝夕の食事が付き，学校へは無料のスクールバスで通うことができ
ます。さらに特徴的なのは，ドミトリーシステムという制度です。在寮
中に国家試験（情報処理技術者試験）に合格することを第一目
標とし，寮監が講師となって夜間授業を行います。
　他に委託寮，提携マンションがあり，下宿紹介なども行っています。

　ＫＣＧでは，学生の皆さんが，学生生活上の悩みや緊急の相
談をできる体制を整えています。悪徳商法やインターネット上の
トラブルに巻き込まれた場合など，必要に応じて，法律的なアド
バイスも行います。

　ＫＣＧでは，マイクロソフト社との契約に基づき，同社の各種ソ
フトウェアの最新バージョンを自分のパソコンにインストールで
きるサービスを利用して，最新の環境で学ぶことができます。

　ＫＣＧは，学生がＷｅｂサイトを持つことを奨励し，学内サーバに個
人用の領域を与えています。学生は自分のＷｅｂサイトを制作して
この領域にアップロードし，就職活動などに活用することができます。

メールアドレス公開

ＳＯＳメール

校舎間シャトルバス

アルバイト紹介

最新ソフト・インストールサービス

Ｗｅｂサイト領域付与

通学定期・学割

学生寮・下宿紹介

専門職大学院に進学し，IT応用分野の最高学位「情報技術修士（専門職）」を取得。
IT分野の最高峰を目指す大学院進学制度8

その他のサポート制度

※本プログラムの対象学科は，経営情報学科です。
　他学科からも京都情報大学院大学への進学は可能です。

６年間をかけて基礎から段階的に
高度な技術・知識を無理なく修得できる
カリキュラム

ＫＣＧＩで学ぶ内容の基礎となる科目を
ＫＣＧで履修するため，学習のスムーズな
移行が可能

ＫＣＧＩへの進学の可否は，ＫＣＧの成績等を
重視したグループ内進学特別試験により判定

グループ内進学特別奨学制度により
ＫＣＧＩ入学金を免除

プ
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京都コンピュータ学院 

大学院併修プログラム

※ＫＣＧI入学時（2021年秋学期）に，入学出願書類を提出して入学試験を受ける必要があります。

　KCG創立50周年を記念し，2013年度より

KCGとKCGIでは，専門技術のスキルアップと

幅広いウェブビジネス技術の知識習得により，

よりよい就職を目指す大学卒業者やキャリア

チェンジを目指す社会人のために，大学院併

修プログラム（デュアルディプロマプログラ

ム）を開設しました。これは，2年間（標準年

限）でKCGの課程とKCGIの課程を並行して

学び，短期間で効率よく技術と知識を身につ

けることができるコースです。本プログラムの

修了時には専門士と情報技術修士（専門職）

の2つの学位を取得できます。

KCG
入学

科目等履修生登録

科目受講 ＋
単位取得

科目受講 ＋
単位取得

卒業（専門士）

修了（情報技術修士）

科目受講 ＋
単位取得

科目受講 ＋
単位取得

入学

科目受講 ＋
単位取得

科目受講 ＋
単位取得

科目受講 ＋
単位取得

科目受講 ＋
単位取得

2021年 2022年

KCGI

学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

4年制学科卒業で
「高度専門士」に
学士と同等以上

高度専門士号

KCG情報処理科（単位制）に入学し，単位を取得しつつ，
KCGI科目を科目等履修生として受講し，大学院学習の第一歩を踏み出します。

その後,KCGI（ウェブビジネス技術専攻）には含まれない専門科目などをKCGで受講しつつ,
同時にKCGIで学ぶことにより，より専門性の幅を広げていきます。

大学院での学習に自信の無い方は,KCGで入門的科目の受講からスタートできます。

履修計画

高度
専門士号
取得学科

芸術情報
学科

経営情報
学科

情報
科学科

ゲーム
学科

情報
工学科

　現在，①修業年限が2年以上で，かつ②卒業に必要な総授
業時間数が1700時間以上の課程の専修学校卒業者には，
「専門士」の称号が付与されます。専門士には大学編入学の
道が開かれています。ＫＣＧの2年制以上の全日制課程はこれ
に該当します。大学に編入学をすることで，最短期間で専門士
号と学士号を取得することができます。また，ＫＣＧでしっかり
とコンピュータ技術を身につけているため，高校卒業後，その
まま大学に進学するよりも，就職の際に有利です。
※編入先の大学の例：名古屋大学,京都外国語大学など。

専修学校卒業者の大学編入学

　学校教育法施行規則等の改正（1999年8月）により，4年
制大学を卒業していない者であっても，各大学院の実施する
個別の入学資格審査により大学を卒業した者と同等以上の
学力があると認められ，かつ満22歳に達した者については，当
該大学院の入学資格が認められることになりました。
　2005年には，一定の要件*を満たす専修学校専門課程の4
年制学科卒業者に大学院入学資格が認められました。これに
より，当該課程を修了した者は，入学資格審査を経ることなく，
大学院を受験できるようになりました。
　これらの制度改定により，ＫＣＧの卒業生も多数，京都情報
大学院大学へ進学しています。

大学院入学資格の改定

　専門職大学院は，研究者育成を目的とする従来の大学院と
は異なり，実務家の育成を目的とする新しいタイプの大学院
です。アメリカには古くから，法律家養成のロースクールや，Ｍ
ＢＡなどの実務家養成の大学院（プロフェッショナルスクー
ル）があり，多くの優秀な人材を輩出しています。専門職大学
院は，プロフェッショナルスクールの日本版といえます。
　ＫＣＧのグループ校である京都情報大学院大学は，日本最
初のＩＴ分野の専門職大学院です。

専門職大学院

一定の要件*を満たす専修学校専門課程の4年制学科を修了

した者には，「高度専門士」の称号が付与されます。文部科学

省は，4年制大学卒業者に付与される「学士」と同等の称号と

位置付けていますが，専門分野の知識のみならず技術を身に

つけているという点で社会からの評価は高く，「高度専門士」

は「学士」と同等以上とみなされるケースが増えてきています。

　「高度専門士」称号の付与は2005年の学校教育法の

改正に伴うものです。1994年，文部科学大臣が認めた専

修学校の2年制以上の学科を修了した者に「専門士」称号

が付与される制度ができた後，短期大学は学校数・学生

数とも減少してきました。2005年に「高度専門士」付与の

制度が始まってからは，上記と同じようなことが生じてき

ています。大学全入時代といわれる今日，短大の存在意義

が薄れてしまっているのと同様に，「大学である・大卒であ

る」というだけでは社会的評価を十分に得られなくなって

いるのが現状です。「高度専門士」は，高度な専門性を有

することを示す称号であり，専門性はもちろん，社会から

の評価においては大学の学士を超える称号といえます。

　「高度専門士」制度の施行にあわせて，国家公務員の給

与を定める「人事院規則」も改定されました。それに伴い，

「高度専門士」を付与される課程の修了者が国家公務員

として採用された場合，初任給は4年制大学卒業者と同じ

基準で支給されます。この変化は産業界全般にも波及し

ており，4年制大学卒業者と専修学校4年制学科卒業者

の給与格差は無くなります。

　今，日本中で，ＩＴのスキルを有する人材が大量に求め

られています。今後も，ＩＴ・コンピュータに関する仕事は

増える一方で減ることはありません。これから始まる時代

において，ＫＣＧの「高度専門士」は，最もステイタスのあ

る学歴のひとつとなっていくに違いありません。

*専修学校における高度専門士号付与および大学院入学資格取得の要件は次のとおりです。○1 修業年限が4年以上であること。○2 課程の修了に必要な総授
業時間数が3400時間以上であること。○3 体系的に教育課程が編成されていること。○4 試験等により成績評価を行い，その評価に基づいて課程修了の認定を
行っていること。ＫＣＧの4年課程の学科は，いずれもこれらの要件を満たしています。
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　ＫＣＧは，ＩＴ分野で世界屈指のレベルを誇るアメリカのロチェスター工科大学（ＲＩＴ）と姉妹校で
あり，学生はＲＩＴへの留学が可能です。夏期短期留学制度のほか，ＲＩＴの学部課程や修士課程への
留学を目指すコースも設置しています。また中国の諸大学とも姉妹校提携をしており，希望する学生
は留学も可能です。
　ＫＣＧは，これまでの実績に基づいた理論面での確かな教育に加え，多くの海外の教育機関とカリ
キュラムを共同開発し，最新のトピックを授業内容に取り入れ，時代のニーズに応じた教育を進めて
います。グローバルな教育を展開し，世界が認めるＫＣＧだから，このような留学制度が可能なのです。

　ＫＣＧからＲＩＴへの留学の道は，大学院だけではなく，学部課程にも通じて
います。ＫＣＧの全日制2年以上のどの学科からでも,ＲＩＴのCompu t e r 
Science（ＣＳ）学科，Information Technology（ＩＴ）学科の学部3年次相
当に編入できるプログラムが設けられています。ＣＳ学科では，コンピュータにか
かわる理論やアルゴリズム，アーキテクチャなど，新しい技術を生み出すための
理論・技術を学びます。ＩＴ学科では，さまざまな情報技術を用い，ユーザの要
求に応えるソリューション（解決法）を導き出す技術・方法論を学びます。
　ＲＩＴは「ＣＯ-ＯＰ」というインターンシップを含めた独自のカリキュラムを組ん
でおり，企業での研修期間と合わせて通常5年間で学部を卒業することになり
ます。研修はアメリカ，日本のいずれの企業でも可能です。卒業後は世界のコ
ンピュータ業界で活躍することが期待されます。

●ＫＣＧにはＲＩＴ出身の教員が多数います。ＲＩＴ留学に関して,留学後まで気軽に相談
できる環境が整っています。

●姉妹校であることから，ＳＡＴなどの全米共通学力テストの受験は不要です。日常会話
など留学に必要な英語力は，ＫＣＧで重点的に身につけることができます。また，ＴＯ
ＥＦＬ対策も行います。

●ＫＣＧで履修したコンピュータの専門科目・一般教育科目の多くは，留学の際，ＲＩＴ
の卒業に必要な単位として認定されます。専門科目・一般教育科目を日本語で履修で
きるので，大変有利です。
※規定の科目を履修することが必要です。

KCGで2年間学び，RITに留学・編入

ＫＣＧで履修したコンピュータの
専門科目・一般教育科目を

単位認定

ＲＩＴのＣＳ学科
またはＩＴ学科で
残りの単位を取得

ＣＯ-ＯＰ
（ＲＩＴのインターンシップ制度）

ＲＩＴ学部課程を卒業
世界で通用する技術者に

KCGで
コンピュータの
技術・知識を
学習

KCGで
語学学習
英会話
実用英語

日
本
で
の
学
習

ア
メ
リ
カ
で
の
学
習

KCGは，アメリカの工学系名門大学・
ロチェスター工科大学と，
長年にわたる教育交流に基づき，
1996年に姉妹校提携を結びました。
以来，それぞれの利点を活かしながら，
IT・コンピュータ関連分野における
最強の教育ネットワークを構築しています。

KCGとR I Tの絆

　ロチェスター工科大学（ＲＩＴ）は，１８２９年に創立され，
“Alive, Dynamic, and Vibrant”，すなわち「生きた学
問を勉強し，ダイナミックに社会で活用し，世界に広げて
いく」ことを教育の理念とした最もアメリカ的な名門大
学です。ＫＣＧはコンピュータ教育における理論面，実践
面をともに重視しており，両校の教育思想には多くの共通
性があります。
　ＲＩＴのキャンパスは，ニューヨーク州ロチェスター市の
郊外に位置し，付近に世界三大瀑布の一つ，ナイアガラ
の滝があるなど，豊かな自然に囲まれています。約１３００
エーカーの広大なキャンパスに八つの学部と約１万7千
人の学生を有する工学系総合大学です。
　特にＣＧ分野を扱うCollege of Imaging Arts and 

Sciences（イメージングアート＆サイエンス学部）と，ＩＴ・コンピュ
ータ分野を扱うB. Thomas Golisano College of Computing 
and Information Sciences（Ｂ．トーマスガリサノ・コンピュー
タ情報科学部）は，全米でもトップの実績を誇っています。ま
た1991年に，全米でいち早くＩＴ分野の専攻学科を設置し
たことでも有名です。
　ＲＩＴでは毎年，ヨーロッパ各国および日本の有名企業の
社員を留学生として迎えています。富士フイルム，コニカミノ
ルタ，大日本印刷，キヤノン，三菱製紙，ソニーなどの大手企
業のサポートによる研究所が学内にあり，アメリカ伝統のプ
ラグマティズムに基づく産学協同プロジェクトが展開されて
います。

ＫＣＧで取得した単位を
アメリカの一流工科大学が

単位認定

　ＲＩＴと姉妹校であることから，ＫＣＧ
で開講される多くの科目が，ＲＩＴとの
単位互換科目となっています。ＫＣＧ
で取得した単位がＲＩＴでも単位とし
て認められるということは，ＫＣＧがア
メリカの一流工科大学・大学院に匹
敵する教育を行っていることの証明
です。

ＫＣＧの学生のためだけの
ＲＩＴ夏期短期留学制度
（サマーワークショップ）

　夏期には，ＲＩＴサマーワークショ
ップが行われます。ＣＧ分野で全
米Ｎｏ．１のＲＩＴの最新設備が特
別開放され，ＲＩＴの教授陣による
ＫＣＧの学生のためだけの特別な
カリキュラムで，約2週間にわたり
最先端のマルチメディア技術を学
べます。

最短の留学期間で
ＲＩＴ修士号を取得する

ＲＩＴ大学院修士課程留学コース
（情報処理科）

　ＲＩＴ大学院ＩＴ専攻（修士課程）
などへの編入を目指すコースです。
語学力養成などの留学準備を行
いながら，修士課程の履修単位の
約半分をＫＣＧで日本語で履修し，
ＲＩＴに留学後，残りの単位を取得
します。本コースは，日本の専修学
校が初めて大学院教育に着手し
た例として注目を集めました。

ＲＩＴ学部編入
 

アメリカの一流大学に留学する。
グローバルな活躍を目指す留学制度9

スタンレー D.
マッケンジー博士
元ロチェスター工科大学 筆頭副学長

Stanley D. McKenzie, Ph.D.
Provost Emeritus
Rochester Institute of Technology

KCGとRITはそれぞれの国で，コンピュータ科学，情報技術，グラフ
ィックデザイン，マルチメディア，そしてコンピュータアートなどの教
育において先駆者的役割を果たしてきました。また，我々が協力し
て開発してきた教育制度は，お互いの学校をより充実したものにし
ています。我々は，今後も，より魅力的な計画を実現させる予定で
す。それらの計画が実行されると，学生たちの受講するクラスをよ
り積極的で楽しく，そして彼らのニーズに合ったものにすることが
でき，また卒業生をすばらしいキャリアへと導くでしょう。

KCG and RIT have both been pioneers in our respective countries 
in the education of students in Computer Science, Information 
Technology, Graphic Design, Multimedia, and the Computer Arts.  
The innovations we have developed together have strengthened 
both of our schools.  Even more fascinating opportunities lie before 
us, all of which will lead to excellent careers for our graduates, 
while making their degree work as students even more challenging, 
exciting, demanding, and fun!

● スタンレー Ｄ．マッケンジー博士は2016年11月8日に永眠されました。
　 KCGグループ一同，心よりご冥福をお祈りいたします。

メッセージ Message
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　KCGは2012年度から，日本の専修学校で初め
て単位制を正式に導入し，全国第一号となる学生
が入学しました。日本最初のコンピュータ教育機関
として1963年に創立したKCGは，全国初の単位制
の学生を誕生させたことで，日本の専修学校史，ひ
いては教育史にまた新たなページを刻みました。
　専修学校への単位制導入については，「学校教
育法施行規則及び専修学校設置基準の一部を改
正する省令（平成24年文部科学省令第14号）」が
平成24年（2012年）3月30日に公布され，同年4
月1日から施行されました。改正省令では，単位制を
導入する理由として「多様なニーズに応じた，多様な
職業教育が必要」と強調されています。KCGは常
に，法制度の変化に即応し，新しい時代を創ります。

　日本の学校制度は学年ごとに学習内容が固定された「学年制」を主体にしています。それに対しアメリカなど世界で広く実施さ
れているのが「単位制」です。
　単位制は，一定数の単位取得を卒業の条件とする制度です。学ぶペースは原則として各学生に任せられています。学費も年度
ごとではなく，履修単位数によって決まります。
　このように単位制では，予算と空き時間に合わせて，卒業までの履修計画がフレキシブルに立てられます。自分のために，自分
の生活や人生設計に合わせて主体的に学べます。

　KCGの単位制学生受け入れは，学年制の春学期（4月），秋学期（10月）のほか，スプリングコース（2月），サ
マーコース（8月），ウィンターコース（12月）と計年間5回の履修登録で受け付けています。年2回，各学期に履
修する科目を決定。学費は科目数によって決まります。専任のアドバイザーが付き，一人ひとりの学習計画に合
わせて履修指導しますから，安心です。もちろん，ＫＣＧの特徴であるeラーニング科目も全科目受講可能です。

自分のために，自分の生活や人生設計に合わせて主体的に学ぶ。
日本で最初に単位制を導入10

単位制の特色

単位制のメリット

「学年」はありません　

働きながら学べます　

好きな科目が学べます

再チャレンジがしやすい　

学年制への編入もできます

まとまった学費が不要

初めはじっくりと学習 16単位 履修
（週に約6時間）

学業に注力 52単位 履修
（週に約19.5時間）

アルバイトと両立 32単位 履修
（週に約12時間）

就活しながら 14単位 履修
（週に約5.5時間）

卒 業 114単位
専門士
取得

年目

年目

年目

年目

単位制の学習モデル
情報処理科の例

KCGの
単位制学科

開講科目の中から，自分の好きな科目を選んで履修登
録し，自分だけの時間割で学ぶことができます。その学
期に何科目受講するかも自由ですので，学校以外の
活動を重視するときは受講科目を少なめに登録したり，
集中して受講するときは受講科目を上限まで登録した
りと，卒業までの計画を自身で立てられます。また，1学
期間休んで旅行やアルバイトをし，次学期から学習を
再開することもできます。学費は履修単位数によって
異なります。予算にあわせて調整できるのも魅力です。
※1学期の履修登録数には上限があります。（30単位）

自分のペースと予算に
あわせて学べます

1

学科による必修科目はありますが，自由度が高い
ため，自分の学びたい科目を学ぶことができます。
科目によっては，前提知識が必要であり，学ぶ順
番が決まっている科目もありますが，それ以外は，
好きな順番で学ぶことができます。履修相談時は
専任アドバイザーがサポートします。自らの既習知
識や目指す職種，資格，技術レベルによって，どの
ような科目を選択したらいいかなどを相談できます。
※開講科目には定員があります。

好きな科目が学べます

2

1つの科目が不合格でも，「留年」はありません。
他の科目は先に進みながら，不合格となった科目
を，次の学期に取り戻すことが可能です。　
※開講科目は，学期によって異なります。

留年がありません

3

大学・短大・専修学校ですでに取得した単位を本
学院の単位として認定できますので，編入・転入
学後は，残りの単位を習得することで，卒業が可
能です。大学・短大・専修学校を中退していても，
取得済みの単位を活かして学習でき，同級生に
遅れをとることがありません。
※単位認定には審査があります。

編入・転入学が可能です

4
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他の追随をゆるさない充実した設備環境
最新のパソコンが計700台
時代の最先端技術を自由に学べる環境づくりを最優先に，
KCGは努力を重ねてきました。KCGは，教育の質こそ重要と考えます。
学校が発展を遂げた今も，その教育哲学に変わりはありません。

　KCGの実習機・設備はとても充実していて，プロのクリエイターが使う設備と同じ
環境で学ぶことができます。授業ではMacを使うことが多く，モニター画面が大きくて，
複数のウィンドウを同時に開いても重ならずに作業がしやすいです。また，貸出用ペン
タブレットがあり，課題制作や授業の予習・復習に活用することができます。
　KCGに入学した当初，Macの操作は初めてで戸惑うこともありました。しかし，授
業で先生から出される課題に対応していく中で，Macの操作が少しずつできるように
なり，作品制作が楽しくなりました。また，上回生の先輩がサポートしてくれたのも大
きかったです。慣れていないMacの操作やソフトの使い方はもちろん，上回生の作品
を見ることができ，自身の作品を制作するのにとても参考になりました。
　広告デザイナーとして就職が決まり，KCGで学んだ技術や経験が今後の仕事につな
がることを実感しています。

アート・デザイン基礎科
長浜北星高校出身 古野 真紀さん

「Unreal Engine（アンリアルエンジン）」の日本コミュニティ担当として全国の学校を訪れましたが，開発環境
がしっかり整っている学校はそう多くありません。KCGの実習環境を整える試みはとても積極的だと思います。
専門的な知識を持った先生方がしっかりと取り組まれており，「Unreal Engine」を使った学習環境としてかな
り恵まれていると言えます。またホールの講演設備が素晴らしい為，毎年春に開催される「Unreal Engine」の
公式イベント「UNREAL FEST（アンリアルフェス）」の関西会場として毎年設備を使わせていただいています。
ここまで設備が揃った学校はなかなかありません。ゲームは学ぶ要素が他のジャンルと比べて非常に多い学問
です。さらに各要素で深い理解と時代に合った情報更新を必要とされます。一生をかけても全ての分野でエキ
スパートになる事は難しい為，はじめから他者との協力が求められます。
これから開発者・クリエイターを目指すにあたって，学校という場所で学ぶことの素晴らしい点は，興味の方
向性の同じ人同士が毎日同じ場所に集まるところにあります。このコミュニティを大事にしてお互い謙虚に協力
し合い，知識や技術を補完しあえる関係構築を大事にできれば，その後の将来も明るいでしょう。「Unreal 
Engine」の無料オープンソースの理念，コミュニティベースで助け合うエコシステムもここにつながります。

エピック・ゲームズ・ジャパン
コミュニティマネージャー

今井 翔太氏

「Unreal Engine」は，Epic Games（エピック・ゲームズ）が開発したゲームエンジンで，『フォートナイト』や
PlayStation®4版『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』，『ストリートファイター V』など日本を代表する
ゲームをはじめとする多くの作品に採用されています。KCGはアカデミックパートナーとして，デジタルゲーム学
系のカリキュラムに「Unreal Engine 4」の使用方法を学び，ゲーム制作を行う実習授業を取り入れています。

◆KCGはUnreal Engine アカデミックパートナー認定校

Oracle Database, Microsoft SQLServerなどを使用します。

最新の
　  設備

業界からのメッセージ

先輩のメッセージ

コンピュータ
自由実習制度

KCGの学生は，授業時
間以外も自由にコンピュ
ータを利用することができ
ます。その際に，予約や追
加料金は必要ありません。
最先端の設備を，ぜひ活
用してください。

Microsoft
教育機関向けOffice 365 ProPlus ライセンスプログラム

教育機関向けライセンスプログラム OVS-ES

マイクロソフト社と教育機関向けの「Office 365 ProPlus」
および「ライセンスプログラムOVS-ES」の契約を結んで
います。個人所有のコンピュータでもOffice系アプリケー
ション，各種開発ツール，Windows OSを安価で購入する
ことが可能です。
（「学生使用許諾契約書」の提出が必要です。）

全校舎　無線LAN対応

KCGでは，各フロアや学生ラウンジな
どに無線LANのアクセスポイントを設
置しています。無線LAN対応のノート
型パソコンさえあれば，メールや授業資
料へのアクセス，eラーニング科目のビ
デオ視聴など，インターネットを利用した
サービスを自由に利用できます。

購入可能なソフトウェア

● Microsoft Office 365 ProPlus
● Microsoft Office Professional
● Microsoft Windows OS 
    アップグレード版

※OSについてはアップグレードのみの
　取り扱いとなります。

Visual Studioとはマイクロソフト社からリリースされているソフトウェア統合開発環境です。C／C++，C
＃，Visual Basicなど複数のプログラミング言語に対応しており，システム開発やゲーム開発などで広く使
われています。また，「Visual Studio」「Office」「Unity」「Unreal Engine」「Adobe Creative Cloud」
はKCGのすべての実習機にインストールされています。

プログラミング
実習ルーム
● Visual Studio

ゲーム開発実習ルームでは，大手ゲームソフト会社の開発現場で
も使われているさまざまな開発ツールやライブラリを使用するこ
とができます。「Unreal Engine」や3DCGソフト「Maya」をはじ
め，ゲーム制作に必要な環境が整っています。実習を通してゲーム
開発のノウハウを修得した学生は，ゲームクリエイターとして社会
に巣立っていきます。

ゲーム開発
実習ルーム

● Adobe Creative Cloud
● Unreal Engine　
● Unity
● Microsoft Visual Studio
● RPGツクール
● Oracle Database
　　　　　　　　　　他多数

使
用
可
能
ソ
フ
ト
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Macアプリ開発ラボには，iPhoneやiPadで動作するiOSアプリを制作するための環境が整っています。
貸出用のiPhoneも用意されていますので，Macの開発者向けツール「Xcode」内のiOSシミュレータ
だけでは確認できない，実機のジャイロセンサなどの機能を使ってチェックすることができます。

Macアプリ
開発ラボ

映画制作やゲーム制作などに用いられるハイエンドな3Dアニメ
ーション制作ソフト「Maya」をはじめ，CG，サウンドなどのマルチメ
ディアコンテンツ制作ツールが使用できます。

マルチメディア
実習ルーム

ネットワーク実習ルームには，サーバの
設定からネットワークの構築・運用まで
を，実習を通して学べる環境が整ってい
ます。

ネットワーク
実習ルーム

ＫＣＧではデータベースの実習用に「Oracle Database」や「SQL Server」を導入しています。実際にデー
タを扱いながら，関係データベースの構造やデータベース管理のノウハウを本格的に学ぶことができ，オラク
ル社のベンダー資格「ORACLE MASTER」取得に向けた学習も効率よく進められます。

データベース
実習ルーム

最新の設備

● Microsoft Visual Studio
● Microsoft Office
● JDK
   （Java SE Development Kit）
● Eclipse
● Adobe Creative Cloud

● Unity
● Oracle Database
● Microsoft SQL Server
● VMware
　　　　　　　　　他多数

使
用
可
能
ソ
フ
ト

● Adobe Creative Cloud
● Unreal Engine
● Unity
● Maya
　　　　　　　　　  他多数

使
用
可
能
ソ
フ
ト
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● RETAS STUDIO
● ComicStudio Pro

● Autodesk Maya 
    Entertainment Creation 
    Suite Ultimate
　Maya，3ds Max など

● Adobe Creative Cloud 
　Photoshop，Illustrator，
    After Effects，Flash など
　　　　　　　　　　他多数

使
用
可
能

ソ
フ
ト

Mac
デザインラボ

● 撮影・編集実習
SFX・アニメラボ デジタルビデオカメラで撮影したムービーをMac Proで編集します。「After Effects」や「Premiere 

Pro」などプロ仕様のノンリニア編集ソフトを使って，実写とCGの合成やSFXの追加など，本格的な映像
編集を行います。また,「RETAS STUDIO」で総合的なアニメ制作を行います。

３DCG
制作実習ルーム

映像，アニメーション，ゲームなどで使われる3DCGコンテンツの制作実習を行います。KCGの実習機
には，ハリウッドなどの映画制作会社や有名ゲーム会社でも用いられているハイエンドな3DCGソフト
「Maya」「3ds Max」などがインストールされています。

電気・電子回路
製作実習ルーム コイル，コンデンサ，ダイオード，トランジスタなどを使って，電気・電子回路を製作する実習を行います。

自動車制御
実習スペース 四輪や二輪の実車を使用して，構造を理解するための実習や，電気信号の解析などの実習を行います。

ロボットは私たちにとって，身近なものになりつつあります。エンジニアリング学系では，オリジナルのロボ
ットなどを製作し，ロボット技術者やメカトロニクスエンジニア，組込みシステムエンジニアを育成します。● メカトロニクス・ロボット製作実習

メカトロニクス実習ルーム

CG・アニメーション実習環境 最新の設備
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● OrCAD Capture
● OrCAD PSpice A/D
● Quartus    Web Edition
● Microsoft Visual Studio

● Microsoft Office
● MPLAB
● MATLAB
● MASM

● JDK
   （Java SE Development Kit）
●Eclipse
         　　 　　　　他多数

使
用
可
能

ソ
フ
ト

CAD・工学系
プログラミング実習ルーム

京都駅前校新館には，最新のeラーニングスタジオを設けています。eラーニングシステムにより，校舎間
を移動しなくても，学びたい科目をリアルタイムに学ぶことが可能です。（P.78参照）

レコーディング
スタジオ

eラーニング
スタジオ

情報処理科・IT声優コースの学生が実習で使用するレコーディングスタジオでは，防音室に直結した
「Pro Tools」のシステムを用いて，さまざまな音声の録音・編集・加工ができます。実際にラジオCMの
収録に使用されるなど，完全プロ仕様の環境が整っています。「Adobe Premiere Pro」と連携させた
動画の編集も可能で，映像に合わせたアフレコの実習も行われます。

Info Station
（インフォステーション）

京都駅前校本館には，学生が自由にパソコンを利用できる「インフォステーション」があります。ここでは
サークルのミーティングなども頻繁に行われ，学生の憩いの場となっています。また，コンピュータ関連の
雑誌や書籍を閲覧することも可能です。

京都駅前校本館の6階には約600人を収容できる大ホールがあります。各座席には，電源コンセントが
備えられ，ノート型パソコンなどを使ってインターネットに接続することもできます。このホールの音響効
果は西日本でも有数のすばらしさといわれており，クラシック・コンサートなどが頻繁に開催されます。

大ホール

学生の憩いスペースです。飲料の自動販売機も設置されており，休み時間や放課後に友達とゆっくり話
をしたり，休憩したりできます。無線LANを完備していて，自習スペースとして利用できます。学生ラウンジ

最新の設備
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あなたの“学びたい”を支える

高い就職率には
理由がある。

科目選択制!
将来はゲーム分野でプログラマとして活躍したい！でも，

デザインも勉強してみたい！そんな学び方も，他の学系

の授業を自由に選んで受講することができるKCGなら

可能です！「業種」だけでなく「業界」を意識した学

び方ができるからこそ，幅広いスキルを修得で

き，就職にも有利です！

教師陣!
大手電機メーカーやゲーム会社など，企業で実務を積

んだ教員が多く，授業では企業が求める知識やスキル

を学ぶことができます！基礎から応用まで学べること

はもちろん，すぐに現場で活躍できるレベルまで

徹底的にサポートしてくれるので，就職して

からも自信をもって働くことがで

きます！

ここがポイント

他学系の授業を
受講できる !

ここがポイント

産業界のニーズ
が分かる！

卒業生!
日本最初のコンピュータ教育機関として創立して57年，4

万人以上の卒業生がIT企業やゲーム会社を中心に第一

線で活躍しています。また，創業以来培ってきた業界と

の太いパイプは，技術交流会やセミナー，学内企業

説明会など，在学中も夢の実現をサポートし

てくれます！

学生サポート!
平均して30名程度でクラスを構成しています。クラ

ス担任は定期的に各学生と面談し，希望職種や学

習の方向性などについて個別にアドバイスして

います。一人で悩む必要はありません。学校

生活から就職活動まで，徹底的に

サポートします！

学習環境!
ゲーム開発やCG・映像制作など，学びたい内容に

適した実習機が数多く揃い，授業以外の時間でも

自由に使用することができます。この恵まれた

実習環境だからこそ，業界の第一線で活躍

できる，確かなスキルを身につける

ことができます！

ここがポイント

高性能な実習機が
自由に使用できる !

ここがポイント

少人数クラス制
の強み !

ここがポイント

４万人以上の
卒業生が活躍中!
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　Webデザイナーとして，結婚式場検索サイト「Hanayume」のデザインをはじ
め制作ディレクションなど，さまざまな部分を任されています。生活情報サイトや
自転車専門通販サイト，ゲームアプリ開発などIT関連の多様な事業を展開す
るグループの中で，エイチームブライズはブライダルをテーマにした事業が中心。
一組でも多くのカップルに"理想の結婚式"のきっかけを届けるため，情報への
アクセスのしやすさを配慮しながら日々，励んでいます。会社には新しいことにチ
ャレンジできる環境があり，またユーザーの反応がダイレクトに分かる仕事なの
で，とてもやりがいがあります。アドバイザーが考えたコンセプトや事業に懸ける
思いを，デザインしてカタチにし，喜んでもらえた時が，デザイナーになって本当に
良かったと思える瞬間ですね。
　高校の商業科では，パソコンに触れる機会は多かったです。地元の教育委
員会から依頼されてポスターを作った際の楽しさが忘れられず，将来は必ずデザ
イナーになる，と誓いました。その夢をかなえるには専門学校で学ぶのが一番だ
と思い，伝統もあり就職率が高く，通学にも便利なKCGで学ぶことを決めました。
他の選択肢を選ぶつもりはありませんでした。
　入学後は紙媒体以外にもWebデザインに興味がわいてきました。業界の第
一線で活躍中の先生が，トレンドの話を交えながら最先端の技術を指導してく
れました。指導前と後の作品がこんなに違うものかと，よく驚いたものです。京
都府警からの公募案件に参加し，女性のための防犯アプリ開発のデザインを
担当したのも良い経験になりました。京都府警から表彰を受けたのは一生の思
い出ですし，違う学科のメンバーとチームを組み，意見を出し合ってアプリをつく
り上げ，大勢の方の前で発表したことは，今の仕事にも活かされています。

株式会社エイチームブライズ
アート・デザイン学科
京都府立木津高校出身

菅谷 美波さん

デザイナー

KCG  ALUMNI

KCG  ALUMN I

ヤンマー株式会社 中央研究所

卒業生13名が最先端技術開発に邁進中

電
子
制
御
開
発
部

研
究
企
画
部

ヤ
ン
マ
ー
株
式
会
社 

中
央
研
究
所
に
在
籍
す
る

K
C
G
の
卒
業
生

■堀内 仁資さん
2010年入社　
情報処理科卒　
滋賀県立長浜高校出身

■川嵜 伸也さん
2010年入社　
現 アート・デザイン基礎科　
滋賀県立
長浜北星高校出身

■髙木 聡さん
2010年入社　
情報処理科卒　
滋賀県立伊香高校出身

■若原 洋明さん
2010年入社　
情報処理科卒　
滋賀県立彦根西高校
（現 滋賀県立彦根翔西館高校）出身

■松崎 慎平さん
2010年入社　
情報工学科卒　
京都府立
莵道高校出身

■木田 伶暢さん
2014年入社　
情報工学科卒　
大阪府立
香里丘高校出身

■水口 裕亮さん
2016年入社　
情報科学科卒　
大阪府立
摂津高校出身

■清水 洋祐さん
2017年入社　
情報工学科卒　
滋賀県立
伊吹高校出身

■仲瀬 洸男さん
2012年4月入社　
自動車制御学科卒　
立命館大学 理工学部
ロボティクス学科出身

■吉本 悠真さん
2015年4月入社　
情報工学科卒　
滋賀県立
膳所高校出身

■市田 篤司さん
2016年4月入社　
情報工学科卒　
大津清陵高校出身

■二股 駿介さん
2018年入社　
情報工学科卒　
京都府立
朱雀高校出身

■大幡 正融さん
2018年入社（1992年卒業）　
情報処理科　
滋賀県立
水口東高校出身

※2020年4月1日よりヤンマー株式会社は，ヤンマーホールディングス株式会社に組織再編されます。

　ヤンマー株式会社（本社大阪）は，産業用ディーゼルエンジンや農業
機械，建設機械，小型船舶，空調・発電システムなどの製造販売を手掛
ける日本を代表する企業。その研究開発を支えるコアセンターが，滋賀
県米原市に設置されている「中央研究所」です。同研究所のメカトロニ
クス開発を担当する電子制御開発部と研究企画部には2020年3月現
在，京都コンピュータ学院（KCG）の卒業生13名が在籍して活躍，近年
は洛北校（テクニカルカレッジ）のエンジニアリング学系出身者が多くを
占めています。同社が掲げるテクノロジーコンセプト「最大の豊かさを，最
少の資源で実現する。」を目指し，KCGの卒業生たちは学生時代に身に

つけた技術と知識を礎に，さらにスキルを磨きながら持続可能な社会実
現に向けた技術開発に邁進しています。
　同じ中央研究所内でもスマートアシスト，エンジンのコントローラ，ソフト
ウェアプラットフォームなど開発する担当は分かれますが，同窓生として集
い，仕事のアドバイスをし合い，KCG時代の思い出話に花を咲かせること
もあるといいます。「職場の雰囲気はとても良く，日々勉強を重ねながら最
先端技術に向き合って頑張っています。人々の生活を豊かにするやりが
いのある仕事。KCGの学生たちは技術と知識を貪欲に身につけ，IT業
界に羽ばたいていってほしいです」と先輩たちはエールを送っています。

88 89



KCG  ALUMNI

　新しいエンジン「RE ENGINE」で，全編がVR（バーチャルリアリティ）に対応するという世界で初めての
試みを採用し世界中のゲームファンのみならず業界にも衝撃を与えた「バイオハザード７ レジデント イービ
ル」（リリース：2017年1月）や，ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター：ワールド」（同：2018年1
月），さらにグレードアップしたシリーズの最新作「モンスターハンターワールド：アイスボーン」など次 と々大
ヒットを生んでいるゲーム大手の株式会社カプコン（本社大阪）。京都コンピュータ学院（KCG）の卒業生
たちが，これらヒット作開発の重要な役割を果たしている

　「バイオハザード7」の制作に使用されたゲー
ムエンジン「RE ENGINE」開発と同時に，この
作品の最大の売りのひとつであるVR（バーチ
ャルリアリティ）完全対応にもリードエンジニア
として携わりました。PlayStation®VRを装着
して本編を最初から最後までプレイできる完全
対応のゲームは世界初の試みで，日本をはじめ
世界の大変多くの方々に楽しんでいただき，達
成感があります。
　会社ではエンジンやゲーム開発に従事しな
がら，グループ長としてスタッフのマネジメントや
採用なども任されています。また，研究開発に必
要なミドルウェアやサービスを提供する企業と
現場との橋渡し役や，技術発信のためのカプコ
ン主催の技術カンファレンスの開催などを積極
的に進めています。
　今の私を支えてくれているのは，KCGで身に
つけた技術と知識です。歴史があり，カリキュラ
ムにも魅力を感じ入学，疑問が生じると，経験豊
富な先生方がとことん指導してくれました。学
生の皆さんは，課題などに取り組む際，なぜこれ
をする必要があるのか自らが十分納得できるま
で向き合ってほしいです。

高原 和啓さん

ゲームプログラマ

株式会社カプコン
技術研究開発部 技術開発室
現 ゲーム開発学科　
大阪府立摂津高校出身

　「モンスターハンター：ワールド」のエフェクト
のコアシステム全般を手掛けていて，2019年
9月リリースの「モンスターハンターワールド：ア
イスボーン」でもエフェクトエンジンを担当。「ア
イスボーン」では，ボスモンスターを中心にさら
にダイナミックなエフェクトをゲームに実現させ
る機能を追加しました。アーティストが表現した
いエフェクトと，実現するために必要な「数学」
や「物理」のプログラムを頭の中でイメージして
組み立てています。その数学などの知識は
KCGで学んだことを応用しています。高校時
代からプログラミングに取り組んでいたので，
KCG入学後は授業で基礎を確認し，ゲームを
作るためのエンジン作りに没頭しました。授業
では基本からみっちり教えてもらえました。
U-20プログラミングコンテスト出場や，京都精
華大学の学生と共同でPlayStation®Vita
向けゲームソフトを開発するなどの経験もでき，
とても充実した毎日でした。また，Microsoft主
催の技術コンテストImagine Cup日本大会の
競技部門で最優秀賞に選ばれ，Imagine 
Cup世界大会に日本代表として出場しました。

米山 哲平さん

ゲームプログラマ

株式会社カプコン
技術研究開発部 技術開発室
ゲーム学科　
静岡県立浜松城北工業高校出身

　「モンスターハンター：ワールド」シリーズなどを
開発するうえでのシステムの最適化などを担当
しています。クオリティが確かなゲームをお届け
するという役割なので，常に勉強しながら作業
に当たっています。「モンスターハンターワール
ド：アイスボーン」では更なるクオリティの向上に
より，高い評価をいただいています。目標だった
国内最大のゲーム開発者向け技術交流会
「CEDEC」での講演も2018年に実現するこ
とができました。
　高校時代からゲームを作ることが好きで，本
格的に学ぼうと進学先を探したところ，ゲームに
的を絞った教育機関は当時，大学はもちろん大
阪の専門学校にもほとんどなく，いち早くコース
を取り入れていたKCGに進むことにしました。
学生時代はゲームの下地となるフレームワーク
作りが楽しく，先生の指導を受けながらのめり込
みました。入社後は私の好きだったフレームワ
ーク作りを「MT FRAMEWORK」に生かすこ
とができているので満足です。ゲーム業界で働
いていて痛感するのは，システムの最適化やフ
レームワーク開発などでコンピュータの基礎知
識がいかに必要であるか，ということです。

矢萩 太郎さん

ゲームプログラマ

株式会社カプコン
技術研究開発部 技術開発室
現 ゲーム開発学科　
和歌山県立和歌山北高校出身

2019年9月にリリースされた「モンスターハンター：ワールド」の大型拡張コンテンツ。新たなフィールドやモンスターをはじめ，新規アクション，クエストランク等が追加され，『モンスター
ハンター：ワールド』のエンディング後の物語が展開。発売からわずか3か月後に開催された「PlayStation Awards 2019」ではPlayStation Network Award，Gold Prizeを受賞。
©CAPCOM CO., LTD. 2018, 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

モンスターハンターワールド：アイスボーン
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　ニコニコ動画の運営などを手掛ける会社で，東京・銀座にある本社に勤務し，

営業を担当しています。顧客である企業や学校法人に対して，商品展開や学

生募集，ブランディングなどにつながる動画へのバナー広告掲出や動画そのも

のの制作について提案することが主な仕事です。交流イベントの企画運営に

も携わっています。唯一の動画投稿サイトである強みを活かしながら，あらゆる

角度からアイディアを駆使しています。KCG時代から「面白いこと」を追い求め

ていたので，今の仕事はそれを実現でき，とてもやりがいがある仕事です。

　高校時代は将来のキャリアプランが全くなく，一方で受験のために好きでは

ない教科を一生懸命に勉強するのが無駄だと思っていました。何の仕事に就

くにしてもコンピュータの知識と技術が絶対必要であることは間違いないと感じ

ていたので，KCGでITを使った何か面白いことを見つけようと入学しました。自

分の可能性を見つけるためには4年間は必要，幅広い選択肢がありそうだとい

う点で経営情報学科を選びました。

　自由で楽しい4年間でした。KCGには実業家による授業が多く，特に勉強に

なりましたね。もともと人と接することが大好きなので，KCGで身につけたITの

知識を活かした営業の職ができているのは幸せです。KCGの同期の多くが，さ

まざまなITの分野で活躍しているのも大きな励みです。

藤原 雄大さん

営業本部

株式会社ドワンゴ
広告営業部　第一セクション
経営情報学科  
京都府立乙訓高校出身

KCG  ALUMNI

KCG  ALUMNI

　AbemaTVはサイバーエージェントとテレビ朝日の合弁会社で，4500万ダウ
ンロード（2019年9月末時点）を超える国内最大級のインターネットテレビ局で
す。私は開発本部のAndroidアプリエンジニアとして，ユーザーのサービス利用
率を高めるための開発を任されています。業界を代表するスケールの大きなサ
ービスにかかわることができ幸せです。「人材の成長＝企業の成長」というサイ
バーエージェントグループの考えの中，年齢や社歴に関係なくオーナーシップを
発揮できる企業カルチャーがあり，充実した毎日を送っています。KCG2年生の
とき京都で開かれた「逆求人イベント」に参加してこの会社と出会い，インター
ンシップに参加するなどしているうちに，ぜひここで働いてみたいと思うようにな
りました。夢が叶いました。
　大学に進んで経済を学ぼうと考えていた高校生のころ，Apple創業者のステ
ィーブ・ジョブズ氏が死去したとのニュースが世界中を駆け巡りました。それまで
はITについてあまり興味はなかったのですが，世の中を変えてしまった人物のこ
とを知るうちに，将来はコンピュータの世界で生きていきたいと思いました。
KCGは歴史があり，カリキュラムやウェブサイトも魅力を感じたので進学を決め
ました。奨学制度が活用できるようになったことも大きな理由のひとつです。
　じっくり学び大卒同等の高度専門士が取得できる4年制課程に入学，ITの
知識と技術が皆無に近かった自分を，先生たちが丁寧に指導してくださいまし
た。入学間もないころはSNSでKCGの先輩らをフォローして「新入生です。よ
ろしくお願いします」とアピールを続けました。そのかいあって，学業やサークル
活動で周りの方々が助けてくれましたね。自分は外部の方と交流するのが好き
で，さまざまな考え方があるのだと学べます。後輩の皆さんもぜひ，外の世界を見
に扉を開けてほしいです。「KCGで学んだから今の自分がある」と心の底から
感じています。

山中 爽史さん

Androidアプリエンジニア

株式会社AbemaTV
※株式会社サイバーエージェント入社
情報科学科 
兵庫県伊丹市立伊丹高校出身
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KCG  ALUMNI

KCG  ALUMNI

　岡 花音さん

GMOインターネット（株）
アート・デザイン学科
京都府立朱雀高校出身

グラフィックデザイナー

木戸 美佳さん

（株）タガヤ
アート・デザイン学科
滋賀県立大津商業高校出身

映像クリエイター

武田 魁一さん

ダイコロ（株）
アート・デザイン基礎科
京都府立木津高校出身

企画デザイン・DTP

川並 ひできさん

（株）カプコン
ゲーム学科
滋賀県立長浜北星高校出身

ゲームプランナー

保田 愛美さん

（株）トーセ
ゲーム学科
京都府立園部高校出身

ゲームプランナー

塩谷 祐也さん

（株）イルカ
ゲーム学科
京都府 東稜高校出身

ゲームデザイナー

速水 大秀さん

（株）ゲームスタジオ
ゲーム開発基礎科
京都府立京都高等技術専門校出身

ゲームプログラマ

宇野 雅史さん

（株）クラウドクリエイティブスタジオ
ゲーム学科
京都府 京都聖カタリナ高校出身

ゲームプログラマ

酒井 啓輔さん

（株）ヘッドロック
ゲーム学科
長野県 東京都市大学塩尻高校出身

ゲームプログラマ

田 志帆さん𠮷
（株）エクスジール
ゲーム開発基礎科
滋賀県立大津商業高校出身

ゲームプランナー

後藤 良太さん

クリプトン・フューチャー・メディア（株）
ゲーム学科
滋賀県立水口高校出身

ゲームプログラマ

足立 嵩さん

富士通（株）
情報工学科
滋賀県立高島高校出身

システムエンジニア

千足 惟智さん

（株）フルノソフテック
情報工学科
兵庫県立西宮甲山高校出身

システムエンジニア

南 泰行さん

（株）デンソーテンテクノロジ
情報工学科
滋賀県立八幡工業高校出身

システムエンジニア

大西 未喜さん

日立ヘルスケアシステムズ（株）
情報工学科
大阪府 向陽台高校出身

システムエンジニア

北尾 卓巳さん

トヨタテクニカルディベロップメント（株）
コンピュータ工学科 自動車制御コース
大阪経済法科大学出身

エンジニア

福井 鉄生さん

（株）デジサイトグラフィックス
芸術情報学科
滋賀県立草津高校出身

3DCGデザイナー

村田 陽斗さん

（株）平安製作所
ビジネス基礎科
滋賀県立安曇川高校出身

機械設計エンジニア

中原 和真さん

日本アイ･ビー･エム･サービス（株）
経営情報学科
滋賀県立長浜北星高校出身

システムエンジニア

堀田 万葉さん

ヒューマンウェア（株）
ビジネス基礎科
滋賀県立綾羽高校出身

システムエンジニア

渡邊 郁さん

（株）ラクジン
ビジネス基礎科
島根県立大学短期大学部出身

事務職

吉田 友也さん

富士通（株）
情報科学科
京都府立亀岡高校出身

システムエンジニア

小田 圭介さん

（株）IMAGICA Lab.
情報科学科
滋賀県立彦根工業高校出身

映像技術職

谷口 一稀さん

ユニチカ（株）
情報科学科
京都府 京都聖カタリナ高校出身

システムエンジニア

田口 龍之介さん

日立物流ソフトウェア（株）
ネットワーク学科
岡山県立倉敷工業高校出身

ネットワークエンジニア

金川 祐太郎さん

ピクシブ（株）
情報科学科
京都府 京都共栄学園高校出身

開発職

清川 碧里さん

（株）NTTデータSBC
情報処理科
滋賀県立安曇川高校出身

システムエンジニア

阪田 祐宇さん

チームラボ（株）
メディア情報学科
大阪府立大冠高校出身

スマホアプリエンジニア

94 95



働きながら，またはダブルスクールで学ぶ

コンピュータ工学コース
自動車制御コース

全日制2年

全日制3年

全日制4年情報工学科

コンピュータ工学科

コンピュータ工学基礎科

全日制3年

全日制2年

全日制4年ゲーム学科

ゲーム開発学科

ゲーム開発基礎科

全日制3年

全日制3年

全日制2年

国際自動車制御コース（留学生対象）
応用情報学科

国際情報コース（留学生対象）
コンピュータ工学科

ＲＩＴ大学院修士課程留学コース（4年制大学卒業者対象）
国際ＩＴコース（留学生対象）

情報処理科

全日制4年
芸術情報コース　マンガ・アニメコース

全日制3年
全日制3年

芸術情報学科

アート・デザイン学科
マンガ・アニメ学科

アート・デザイン基礎コース　マンガ・アニメコース 全日制2年アート・デザイン基礎科

全日制4年

全日制3年医療情報コース　海洋ITコース
農業ITコース　フィンテックコース

応用情報学科
経営情報学科

全日制2年ビジネス基礎科
全日制2年医療事務学科

全日制1年

夜間2年夜間部

情報コミュニケーションコース
大卒者スキルアップコース イブニング1年コース

情報コミュニケーション科

情報コミュニケーション科

ITを駆使して
ビジネスの最先端へ

最先端で
情報社会を支える

最先端の
制御系エンジニアを
目指す

最先端の
ゲームクリエイターを
目指す

最先端の
デジタルアーティストを
目指す

広告デザイナー

映像クリエイター

Ｗｅｂデザイナー

ＣＧクリエイター

医療事務

事務・経理・営業

システムエンジニア

IT／金融コンサルタント

プログラマ

システムエンジニア

ネットワークエンジニア

ソリューションエンジニア

ゲームプログラマ

ゲームデザイナー

ゲームプランナー

ゲームディレクター

制御系プログラマ

メカトロニクスエンジニア

ハードウェア開発者

組込みシステムエンジニア

システムアドミニストレータ

システムエンジニア

事務・経理・営業

プログラマ

カーエンジニア コンピュータサイエンス研究者

プログラマシステムエンジニア

全日制4年

情報処理コース　IT声優コース
大学院併修プログラム

全日制3年

全日制2年

全日制3年メディア情報学科

ネットワーク学科
情報処理科

情報科学科

高度
専門士

職業実践
専門課程

高度
専門士

職業実践
専門課程

高度
専門士

職業実践
専門課程

高度
専門士

職業実践
専門課程

高度
専門士

職業実践
専門課程

詳細は

 P.98～

詳細は

 P.112～

詳細は

  P.128～

詳細は

 P.142～

詳細は

 P.156～

詳細は

 P.168～

詳細は

 P.171～

アート・デザイン学系

ビジネス学系

エンジニアリング学系

情報コミュニケーション科

IT留学で世界を目指す

デジタルゲーム学系

コンピュータ
サイエンス学系

K
C
G
学
科
一
覧

業界の第一線で活躍する企業や
現役のプロフェッショナルと連携
し，実践的な専門教育を受けられ
ることが認定の要件になっていま
す。KCGは認定を受けた5学科に
限らず，他の2～3年制の学科で
も，1963年の創立以来，一貫して
IT関連の最先端を走る人材を育
成するための教育に取り組んで
います。他の学科も今後順次，認
定を受けるための準備を進めて
いく計画です。

職業実践
専門課程とは

充
実
の
5
学
系
19
学
科
で
、

無
限
に
広
が
る
夢
の
カ
タ
チ
。
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アートの基礎と最新のデジタル技術をしっかり学ぶ。
コンピュータスキルを修得できるので就職にも有利！

アート・デザイン学系

Art&Design

寺村慎悟さん
アート・デザイン学科
滋賀県立彦根翔陽高等学校出身

桶本明日香さん
アート・デザイン学科
京都府立桂高等学校出身

社会で求められるコンピュータの基本技術や知識を修得
したうえで，デジタルアート界で活躍できる最新のスキルを
身につけます。デッサンや色彩などデザインの基本にはじま
り，デザイン制作ソフトの使用方法，プロジェクト進行に必
要なプランニング能力やマネジメントなども学びます！

3年制のマンガ・アニメ学科では，アナログのマンガ・アニメ
制作の手法や歴史を踏まえつつ，デジタルでの作品制作に
取り組みます。制作現場や出版，流通分野で活躍できる人
材を育成します！

皆さんは「この映画はどうやって作られているのだろう？」とか，

「こんなイラストが描けたらいいな」と思ったことはありません

か？ 私自身も高校生の頃，色んな雑誌を見て「グラフィックデザ

インを仕事にできたらいいな」と思っていました。

ほんの少しの興味や夢をきっかけに，実際にデザインやITを学ん

で，同じ夢を持つ仲間とアイデアや考えをぶつけ合うことで，自

分のセンスと技術を磨いていけるのです。

「こんな作品を作ってみたい！」という気持ちが一番大切。KCG

で夢をかたちにして，アート・デザインを仕事にしてみませんか？

「作ってみたい」，
その気持ちを確かな技術に。

学系教員からのメッセージ最
新
の
制
作
技
術
を
身
に
つ
け
た

ク
リ
エ
イ
タ
ー
、デ
ザ
イ
ナ
ー
に
な
る
！

最新のIT知識に加えて
高度なデザイン力を修得！

日本のマンガ・アニメ業界を
本格的に学ぶカリキュラム！

全日制4年

芸術情報コース
マンガ・アニメコース

全日制3年

全日制3年

芸術情報学科

アート・デザイン学科

マンガ・アニメ学科

アート・デザイン基礎コース
マンガ・アニメコース

全日制2年
アート・デザイン基礎科

高度
専門士

職業実践
専門課程

専門士

専門士

専門士

アート・デザイン学系教員

藤田啓輔先生

京都コンピュータ学院　
芸術情報学科卒業
「映像実習」
「プロジェクト演習」などを担当

目指す
職種

● ＣＧクリエイター
● Ｗｅｂデザイナー

● 映像クリエイター
● 広告デザイナー

CG-ARTS協会
認定教育校
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共通科目 芸術情報学科の科目アート・デザイン学科の科目アート・デザイン基礎科の科目

共通科目 アート・デザイン学科の科目アート・デザイン基礎科の科目

共通科目

芸術情報学科

※各学科で学ぶ代表的な専門科目を抜粋して掲載しています。　※技術の進歩，社会のニーズに即応するため，年度・学期により開講科目が多少異なることがあります。

マンガ・アニメ学科の科目についてはP.111をご覧ください。

●制作ソフトの入門

グラフィックツール入門 1，2 映像入門 1，2 Web入門 1,2

3DCG入門 1，2 DTP入門 1，2
など

●表現・制作の専門スキルを身につける

3DCG 1，2 Webデザイン 1，2 ビデオ制作 1，2 広告デザイン 1，2

など

●制作ソフトを専門的にマスターする

3DCG実習 1，2 Web実習 1，2

映像実習 1，2 広告・DTP実習 1，2

など

●多彩な制作技法を学ぶ

コマアニメーション入門 1，2

など

●高度な制作技術の研究

ノードベースコンポジット 1，2

など

●作品の構成を深く考える

3DCG・映像研究 1，2 広告・Web研究 1，2

など

●表現の幅を広げる

ドローイング演習 3,4写真実習 1,2

表現研究 1，2 背景デザイン 1，2

など

アート・デザイン学科

アート・デザイン基礎科

現在は，ＣＧ，映像，Ｗｅｂ，出版物など，

あらゆるコンテンツ，広告メディアがデジタル制作されています。

ＫＣＧのアート・デザイン学系では，アートの基礎力や

コンセプトメイキング力を備え，業界標準のソフトウェアを

自在に使いこなす実践的な制作スキルを身につけた

クリエイター，デザイナーを育成します。

●アートの基礎力を身につける

ドローイング演習 1，2 デザイン入門 1，2 アニメ制作入門

マンガ制作入門 文章構成法 キャラクター制作 1，2

色彩レイアウト演習 1，2

など

■ アート・デザイン学科 カリキュラム

アート・デザイン
基礎科
卒業年次

アート・デザイン学科
卒業年次

芸術情報学科
卒業年次

全日制
3年

アート・デザイン学系の学習内容

全日制
2年

■ アート・デザイン基礎科 カリキュラム

共通科目

アート・デザイン基礎科の科目

■ 芸術情報学科 カリキュラム

専門士

専門士

全日制
4年

高度
専門士

職業実践
専門課程

年次
4

年次
3

年次
2

年次
1

100 101

A
rt&

D
esign

Art&Design



クライアントからの
依頼による，Ｗｅｂサイトの

制作プロセスを
追いかけました。

各ページに掲載する情報を整理し，ア
イキャッチのためのアイコンやＦｌａｓｈ
素材を作成します。

素材の整理，作成

クライアントとミーティングを行い，
Ｗｅｂページのコンセプトを確認します。

要望・コンセプトの確認

インタラクティブなＷｅｂページにする
ためにはプログラミングの作業も重要
です。

プログラミング，動作確認

サイトを訪れた人が利用しやすいよう
に，視認性や動線を考えてレイアウト
します。

ページレイアウト

Ｗｅｂサイト全体の骨組みを決める重
要な作業です。

サイト構成図・画面遷移図の作成

できあがったＷｅｂページをアップロードし，インターネットで閲覧できるよう
にすれば完成です。

完成

業界を導くアートディレクターになる 独創力・提案力を備えた
クリエイター，デザイナーになるデジタルアートの可能性を極限まで追究するとともに，作品の完成像を

事前に想定し，プロジェクトを成功に導くプランニング能力や
マネジメントスキルも兼ね備えたアートディレクターを育成します。

How to Create Works

Web
サイトの
作りかた

芸術情報学科 アート・デザイン学科

高度な制作技術を身につけ，クライアント（顧客）の要望を聞きながら交渉・提案が
できるコンセプトメイキング力，プレゼンテーション能力を持った人材を育成します。

全日制
4年

高度
専門士

職業実践
専門課程 全日制

3年
専門士

●映像クリエイター
●広告デザイナー
●ゲームＣＧデザイナー
　　　　　　　　　など

●ＣＧクリエイター
●Ｗｅｂデザイナー
●ＤＴＰデザイナー

目指す職種

●広告デザイナー
●映像クリエイター
●ＤＴＰデザイナー
　　　　　　など

●アートディレクター
●Ｗｅｂデザイナー
●ゲームＣＧデザイナー
●ＣＧクリエイター

目指す職種
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株式会社ガイナックスの創立者のひとりで京都情報大学院大学（KCGI）の武田康廣教授は，
京都コンピュータ学院（KCG）鴨川校内に株式会社GAINAX京都を設立しました。武田教授
自らが代表取締役に就き，鴨川校の実習室をマンガ・アニメ関連の研究室・ゼミ室と位置付け，
そこを拠点にアニメ企画，TV作品や短編，映画等の制作，原作やキャラクターの開発などの活
動を2017年から開始しました。当初は30人のアニメーターを確保，将来的には100人程度の
アニメ制作スタジオを目指します。KCGマンガ・アニメコースの学生たちは第一線の現場が身近
な場所に設けられることから，より実践的な学習が実現します。

ガイナックスが京都に新会社設立，
鴨川校にマンガ・アニメ関連の研究室・ゼミ室を開設

※技術の進歩，社会のニーズに即応するため，年度・学期により開講科目が多少異なることがあります。

P.110,111に記載されている科目以外にも，以下のような科目が選択できます。

Ａｃｃｅｓｓ実習
Ｃ＃実習
Ｃ＋＋実習
ＣＧ数学
Ｃ言語実習

ｅビジネス概論
ＩＴパスポート試験対策演習
ＩＴ活用技法
JavaScript実習
Ｊａｖａ実習
PHP実習
ＳＰＩ演習
Unity入門
ゲームプログラミング実践

ＶＢ.ＮＥＴ実習
Ｗｅｂ技術概論
WindowsServer管理実習
WindowsAPI基礎
アルゴリズム
ゲーム業界研究
ゲーム設計
ゲームデザイン
コミュニケーション技法

システム開発入門
データベース設計
ネットワーク入門
ヒューマンインタフェイス
ビジネス文書演習
プレゼンテーション入門
マルチメディアプログラミング
メディア技術概論
基本情報技術者試験対策演習

経営情報システム
計算機システム概論
情報セキュリティ
情報数学
情報倫理
統計学
簿記会計

デジタルでのマンガ・アニメ制作技術を
備えたマンガ家，アニメーターになる
アナログのマンガ・アニメ制作の手法や歴史を踏まえつつ，デジタルでの作品制作に
取り組みます。制作現場や出版，流通分野で活躍できる人材を育成します。

デジタルアート業界を支える
クリエイター，デザイナーになる
デッサンや色彩感覚などのアートの基礎力と制作ソフトを使いこなすスキルを
身につけ，コンセプトに基づいた創作活動を展開できる人材を育成します。

TOPICS アート・
デザイン学系の
専門選択科目

王立宇宙軍 オネアミスの翼王立宇宙軍 オネアミスの翼

放課後のプレアデス
ⒸGAINAX／放課後のプレアデス製作委員会
放課後のプレアデス
ⒸGAINAX／放課後のプレアデス製作委員会トップをねらえ!トップをねらえ! 彼氏彼女の事情彼氏彼女の事情

専門士専門士マンガ・アニメ学科 全日制
3年

アート・デザイン基礎科 全日制
2年

●ゲームＣＧデザイナー
●ＤＴＰオペレーター
　　　　　　　　　など

●ＣＧクリエイター
●Ｗｅｂデザイナー
●ノンリニア編集
  オペレーター

目指す職種

●CGアニメーター
●イラストレーター
●広告デザイナー
　　　　　　など

●アニメーター
●マンガ家
●デジタルペインター
　（色彩設計）

目指す職種
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アート・デザイン学系は，教員も一流のクリエイターぞろいです。その教員たちから学んだ学生の作品を紹介します。

アート・デザイン学系の学生作品紹介

3DCG

「SMARTPHONE vs. CELLULAR PHONE」　3DCGと実写映像の合成作品

イラスト

Web

広告デザイン

106 107

A
rt&

D
esign

Art&Design



就職先企業実績（抜粋）

●（株）デジタル・フロンティア
●（株）日テレ・テクニカル・リソーシズ
●（株）グラフィニカ
●（株）エイチーム
●（株）フィールド
●（株）タガヤ
● フラックワークス（株）
● 佐川印刷（株）
●（株）MAGES.
● 凸版印刷（株）
●（株）アルヴィオン

●（株）IMAGICA Lab.
● GMOインターネット（株）
●（有）キュー・ゲームス
●（株）界グラフィックス
● Sky（株）
●（株）ファンテックス
●（株）テレコープ
●（株）サンパチ・クリエイティブ
●（株）アスカネット
●（株）デジサイトグラフィックス
● モバーシャル（株）

●（株）東通
●（株）画龍
● Vogaro（株） 
●（株）エレファント
●（株）ランプ 
●（株）ヌマイ印刷
● ナベプロセス（株）
●（株）響映 
●（株）リーピー
●（株）永昌堂印刷 
●（株）かいのホールディングス

川端 泰宗さん Kawabata Yasumoto

　高校卒業後，大阪の専門学校に入りゲーム制作を勉強して
いましたが，実家の仕事を手伝うため1年で退学しました。2年
ほど家業とアルバイトを続けましたが，やはり将来はクリエイテ
ィブな仕事に就きたいと思い，専門学校に再入学することにし
ました。KCGは滋賀県の自宅から通いやすく，オープンキャン
パスも良かったので決めました。勉強では特にWebデザインな
どに力を入れました。いろいろな知識が身につき，満足していま
す。友達もたくさんできて，毎日学校に通うのが楽しみでした。
　京都市にあるECサイト構築・運用やWebシステム開発を手
掛ける企業に内定をいただきました。職種はWebデザイナーで
す。普段からECサイトをよく使っているので，その仕事に携わ
れるのは，とてもうれしいです。デザイナーとして働くのも以前
からの希望でした。就職後は早く仕事に慣れ，一人前になって
ECサイトのデザイン，構築を手掛けたいです。将来は社会に役
立てる，誰からも認められるWebデザイナーになりたいですね。

アート・デザイン学科　
滋賀県立八幡商業高等学校 出身

Message

先輩の
メッセージ

ア
ー
ト
・
デ
ザ
イ
ン
学
系
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
演
習

●3ＤＣＧアニメーション作品

　「ステンレスてつじ」

　「時計の見せる夢」

　「car-speed」

　「ONESELF」

　「YOUR NOISE」

  「SMARTPHONE vs. CELLULAR PHONE」 

●映像作品

　短編映画「ベルマー見えない星ー」

　短編映画「イネムリコレクション」

　短編映画「MEḾENT MORI」

　プロモーションビデオ
　「詩人 choriーすべて光ー」

　ドキュメンタリー映画「ヌメミィ」

●雑誌・写真集

　ファッション系雑誌「mum」

　商店街広告冊子「rest roadーshop guideー」

　アクセサリー写真集「My jewelry book」
●その他

　ＭＩＤＩ音声合成システムの開発

社会人として身につけておくべき，グループワークにおけるコミュニケーションの取りかたやスケジュール管理のしかたを演習します。
映像作品やロゴデザイン，Ｗｅｂサイトなど，自分の興味のある分野をテーマとした調査やディスカッションを行います。

■作品制作プロジェクト
2年次春学期までに学んだ技術を活用し，３ＤＣＧや映像，Ｗｅｂ，広告などのオリジナル作品を制作します。コンセプトメイキングから
仕上げまでをひととおり経験することで，それぞれの作業工程の意味や重要性も学べます。

■イメージングアートプロジェクト
「After Effects」「Premiere」「Maya」など，プロ仕様のノ
ンリニア編集ソフトや３ＤＣＧソフトを使用して映像作品を制
作します。ブルーバックを用いた実写とＣＧのクロマキー合成
や，ＣＭ，ミュージックビデオなど，個性あふれる作品制作に取り
組みます。

■マルチメディアパブリッシングプロジェクト
「Ⅰllustrator」，「ⅠnDesign」などのソフトを使用したポスタ
ー制作や雑誌の編集，「Flash」を使ったインタラクティブな
Ｗｅｂサイトの制作などに取り組みます。企業からの制作依頼
を受けることもあります。

■アーティスティックモデルプロジェクト
4年間の学習の集大成として，修得した技術を駆使し，ＣＧア
ートやアニメーション，映像，ゲームなど高度で独創的なアート
作品の制作や，新たな表現形態の開拓に取り組みます。プロ
ジェクト管理手法に基づいて制作を進め，共同作業を行いな
がら，実社会で活かせるマネジメントスキルやリーダーシップを
身につけます。

プロジェクト演習 1年次1

プロジェクト演習 2年次2

プロジェクト演習 3年次3

プロジェクト演習 4年次4

過去の研究テーマ（抜粋）

Company List

ECサイト関連企業で
希望のデザイナー職に

株式会社イメージデザイン／Webデザイナー
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アート・デザイン基礎科 アート・デザイン基礎コース

マンガ・アニメ学科芸術情報学科

▶アート・デザイン学系　１年次春学期の典型的な履修例

1

2

3

4

5

月

ドローイング演習１

ドローイング演習１

グラフィックツール入門１

グラフィックツール入門１

火

映像入門１

映像入門１

水

色彩レイアウト演習１

色彩レイアウト演習１

キャラクター制作１

キャラクター制作１

木

プロジェクト演習１

プロジェクト演習１

Ｗｅｂ入門

Ｗｅｂ入門

金

中国語

特別講義１

天文学

写真実習 2年次
撮影環境や配置に応じたデジタルカメラ
の調整法を学びます。写真の表情をより
深め，広く表現の手段として使えるように
なることを目標にします。

3ＤＣＧ・映像研究 4年次
映画やＣＭなどの作品鑑賞や，ＶＦＸ技術
を駆使した作品制作を通して，人の心に
残る映像表現について考察を深めます。

表現研究 2年次
音楽，演劇，ビデオクリップなどでアート史
に大きな影響を与えた作品を鑑賞し，創
作活動に対するモチベーション，メッセー
ジの込めかたなどを学びます。

広告・Web研究 4年次
雑誌や新聞などの広告デザインについ
てハイレベルなテクニックをマスターしま
す。学生自身が制作したWebやDTPな
どの作品をさらにブラッシュアップし,成果
物としてのクオリティを高めていきます。

グラフィックツール入門 1年次
画像編集ソフト「Photoshop」や描画ソ
フト「Ⅰllustrator」など，定番ソフトの操作
法を基本から学びます。

3ＤＣＧ 2年次
プロ仕様の３ＤＣＧソフト「Ｍａｙａ」を使用
し，３Ｄモデリングや照明効果，カメラワー
クを駆使して，迫力のある３Ｄアニメーショ
ン作品を制作します。

Ｗｅｂデザイン 2年次
業界で広く使われているＷｅｂ開発ツー
ル「Dreamweaver」を使用し，“Ｗｅｂサ
イトを設計する”という視点から制作に取
り組みます。

広告・ＤＴＰ実習 3年次
ポスターや雑誌，新聞広告などのデザイン
をします。色彩コーディネート力，レイアウト
感覚を養い，DTP技術を身につけます。

映像実習 3年次
映像の撮影および編集のスキルを高め
るとともに映像処理ソフトウェアの使用
方法を学びます。さらにDVDのオーサリ
ングやインターネット映像配信の作成方
法も学習していきます。

コマアニメーション入門 3年次
手描きのイラストや切り絵，粘土などのア
ナログな素材を使ってシーンを用意し，少
しずつ動かしながら撮影してアニメーショ
ン作品を制作します。

マンガ概論 1年次
マンガについての総合的な知識を学びま
す。マンガの歴史と，マンガ特有の記号
や擬音などの表現，マンガ制作の流れと
ビジネス，さらには近年のデジタル化や著
作権問題に至る幅広い知識を得ます。

アニメ概論 1年次
マンガ映画，テレビマンガと呼ばれていた時
代から，数回のブームを経て，アニメと呼ばれ，
世界中で大人気になるまでの歴史を中心に，
アニメ制作の流れや関連産業，最新のデジ
タル化など幅広くアニメについて学びます。

作画入門 1年次
マンガ・アニメ共通の「キャラクター」と
「背景」の作画手法を学びます。ストーリ
ーや写実的なドローイングやデッサンを基
礎としつつ，デフォルメを含むマンガ・アニ
メらしい線画の手法を体得します。

作話入門 2年次
マンガ・アニメを問わず必要な1.演出・表
現・コマ割り，2.概論・キャラクター・構造，
3.ストーリー・構成・アイデアという3つの
テーマから，マンガの作話の基礎につい
て学びます。

キャラクターイラスト実習 2年次
基本的なアタリをとって顔を描く方法から始
まって，老若男女の描き分けや表情付けに
ついて学びます。さらに体の描き方の基本
に進み，さまざまな身長やプロポーションの描
き分けとポーズ付けについて学んでいきます。

絵コンテ実習 3年次
アニメの設計図となる絵コンテを学びます。
いくつかのシナリオを元に３０秒から１分程
度の短いアニメの絵コンテを作成します。
絵コンテの構成要素と実際のアニメの動
き・演出との関連を理解できるようにします。

ドローイング演習 1年次
あらゆる芸術表現の基礎となるデッサン
力を身につけます。人物や静物などの対
象をじっくり観察し，特徴をとらえて鉛筆や
筆でキャンバスに描き出します。

グラフィックツール入門 1年次
画像編集ソフト「Photoshop」や描画ソ
フト「Ⅰllustrator」など，定番ソフトの操作
法を基本から学びます。

Ｗｅｂ入門 1年次
Ｗｅｂサイト制作の基本となる「ＨＴＭＬ」
の文法と，スタイルシートを使ったページ
デザイン手法を学びます。

ビデオ制作 2年次
ショートムービーやプロモーションムービ
ーなどの映像作品を制作します。ストーリ
ーボードの作成からカメラワーク，デジタル
編集まで，すべての工程を経験します。

広告デザイン 2年次
雑誌やＣＤジャケット，チラシ，大型ポスタ
ーなどを制作します。さまざまな種類の印
刷物制作を経験し，編集ノウハウを身に
つけます。

キャラクター制作 1年次
オリジナルのキャラクター制作を通じて，
イラストの描きかた全般を学びます。ゲー
ム，マンガ，アニメーションなどへの発展的
視野を得られます。

色彩レイアウト演習
ポスターカラー，絵の具，雑誌の切り抜き
などさまざまな材料を使用して色彩の体
系・構造を学びます。効果的な配色技法
を身につけ，表現力を高めます。

Web実習 3年次
広告媒体としてＷｅｂをどのように展開す
べきか，視覚的なデザインだけでなくマー
ケティングの観点からも実践研究します。

1年次

アート・デザイン学科

アート・デザイン学系の注目科目
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学系教員からのメッセージＩ
Ｔ
で
新
し
い
潮
流
を
作
る

ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
に
な
る
！

全日制4年

全日制2年

全日制2年

全日制3年

経営情報学科

医療情報コース
海洋ITコース
農業ITコース
フィンテックコース

応用情報学科

医療事務学科

ビジネス基礎科

中原和真さん
経営情報学科
滋賀県立長浜北星高等学校出身

文章作成力やMicrosoftのOfficeソフト，プレゼンテー
ションスキル，簿記会計などの技術や知識に加え，プログラ
ミングや経営に関するカリキュラムを準備。あらゆる産業
分野で幅広くIT業界に対応する力が修得できます！

4年制の経営情報学科では，企業資産管理ERPの技術を
学び，グループ校である京都情報大学院大学へ続く「六年
一貫教育プログラム」が設置されています。大学院に進学し
て，応用情報分野の最高学位である「情報技術修士（専門
職）」を取得し，企業のIT部門を担う人材を目指します！

京都情報大学院大学へ続く
特別な教育プログラム！

ビジネスパーソンに必要な
スキルを学ぶカリキュラム！

高度
専門士

職業実践
専門課程

専門士

専門士

専門士

ビジネス学系

仕事に役立つビジネススキルを身につけ，資格を取得する。
情報技術で業務を革新，企業の第一線で活躍する！

Business&Management
目指す
職種

● I T／金融コンサルタント
● システムエンジニア

● 事務・経理・営業
● 医療事務

ICT（Information and Communication Technology）の世

界は，いまも継続進化しています。ハードウェアは日進月歩で進

化して演算処理速度は高速化するばかりです。「質の高いICT

インフラの整備」を総務省が提唱しているように，各システムを

つなぐインフラも，今後さらに進化するでしょう。

小学校からプログラミングの授業が導入されて，現在ではICT

の知識は不可欠なものになっています。ビジネス学系では，

ICTの基礎知識となるプログラミングとデータベースの知識に加

えて，ビジネスで必要なプレゼンテーションの技能・会計の知

識をはじめ，各分野へのICT応用に必要な専門知識を加味した

教育を行っています。各種分野で活躍することのできる，オー

ルラウンドな人材の育成を目的としています。

オールラウンドな人材。

ビジネス学系主任

立嶋清雅先生

京都情報大学院大学　
応用情報技術研究科修了。
「.NET開発実習」
「VB.NET実習1,2」
「プロジェクト演習2」
「PHP実習」などを担当。
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ビジネス学系の学習内容
高度情報化社会と呼ばれる現在，ICT（情報通信技術）について理解し，

高いレベルでコンピュータを使いこなさなければ，

「できる」ビジネスパーソンにはなれません。

KCGのビジネス学系では，業務知識とコンピュータスキルとを併せ持ち，

深い洞察力と的確な判断力でビジネスを加速させる人材を輩出します。

このページは経営情報学科・ビジネス基礎科の学習内容です。
応用情報学科の科目についてはP.126～127， 医療事務学科の科目についてはP127をご覧ください。

共通科目 経営情報学科の科目ビジネス基礎科の科目

共通科目 ビジネス基礎科の科目

年次
2

●オフィスツールの利用技術・
　自己表現力・論理力のスキルアップ

ＳＰＩ演習

文章構成法

表計算実習 コミュニケーション技法 1,2

ビジネス文書演習 など

●ビジネスの基本

経営情報システム 簿記会計 統計学

など

経営情報学科

●企業活動や経済のしくみ

など

企業研究

情報倫理

ｅビジネス概論

企業システム入門

経済学 1,2

ビジネス関連法規

●業務効率を上げるツール活用とその理論
Ａｃｃｅｓｓ実習 統計解析 情報セキュリティ

プレゼンテーション入門 オペレーションズ・リサーチ .ＮＥＴ開発実習

※各学科で学ぶ代表的な専門科目を抜粋して掲載しています。　※技術の進歩，社会のニーズに即応するため，年度・学期により開講科目が多少異なることがあります。

ＨＴＭＬ・ＣＳＳ実習

●システム開発の基礎
Ｗｅｂ技術概論 ＸＭＬ入門

JavaScript実習 Visual Ｃ＃実習

ＰＨＰ実習

など

●情報システムの設計・開発
情報セキュリティ特論 Oracle実習

Linuxサーバ構築学習

オブジェクト指向設計実習

ビジネス基礎科

経営情報学科
卒業年次

応用情報学科
卒業年次

ビジネス基礎科
医療事務学科
卒業年次

共通科目

など

●経営の最適化
経営学 マーケティング概論

ＥＲＰ入門 ビジネスプロセスモデリング

など

など

●マネジメントスキル・問題解決手法の修得
プロジェクト管理技法 データマイニング

ERP開発実習シミュレーション技法

など

■ ビジネス基礎科 カリキュラム
専門士全日制

2年

Python実習 1,2 データベース設計

●ITの基礎
ＶＢ.ＮＥＴ実習 1,2 計算機システム概論 1,2

アルゴリズム 1,2 システム開発入門

など

全日制
4年

高度
専門士

職業実践
専門課程

年次
1

年次
4

年次
3

■ 経営情報学科 カリキュラム

Business&Management
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六年一貫教育
プログラム対象

学科

経営情報学科 ビジネス基礎科
ビジネスマナーとパソコンスキルを磨いて
できるビジネスパーソンになる
ビジネスマナーやコミュニケーションスキル，Word・Excel・Accessなどのオフィスツールの利用技術など，
社会人としての基本スキルを身につけながら，簿記会計や会社のしくみをはじめとした業務知識を学びます。
どのような業種でも即戦力として活躍できるビジネスパーソンを育成します。

企業に最適な情報システムを提案し
ビジネスをリードするコンサルタントになる
企業における各部門の業務内容や収益性の分析手法などの経営知識とともに，実践的な情報通信技術を学び，
ITを駆使してビジネスを牽引するリーダーとしての素養を身につけます。生産管理や顧客管理など
部門間をまたいだ情報システムを設計・提案できるITコンサルタントやプロジェクトマネージャーを育成します。

全日制
2年

全日制
4年

高度
専門士

職業実践
専門課程 専門士

異業種間で共通して
使用できる

基幹業務システムの
開発プロセスを追いました。

How to Create Works

基幹業務
システムの
作りかた

メーカーと流通業で共通して使える基幹業
務システムを開発することになりました。まず，
メンバーの役割・スケジュールを明確にします。

企画

書籍やインターネットで，対象となる業
界の標準的なビジネスプロセスを調
べます。

企業のビジネスプロセスの調査

システムに求められる項目をまとめ，
プログラム設計図を作成します。

システム要件の検討

プログラム設計図に基づいてシステムを
開発します。チーム開発では，各メンバーの
進捗状況を管理しながら作業を進めます。

システム開発

開発中のシステムのレビュー（検証）
をします。システムの設計にもれがな
いか，チェックを繰り返します。

レビュー

メーカーと流通業の共通基幹システムが完成しました！

完成
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海洋ITコース 農業ITコース応用情報学科 応用情報学科

次世代の農業IT化を先導する
エンジニアになる
農業ITコースでは，伝統的な農業分野の現場で求められる
作業の効率化やデータ収集，農業経営を支援するクラウドサービスの
活用・開発が行える次世代の農業IT化を先導する技術者を育成します。

漁業・海洋環境を支える
エンジニアになる

専門士専門士

海洋ITコースでは，高度なIT化とネットワーク化を実現した，GPSプロッタ，
魚群探知機，レーダー，ソナーなどの航海機器や漁労機器から得られた
膨大な海洋情報（ビッグデータ）をデータマイニングすることで
漁業などの海洋産業の効率化を実現するソフトウェア開発などに
精通した技術者を育成します。

全日制
3年

全日制
3年

海洋・水産の発展に向け，ITを活用した魚群探知機開発のほか，効率的で持続的な漁業実現のため，人工衛星を活用した
トレーサビリティ機能を持つ海洋の資源と環境に関するデータ収集システム導入などが模索されています。さらには，船舶の
省エネ，安全運航，温室効果ガス削減，海洋汚染防止，海洋自然エネルギー利用などに向けた船舶のIT化も迫られています。
このコースでは，これら海洋ITをリードするエンジニアを育成します。

海洋・水産分野の発展のためITを駆使できる人材に

農業は自然の恵みに頼る事が多い産業であり，ITとはもっとも縁遠いと思われてきました。しかし最近では，農作物の栽培環
境や状態をデータ化する事で客観的に農作物の栽培や農業経営について判断し，さらに農業機械の自動運転や「野菜工
場」と呼ばれる施設内での計画的な野菜生産の導入が進んでいます。2020年には農業IT化市場は2013年と比べ約9倍
の600億円程度にまで成長すると言われています。農業を成長産業へと転換し，農業を支える担い手を増やすためにも，ITを
農業に活用できるエンジニアの存在がますます重要となります。

農業の未来を担うシステムエンジニアへ
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● 医療情報基礎知識検定試験
● 医療情報技師能力検定試験
● 医師事務作業補助者検定試験　など

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

● ビジネス能力検定
● ビジネス文書技能検定
● 日商PC検定（文書作成）
● MOS（マイクロソフト オフィス 
　スペシャリスト）　など

医療機関，地域医療を支える
エンジニアになる
医療知識とITスキルを併せ持ち，これからの医療現場を担い，
情報化をリードするだけでなく，医療情報システム分野をリードする
高度なエンジニアを育成します。
関連するさまざまな資格の取得に挑戦します。

フィンテック分野を支える
エンジニアになる
「FinTech（フィンテック）」とは，「Finance（ファイナンス）」と
「Technology（テクノロジー）」の2つを併せた造語です。
LINEやFacebook経由の送金，指紋認証による支払い，仮想通貨など，
今後も発展が期待されるFinTech分野で活躍できる技術者を育成します。

続々と生まれる新サービス

Finance
金融 ￥ Technology

技術

複数の
クレジットカードを
1枚にまとめる

Credit
Card

Credit

Card
Credit
C
ard

C
red
it

C
ard

Credit
Card Credit

Card

ネット上で
個人のお金の
貸し借りを仲介

￥

指紋を登録して
支払いができる

￥

手数料が格安の
海外送金

￥

FinTech
金融 IT

銀行口座などと連携して
スマホで家計簿を管理

Bank

￥

日本では狩猟社会（Society 1.0），農耕社会（Society 2.0），工業社会（Society 3.0），情報社会（Society 4.0）に続く未
来社会として「Society 5.0」が提唱されました。「Society 5.0」ではロボットや自動走行車などの技術で，少子高齢化，地方
の過疎化，貧富の格差などの社会的課題の解決と経済発展の両立を目指します。AIやビッグデータの活用に加え，ブロックチ
ェーンや分散型台帳技術といった新しい情報技術を金融サービスに応用し，キャッシュレス化を実現するFinTech（フィンテッ
ク）もまた「Society 5.0」に求められる重要な技術となっています。

フィンテックコース 医療情報コース応用情報学科 応用情報学科
専門士専門士 全日制

3年
全日制
3年

フィンテックが求められる未来の社会「Society 5.0」
ソ サ エ テ ィ

取得を目指す 

資 格

医療情報・医療事務系 IT・ビジネス系
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麻田 真美さん Mami Asada
医療事務学科　クラーク記念国際高等学校

医療の分野では，病院の受付や医療費の計算，遠隔医療システム等が普及するなど，IT化が急速に進んでいます。しかし現
場では，医学・医療とITの知識の両方を兼ね備えた人材が圧倒的に不足しています。
京都コンピュータ学院は，IT化された医療現場で活躍できる人材育成のために，独立行政法人 国立病院機構 京都医療
センターと産学連携協定を結びました。医療系科目担当教員（講師）の派遣や学生インターンシップの実施など，業界と協
力して「ITの知識を持つ医療人」の育成に力を入れています。

医療事務学科 専門士全日制
2年

医療とコンピュータの知識を併せ持ち，
これからの医療現場の情報化を
リードするエキスパートになる
医療現場ではコンピュータ知識が必須になっていますが，
対応できる人材が不足しているのが現状です。医療事務学科では，
これからの医療事務部門の情報化をリードするエキスパートを育成します。

医療業界が求める「ITの知識を持つ医療人」の育成
● 医療事務管理士（医科）技能認定試験
● 診療報酬請求事務能力認定試験
● ホスピタルコンシェルジュ3級試験
● 医師事務作業補助者検定試験　など

● ITパスポート　● ビジネス能力検定
● ビジネス文書技能検定
● 日商PC検定（文書作成）
● MOS（マイクロソフト オフィス スペシャリスト）　など

取得を目指す 

資 格

医療事務系 IT・ビジネス系

　高校生の頃は，これといってやりたいことがなく，性格

が内向きなこともあって自分の将来に不安を抱いていまし

た。そのようなとき，親から病院の事務や受付の仕事はや

りがいがあり私に向いていると言われ，なんとなく勉強して

みようか，という気になりました。KCGに医療事務関連の

コースが新設されると聞き，オープンキャンパスに参加し

たところ，雰囲気がとても良く，最新の機器がそろっている

こと，医療事務コースは医療だけでなくITについても学べ

ることなどを知り，入学を決めました。

　資格取得を目指すための授業がとても充実していて，入

学してすぐに自分としての当面の目標が見つかりました。先

生方はみな優しく，手厚く指導してくれるなど，とても親身

に応対してくださいます。IT関連の授業は将来きっと役に

立つだろうと思い，頑張って受けています。授業の中で一

番楽しいのは電子カルテの実習ですね。実際に医療現場で

作業をしているような気分になります。

　1年次に挑戦した「ホスピタルコンシェルジュ3級」は患者

さんとの接遇の仕方が中心の資格なので，知らない人と接

するのがとても苦手な私にとって，ハードルが高かったのは

事実です。なので合格できたことは，ものすごく自信になり

ました。次の取得目標に定めた「医療事務管理士（医科）技

能認定試験」は難しく，何度も心折れそうになりましたが，

先生たちが試験対策としてみっちり指導してくださり，2年

の春学期に合格できました。

　2年の夏，総合病院でのインターンシップに参加しまし

た。受付にいて来院する患者さんに院内の案内をしたり，

機器の使い方を説明したりする内容で，最初は緊張して口

がうまく回らなかったりしたのですが，後に笑顔で言われた

「ありがとう」の言葉は心に響きました。卒業後は医療現場

で頑張っていこうと，あらためて誓いました。就職先として

は患者さんとの距離が近いクリニックを希望しています。

卒業までにさらに勉強して資格を加え，自信を持って社会

に羽ばたきたいと思っています。

学生のメッセージ

ホスピタルコンシェルジュ3級　
医療事務管理士（医科）技能認定試験 合格
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就職先企業実績（抜粋）

　コンピュータ，ITに興味があり，高校2，3年生のころからSE
やプログラマになれたらいいなと思っていました。高校の進路ガ
イダンスで専門学校を知り，オープンキャンパスに参加したとこ
ろ，KCGは設備が充実していると感じました。ほかの学校は3
年まででしたが，KCGには4年制課程があって大卒の学士と同
等の称号（高度専門士）が得られると分かり，入学を決めました。
授業では先生の教え方が丁寧で，納得できる勉強ができました。
友人もたくさんつくれて，学生生活は充実していました。
　IT関係のシステム作りを行う，京都市のアウトソーシング企
業から内定をいただきました。希望だったシステムエンジニア
（SE）としての採用で喜んでいます。自分の持っている技術がど
こまで通用するだろうかと不安は大きいですけれど，まずは会社
の仕事を覚えたいと思います。顧客企業に派遣される際，当面
は先輩が付いてくれるようですが，早く自分が付いていってあげ
る立場に，そして会社に頼られるSEになりたいです。将来は大
きな会社の基幹システムの構築にも携わってみたいですね。

ビ
ジ
ネ
ス
学
系
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
演
習

●スポーツ用品メーカーとコンビニエンスストアの共通基幹システムの開発
●オートモビルとエアラインの共通基幹システムの開発
●カスタマイズの自由度の高いグループウェア「PHOENIX」の開発
●Skype for Java APIを用いたグループウェア「Skype Canvas」の開発
●ボウリングのスコアを管理する登録制会員サイト「JUST POCKET」の作成
●新感覚☆遊んで自分を育てる「ぼくはプロジェリスト」

●家電業界向けERPパッケージの開発
●冷蔵庫在庫管理システムの開発
●ホテル宿泊予約オンラインシステムの開発
●サイバー墓地システムの開発
●スーパーマーケット業界向けERPの開発
●SAP販売伝票バッチインプット

社会人として身につけておくべき，グループワークにおけるコミュニケーションの取りかたやスケジュール管理のしかたを演習します。企業のＷｅｂ
サイトや，インターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービスなど，自分の興味のある分野をテーマとした調査やディスカッションを行います。

■業務アプリケーション開発プロジェクト
データベースを扱うスキルがあると，就職活動の際に大きなアピー
ルになります。このプロジェクトでは「Ａｃｃｅｓｓ」を利用し，実務に役
立つアプリケーションソフトを開発します。

■基幹業務パッケージ開発プロジェクト
企業内のさまざまなデータを一元的に管理し，業務を円滑に進める
ための基幹業務システムのパッケージソフトを開発します。

■Ｗｅｂサイト開発プロジェクト
ＨＴＭＬやＣＳＳ，JavaScript，ＰＨＰなどの技術を用い，仮想企業の
Ｗｅｂサイトを構築します。

■ビジネスモデル開発プロジェクト
どのような業務を行い，どのように利益を上げるかという事業のしく
みを「ビジネスモデル」といいます。このプロジェクトでは，市場調査
やデータマイニングの手法を活用し，実践的なビジネスモデルの提
案と，それに基づいたシステム構築を行います。

プロジェクト演習 1年次1

プロジェクト演習 2年次2

プロジェクト演習 3年次3

プロジェクト演習 4年次4

過去の研究テーマ（抜粋）

Company List

● オムロン（株）
● 日本アイ・ビー・エム・サービス（株）
●（株）サイコーポレーション
●（株）Ｎ．ジェン
●（株）ＫＤＳ
●（株）ヨドバシカメラ
●（株）ユーエスエス
● パイプドHD（株）
●（株）エスエスサポート
●（株）ソラスト

● 富士通（株）
● 京セラコミュニケーションシステム（株）
●（株）スリーエース
● 日本情報産業（株）
● フュージョン・システムズ・ジャパン株式会社
●（株）新学社
● リコージャパン（株）
● ソフトバンク（株）
●（株）ラクジン
● 社会医療法人 誠光会 草津総合病院

● ヤンマー情報システムサービス（株）
●（株）平安製作所
● パナソニックコンシューマーマーケティング（株）
● NTTコムウェア（株）
● 日本郵便（株）
●（株）JR東日本情報システム
● ウェルシア薬局（株）
●（株）アイ・ピー・エス
● 日本アクティ・システムズ（株）
●（株）ファルコバイオシステムズ

細見 健太さん Hosomi Kenta

経営情報学科
京都共栄学園高等学校 出身

Message

先輩の
メッセージ

SEとして大企業の
基幹システム構築が目標

株式会社エスユーエス／システムエンジニア
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ビジネス学系の注目科目
経営情報学科

医療記録と医療情報管理 1年次
医療記録の正しい書き方，患者情報の収集，安全な医療情
報の保存管理および医療記録の一元管理等について学
習します。さらに，膨大な臨床データが医療の質向上と政策
立案のために収集と分析が行われていることを理解します。

電子カルテ実習 2年次
医師のサポート役として医療機関に欠かせない存在
になるために必要な電子カルテシステムの知識と操作
能力を修得します。

医療先端情報学 3年次
医療情報分野の将来と医療情報技術者の役割について，
海外の動向や最新トピックスを紹介しつつ，日本の動向と将
来計画について学習します。また，最新の医療情報システム
を導入している医療機関での研修なども予定しています。

医療情報システム概論 2年次
医療情報システムに求められる要件等，医療情報の特性
とシステムの安全性について学習し，さらに病院情報シス
テムの導入と運用，地域の保健・福祉を支えるさまざまな
広域の医療情報ネットワークシステムについて学習します。

医学・医療総論
医療機関で働く専門職が共有すべき「健康の概念」を
把握し，医学の発展と倫理に裏打ちされた医療の役割
と提供のなされ方を学習します。

1年次

Visual Ｃ＃実習 2年次
プログラミング言語「Ｃ＃」を基礎から学
び，「.NET Framework」を利用してデー
タベースアプリケーションを作成します。

ｅビジネス概論 2年次
売上拡大やコスト削減，処理速度向上な
どを図り，企業の競争力をアップするには
ICTの利用が欠かせません。この科目では
ｅビジネス全般に関する理解を深めます。

データマイニング 4年次
大量のデータの中から有意な情報を取り出すデ
ータマイニング技術の基本概念を理解し，ビジネス
の現場でどのように活用していくかを考察します。

ERP入門 3年次
ERP（企業資源計画）の代表的なソフト
「SAP ERP」を使い，業務プロセスの統合
について学びます。

　ＥＲＰとは「Enterprise Resource Planning（企業資源計画）」の略で，企業全体
の経営資源を統合的に管理し，経営の効率化を図るための手法・概念のことです。
これを実現するためのソフトウェアの代表的なものにドイツSAP社の「SAP ＥＲＰ」
があります。「SAP ＥＲＰ」は世界で最も多く使われており，日本でも各業界の大手を
中心に多くの企業で採用されています。現在も規模を問わず多くの企業で導入が
検討されていますが，このソフトウェアを理解し，駆使できる人材は不足しています。
　「ＥＲＰ入門」は，SAP ＥＲＰを使用した標準的なビジネスプロセスの統合について
学習するSAP社のトレーニング「ＴＥＲＰ10」を学内で実施するものです。この科目を
受講し，認定試験に合格すれば「SAP認定ソリューションアーキテクト SAP ＥＲＰ 
6.0 ビジネスプロセス統合」の資格を取得できます。この資格はSAP ＥＲＰを理解し
駆使できる証であり，取得すれば大手企業への就職の道が一気に拓けます。
※SAPおよびSAPロゴ，その他SAP製品，サービスはSAP AGのドイツおよびその他の
国における登録商標または商標です。

応用情報学科 医療情報コース

環境情報処理概論 2年次
自然環境のモニタリングによって得られたデータの調
査・分析・解析をコンピュータで処理するために必要と
なる，データベース化などに関する技術の基本的な知
識を修得します。また，資源の効率的な管理手法・利用
技術についての基礎理論について学びます。

海洋IT実習 3年次
魚探，GPS，ソナーなどの船舶用電子機器および，別
途用意したセンサーから気象情報，大気情報，プランク
トン濃度，海面高度，潮目，海流などの海洋データ収集
を行います。また，データマイニングでの利用を目的とし
た収集データをデータベース化する実習を行います。

海洋技術研究
安全で効率的な操船を支援するために装備されている
魚群探知機，ソナー，GPS，レーダーなどの船舶用電子
機器の機能やしくみを理解するとともに，技術動向に関
するさまざまな事例を学ぶことにより，海洋IT分野の広
範な知識・技術の基礎を修得します。

1年次

応用情報学科 海洋ITコース

農業IT実習 2年次
実験的な農作物の栽培環境下で，生育状況や環境
（気温，湿度，水位，日光など）をさまざまなセンサーやカメ
ラ等を使って観測し記録します。また，取得したデータを
データベース等で集約する基礎的な手順を学習します。

クラウドコンピューティング 3年次
クラウドコンピューティングを支えるハード／ソフトなど
の基本構造について学び，既存のクラウドサービスの
特徴や，農業におけるビジネスへの応用について学習
します。

農業IT概論
農業とITの先進的な応用事例を学び，今後の農業IT発
展の可能性・方向性を検討します。田畑の環境管理や
植物工場，福祉や観光等も含めたソーシャルビジネスと
しての農業をはじめ，作物や食品の流通経路を生産から
消費まで追跡するトレーサビリティなどを学習します。

1年次

応用情報学科 農業ITコース

医療情報技師の登竜門の資格である「医療情報技師
能力検定試験」の合格を目指すために，医学・医療基
礎知識，医療情報システム基礎知識，情報処理技術基
礎知識の分野について過去問題を中心に学習します。

医療情報技師
能力検定対策演習 3年次

応用情報学科 フィンテックコース

仮想通貨概論 2年次
Bitcoin，Rippleなどの仮想通貨が成立する原理や発
行・交換・決済のしくみを解説します。また仮想通貨の
要素技術である電子署名による認証やブロックチェー
ンについても理解を深めます。

仮想通貨運用演習 2年次
Bitcoinのtestnet（現実の通貨との取引から隔離され
たブロックチェーン）を用いて，マイニング，トランザクショ
ンとその認証，ウォレット作成などを行うアプリケーション
をJava言語等で作成し，仮想通貨の運用処理を実践
的に学びます。

金融システム入門 2年次
金融業（銀行，証券，保険など）の役割とその商品・サー
ビス，およびそれらを支える情報システムの現状につい
て概観します。

電子会計実習 2年次
「簿記会計」で習得した日商簿記３級レベルの会計知
識をもとに，電子会計ソフト（「弥生会計」等）を用いた
中小企業の会計処理の流れや留意点を具体的に学
びます。

ｅビジネス概論
売上拡大やコスト削減，処理速度向上などを図り，企業
の競争力をアップするにはICTの利用が欠かせません。
この科目ではｅビジネス全般に関する理解を深めます。

1年次

フィンテック特論 3年次
金融サービス企業でのインターンシップ，クラウドファン
ディングの実践またはサポート，金融ハッカソンへの参
加など，学外活動を含む短期プロジェクトを実施し，成
果を評価します。

ビジネス基礎科

簿記会計 1年次
経営活動の根幹である会計の基礎を学び，日々の経
営状況を記録・整理する手法を身につけます。簿記検
定の受験対策にもなります。

表計算実習 1年次
表計算ソフトの定番「Excel」を使って，データの集計
や計算，グラフ作成を素早く適確に行うスキルを身につ
けます。

経営情報システム
情報化が著しく進む企業経営や商取引の概要を分か
りやすく解説します。「基本情報技術者」午前試験免
除制度に対応する科目です。

1年次

Ａｃｃｅｓｓ実習 2年次
データベース管理ソフト「Access」を使い，データを一
元的に管理するデータベースの実践的なスキルを身
につけます。

企業研究 2年次
産業の構造や企業の種類，日本の優秀企業の戦略な
どを実例に基づいて学びます。また，企業活動の社会
的意義についても理解を深めます。

ＶＢ.ＮＥＴ実習
ボタンやメニューなどの部品の取り扱いが容易に行え
るプログラミング言語「Visual Basic」を使用し，簡単
で役立つアプリケーションを作成します。

1年次

医療事務学科

臨床医学概論 1年次
医療機関における医療プロセスの概要と診療現場で
用いられる基礎用語を学びます。さらに治療の標準化，
臨床医学基礎，薬物治療についての概要を学びます。

医療事務概論 1年次
医療事務の基礎である医療保障制度，診療，検査，治
療における診療報酬制度の基本的な仕組みと請求・
支払いの流れを学習します。また，外来および入院での
基本的なレセプト作成の知識を修得します。

医学・医療総論
医療機関で働く専門職が共有すべき「健康の概念」を
把握し，医学の発展と倫理に裏打ちされた医療の役割
と提供のなされ方を学習します。

1年次

医療事務管理士（医科）
技能認定対策演習 2年次

医療事務スタッフとして取得すべき資格である「医療
事務管理士（医科）技能認定試験」の合格を目指すた
めに，診療報酬明細書作成技能と基礎知識，医療関
連法規等の分野から過去問題を中心に学習します。

医師事務作業補助者
検定対策演習 2年次

医師の負担軽減のため，代わって事務作業を行う医師
事務作業補助者に必要な「医師事務作業補助者検
定試験」合格を目標に，医学基礎知識，個人情報保護
法，医療用語，電子カルテ等の分野を中心に学習します。

医療事務ＯＡ実習
医療機関内での患者受付，治療計算，診療報酬明
細書作成，カルテ管理など医療事務の業務について，
事務スタッフとして必須の知識とコンピュータ操作能
力を修得します。

2年次

▶ビジネス学系　１年次春学期の典型的な履修例

1

2

3

4

5

月

アルゴリズム１

アルゴリズム１

計算機システム概論１

計算機システム概論１

火

経営情報システム

プロジェクト演習１

プロジェクト演習１

水

簿記会計

コミュニケーション技法１

文章構成法

木

ＶＢ．ＮＥＴ実習１

ＶＢ．ＮＥＴ実習１

ビジネス文書演習

ビジネス文書演習

金

英語１

特別講義１

心理学
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目指す
職種

● ソリューションエンジニア
● ネットワークエンジニア

● システムエンジニア
● プログラマ

全日制4年

全日制2年

全日制3年

情報科学科

情報処理コース
IT声優コース
大学院併修プログラム

情報処理科

メディア情報学科

全日制3年

ネットワーク学科

ソフトウェア開発，システム開発の
スペシャリストになる！

3年制のネットワーク学科では，よりネットワーク分野に特
化したカリキュラムを準備しています。インターネットのし
くみだけでなく，サーバ構築やネットワーク設計，さらには
情報セキュリティ分野の知識を身につけます！

ネットワークエンジニアに
必要な能力を身につける！

ソフトウェアやスマートフォンアプリ，Webサイトなどさま
ざまな開発を担う技術者を目指します。また，学内の授業
だけでなく，各種勉強会やコンテストに参加する機会も多
く，作品制作に挑戦しながら，最新の技術を学ぶことがで
きます！

基礎から高度な技術まで
プログラミングを学ぶ！

学系教員からのメッセージ

戸根成貴さん
情報科学科
京都府立桂高等学校出身

海老池千鶴さん
メディア情報学科
立命館大学出身 

畑森将吾さん
情報処理科
神戸市立神戸西高等学校出身

高度
専門士

職業実践
専門課程

専門士

専門士

専門士

コンピュータサイエンス学系

プログラミングやシステム設計を基礎からしっかり学ぶ。
最新の技術を身につけたソリューションエンジニアを目指す！

Computer Science

皆さん，コンピュータは好きですか？ コンピュータサイエンス学

系は，コンピュータの知識とソフトウェアの作り方，プログラミ

ングを学びます。まずは一緒に簡単なプログラムを作ってみま

しょう。その瞬間から皆さんはクリエイターです。世界が一回り

大きく広がります。

さあ，ここからが楽しいところです。もっと機能を増やしたい，ネ

ットにもつなげたい，処理の速度を高めたい。ならどうする？ 無

数の手数と無数の手順，その中でベストを探る楽しさ，作ったも

のが生活を便利に，楽しくする喜び。

どこかの誰かの笑顔につながるプログラミングという素敵な技

術を，KCGで一緒に学びましょう。

世界を楽しくする方法を，
一緒に探そう。

コンピュータサイエンス学系主任

前納一希先生

龍谷大学文学部卒業。
京都コンピュータ学院
ネットワーク学科卒業。
「ネットワークプログラミング」
「メディアサーバ構築実習」
「iOSアプリ開発」などを担当。
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コンピュータサイエンス学系の学習内容

IT声優コースの科目についてはP.141, 大学院併修プログラムについてはP.72をご覧ください。

ソフトウェアの開発やネットワークシステムの構築など，

現代社会においてコンピュータ技術者が携わる業務は幅広く，その重要度も増しています。

KCGのコンピュータサイエンス学系では，技術・知識をしっかりと身につけ，

秒進分歩の業界でステップアップして活躍できる人材を育成します。

ネットワーク学科の科目メディア情報学科の科目 情報科学科の科目

情報処理科の科目共通科目 メディア情報学科＆ネットワーク学科 共通科目

共通科目

情報処理科の科目

メディア情報学科の科目

メディア情報学科＆ネットワーク学科 共通科目

全日制
3年

専門士

共通科目

情報処理科の科目

ネットワーク学科の科目

メディア情報学科＆ネットワーク学科 共通科目

●資格試験対策，情報リテラシー
情報倫理基本情報技術者試験対策演習

ＩＴ活用技法 1,2

情報数学

経営情報システム 文章構成法

線形代数基礎プレゼンテーション入門 など

共通科目

●Ｗｅｂ開発技術

など

Ｗｅｂプログラミング

Ｗｅｂ技術概論

など
ＸＭＬ入門

Ｊａｖａアプリケーション開発

ＰＨＰ実習

Webアニメーション実習

※各学科で学ぶ代表的な専門科目を抜粋して掲載しています。　※技術の進歩，社会のニーズに即応するため，年度・学期により開講科目が多少異なることがあります。

●コンピュータシステムの基礎
計算機システム概論 1,2 計算機アーキテクチャ

ネットワーク概論 1,2 など

●プログラミング，Ｗｅｂページ作成の基礎
Ｊａｖａ実習 1,2 JavaScript実習

ＨＴＭＬ・ＣＳＳ実習

Python実習 1,2

アルゴリズム 1,2

など

●ソフトウェア設計の基礎
システム開発入門 1,2 データベース設計

など

●データ分析の数理

など統計学 統計解析

●ソフトウェア設計手法

など

デザインパターン概論 情報セキュリティ 企業システム入門

ソフトウェアテスト手法 オブジェクト指向設計実習

●高度資格試験対策

など
応用情報技術者
試験対策演習

ネットワークスペシャリスト
試験対策演習

アルゴリズム
特論

●データベースの活用

などＯｒａｃｌｅ実習 データベースプログラミング データマイニング

●応用的なＷｅｂ開発，
　システム開発

など

マルチメディアプログラミング

ソフトウェアテスト実習

e教材開発実習

●メディア理論

など

ＣＧ入門
ビデオ制作

ヒューマンインタフェイス

●スマートフォン開発

など
iOSアプリ開発 1,2

●サーバ構築，
　ネットワーク構築
ネットワーク設計論
Ｌｉｎｕｘ実習

ネットワーク設計実習

など

ネットワークプログラミング
Ｌｉｎｕｘサーバ構築実習

●ネットワークの
　応用技術

など

情報セキュリティ特論

ネットワーク情報システム

WindowsServer管理実習

●実践的な問題解決能力の養成
プロジェクト管理技法 人工知能基礎論

シミュレーション技法 技術動向研究

など

情報科学科

情報処理科

ネットワーク学科メディア情報学科メディア情報学科＆ネットワーク学科 共通科目

情報科学科
卒業年次

メディア情報学科
ネットワーク学科
卒業年次

情報処理科
卒業年次

年次
1

年次
3

■ 情報科学科 カリキュラム

情報処理科の科目

共通科目

全日制
2年

専門士

全日制
4年

高度
専門士

職業実践
専門課程

全日制
3年

専門士

■ ネットワーク学科 カリキュラム■ メディア情報学科 カリキュラム

■ 情報処理科 カリキュラム

年次
2

年次
4
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全日制
4年

全日制
3年

Ｗｅｂサーバの
構築・運用・管理を

グループで担当することに
なりました。

How to Create Works

サーバ
システムの構築
のしかた

高度
専門士

職業実践
専門課程 専門士情報科学科 メディア情報学科

ソフトウェア開発をリードする
エンジニアになる
映像・音声などをインタラクティブに送受信するコミュニケーションシステムの
企画・設計・運用に携わるエンジニアを育成します。

ＩＴ業界をリードする
スペシャリストになる
顧客企業のニーズを分析し，情報システムによる解決法を提案・構築できる
ソリューションエンジニアやＩＴアーキテクトを育成します。

目指す職種目指す職種

●ソリューションエンジニア
●ＩＴアーキテクト
●プロジェクトマネージャー
●システムエンジニア（ＳＥ）
　　　　     　　　　 など

●ＣＧエンジニア
●プログラマ
　　　　     など

●システムエンジニア（ＳＥ）
●Ｗｅｂエンジニア
●データベースエンジニア

Ｗｅｂサーバを構築・運用し，ツールを使
った監視を行うことになりました。想定さ
れる課題をまず，メンバーで話し合います。

企画・ディスカッション

必要となる機材やソフトウェアを検討し，スケジ
ュールや役割分担とともに作業計画書にまと
めます。担当教員の厳しいチェックも入ります。

計画書作成

サーバとして運用するマシンに必要なソ
フトウェアをインストールし，ネットワーク
接続やセキュリティなどの設定をします。

サーバのセットアップ

実際にＷｅｂサーバと監視ツールを運
用し，サーバのリソースやネットワークの
トラフィックなどのデータを収集します。

運用,データ収集

収集したデータを解析し，グラフ化しま
す。解析結果を見ながら，運用方法の
見直し・変更を行います。

データ解析

運用期間が終了し，運用状況やサーバの性能評価，複数の監視ツール
の比較などについてまとめ，発表しました。

完成・発表
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ネットワーク学科 情報処理コース
プログラミングやＩＴの基本を
マスターした技術者になる
コンピュータやネットワーク，情報理論に関する基礎知識を身につけた
プログラマやシステムエンジニア，システム運用オペレーターを育成します。

情報システムを構築する
エンジニアになる
ネットワークやデータベース，情報セキュリティに関する技術・知識を持ち，
安全で安定した情報システムを構築できる人材を育成します。

目指す職種目指す職種

全日制
2年

全日制
3年

●セキュリティエンジニア
●システムエンジニア（ＳＥ）
　　　　　　　　    　など

●ネットワークエンジニア
●ネットワーク管理者
●データベースエンジニア

専門士専門士

●Ｗｅｂプログラマ
●運用オペレーター
　　　　　　 　など

●プログラマ
●システムエンジニア
  （ＳＥ）

情報処理科

ソフトウェアの
企画・設計から

開発までのプロセスを
のぞいてみました

How to Create Works

ソフト
ウェアの
作りかた

ソフト開発は，どのような人に使ってもら
うのか，既存のソフトより優位な点は何
か，などのコンセプト決めから始まります。

企画

コンセプトを実現するために求めら
れる機能や性能，開発スケジュール
などを企画書にまとめていきます。

仕様検討，企画書作成

まずはプログラムの全体的なところ
や，特徴的な機能の部分だけを試
作品（プロトタイプ）として作成します。

プロトタイプ作成

プロトタイプができたら，それを中間発表会
で発表します。担当教員やクラスメートか
ら意見を聞き，設計を見直すこともあります。

レビュー

開発もいよいよ大詰めです。実装が
難しいところは担当教員が丁寧に
指導してくれます。がんばりましょう。

開発

ついにソフトウェアの完成です！いろいろな人に使ってもらい，意見を
聞いて今後の改良にも役立てましょう。

完成・発表
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●声優プロダクションのオーディションに向け，アニメ・ゲーム作品のアフレコをするなど，
他の学科と共同で作品を制作します。

●学内イベントだけではなく，KCGが携わるさまざまな
　イベントの司会を担当します。

ITは社会生活の隅々まで行き渡り，人々の仕事の仕方も変わりつつあります。声優という仕事を考えてみましょう。声優を目指すには，発声法と
演技，そして日本語の読解の練習が必要です。しかし，現在は，音声がデジタル化され，加工されるのが当たり前です。初音ミクに代表されるボー
カロイドは声優の声がデジタル化され，コンピュータで加工されたとてもわかりやすい例です。
京都コンピュータ学院は，デジタル化された音声を処理することのできる人材を育成するため，情報処理科に「IT声優コース」を新設しました。発
声法，演技実習，アクセント，文章読解の練習，ナレーション実習，アフレコ実習，MC実習などに加え，音楽や，音声の再生・録音・加工といった
「デジタルサウンド系基礎科目」を設けています。

全日制
2年

I T声優コース情報処理科

社会人として身につけておくべき，グループワークにおけるコミュニケーションの取りかたやスケジュール管理のしかたを演習します。
ソフトウェアやＩＴ（ＩＣＴ）をテーマとした調査やディスカッションなどを行います。

■アプリケーション開発プロジェクト
プログラミング技術やシステム設計手法を応用し，ショッピングサイトや音楽演奏ソ
フトなど，データベースや画像・音声データなどと連係した実用的なアプリケーション
ソフトを開発します。設計から実装，テスト，運用まで開発のプロセスをひととおり経験
することで，システム全体を見渡す力が身につきます。

■サーバ導入プロジェクト
このプロジェクトでは，まず与えられたシステム要件から具体的な仕様を考え，信頼
性・可用性の高いシステムを目指して設計を行います。Ｗｅｂサーバの導入やＬＡＮ
の構築を実践するとともに，稼働状況を監視するためのモニタリングツールの導入
など，運用管理の経験も積んでいきます。

■ソフトウェア開発プロジェクト
ＪａｖａやＰＨＰなどさまざまなプログラミング言語を用い，デスクトップやＷｅｂ上で動作
するソフトウェアを開発します。プロジェクトチームを組んで開発を進めるため，コミュ
ニケーションスキルやチームワーク，リーダーシップも同時に養えます。

■ネットワーク構築プロジェクト
インターネットが普及している現在，企業間の商取引データや消費者の個人情報な
ど，機密性が求められる情報がサーバに蓄積され，ネットワークを通じて利用されてい
ます。このプロジェクトでは，各種サーバやネットワークの構築に際したセキュリティ上
の脅威に対抗する技術を磨きます。また，セキュリティポリシーの策定と推進に関す
る実践研究も行います。

■サイエンティフィックモデルプロジェクト
コンピュータは通信技術の発達やマルチメディア技術との融合などにより，ますます
その可能性を広げています。このプロジェクトでは，データベース，ネットワーク，メディ
ア技術など情報科学分野の技術を活用しながら，システムの設計・開発を行います。
まだ一般化されていない次世代の技術にも積極的に挑戦し，高い専門能力を身に
つけます。

専門士

コンピュータ技術を駆使する声優を目指す

プロジェクト演習で

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
学
系
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
演
習

プロジェクト演習 1年次1

プロジェクト演習 2年次2

プロジェクト演習 3年次3

プロジェクト演習 4年次4

過去の研究テーマ（抜粋）

●アバターチャットシステム「GardenParty」の開発
●ＴＵＩを目指したポインティングデバイス「つい」の開発
●オープンソース統合監視ツールの比較・検証
●Webサイト更新のためのFirefoxアドオン
　「OnlinePageEditor」の開発
●イベント情報検索アプリ「Blabit」の開発
●プログラマを目指す学生をサポートするアプリケーション
　「Gimme」の開発

●Ruby On RailsとMySQLを用いた書籍販売サイトの構築
●USBストレージメディアから起動するオリジナルLinuxの開発
●Felicaを用いたネットワーク型出席管理システムの構築
●徘徊検知センサー「GAIA」の開発
●付箋紙感覚でメモが管理できる「Memohack」の開発
●SNSデータの取得やチャット・ビデオ通話など「つながる」ための機能を搭載した
  Webサービス「YarNet」の開発
●プロジェクトを円滑に進めるためのCIツール「Workbench」の開発
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コンピュータサイエンス学系で つかめる君の未来

●基本情報技術者
●応用情報技術者
●データベース
  スペシャリスト

●ORACLE  MASTER
●ドットコムマスター
●Oracle認定
  Javaプログラマ

●基本情報技術者
●応用情報技術者
●ORACLE  MASTER

●ドットコムマスター
●Oracle認定
 Javaプログラマ

●基本情報技術者
●応用情報技術者
●ネットワーク
 スペシャリスト

●情報セキュリティ
 スペシャリスト
●ORACLE  MASTER
●ドットコムマスター

　顧客との交渉やシステム設計を行い，コンピュ
ータシステムやソフトウェアの開発を主導する技
術者がシステムエンジニア（ＳＥ）です。顧客の要
求を分析し，ニーズに合致した情報システムの設
計・開発を行います。ソフトウェア産業の中核を
なす重要な職種であり，活躍の場は世界中に広
がっています。

システムエンジニア（ＳＥ）

　コンピュータが広く普及し世界中がネットワー
ク化されている現在，ネットワークシステムは社会
の最も重要なライフラインのひとつとなっていま
す。ネットワークエンジニアは，企業や官公庁など
のネットワークシステムの設計・構築・管理を担
当し，安全で安定したネットワーク環境を提供して
人々の生活を支えます。

ネットワークエンジニア（ＮＥ）

　システムエンジニア（ＳＥ）などが定めた仕様に
基づき，プログラムの設計やプログラミング言語
によるコーディングを行って，ソフトウェアを作り上
げていく技術者です。プログラムの良し悪しはソ
フトウェアの処理能力に大きく影響するため，豊
富な知識と確かな技術力が求められます。

プログラマ

職業・資格
例えばこんな

山本 晋吾さん Yamamoto Shingo

　高校でJavaを学び，将来，コンピュータ関連企業で働くために
もっとITの知識を深めたいと思って，いろいろな学校のオープンキ
ャンパスに行きました。資格の必要性を強調するだけでなく，
KCGはしっかりITについて教えてくれそうだと感じたのが決め手で
した。入学後はJavaの知識を深めつつ，PHP，HTMLといった言
語を修得しました。KCGはデータベース，プログラミング，ネット
ワークなど幅広く学べ，キャリア形成の授業も就職活動上の準備
に役立ちました。意識を高く持ち，勉強に向き合ってきました。
　東京都港区で５G，IoT，AIなどを扱う京セラのグループ企業に
内定をいただきました。職種はシステムエンジニア（SE）です。新し
い分野の事業を展開する企業で働くことができワクワクしています。
「逆求人」のイベントに参加した際，企業の人事担当者に，KCGの
プロジェクト演習でリーダーを務めた，コンビニでアルバイトをした，
柔道を高校以来６年以上続けてきた－などの経験をアピールし，
評価していただけたようです。就職前はECサイトを手掛ける企業
でWeb制作のアルバイトをして実力を磨きました。

情報科学科　
滋賀県立安曇川高等学校 出身

Message

先輩の
メッセージ

京セラグループで
新分野の事業を扱うSEに

KCCSモバイルエンジニアリング株式会社／
システムエンジニア

就職先企業実績（抜粋） Company List

● ヤフー（株）
● チームラボ（株）
● ピクシブ（株）
●（株）IMAGICA Lab.
● NTTデータ先端技術（株）
●（株）日立ソリューションズ
● 西日本旅客鉄道（株）
●（株）セガゲームス
●（株）インターネットイニシアティブ
● リコージャパン（株）

●（株）サイバーエージェント
● 京セラ（株）
● 日本・アイ・ビー・エム・サービス（株）
●（株）ディー・エヌ・エー
●（株）NTTデータSBC
● Vogaro（株）
●（株）エイチーム
● Ｓｋｙ（株）
● 関電システムソリューションズ（株）
●（株）インテックソリューションパワー

● 富士通（株）
●（株）ダイハツビジネスサポートセンター
● 中信コンピューターアンドコミュニケーション（株）
●（株）京信システムサービス
●（株）NTTデータ関西
● 近鉄情報システム（株）
● 日立物流ソフトウェア（株）
● ニフティ（株）
● アスクル（株）
● ユニチカ（株）

を目指すならこの資格！ＳＥ

を目指すならこの資格！ＮＥ

を目指すならこの資格！プログラマ

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
学
系
で
目
指
せ
る
仕
事
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コンピュータサイエンス学系の注目科目

情報科学科

Ｗｅｂ技術概論 2年次
ブラウザとサーバ間でやり取りされるデータの
内容やセッション管理のしくみなど，Ｗｅｂを実
用的に使うための基礎知識を学びます。

オブジェクト指向設計実習 2年次
近年，システム設計手法の主流となっている
「オブジェクト指向」の概念を学び，システムの
内容を図として表現する「ＵＭＬ」の書きかたを
マスターします。

Ｏｒａｃｌｅ実習 3年次
企業の大規模データベース管理システムで世
界トップシェアの「Oracle Database」を使っ
たアプリケーション開発を学びます。ベンダー
試験対策も行います。

シミュレーション技法 4年次
自然現象や社会現象など身近なテーマを通し
てモデル化とシミュレーションの技法を学び，
実際の問題解決に応用できる考えかたを身
につけます。

マルチメディアプログラミング 3年次
「Adobe Flex」や「JavaFX」など最新のテク
ノロジーを用いて，表現力豊かなインターネット
アプリケーションの開発実習に取り組みます。

基本情報技術者試験
（FE）対策演習 1年次
情報系の国家試験「基本情報技術者試験」
の合格を目指して，試験の過去問題・予想問
題を数多く解き，実力を養います。

ネットワーク学科

ネットワーク設計論 2年次
企業などにネットワークシステムを導入する際
の調査・分析手法からハードウェアやプロトコ
ルの選定，コンポーネント設計まで，実際の設
計工程を理解します。

ネットワーク概論 1年次
ネットワーク技術の基礎となる標準的な通信
規約「ＴＣＰ／ＩＰ」について学習し，その各層
の機能や働きを理解します。

Ｌｉｎｕｘサーバ構築実習 2年次
企業の業務用システムに使用されることの多
いオープンソースＯＳ「Ｌｉｎｕｘ」を用いて，認証，
Ｗｅｂデータベースなど各種サーバの設定管
理方法を学びます。

ネットワークプログラミング 2年次
ＴＣＰ／ＩＰソケットを使ったネットワークプログ
ラミングを学び，マルチスレッドによる実用的な
クライアントサーバシステムなどを作成します。

情報セキュリティ特論 3年次
国家試験である「情報セキュリティスペシャリ
スト試験」の対策問題を演習形式で解くこと
により，セキュリティ対策の実際を学びます。

WindowsServer管理実習 3年次
WindowsServerによるサーバのセットアップ，
基本設定，各種コマンドや管理ツールの使用
法を実習し，ネットワーク管理者として必須の
技術を身につけます。

Ｊａｖａ実習 1年次
プログラミング言語「Ｊａｖａ」の基本文法
や開発環境の活用法を学びます。ソフト
ウェア開発を効率的に行うための「オブ
ジェクト指向設計」の概念も理解します。

計算機システム概論 1年次
情報技術の根幹となるコンピュータシス
テムの基礎を，ハードウェアとソフトウェア
の両面から学習します。「基本情報技術
者」午前試験免除制度に対応する科目
です。

アルゴリズム 1年次
コンピュータにデータを処理させるための
効率のよい処理手順（アルゴリズム）や
データ構造を学び，プログラム設計に応
用できるようにします。

ソフトウェアテスト手法 2年次
プログラムが正常に動作するかを確認す
る「ソフトウェアテスト」の諸手法を学び，
プログラムの性質に応じた効率的なテス
トケースを作成します。

情報セキュリティ 2年次
個人情報の漏えいや改ざん，不正アクセ
スなどの事件が多発し，近年その重要性
がますます増しているセキュリティ技術や
情報管理手法を紹介します。

ＰＨＰ実習 2年次
データベースとの連係が容易で，近年
Ｗｅｂアプリケーションの開発に使用され
ることが多いプログラミング言語「ＰＨＰ」
を実習形式で学びます。

メディア情報学科

システム開発入門 1年次
システム開発の際に必要となる設計手法を修
得します。システムに求められる要件の定義
や外部・内部設計，テスト手法や運用管理に
ついても学びます。

メディア技術概論 1年次
音や光に関する基本的な物理現象とそれら
のデジタル化，デジタル化されたデータの処理
について理解します。

ビデオ制作 2年次
映像制作を通して，ワークフロー（企画，台本作
成ー撮影，録音ー編集）と現場での実践的知
識を学びます。

e教材開発実習 3年次
いくつかの学習テーマに沿って，映像・音声・
文章などを交えたインタラクティブなeラーニン
グ教材を設計・制作します。

コミュニケーションデザイン 3年次
さまざまなコミュニケーションの手段やスタイル
について分析し，それらをどのように組み合わ
せれば効果的なコミュニケーションになるかを
考察します。

メディアサーバ構築実習 2年次
テキスト・音声・映像などの配信やインタラクシ
ョンを行うサーバ／クライアントWebシステム
の設計と構築を行います。

情報処理科 情報処理コース

演技実習 1年次
感情やイメージが，思い通りに表現できる
ように，発声・発音・表現テクニック・表現
力を身につけます。

発声・朗読基礎 1年次
声優とは，演技・ナレーション・朗読など，
すべてを含んだ表現ができる仕事です。
文字を声に乗せて，相手に届けるために，
正しい品格ある日本語を身につけます。

音声・音響入門 1年次
音声・音響のデジタル化やデジタル化され
たデータの処理について理解することを
目指します。音に関する物理現象，聴覚に
おける心理・生理現象の基本的な知識に
ついて，図表などを用いながら学びます。

アフレコ実習 2年次
アニメやゲームなどの映像素材に合わせ
て，音声や効果音等を重ねて録音する作
業（アフレコ）を実践的に学びます。映像
とマッチした感情の込め方や，独り語り／
複数の掛け合いなどのさまざまな声の演
技のパターンに挑戦します。

ＰＶ制作実習 2年次
声優としての魅力をアピールするための
プロモーションビデオ（ＰＶ）を制作します。
ビデオ映像編集の基本を学びながら，ビ
デオを企画・演出し，自分の音声が活か
せる映像作品を協力して作り上げます。

ナレーション実習 2年次
ＣＭ，ミニドラマ，ニュースなどの原稿を，さ
まざまな状況に合わせて適切な発声や
語り口で語れることを目指します。また，ナ
レーションをスタジオで録音して確認する
中で，音量や音質の調整等のスタジオ録
音のノウハウも学びます。

情報処理科 IT声優コース

▶コンピュータサイエンス学系　１年次春学期の典型的な履修例

1

2

3

4

5

月

計算機システム概論１

計算機システム概論１

情報倫理

ＩＴ活用技法１

火

英語１

アルゴリズム１

アルゴリズム１

水

プロジェクト演習１

プロジェクト演習１

文章構成法

ＨＴＭＬ・ＣＳＳ実習

木

Ｊａｖａ実習１

Ｊａｖａ実習１

ネットワーク概論

FE対策演習

金

文化人類学

特別講義１

栄養学
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全日制4年

全日制3年

ゲーム学科

ゲーム開発学科

全日制2年

ゲーム開発基礎科

高度
専門士

職業実践
専門課程

専門士

専門士

ゲームを企画するプランナーと，ゲームを開発するプログ
ラマでは求められるスキルが異なります。目指す職業に特
化した「アドバンスコース」を選択して確実に必要なスキル
を身につければ，ゲーム会社への就職活動において非常に
有利になります！

大手ゲーム会社が開催するイベントや，プロのクリエイター
による作品指導会などに，KCGは主催者団体として名を連
ねています。ゲーム業界の最新トレンドに触れるチャンスが
多々あります！

多数の大手イベントに
運営側の目線で参加できる！

進化するゲーム業界で活躍
企画と開発に分かれて学ぶ！

学系教員からのメッセージ新世代のゲームを創り出す
ゲームクリエイターになる！

原田瑞貴さん
ゲーム学科
福井県立羽水高等学校出身

清水遥香さん
ゲーム開発基礎科
滋賀県立安曇川高等学校出身

酒井啓輔さん
ゲーム学科
東京都市大学塩尻高等学校出身

デジタルゲーム学系

目指す
職種

● ゲームディレクター
● ゲームプランナー

● ゲームデザイナー
● ゲームプログラマ

ゲーム企画やプログラミング，ゲームデザインを基礎からしっかり学ぶ。
最先端の開発技術を身につけ，オリジナルゲームを開発！

Digital Game&Amusement

皆さん，ゲームをプレイするのは楽しいですよね！ ゲームを作る

のはもっと楽しいですよ！ ゲーム制作会社の仕事にはプランナー，

プログラマ，デザイナーの3つの分野があり，全員が1つのチーム

となってゲームを作り上げます。KCGでは，それら3つの分野の

勉強ができるだけでなく，実際にチームを組んで作品制作も経

験します。

私はKCGでゲームを学び，いくつかのゲーム制作会社を経て，カ

プコンに入社しました。海外のメンバーも含め数百人が携わるプ

ロジェクトに参加したこともあります。さまざまなジャンルのゲー

ム作りを経験する中で，とりわけ自分が好きなアクションゲームを

作る時には，時間を忘れ没頭しました。皆さんもKCGで一緒に

学んで，作って，プレイして，ゲームを存分に楽しみましょう！

“ゲーム制作の面白さ”を
とことん教えます！

デジタルゲーム学系主任

髙橋功先生

ゲーム開発学科卒業。
元（株）カプコン，
（株）サイバーコネクトツー勤務。
「ゲーム設計」「プロジェクト演習」
などを担当。
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その登場以来，幅広い年齢層に受け入れられ，

娯楽の中心的地位を占め続けているコンピュータゲーム。

KCGのデジタルゲーム学系では，

ゲーム開発技術とＩＴスキルを修得し，

ゲームの持つ可能性をさらに拡大していく

次世代のゲームクリエイターを育成します。

デジタルゲーム学系の学習内容

共通科目

ゲーム学科

ゲーム開発学科

ゲーム開発基礎科

ゲーム開発
基礎科
卒業年次

ゲーム開発学科
卒業年次

ゲーム学科
卒業年次

年次
2 ●ITの基礎,資格試験対策

JavaScript実習 データベース設計

ＰＨＰ実習

ネットワーク入門

基本情報技術者試験対策演習

など

●ITの応用
ＸＭＬ入門

Ｗｅｂプログラミング

オブジェクト指向設計実習

など

●プログラミング，グラフィックスの基礎

Ｃ＋＋実習 1,2 グラフィックツール入門 ドローイング演習

Windows基礎

Ｃ＋＋実習 アドバンス

アルゴリズム 1,2 Unity入門 1,2

など

●ITの入門知識

計算機システム概論 1,2 IT活用技法 1,2 システム開発入門

HTML・CSS実習 経営情報システム

など

●ゲーム企画の基礎

ゲーム設計 1,2 プレゼンテーション入門

ゲーム設計 アドバンス 1,2ゲーム業界研究

など

●企画を実現する制作技術の修得

コミュニケーション技法 1,2

ゲーム設計 アドバンス 3

ＣＧ数学 1,2 Ｊａｖａ実習 1,2 Ｃ＃実習 1,2ゲームプログラミング実践

ゲームデザイン

文章構成法

など

●ゲームプログラミングの基本
3Ｄゲームプログラミング 1,2

2Ｄゲームプログラミング アドバンス 3Ｄゲームプログラミング アドバンス など

2Ｄゲームプログラミング 1,2ゲーム設計 3

ゲーム開発基礎科の科目

ゲーム開発基礎科の科目

ゲーム開発学科の科目

ゲーム学科の科目

※各学科で学ぶ代表的な専門科目を抜粋して掲載しています。　※技術の進歩，社会のニーズに即応するため，年度・学期により開講科目が多少異なることがあります。　※　　　　はアドバンスコースの代表的な科目を掲載しています。

■ ゲーム開発基礎科 カリキュラム

●ゲーム開発技術の向上
グラフィックス技術研究 1,2 Android実習 1,2 Webアニメーション実習

ゲームコーディング ゲームアルゴリズム

作品制作 1,2

グラフィックス技術研究 アドバンス

ゲーム企画演習 A

●マネジメントスキルの修得，高度な作品制作

など

プロジェクト管理技法 ゲームＡＩ 1,2 ゲーム企画演習 B

全日制
3年

専門士

全日制
2年

専門士

全日制
4年

高度
専門士

職業実践
専門課程

■ ゲーム学科 カリキュラム

■ ゲーム開発学科 カリキュラム

年次
1

年次
3

年次
4

など

共通科目

ゲーム開発基礎科の科目 ゲーム開発学科の科目共通科目

共通科目
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全日制
4年

全日制
3年

ゲーム学科 ゲーム開発学科高度
専門士

職業実践
専門課程 専門士

次世代のゲーム制作の
リーダーになる

最先端の開発技術を身につけた
ゲームクリエイターになる
3Ｄゲームやオンラインゲームなど，高度なゲームを開発できるゲームプログラマや，
作品全体を見渡し，プレイヤーを夢中にさせる面白さを設計できる
ゲームプランナーなど，チーム開発の中核となるクリエイターを育成します。

プログラミングやコンテンツ制作技術だけでなく，チーム開発に欠かせない
マネジメントスキルやリーダーシップも養い，制作スタッフを指揮する
ゲームディレクターや，技術面でチームをリードする
テクニカルディレクターを育成します。

●ゲーム
  シナリオライター
●ゲームディレクター
　　　　　　　 など

●ゲームプログラマ
●ゲームプランナー

目指す職種

●ゲームプログラマ
●ゲームプランナー
　　　　　　　など

●ゲームディレクター
●テクニカルディレクター
●ゲームプロデューサー

目指す職種

１本のゲームソフトが
できるまでの
制作プロセスを
追いかけました。

How to Create Works

ゲーム
ソフトの
作りかた

ゲームの方向性はすぐに決まるわけ
ではありません。絵を描くなどしてイメ
ージを共有し，具体化していきます。

アイデア起こし

企画が採用されるためには，ゲームの
面白さを伝えなくてはいけません。見
せかたを工夫し，人目を引きかつ分か
りやすい企画書を作成します。

企画書作成

企画書作成のため，グラフィッカー御
用達のペンタブレットで主要キャラク
ターなどをデザインしていきます。

デザイン

ゲームの始まりから終わりまで，進行
やキャラクターの動作などすべての要
素をプログラムに書いていきます。作
品完成まで何ヵ月もかかります。

プログラミング

プログラムにはバグ（ミス）がつきもの。
実際にゲームをプレイし，あらゆる状況
をテストしてバグの発見，プログラムの
修正（デバッグ）を行います。

テスト，デバッグ

ついにゲームが完成しました。長く，根気のいる作業でしたが，完成したと
きの達成感はかけがえのないものです。

完成
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デジタル
ゲーム学系の
専門選択科目

ゲームの企画を考えて制作進行に関わるゲームプランナーと，アイデアをプログ
ラミング技術で実現するゲームプログラマでは，最終的に求められる技術に違い
があります。デジタルゲーム学系ではアドバンスコースを設置し，学生の能力や目
指す職種に応じて，授業のレベルや方向性を選択できるようにしています。
「プランナーコース」では，企画書・仕様書の作成だけでなく，開発現場で実際に
起こる問題をテーマにグループワークで解決に向け取り組む授業や，大手ゲーム
会社が開発にも使用しているゲームエンジンというソフトウェアの使用方法を学
び，ゲーム制作の開発力を修得します。
「プログラマコース」では，プログラミング実習の時間を通常の1.5～2倍に増や
し，課題への取り組みを通じて高度な技術力と問題解決力を向上させ，プログラミ
ングの基礎から実践的な内容まで業界の第一線で活躍できる力を修得します。
アドバンスコースを選択することにより，希望するゲーム会社へ就職する道がぐっ
と近づきます！

職種に特化した集中講座で学べる！

アドバンスコース

ゲーム開発基礎科

上田 翼さん

自信を与えてくれた！

ゲーム開発学科

長瀬 恵悟さん

確かなスキルアップを実感！

ゲーム学科

稲尾 遥菜さん

友達と一緒に日々上達！

ゲーム学科

山下 祐樹さん

ゲーム作りが本当に楽しい！

ゲームプランナー ゲームプログラマ

目指す職種に応じたアドバンスコースを選べます
2～4年制の全ての修業年限で選択可能1年次10月

企画・プログラムの基礎をしっかり学びます1年次4月

全日制
2年

※技術の進歩，社会のニーズに即応するため，年度・学期により開講科目が多少異なることがあります。

P.154，155に記載されている科目以外にも，以下のような科目が選択できます。

ゲーム開発基礎科
ゲーム開発の基礎をしっかりと
身につけたクリエイターになる
Ｃ＋＋などのプログラミング言語やグラフィックデザイン，ゲームシナリオやルールなどを
設定するゲーム企画の方法を学びます。制作ディレクターの指示のもとで確実な
作業ができるゲームプログラマやゲームプランナー，開発アシスタントを育成します。

専門士

目指す職種

●ゲーム
　シナリオライター
●ゲーム開発
　アシスタント　など

●ゲームプログラマ
●ゲームプランナー
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社会人として身につけておくべき，グループワークにおけるコミュニケーションの取りかたやスケジュール管理のしかたを演習します。
自分が面白いと感じる市販ゲームやゲームシステムをテーマとした調査やディスカッションなども行います。

■アミューズメントモデル開発プロジェクト

2年次春学期までの学習のまとめとして，自ら企画したゲームを
プログラミングし，オリジナル作品の制作に取り組みます。学生
一人ひとりの技術・知識を活かし，きちんと動作するゲームを完
成させることを目標とします。

■ゲーム制作プロジェクト

学生自ら企画・設計・開発を担当し，1年間をかけてゲーム作品
を制作します。ゲームには格闘，アクション，シューティング，ＲＰ
Ｇ，シミュレーション，パズルなどさまざまなジャンルがありますが，
既存のジャンルにとらわれず，「自分がプレイしたいゲームを自
分で作る」という方針で開発を進めます。チームでゲーム作品
を開発するためにはメンバー同士のコミュニケーションが非常
に大切で，専門技術だけでなくリーダーシップや協調性も養わ
れます。

■ゲーム開発プロジェクト

コンピュータゲームはその誕生以来，娯楽の主流であり続けて
いますが，携帯アプリやバーチャルリアリティ（VR）など，技術の
進歩に伴ってその形態は急速に変化しています。このプロジェ
クトでは，修得した技術を駆使し，従来の形式にとらわれないゲ
ームソフトの設計・開発を行います。また，フィールドワークによ
ってゲーム業界の市場調査や現状分析を行い，新しいアミュ
ーズメントモデルの企画にも取り組みます。

音を頼りに見えない敵を倒していく三人称
視点のホラーゲーム。「学生作品とは思え
ないレベルの高いTPS」と，複数の大手ゲ
ーム情報サイトで高く評価された作品。

さまざまな惑星をぐるりと1周するアクション
ゲーム。ステージ数は100に及び，10ステ
ージごとに世界観とギミックが変化。さらに
コスチューム収集要素もあるなど完成度の
高い作品。

AR（拡張現実）技術を使用し，
目の前に子犬が現れて，世話を
体験するシミュレーションゲーム。

VR（バーチャルリアリティ
ー）ゲーム。両手の銃で制
限時間内に飛び回るター
ゲットを撃ち得点を競い合
います。

ARとは，現実の環境の一部にバー
チャルな物体を電子情報として合成表
示することを意味します。

プロジェクト演習 1年次1

プロジェクト演習 2年次2

プロジェクト演習 3年次3

プロジェクト演習 4年次4

デ
ジ
タ
ル
ゲ
ー
ム
学
系
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
演
習

過去の研究テーマ（抜粋）

●3Ｄロボット対戦アクションゲーム「ロボバトラーズ」
●4人同時対戦3Ｄアクションゲーム「鬼ごっこ」
●三人称視点3Ｄシューティングゲーム「SPACE SHOCK」
●リアルタイム戦略シミュレーションＲＰＧ「Guardian Knights」
●モーションキャプチャを使用した3ＤアクションＲＰＧ「LAUF ZEIT」
●新感覚魔法アクションシューティング対戦ゲーム「指念遊戯マジックホルダーズ」
●三人称視点3Dホラーゲーム「Invisible Fear」

●3Ｄアドベンチャーゲーム「ルプマサンガ島」
●ゲーム制作用スクリプト「Aries」の開発と
  それを用いた作品制作
●重力操作3Dアトラクションゲーム「GLability」
●VRアトラクションストラテジーゲーム「TWO-SIDE」
●AR（拡張現実）を用いたゲーム「ぼくの犬」
●ゲームエンジンの開発「Knowall Library 5.0」

ＫＣＧの学生が開発したゲーム作品の一部を紹介します。

デジタルゲーム学系の学生作品紹介

Invisible Fear

ぼくの犬

惑星ぐるり

Attack 2500

ニコニコ自作ゲームフェス３
Ｘｂｏｘ Ｌｉｖｅ 

インディーズゲーム賞
優秀賞 受賞

ニコニコ自作ゲームフェス4

プロ生ちゃん賞
受賞
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●ITパスポート
●基本情報技術者

●情報検定（J検）

●基本情報技術者
●応用情報技術者
●ＣＧエンジニア検定

●画像処理エンジニア検定
●Ｃ言語プログラミング
 能力認定試験

●ＣＧクリエイター検定
●ＣＧエンジニア検定
●色彩検定

●Ⅰllustratorクリエイター
 能力認定試験
●Photoshopクリエイター
 能力認定試験

デジタルゲーム学系で つかめる君の未来

　ヒットするゲーム作りを目指し，ユーザのニーズ
をさまざまな角度から分析して企画立案し，商品
化まで責任を持つ担当者です。シナリオを作成し
てプランをまとめ上げるには，アイデアと豊富な
知識が必要で，ゲームプランナーは開発チーム
の中でも重要なポジションを占めています。

ゲームプランナー

　コントローラーを操作することによってキャラク
ターが動いたり敵を攻撃したりする画面上の動
作は，すべて「プログラム」によって実現されてい
ます。ゲームプログラマは，プログラミング言語を
使って，グラフィックスやサウンドなどのデータを
処理し，ゲーム仕様に沿った内容に設定します。

ゲームプログラマ

　内容が面白いゲームであっても，キャラクター
や背景，特殊効果がマッチしていなくてはつまら
ないものになってしまいます。ゲームＣＧデザイナ
ーは，ゲームのコンセプトに基づき，いきいきとした
オリジナルキャラクターなどを生み出していきます。

ゲームＣＧデザイナー
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職業・資格
例えばこんな

を目指すならこの資格！ゲームプランナー

を目指すならこの資格！ゲームプログラマ

を目指すならこの資格！ゲームＣＧデザイナー

デ
ジ
タ
ル
ゲ
ー
ム
学
系
で
目
指
せ
る
仕
事

就職先企業実績（抜粋）

　母方の親族にKCG卒業生がおり「あそこなら間違いない」と聞いて，
地元福岡を離れ入学しました。オープンキャンパスで受けたIT初心
者向けの体験授業にも心惹かれました。どうゲームの企画を立てた
らいいかを一から教わり，時には１対１の面談もあるなど先生との距
離も近く，豊富な知識に基づく的確なアドバイスや自分では考えつ
かないようなアイデアをいただきました。学科，サークル，イベント，
勉強会と，切磋琢磨できる志の高い友達もできました。ゲーム作り
には根気が要りますが，強い信念があれば夢はきっと叶いますよ。
　大阪市のゲーム開発スタジオに内定をいただきました。職種はプ
ランナーです。憧れだった第一志望の企業への内定が決まり最高の
気分です。学校のサポートの下，就活スケジュールを把握していた
ので，企業への提出課題を半年前から準備できたのが大きかったで
す。この職業を目指したのは，昔遊んで楽しかったゲームの思い出
が今も鮮明に頭にあるから。将来の最終目標は「砂川が手掛けたゲ
ームなら，安心して買える」と言ってもらえるようなディレクターにな
り，多くの人々の記憶に残るゲームを作っていくことです。

Message

先輩の
メッセージ

Company List

砂川 開地さん Sunakawa Kaichi

ゲーム学科　
福岡県立香椎工業高等学校 出身

プラチナゲームズ株式会社／ゲームプランナー

● 任天堂（株）
●（株）スクウェア・エニックス
●（株）バンダイナムコエンターテインメント
●（株）フロム・ソフトウェア
● アイディアファクトリー（株）
● デザインファクトリー（株）
● アソビモ（株）
●（株）ケーツー
●（株）ゲームスタジオ
● 辰巳電子工業（株）

●（株）ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●（株）セガゲームス
●（株）コーエーテクモゲームス
●（株）トーセ
●（株）SNK
●（株）オーツー
●（有）キュー・ゲームス
●（株）ジーン
●（株）ZOC
●（株）アルヴィオン

●（株）カプコン
●（株）コナミデジタルエンタテインメント
● クリプトン・フューチャー・メディア（株）　
● プラチナゲームズ（株）
●（株）インテリジェントシステムズ
●（株）クラウドクリエイティブスタジオ
●（株）イルカ
●（株）ビットグルーヴ
●（株）ヘッドロック
●（株）アクセスゲームズ

プランナーとして
人々の記憶に残るゲームを
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デジタルゲーム学系の注目科目

ゲーム学科

ゲーム業界研究 1年次
現在までの日本のゲーム業界の変遷と
構造を学び，今後の動向を考察します。
ゲーム業界への就職活動に役立つ情報
も提供します。

ゲーム企画演習 3年次
ゲーム業界で実際に通用するレベルの
「面白さ」と「完成度の高さ」の両方を追
求したゲーム企画書・仕様書を書き上げ
るトレーニングを繰り返し行います。

ゲームデザイン 2年次
マップ作成方法,バトル演出,敵キャラクタ
のデザインや配置など,ゲーム制作に必
要な知識,プレイヤーを惹きつけるために
効果的な設計や演出について学びます。

ゲームＡＩ 4年次
コンピュータがプレイヤーの操作に応じ
た行動をとると，ゲームは格段に面白くな
ります。ＡＩ（人工知能）のゲームへの組
込みについて考察します。

ネットワーク入門
ＩＴ関連のエンジニアには必須のネットワ
ーク技術を基礎から学びます。オンライン
ゲーム制作にも活かせる知識が身につ
きます。

3Ｄゲームプログラミング 2年次
「3Ｄ」はゲームにリアルさと迫力を出すた
めに欠かせない技術です。3Ｄゲームを
実現するためのプログラミング手法を学
習します。

1年次

ゲーム開発基礎科

ゲーム設計 1年次
ゲーム制作のスタートとなる「企画書」の
作りかたを学びます。優秀な企画書はゲ
ーム会社に持ち込み，現場のクリエイター
から評価をもらうこともあります。

Unity入門 1年次
ゲームエンジン「Unity」を使って，基本的
な3Dゲームを制作します。場面構成やモ
デル・カメラ・ライト等の操作方法を学び
ながら，自分が思い描くゲームを実際に形
にする過程を体得します。

ドローイング演習 1年次
ゲームのイメージを簡単にスケッチしたり，
キャラクターや背景を考えたりする際に
必要なデッサンの基礎力を養います。

プレゼンテーション入門 1年次
「PowerPoint」を使った分かりやすいス
ライドの作成法や，相手に自分の主張を
魅力的に見せるためのプレゼン戦術を修
得します。

Ｃ＋＋実習
ゲーム業界で最も普及しているプログラ
ミング言語「Ｃ＋＋」の文法を基礎から学
び，実習を通してプログラム開発の手法
を修得します。

システム開発入門 1年次
ゲームも「ソフトウェア」の一種です。一
般的なソフトウェア開発の作業工程や，
工程管理手法について学習します。

2Ｄゲームプログラミング 2年次
オリジナルの2Dゲームフレームワークを
利用してキャラクターや背景を描き，動き
やエフェクト（効果）をつけてゲームらしい
プログラムを作成します。

C#実習 2年次
プログラミング言語「C#」でゲームやアプ
リ開発し，プログラミング技法とユーザーイ
ンターフェイス設計について学びます。

アルゴリズム 1年次
コンピュータにデータを処理させるための
効率のよい処理手順（アルゴリズム）や
データ構造を学び，プログラム設計に応
用できるようにします。

1年次

ゲーム開発学科

グラフィックツール入門 1年次
画像編集ソフト「Photoshop」や描画ソ
フト「Ⅰllustrator」など，定番ソフトの操作
法を基本から学びます。

ゲームアルゴリズム 3年次
ゲームをよりリアルに，より面白くするため
に用いられる簡単な思考ルーチンや物
理運動の基本的な考えかたと，それを実
現するためのプログラム手順を学びます。

3Ｄゲームプログラミング 2年次
「3Ｄ」はゲームにリアルさと迫力を出すた
めに欠かせない技術です。3Ｄゲームを
実現するためのプログラミング手法を学
習します。

グラフィックス技術研究 3年次
ゲームの表現に欠かすことのできない光
や影，動き，フィルターなどのエフェクト技
術をシェーダプログラムで実現する方法
を学びます。

Windows基礎
Windowsのプログラミングの基礎を学
びます。文字の描画，図形の描画，キーイ
ベントの処理，マウスイベントの処理など
Windowsの基本動作を実現するプログ
ラムを学びます。

ゲームプログラミング実践 2年次
ゲームエンジン「Unreal Engine 4」に
よる実践的な制作演習を行い，ゲームエ
ンジンの機能を深く理解するとともにゲー
ム制作スキルの向上を目指します

1年次

▶デジタルゲーム学系　１年次春学期の典型的な履修例

1

2

3

4

5

月

Unity入門１

Unity入門１

火

ゲーム業界研究

ゲーム設計１

計算機システム概論１

計算機システム概論１

水

Ｃ＋＋実習１

Ｃ＋＋実習１

英語１

ＩＴ活用技法１

木

プロジェクト演習１

プロジェクト演習１

アルゴリズム１

アルゴリズム１

金

コミュニケーション技法１

特別講義１

歴史学

▶デジタルゲーム学系　１年次秋学期のアドバンスコースの履修例

1

2

3

4

5

月

計算機システム概論2

計算機システム概論2

水

Unity入門2

Unity入門2

プレゼンテーション入門

Windows基礎

金

環境科学

特別講義2

英語2

実用音楽論

火

アルゴリズム2

アルゴリズム2

Ｃ＋＋実習2＋

Ｃ＋＋実習2＋

ゲーム設計2

木

Ｃ＋＋実習2＋

Ｃ＋＋実習2＋

IT活用技法2

システム開発入門
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全日制4年

全日制2年

全日制3年

情報工学科

コンピュータ工学コース
自動車制御コース

コンピュータ工学科

コンピュータ工学
基礎科

学系教員からのメッセージ

Engineering for 
Embedded Systems

ハードウェア・ソフトウェアの技術に加え，コンサルティン
グ，設計，開発，運用，保守，管理まで組込みシステム開発に
関する幅広い技術・知識を身につけ，産業界の最先端を切
り拓く制御系エンジニアを目指します！

産業界では，家電などをインターネットにつなぐIoT，AI，自
動車制御など，ITを駆使できる人材不足が深刻です。エン
ジニアリング学系で確かな能力を身につけた人材は，就職
は引く手あまたです！

IT化が進む社会だからこそ
今必要な技術がここにある

ハードウェア＆ソフトウェア
“二刀流”の技術力が身につく！

青木友洋さん
コンピュータ工学科
滋賀県綾羽高等学校出身

大西未喜さん
情報工学科
向陽台高等学校出身

高度
専門士

職業実践
専門課程

専門士

専門士

産業界の最先端を切り拓く
制御系エンジニアになる！

エンジニアリング学系

ハードウェア・ソフトウェアの両面にわたる技術や知識をしっかり学ぶ。
ロボットや通信機器，自動車搭載機器などの製作を通して
確かな実践力を身につける！

目指す
職種

● 組込みシステムエンジニア
● ハードウェア開発者

● メカトロニクスエンジニア
● 制御系プログラマ

皆さん，コンピュータを使っていますか？ PCやスマートフォンを

使う機会も多いと思いますが，それだけではなく私たちの身の回

りの電化製品やおもちゃなどにもコンピュータが組み込まれてい

て，特別に意識することなく使いこなしているはずです。あらゆ

る電化製品を動かしているプログラムのことを組込みシステムと

いいます。PCやスマートフォンのような四角い画面の中だけで

はなく，私たちのいる現実世界を直接動かすことができる組込

みシステムの可能性は無限大です。

今までの電化製品のようなものだけではなく，自由なアイデアで，

直接触ったり，身に着けたり，感じたりできるような，全く新しい

アイテムを生み出せることが，この技術の面白さだと思っています。

KCGで新しくて面白いアイテムを，一緒に作ってみませんか？

ものづくりを楽しんで
技術を学ぼう。

エンジニアリング学系主任

渕野哲彦先生

京都コンピュータ学院
情報工学科卒業。
「組込みＯＳ」「プロジェクト演習」
などを担当。
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携帯電話，家電製品,自動車，おもちゃなど，

あらゆる電子機器になくてはならない組込みシステム。

KCGのエンジニアリング学系では，電子回路やマイコン制御，

ソフトウェア開発などを基礎から幅広く学び，日本のものづくり産業の

競争力をさらに高める組込みシステムエンジニアを育成します。

エンジニアリング学系の学習内容

コンピュータ工学基礎科の科目共通科目 コンピュータ工学科の科目

共通科目

コンピュータ工学基礎科の科目

コンピュータ工学基礎科の科目共通科目 情報工学科の科目コンピュータ工学科の科目

コンピュータ工学科の科目共通科目 自動車制御コースの科目

情報工学科

コンピュータ工学科

コンピュータ工学
基礎科
卒業年次

コンピュータ工学科
卒業年次

情報工学科
卒業年次

●マネジメントスキルの修得，高度な技術研究
プロジェクト管理技法 情報理論

情報セキュリティ 認識技術

など

共通科目

●コンピュータシステムの基礎理論

基本情報技術者試験対策演習

計算機システム概論 1,2

経営情報システム 工業数学

ＩＴ活用技法 1,2システム開発入門

線形代数学微分積分学 など

コンピュータ工学基礎科

●実用的なプログラミングスキル

など

WindowsAPI基礎Ｃ＋＋言語

言語理論

●システム構築技術
オペレーティング・システム理論 オブジェクト指向設計実習

ネットワーク構成論 1,2 データベース設計

など

●デジタル回路・マイコンの
　基礎学習
電気電子実験 エンベデッドシステム

制御工学 数値解析

など

●自動車工学の基礎知識
カーエレクトロニクス自動車工学概論

など

自動車制御コース

※各学科で学ぶ代表的な専門科目を抜粋して掲載しています。　※技術の進歩，社会のニーズに即応するため，年度・学期により開講科目が多少異なることがあります。

など

●自動車制御の実践学習
エンジン概論自動車制御実験

など

●システム構築技術
組込みＯＳ 1,2 エンベデッドシステム応用

通信ソフトウェア など

●応用的な理論学習
制御工学 人工知能基礎論

アルゴリズム特論

●プログラミングの基礎
Ｃ言語実習 1,2 アセンブリ言語 1,2 アルゴリズム 1,2

など

●デジタル回路の基礎
電気電子回路 1,2論理設計 1,2

など

全日制
4年

高度
専門士

職業実践
専門課程

全日制
3年 専門士

全日制
3年 専門士

全日制
2年 専門士

年次
4

年次
3

年次
2

年次
1

■ 情報工学科 カリキュラム

■ 自動車制御コース カリキュラム

■ コンピュータ工学科 カリキュラム

■ コンピュータ工学基礎科 カリキュラム
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全日制
4年

全日制
3年

自律型ロボットが
できるまでの
製作プロセスを
追いかけました。

How to Create Works

ロボットの
作りかた

高度
専門士

職業実践
専門課程 専門士情報工学科 コンピュータ工学コースコンピュータ工学科

組込み技術で製品開発を
推進するエンジニアになる
ロボットや通信機器の製作実習を通して組込みシステムに関する技術・知識を
本格的に学びます。開発現場で中心となって活躍できるシステムエンジニアや
プログラマを育成します。

組込みシステム開発の
エキスパートになる
ハードウェア・ソフトウェアの技術に加え，コンサルティング，設計，開発，運用，保守，
管理まで組込みシステム開発に関する幅広い技術・知識を身につけ，
開発チームを指揮・統括するプロジェクトマネージャーやITアーキテクトを育成します。

目指す職種目指す職種

●メカトロニクス
  エンジニア
●システムエンジニア
  （ＳＥ）
　　　　　　    など

●ＩＴアーキテクト
●組込みシステム
  エンジニア
●ハードウェア開発者

●システムエンジニア（ＳＥ）
●カスタマエンジニア
●制御系プログラマ
　　　　　　　　　　など

●組込みシステム
  エンジニア
●メカトロニクス
  エンジニア

どんな機能のロボットを作るか，チーム
で相談し，企画書・仕様書を作成します。

企画

最も重要な工程です。動作を阻害するもの
はないか，無理な負荷がかかっていないかな
ど，綿密にシミュレートし，設計図を描きます。

設計

設計図に従って，ロボットのボディとな
るアルミプレートを加工します。

プレート加工

本体の製作と並行して，ロボットの動
きを制御するプログラムを作成し，マイ
コンに組み込んでいきます。

プログラミング

ロボットのパーツとモーター，センサ，マイコンなどを
組み合わせ，組み立てます。うまく動作しない場合
は，プログラム・本体ともに調整が必要になります。

組立て，調整

ついに自律型六足歩行ロボットの完成です！　
学生作品発表会でも，うまく階段を昇り降りできました。

完成・発表
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全日制
3年

自動車にオリジナルの
情報通信機器を
搭載することに
なりました。

How to Create Works

車載機器の
作りかた

ハード・ソフトの基礎を身につけた
制御系エンジニアになる
組込みシステム開発に必要なハードウェア・ソフトウェアの基礎的な
技術・知識を身につけ，開発リーダーのもとで確実な作業ができる
制御系エンジニアを育成します。

自動車産業を支える
ＩＴエンジニアになる
自動車工学とマイコン制御を本格的に学び，自動車関連企業で活躍できる
組込みシステムエンジニアやメカトロニクスエンジニアを育成します。

目指す職種目指す職種

コンピュータ工学基礎科　全日制
2年

自動車制御コースコンピュータ工学科
専門士専門士

●車載エレクトロニクス
  エンジニア
●制御系プログラマ
　　　　　　      など

●組込みシステム
  エンジニア
●ＥＣＵ開発者

●システムエンジニア
  （ＳＥ）
●カスタマエンジニア
　　　　　　　 など

●組込みシステム
  エンジニア
●制御系プログラマ

どのような機器を開発するか，企画を練り
ます。今回は車体後方の障害物を検知
する「バックソナー」を作ることになりました。

企画立案

センサやマイコンなど，どのような部品
が必要で，それらがどういう性能なのか，
書籍やインターネットで調査します。

調査

センサやＬＣＤなどからマイコンへの入
出力方法と，マイコンに実行させる処
理を設計書にまとめます。

設計書作成

マイコンを使う場合でも，プログラムはパソコン
で開発します。実行環境と異なる環境でプログ
ラムを開発することを「クロス開発」といいます。

プログラミング

開発したプログラムをマイコン用の機
械語に翻訳（クロスコンパイル）し，マ
イコンに書き込みます。

マイコンへの書込み

センサの調整やプログラムの修正を経て，ついにバックソナーが完成し
ました！ 

完成
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　高校卒業後，アルバイトをしていた歯科医院の先生が教えてくれた
医療機械に興味が湧き，医療機器を作れたら面白いと思ってKCGの
コンピュータ工学基礎科（2年制）に入りました。しかし、医療機器メ
ーカーは就職の間口が狭いと分かり，機器だけでなくシステムにも目
を向け，もっと力をつけようと思い情報工学科（4年制）に転科しまし
た。先生方が親身に相談に乗り，後押ししてくださいました。勉強で
印象深いのは最初に学んだC言語です。KCG入学まで文系しかやっ
ていませんでしたが，基礎からしっかり学べました。スノボの授業な
ど学生生活もエンジョイしました。
　医療情報システムの提供など日立グループのヘルスケア部門事業を
集中的に行う会社に，システムエンジニアとして採用が内定しました。
ずっと医療業界に進みたいと希望していました。これから社会人にな
ると同時に，東京で一人暮らしが始まるので不安と期待が半々です
が，会社の充実した教育制度も使って，しっかり成長していきたいと
考えています。医療業界のIT化はますます進んでいくと思います。早
く一人前になって，医療情報システムの充実・発展に役立ちたいです。

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
学
系
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
演
習

社会人として身につけておくべき，グループワークにおけるコミュニケーションの取りかたやスケジュール管理のしかたを演習します。既存の製
品に関する調査や，作ってみたいと思う装置をテーマとしたディスカッションなども行います。

自動車制御コースの実習として，より安全で快適なカーライフをサ
ポートする装置の開発を目指し，自動車に搭載する測定機器や制
御装置を製作します。

■自動車制御実習プロジェクト

2年次春学期までに学んだプログラミングや回路設計などの技術
をベースにして，情報関連機器の製作に取り組みます。

■制御装置製作プロジェクト

■メカトロニクスプロジェクト
自律型の歩行ロボットやロボットアームなどの設計・製作に取り組
み，マイコン応用技術や組込みシステムの技術をマスターします。

■情報工学プロジェクト
1年間をかけて，ハードウェア・ソフトウェアの双方を活用した総合的
なシステム開発に取り組みます。各自の興味に応じて自由にテー
マを設定し，その方向性によってチームを編成します。プロジェクト
管理手法に基づいて開発を進め，仕様書の作成やレビュー，プロト
タイプの作成，システムのテスト，性能評価などの工程管理も経験
します。

プロジェクト演習 1年次1

プロジェクト演習 2年次2

プロジェクト演習 3年次3

プロジェクト演習 4年次4

過去の研究テーマ（抜粋）

就職先企業実績（抜粋） Company List

大西 未喜さん Onishi Miki

情報工学科
大阪府 向陽台高等学校 出身

Message

先輩の
メッセージ

医療情報システムの
充実・発展に役立ちたい

日立ヘルスケアシステムズ株式会社／システムエンジニア

■システム開発プロジェクト
マイコン技術に加え，ネットワーク，データベースなどの技術・知識を
駆使し，コンピュータと人間の間のインターフェイスや周辺装置を取
り扱うシステム開発を行います。

●NintendoDSでパソコンとチャットできるメッセンジャーの開発
●ＬＡＮを経由して操作する遠隔ＬＥＤ掲示板システムの開発
●小型移動式映像伝送システム「ロボットアイ」の開発
●変形ロボット「I-GZ（イ・ガズィ）」の開発
●周囲の明るさに応じて点灯・消灯する
  「天候対応オートライト」の開発
●近距離音声無線通信端末の開発
●ダンゴムシを模した自律型制御ロボット・改
●ICカードでコーヒーを販売するシステム「Racoca」の開発

●PCで遠隔操作ができる六足歩行ロボットの開発
●RDBMSを用いた在庫管理アプリケーションと自動制御
　アームの連係による自動倉庫システムの開発研究
●感性メロディ発見支援ソフトウェアの開発
●顔画像による照合システムの開発
●リアルタイムOS上で動作する画像処理プログラムの開発
●Android携帯電話で動かせる四足歩行ロボットの製作
●Wireless Home Area Network（WiHAN）インフラの開発
●遠隔操作が可能な四つのクローラーが稼働する「災害救助ロボ」の開発

● トヨタテクニカルディベロップメント（株）
● ローム（株）
● シャープ（株）
● 近鉄情報システム（株）
●（株）デンソーテンテクノロジ
● 医療システムズ（株）
● 富士通（株）
●（株）アドヴィックス
●（株）インテックソリューションパワー
● セコムトラストシステムズ（株）

● ヤンマー（株）
● ヤンマーテクニカルサービス（株）
●（株）フルノソフテック
● NTTテクノクロスサービス（株）
● 日立ヘルスケアシステムズ（株）
● 日本ロジックス（株）
● 関電システムソリューションズ（株）
●（株）暁電機製作所 
●（株）サン・エンジリアリング
●（株）日新システムズ

● GMOインターネット（株）
●（株）平安製作所
● ハカルプラス（株）
●（株）ワントゥーテン
●（株）京都製作所
●（株）テイ・アイ・シイ
● ハムス（株）
● 日本マイクロシステムズ（株）
● アンドール（株）
●（株）イー・シー・エス
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エンジニアリング学系の注目科目

情報工学科

電気電子実験 2年次
増幅回路や発振回路など，基本的な電
子回路の製作と測定を通して，各種電子
デバイスに関する知識を深めます。

情報理論 4年次
情報の通信における高能率化・高信頼
化の理論的考察を行い，多様な符号化
技術の基本概念の修得・応用へとつな
げていきます。

オブジェクト指向設計実習 2年次
組込みシステムの世界でオブジェクト指
向によるシステム設計手法が注目されて
います。モデリング言語「ＵＭＬ」を修得し，
オブジェクト指向のエッセンスを学びます。

認識技術 4年次
顔認証，製品検査，車両の自動走行など
幅広い応用が可能な，画像処理による
物体認識に関連した技術・知識を実習
形式で学びます。

工業数学
移動や回転，力，電流など物体の工学的
な取り扱いに必要となる基本的な数学を
一から学習します。

アルゴリズム特論 3年次
やや進んだアルゴリズムのトピックとして，
最短経路問題やパターン照合などを取り
上げ，解くのが難しい問題への取り組み
かたを学びます。

1年次

コンピュータ工学基礎科

アセンブリ言語 1年次
機械語に近いプログラミング言語「アセ
ンブリ言語」を学習します。プログラムを
学びながら，コンピュータが動作するしく
みを理解していきます。

オペレーティング・システム理論 2年次
コンピュータの基本ソフト，オペレーティン
グ・システム（ＯＳ）の基本構造を理解し，
ＯＳがハードウェア・ソフトウェアをどのよう
に管理しているのかを学びます。

計算機システム概論 1年次
情報技術の根幹となるコンピュータシステ
ムの基礎を，ハードウェアとソフトウェアの
両面から学習します。「基本情報技術者」
午前試験免除制度に対応する科目です。

エンべデッドシステム 2年次
汎用のＣＰＵではなくワンチップマイコン
を使い，組込みシステムの基本的な機
能・構成を学習します。

Ｃ言語実習
組込み業界で最もよく使われている「Ｃ
言語」の文法を基礎から学び，実習を通
してプログラム開発の手法を修得します。

電気電子回路 1年次
電気回路を構成する抵抗やコンデンサ
などの電気特性を修得し，それらを組み合
わせた回路全体の振る舞いを理解でき
るようにします。

1年次

カーエレクトロニクス 2年次
自動車の電装部品に関する基礎知識を
学びます。バッテリー，始動装置，点火装
置について特に詳しく解説します。

エンジン概論 3年次
自動車のエンジンは，コンピュータを使ってエンジン内の燃焼を電子制御することで，低公害化
と高性能化が実現されてきました。熱エネルギーを力学エネルギーに変換する基本原理からは
じめて，電子制御を意識して簡単化したモデルを主体にして自動車エンジンを説明します。

アルゴリズム 1年次
コンピュータにデータを処理させるための
効率のよい処理手順やデータ構造を学び，
プログラム設計に応用できるようにします。

自動車制御実験 3年次
エンジン，ギヤボックス，サスペンションなど，
自動車やオートバイの各所にセンサを搭
載し，種々のデータを計測・解析します。

自動車工学概論
エンジンやクラッチ，ギヤ，ステアリングな
ど，自動車に装備されているさまざまな装
置の原理・構造・機能を理解します。

2年次

Ｃ＋＋言語 2年次
1年次に学んだＣ言語の知識を前提に，
Ｃ＋＋言語の学習を進めます。オブジェク
ト指向の概念やプログラミング技法も学
びます。

通信ソフトウェア 3年次
チャットプログラムなどの作成実習を通し
て，ＴＣＰ／ＩＰやＵＤＰなどネットワーク通
信のプロトコルとその実装方法を詳しく
学びます。

ＨＤＬ基礎 3年次
ＨＤＬ（ハードウェア記述言語）を使ったプ
ログラミングによる論理回路の設計や，
周辺装置のコントロール方法について学
習します。

人工知能基礎論 3年次
人間のように高度で柔軟な思考能力を
持ち，経験と学習により自らの能力を高め
ることができる人工知能（ＡＩ）の基本概
念と基礎理論について学習します。

論理設計
デジタル回路の基礎となるブール代数や
回路の最適化について学び，さまざまな
ＩＣ回路の設計実習を行います。

組込みＯＳ 3年次
WindowsやLinuxなどのOSを，ターゲッ
トとなるハードウェアに合わせてカスタマ
イズし，必要な機能を追加していく技術を
学びます。

1年次

コンピュータ工学科 コンピュータ工学コース

コンピュータ工学科 自動車制御コース

▶エンジニアリング学系　１年次春学期の典型的な履修例

1

2

3

4

5

月

計算機システム概論１

計算機システム概論１

プロジェクト演習１

プロジェクト演習１

火

Ｃ言語実習１

Ｃ言語実習１

論理設計１

論理設計１

水

電気電子回路１

IT活用技法１

工業数学

線形代数学

木

アルゴリズム１

アルゴリズム１

アセンブリ言語１

アセンブリ言語１

金

英語１

特別講義１

漢詩

どうして自動車にコンピュータ？ 自動車にたくさんのコンピュータが組み込まれていることには，理由があります。

コストダウン4
メカニカルな部品を電子装置で
置き換えることにより，自動車全
体としてのコストダウンが可能に
なります。

利便性・快適性の向上3
カーナビゲーションシステムやエア
コンなど，自動車をより便利に，より
快適にするための装備も日々改
良を重ねられています。

安全性の追求2
重大な交通事故を減らすため，ABS，
エアバッグ，プリクラッシュ・セーフティ
システムなど，安全性を向上させるし
くみの開発・改良が必要です。

環境に優しく1
地球環境やエネルギー資源の問
題が深刻化しており，省エネルギー
や排気ガス規制の要求に応える
精密な制御が必要となっています。
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短期間でのスキルアップを目指す大学卒業者向けのコー
スです。大学で得た専門知識に加え，本コースで実践的
なコンピュータ技術を身につけることで，目指せる職種・業
界は格段に広がります。多彩な選択科目の中から個人の
ニーズやスキルレベルに応じて自由に履修できる柔軟な
カリキュラムとなっているため，プログラミングやシステム開
発技術の学習，情報系資格取得，事務系アプリケーショ
ンの活用法修得など，目標とするキャリア形成に適した学
習が可能です。

短期間でITスキルを身につけたい方向けのコースです。個人のニーズやスキルレベルに応じて科目を選択し，プログラミングやシステム開発，
情報系資格取得，事務系アプリケーションの活用法修得など，目的に合致した学習を進めることができます。 

資格試験合格を
目指すための科目

事務アプリケーションの
活用法を学ぶ科目

システム開発技術を
身につける科目

ビジネス文書演習

表計算実習

Access実習

Ｊａｖａ実習
アルゴリズム
HTML・CSS実習
JavaScript実習
データベース設計
プロジェクト演習

経営情報システム※

基本情報技術者
試験（FE）対策演習
簿記会計
ERP入門

卒　業

計算機システム概論※　 システム開発入門※

※「基本情報技術者」午前試験免除制度に対応する科目です。

ビジネス文書演習

表計算実習

Access実習

Ｊａｖａ実習
アルゴリズム
HTML・CSS実習
JavaScript実習
データベース設計
プロジェクト演習

経営情報システム※

基本情報技術者
試験（FE）対策演習

簿記会計

卒　業

※「基本情報技術者」午前試験免除制度に対応する科目です。

計算機システム概論※　 システム開発入門※

資格試験合格を
目指すための科目

事務アプリケーションの
活用法を学ぶ科目

システム開発技術を
身につける科目

■ 情報コミュニケーションコース
■ 大卒者スキルアップコース

 ■ イブニング1年コース
 ■ 夜間部（2年課程）

全日制
1年情報コミュニケーション科

短期資格取得コース ４ヵ月

ＫＣＧキャリアセンターが，
就職が決まるまで強力にバックアップします。

ＩＴ系企業および一般企業への高い就職率2 学費がすぐに用意できないという方は，
「学費貸与奨学生」（学費のほぼ全額または半額を
無利子で貸与）制度を利用できます。　

授業料一部免除などの奨学制度が利用できる

5
午前試験の免除制度や
国家試験対策講座を活用できます。

国家試験（基本情報技術者試験）に完全対応3

4 ※SAP認定コンサルタント制度についてはP.128をご覧ください。
　 また，「合格者の声」をP.81に掲載しています。

「ＳＡＰ認定ソリューションアーキテクト」試験の　
合格を目指す

6 秋学期（10月）から，グループ校のＩＴ専門職大学院
「京都情報大学院大学」での特別聴講や進学が可能

全日制
1年情報コミュニケーション科

大卒者スキルアップコース

情報コミュニケーションコース

大学や実社会で得た専門知識に，KCGで学ぶコンピュータ技術が加わると,活躍のフィールドは一気に広がります。産業界とのつながりが強く，
豊富な求人数と抜群の就職実績を誇るKCGの就職サポートを受けることで，希望どおりの就職が実現します。

さらに高度なIT・コンピュータのスキルを身につけたい場合は，
2年課程以上の学科へ転科することも可能です。 

KCGでは，ITのスキルを短期間で身につけたいと希望する方を対象に,全日制1年の「情報コミュニケーション科」情報コミュニケーションコー
スおよび大卒者スキルアップコースを，大学生や短期大学生およびその卒業者を対象に夕方以降に授業を行うイブニング1年コースを,昼間
は働いたり大学や短期大学などで学んでいる方の資格取得やスキルアップをサポートするために夜間2年の「情報コミュニケーション科 夜
間部」を設置しています。精選したカリキュラムで，代表的なアプリケーションの操作法やプログラミングなどを短期間で修得できます。情報
系の資格取得対策科目も充実しています。

転科制度

ライフスタイルに合わせて学ぶ2

専門知識+コンピュータ技術＝理想の就職1
短期間で Tスキルを身につけ，理想の就職を実現する

ＩＴ分野へのキャリアチェンジ，
ＩＴのスキルアップで理想の就職を実現！

専門知識＋コンピュータ技術=理想の就職1
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短期資格取得コース

短期間での資格取得やスキルアップを目指す大学・短期大学・
専修学校専門課程の学生および卒業者のために設置していま
す。情報系の国家試験対策講座をはじめ，就職に有利なカリ
キュラムで効率よく技術を身につけられます。就職活動の時間を
考慮し，授業は夕方以降に開講します。卒業すると，専修学校専
門課程の卒業資格が得られ，就職活動時には「新卒」扱いとな
ります。（履修可能な単位数に上限があります。）

昼間は働いたり，大学や短期大学などで学んでいる方が，情報
系の資格取得や新しいキャリアを目指してITスキルを身につけ
るための学科です。交通の便が良い京都駅前校で開講される
ため，仕事帰りや学校帰りの通学にも便利です。データベース
技術，情報セキュリティなどの基礎と，プログラミング技術，システ
ム開発手法をバランスよく学べます。

将来の就職のために，学びたい分野を絞って，聴講生として学べます。大学生・短期大学生はもちろん，転職を検討中の方も受講可能です。
資格取得に直結した聴講科目パックがあります。受講料は，経済支援対策の一環として，通常の聴講料よりも安く設定されています。

在籍延長の方・ダブルスクールにおすすめ

専門知識+コンピュータ技術＝理想の就職

聴講科目パック （抜粋） 科目名　（　）は時限数

就職のために
オフィス系アプリ
スキルアップパック

ウェブ技術を身につけたい方に
ウェブ技術マスターパック

基本情報技術者試験合格のために
基本情報技術者
試験対策パック

Access実習（２），プレゼンテーション入門（１）,ビジネス文書演習（２）
さらに資格取得（ＭＯＳなど）を目指す方には受験サポートも行います。
※ＭＯＳはマイクロソフト社の認定資格で，エクセルやワードといった，
　多くの企業で利用されているマイクロソフト製品の利用スキルを認定する資格です。

HTML・CSS実習（１），JavaScript実習（１），PHP実習（２），XML入門（１）

計算機システム概論１（２），計算機システム概論２（２），
経営情報システム（１），システム設計１（２）
※基本情報技術者試験の午前試験の免除は，これらの科目を受講後，
　所定の修了試験に合格することが条件となります。 ※午前試験の免除制度の適用可。 

上記以外にも,科目を選んで学べる制度があります。

システム開発系
科目

基礎理論・
リテラシー系科目

プログラミング系
科目

情報数学
情報セキュリティ
表計算実習
ビジネス文書演習
プレゼンテーション
入門

Ｊａｖａ実習
アルゴリズム
HTML・CSS実習
JavaScript実習
PHP実習

計算機システム概論※
経営情報システム※
システム開発入門※
Access実習
データベース設計
オブジェクト指向
設計実習
卒業制作

※「基本情報技術者」午前試験免除制度に対応する科目です。

卒　業

近年，日本企業の海外進出に伴い今後のアジア各地域の自動車産業をリードするカーエンジニアの育成が求められています。
KCGはそのニーズに応えるため，特に東南アジアからの留学生を対象にする国際自動車コースを設置しました。

１８：３０～２１：４０ 

４月～７月，１０月～翌年１月

１６：５０～２１：４０

キャリア形成，ビジネス演習，プロジェクト演習，経営情報システム（eラーニング科目）

9:30～21:40（1時限90分）

全日制
3年応用情報学科

全日制
3年コンピュータ工学科

京都情報大学院大学（KCGI）に進学するためのコースです。
出身国の高等専門学校などの卒業者を編入の形で受け入れ，ITの知識や技術を身につけて，KCGIへの進学の道を拓きます。
海外にあるKCGIの提携校からも多くの学生が訪れます。

■ 国際情報コース 専門士 ＊留学生対象

■ 国際ITコース

■ ロチェスター工科大学（RIT)大学院修士課程留学コース

全日制
2年情報処理科

専門士 ＊留学生対象

国際ITコースでは，ITスキルと日本語をしっかりと学ぶため，母国に帰ってからの就職はもちろんのこと，日本企業へ就職する道も拓けて
います。また，就職以外にもKCGの各学科への転科や編入学，大学への編入学，そしてグループ校の京都情報大学院大学への進学
などさまざまな将来の選択があります。

ロチェスター工科大学（ＲＩＴ）は,1829年に創立されたアメリカ流のプラグマティズムに基づく工学系名門大学です。全米でいち早く，
1991年にＩＴ学科を設置したことでも知られています。本コースでは，日本にいながらＲＩＴ大学院修士課程の科目を日本語で履修し，ま
た英語での集中講義を受けることもできます。ＫＣＧ入学後，1年半でＲＩＴ大学院に正規留学し，残りの科目をアメリカで学んで修士号
取得を目指します。（P.92,93参照）

開講時間

開講時間

開講時間

主な科目

■ 大学・短大とのダブルスクールで入学可能！ 
■ 大学生・短大生等への就職支援のための学費援助制度を設定 
■ 就職サポートプログラムを準備
　 「キャリア形成」（キャリアに直結する就職指導専門科目）の受講, 
　 就職活動のフルサポート（履歴書添削・個別指導・企業紹介など）

専門士 ＊4年制大学卒業者対象

4ヵ月

イブニング1年コース

夜間部 2年課程

開講時間

 T留学で世界を目指す

特徴 ■ 国際自動車制御コース 専門士 ＊留学生対象
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アメリカの名門大学，ロチェスター工科大学（ＲＩＴ）大学院で，ＩＴ・ソフトウェア開発
分野の修士号が取得できます。

ＩＴ・ソフトウェア開発のマスター（修士）に1
ＲＩＴ大学院修士課程の修了必要単位の約半分を日本語で履修できる画期的なプ
ログラムです。英語の苦手な方でもスムーズに学習を進めることができます。

修了単位の約半分を日本語で履修できる2

ＫＣＧでの１年半の学習で修了必要単位の約半分を取得した後に渡米するので，
最短期間，最少の留学費用で合理的にアメリカの修士号を取得できます。

留学費用を大幅に軽減4

ＫＣＧからＲＩＴ大学院へ進学する場合，ＫＣＧの専門科目，ＲＩＴ単位互換専門科目，
そしてＴＯＥＦＬの成績を基に合否判定が行われます。ＧＲＥ（Graduate Record 
Examination）などの全米共通学力テストの受験は不要です。

全米共通学力テストの受験が不要

3

短期間で米国有名大学の修士号を取得。
国際派のＩＴ技術者，ソフトウェア開発者になる！

近年，日本企業の海外進出に伴い今後のアジア各地域の自動車産業をリードするカーエンジニアの育成が求められています。
KCGはそのニーズに応えるため，特に東南アジアからの留学生を対象にする国際自動車制御コースを設置しました。

ＲＩＴ大学院での学習に
必要なコンピュータの
基礎知識を学ぶ。

ＲＩＴ大学院の
専門科目を
日本語で学ぶ。

ＲＩＴ留学に
必要な語学力を
身につける。

本コースのカリキュラムは，コンピュータの
初学者や英語の苦手な方でも無理なく
学習を進め，留学準備ができるよう，
以下のような構成となっています。

Windows
      プログラミング

インタラクティブメディア
データ構成論
Ｗｅｂプログラミング

英会話
実用英語

英会話
実用英語

計算機システム概論
Ｊａｖａ実習
アルゴリズム
Ｗｅｂマルチメディア
通信技術概論

ソフトウェア・デザイン
ＩＴ特論
対話型システム

ＫＣＧ専門科目 外国語科目ＲＩＴ大学院単位互換
専門科目

※ＲＩＴで取得した単位を互換することにより，ＫＣＧの専門士号も取得できます。また，留学をせずにKCGで専門士号を取得
　して就職することも可能です。 
※上記の科目以外にも，多数の科目を選択できます。
※技術の進歩,社会のニーズに即応するため，年度・学期により開講科目が多少異なります。

ＫＣＧの専門科目，ＲＩＴ大学院単位互換専門科目，ＴＯＥＦＬの成績を基に合否判定

ＫＣＧで取得したＲＩＴ
大学院専門科目の単位が移転認定ＲＩＴの大学院で残りの単位を取得

修了単位：48単位

2年次
春学期

1年次

ＲＩＴ

留 学

ＫＣＧ

ＲＩＴ修士号（ＭＳ）取得・専門士号取得  

ＲＩＴ大学院修了

＊対象：日本語能力試験Ｎ3合格，または日本語学校等で半年以上の日本語学習歴がある方

1年目
専門学習に必要な日本語を強化すると同時に，
自動車工学とIT（プログラミング，コンピュータシステム，
デジタル回路）を基礎から学ぶ。

2年目
実用的なプログラミングスキル，システム構築技術，
デジタル回路・マイコン基礎学習，自動車制御の
実践学習。

3年目
組込み技術の向上，応用的な理論学習。
＊他学科（4年課程）への編入学が可能です。
　4年制学科を卒業すると高度専門士の称号が付与されます。

カリキュラム

国際自動車制御コース ＊留学生対象 全日制
3年応用情報学科

＊対象：日本語能力試験Ｎ3合格，または日本語学校等で半年以上の日本語学習歴がある方

ＩＴビジネス分野において必須とされる「データベース技術」「ネットワーク技術」「マルチメディア技術」をバランスよく学び，文書処理能力
も身につけます。

学生の日本語能力に応じてクラスを編成し,授業の進度を調整します。1年目には主として非漢字圏の留学生を対象に,専門学習に必要な日本
語を強化すると同時に,ITを基礎から学びます。「技術日本語」などの日本語科目も開講し,コンピュータ技術の修得やビジネスに必要となる日
本語能力を養成します。そして2年目には,幅広い選択科目群から自分の希望する科目を選択して,さらに高度なITスキルを身につけます。

2年間のコース修了生には，文部科学省認可の「専門士」の称号が付与され，ＩＴ技術者として母国や日本で就職する道が拓けます。日本
企業への就職希望者は，ＫＣＧ就職進路担当スタッフによる就職指導を受けることができます。また，ＫＣＧの他の学科や大学への編入学，
京都情報大学院大学への進学も可能です。

国際ITコース ＊留学生対象 全日制
2年情報処理科

Ｒ Ｔ大学院修士課程
留学コースの構成

 Tの本場,アメリカの大学院で修士号を取得する！

国際情報コース ＊留学生対象 全日制
3年コンピュータ工学科

出身国の高等専門学校などの卒業者を編入の形で受け入れ，ITの知識や技術を身につけて，KCGIへの進学の道を拓きます。
海外にあるKCGIの提携校からも多くの学生が入学します。

京都情報大学院大学（KCGI）に進学するためのコースです。

＊対象：日本語能力試験Ｎ3合格，または日本語学校等で半年以上の日本語学習歴がある方

RIT大学院修士課程留学コース ＊留学生対象 全日制
2年

＊対象：日本語能力試験Ｎ３～Ｎ5（旧試験３～４級）
　程度の日本語能力を有する方

※4月入学全日制
1年

※10月入学全日制
1年半

●日本語関連の科目については，入学時のテストおよび各学期末の成績によってレベル別にクラスを編成します。
●7月または１２月に日本語能力試験のＮ２またはＮ１を受験するよう指導します。また，「日本留学試験」にも対応します。

●ＫＣＧの留学生別科である「京都日本語研修センター（ＫＪＬＴＣ：Kyoto Japanese Language 
Training Center）」では，日本の高等教育機関へ進学するための日本語教育を行います。ＫＪＬＴＣは
法務大臣告示日本語教育機関です。

● 本コースは文部科学省指定の「準備教育課程」です。本国での教育年数が12年に満たない方であって
も，本コースを修了することにより，ＫＣＧ本科をはじめ，日本の高等教育機関への入学資格が得られます。

●ＫＣＧ本科への準備教育として，文書作成・表計算などのアプリケーションソフト操作実習（ＩＴ基礎）を必
修科目としています。取得した単位は進学後に本科の単位として認定・加算されます。

● 一定の日本語能力が認められた学生は，本コースに在籍しながら，ＫＣＧ本科のコンピュータ専門科目を
聴講することができます。

● 本コース修了後，ＫＣＧ本科に進学する学生は，入学金・学費減免の対象となります。

コースのメリット
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■.ＮＥＴ開発実習
Microsoft社の提供するアプリケーション環境の
基盤ソフトウェア「.NET Framework」を利用し，
応用的なシステム開発を実習します。

■2Dゲームプログラミング
オリジナルの2Dゲームフレームワークを利用して
キャラクターや背景を描き，動きやエフェクト（効果）
をつけてゲームらしいプログラムを作成します。

■3ＤＣＧ
プロ仕様の3ＤＣＧソフト「Maya」を使用し，3Ｄモ
デリングや照明効果，カメラワークを駆使して，迫
力のある3Ｄアニメーション作品を制作します。

■3ＤＣＧ入門
3ＤＣＧソフト「Maya」を使って3Ｄモデリングの
基礎を学びます。

■3Ｄゲームプログラミング
「3Ｄ」はゲームにリアルさと迫力を出すために欠
かせない技術です。この科目では，3Ｄゲームを実
現するためのプログラミング手法を学習します。

■Ａｃｃｅｓｓ実習
データベース管理ソフト「Access」を使い，データ
を一元的に管理するデータベースの実践的なス
キルを身につけます。

■Ａndroid実習
Androidアプリをプログラミング言語「Java」で作
成する方法を学習します。画面レイアウトには
「XML」を用います。

■Ｃ＋＋実習
ゲーム業界で最も普及しているプログラミング言
語「Ｃ＋＋」の文法を基礎から学び，実習を通して
プログラム開発の手法を修得します。

■ＣＧ数学
ＣＧで図形や物体の運動を表現するために必要
となる，数学や物理学の基礎を学びます。

■Ｃ言語実習
組込み業界で最もよく使われているプログラミン
グ言語「Ｃ言語」の文法を基礎から学び，実習を
通してプログラム開発の手法を修得します。

■ＤＴＰ入門
コンピュータで広告や雑誌などの編集を行うＤＴＰ
（Desktop Publishing）を基礎から分かりやすく
学びます。

■ｅビジネス概論
売上拡大やコスト削減，処理速度向上などを図
り，企業の競争力をアップするにはICTの利用が
欠かせません。この科目ではｅビジネス全般に関
する理解を深めます。

■ＨＤＬ基礎
ＨＤＬ（ハードウェア記述言語）を使ったプログラミ
ングによる論理回路の設計や，周辺装置のコン
トロール方法について学習します。

■ＨＴＭＬ・ＣＳＳ実習
Ｗｅｂページ作成のための言語である「ＨＴＭＬ」
と，ページデザインや装飾を系統的に記述する
「ＣＳＳ」を基礎から学びます。

■ＩＴ活用技法
ビジネスシーンに必要不可欠な「Word」「Excel」
「Access」の基本的な機能を学習します。

■ＩＴパスポート試験対策演習
情報処理技術者試験の中で最もベーシックな
「ＩＴパスポート試験」の合格を目指します。

■JavaScript実習
インタラクティブなＷｅｂページの作成に用いられる
言語「JavaScript」の基礎的な文法を学びます。

■Javaアプリケーション開発
Javaのクラスライブラリを活用し，多様なアプリケー
ションを効率的に開発する技術を身につけます。

■Java実習
代表的なプログラミング言語「Java」の基本文
法や開発環境の活用法を学びます。ソフトウェア
開発を効率的に行うための「オブジェクト指向設
計」の概念も理解します。

■ＪＳＰ実習
ユーザの要求に応じてサーバ側で処理を行う
「サーバサイド技術」のひとつで，動的にＷｅｂペ
ージを生成するＪＳＰ（Java Server Pages）を学
習します。

■Ｌｉｎｕｘサーバ構築実習
企業の業務用システムに使用されることの多い
オープンソースＯＳ「Ｌｉｎｕｘ」を用いて，認証，Ｗｅｂ
データベースなど各種サーバの設定管理方法を
学びます。

■Ｌｉｎｕｘ実習
Ｌｉｎｕｘの操作に慣れ，環境設定やシェルスクリプ
トなどを自由に扱えるようになることを目指します。

■ＰＨＰ実習
データベースとの連係が容易で，Ｗｅｂアプリケー
ションの開発に使用されることが多いプログラミ
ング言語「ＰＨＰ」を実習形式で学びます。

■Ｐｙｔｈｏｎ実習
構文がシンプルで扱いやすく，機械学習やデータ
分析の分野で使われることが多いプログラミング
言語「Python」を実習形式で学びます。

■ＳＰＩ演習
適性検査として多くの企業で実施されているＳＰＩの
問題について，考えかたや解答のコツを学びます。

■Unity入門
ゲームエンジン「Unity」を使って，基本的な3Dゲ
ームを制作します。場面構成やモデル・カメラ・ラ
イト等の操作方法を学びながら，自分が思い描く
ゲームを実際に形にする過程を体得します。

■ＶＢ.ＮＥＴ実習
ボタンやメニューなどの部品の取り扱いが容易に
行えるプログラミング言語「Visual Basic」を使用
し，簡単で役立つアプリケーションを作成します。

■Ｗｅｂ技術概論
ブラウザとサーバ間でやり取りされるデータの内
容やセッション管理のしくみなど，Ｗｅｂを実用的
に使うための基礎知識を学びます。

■Ｗｅｂプログラミング
Ajaxなど，最近の技術を使ったＷｅｂアプリケーシ
ョンの開発技術を学びます。

■WindowsAPI基礎
Ｃ言語の知識を前提に，WindowsのＡＰＩ
（Application Program Interface）を利用した
プログラミング技術を修得します。

■WindowsServer管理実習
WindowsOSによるサーバのセットアップ，基本設
定，各種コマンドや管理ツールの使用法を実習し，ネ
ットワーク管理者として必須の技術を身につけます。

■ＸＭＬ入門
アプリケーション間のデータのやり取りにおいて
標準形式となっている「ＸＭＬ」を学び，実用的な
Ｗｅｂアプリケーションの開発に役立てます。

■アセンブリ言語
機械語に近いプログラミング言語「アセンブリ言
語」を学習します。プログラムを学びながら，コンピ
ュータが動作するしくみを理解していきます。

■アルゴリズム
コンピュータにデータを処理させるための効率の
よい処理手順（アルゴリズム）やデータ構造を学
び，プログラム設計に応用できるようにします。

■アルゴリズム特論
やや進んだアルゴリズムのトピックとして，最短経
路問題やパターン照合などを取り上げ，解くのが
難しい問題への取り組みかたを学びます。

■映像入門
シナリオや絵コンテの制作を通じて，映像作品の
構成法を学びます。実際にビデオカメラで撮影
し，パソコンで編集して実写作品も制作します。

■エンジン概論
自動車のエンジンについて，その内燃機関として
の基礎と，点火や燃料噴射の電子制御を中心
に解説します。

■エンベデッドシステム
汎用のＣＰＵではなくワンチップマイコンを使い，組
込みシステムの基本的な機能・構成を学習します。

■応用情報技術者試験対策演習
情報処理技術者試験のレベル３「応用情報技
術者試験」の合格を目指す科目です。

■オブジェクト指向設計実習
近年，システム設計手法の主流となっている「オ
ブジェクト指向」の概念を学び，システムの内容を
図として表現する「ＵＭＬ」の書きかたをマスター
します。

■オペレーションズ・リサーチ
経営などの諸問題に対し，最も適切な意思決定を下
すための数理手法を，演習を交えて身につけます。

■オペレーティング・システム
コンピュータの基本ソフト，オペレーティング・シス
テム（ＯＳ）の基本構造を理解し，ＯＳがハードウェ
ア，ソフトウェアをどのように管理しているのかを
学びます。

■カーエレクトロニクス
自動車の電装部品に関する基礎知識を学びま
す。バッテリー，始動装置，点火装置について特
に詳しく解説します。

■企業システム入門
生産・物流・販売・顧客管理など，企業経営の根
幹を支える業務システムについて詳しく学びます。

■基本情報技術者試験（FE）対策演習
情報系の国家試験「基本情報技術者試験」の
合格を目指して，試験の過去問題・予想問題を
数多く解き，実力を養います。

■キャラクター制作
オリジナルのキャラクター制作を通じて，イラスト
の描きかた全般を学びます。ゲーム，マンガ，アニ
メーションなどへの発展的視野が得られます。

■組込みＯＳ
WindowsやLinuxなどのOSを，ターゲットとなる
ハードウェアに合わせてカスタマイズし，必要な機
能を追加していく技術を学びます。

■グラフィックス技術研究
ゲームの表現に欠かすことのできない光や影，動
き，フィルターなどのエフェクト技術をシェーダプロ
グラムで実現することを学びます。

■グラフィックツール入門
画像編集ソフト「Photoshop」や描画ソフト
「Ⅰllustrator」など，定番ソフトの操作法を基本か
ら学びます。

■ゲーム業界研究
現在までのゲーム業界の変遷と構造を学び，こ
れからの動向を考察します。ゲーム業界への就
職活動に役立つ情報も提供します。

■ゲーム設計
ゲーム制作のスタートとなる「企画書」の作りかた
を学びます。優秀な企画書はゲーム会社に持ち
込み，現場のクリエイターから評価をもらうこともあ
ります。

■ゲームデザイン
マップ作成方法,バトル演出,敵キャラクタのデザ
インや配置など,ゲーム制作に必要な知識,プレイ
ヤーを惹きつけるために効果的な設計や演出に
ついて学びます。

■ゲームプログラミング実践
ゲームエンジン「Unreal Engine 4」による実践
的な制作演習を行い，ゲームエンジンの機能を深
く理解するとともにゲーム制作スキルの向上を目
指します。

■経営学
利益を生み出すための経営分析・経営改革の
手法を学びます。また，経営者に必要となるリーダ
ーシップについても理論的に学習します。

■経営情報システム
情報化が著しく進む企業経営や商取引の概要
を分かりやすく解説します。現代のビジネスパー
ソンには必須の知識です。「基本情報技術者」
午前試験免除制度に対応する科目です。

■計算機システム概論
情報技術の根幹となるコンピュータシステムの
基礎を，ハードウェアとソフトウェアの両面から学
習します。「基本情報技術者」午前試験免除制
度に対応する科目です。

■コミュニケーション技法
敬語表現やマナー，文章表現など，社会人として
必要になるコミュニケーション能力や自己表現力
の育成を図ります。

■色彩レイアウト演習
ポスターカラー，絵の具，雑誌の切り抜きなどさま
ざまな材料を使用して色彩の体系・構造を学びま
す。効果的な配色技法を身につけ，表現力を高
めます。

■システム開発入門
一般的なソフトウェア開発の作業工程や，工程
管理手法について学習します。「基本情報技術
者」午前試験免除制度に対応する科目です。

■自動車工学概論
エンジンやクラッチ，ギヤ，ステアリングなど，自動車
に装備されているさまざまな装置の原理・構造・
機能を理解します。

■写真実習
撮影環境や配置に応じてデジタルカメラの設定
を調整するための基本知識から学びます。写真
の表情をより深め，広く表現の手段として使える
ようになることを目標にします。
■情報数学
情報科学の学習で頻繁に現れる，基本的な数
理概念について学習します。

■情報セキュリティ
個人情報の漏えいや改ざん，不正アクセスなど
の事件が多発し，近年その重要性がますます高
まっているセキュリティ技術や情報管理手法を
紹介します。

■情報理論
情報の通信における高能率化・高信頼化の理
論的考察を行い，多様な符号化技術の基本概
念の修得・応用へとつなげていきます。

■情報倫理
著作権やプライバシーといった現在の諸問題に
加え，将来実用化されるであろう情報技術に伴う
倫理的問題についても考えていきます。

■人工知能基礎論
人間のように高度で柔軟な思考能力を持ち，経
験と学習により自らの能力を高めることができ
る人工知能（ＡＩ）の基本概念と基礎理論につ
いて，例題と演習問題を交えて学習します。

■数値解析
世の中の問題解決に大いに役立つ，数値計算
の基本的な手法を修得します。

■制御工学
さまざまな自動制御システムを例示し，システムを
構築するための基礎理論を学習します。

■線形代数学
大量のデータを処理するときに強力な武器とな
る，ベクトルや行列について学習します。コンピュ
ータ業務に従事する人にとっては必須の知識
です。

■ソフトウェアテスト手法
プログラムが正常に動作するかを確認する「ソフ
トウェアテスト」の諸手法を学び，プログラムの性
質に応じた効率的なテストケースを作成します。

■データベース設計
3層スキーマや概念設計，論理設計など，データ
ベースの構造や設計について詳しく学びます。
ＭｙＳＱＬなどのデータベース管理システムを用い
た実装も行います。

■データマイニング
大量のデータの中から有意な情報を取り出す
データマイニング技術の基本概念を理解し，ビジ
ネスの現場でどのように活用していくかを考察し
ます。

■デザイン入門
ＣＧクリエイター検定やＷｅｂデザイナー検定の
合格を目指し，映像表現技術やＷｅｂサイト制作
技術の基礎を身につけます。

■デジタルサウンド制作実習
デジタルオーディオの原理・基礎知識を理解し,
波形編集ソフトやシーケンスソフトを利用して効
果音や簡単な楽曲を制作します。

■電気電子回路
電気回路を構成する抵抗やコンデンサなどの電
気特性を修得し，それらを組み合わせた回路全体
の動作を理解できるようにします。

■電気電子実験
トランジスタやダイオードなどの半導体素子の特
性を理解し，増幅回路や変調・復調回路などの
基本的な回路設計を学びます。

■統計解析
客観的なデータ分析に欠かせない，推測統計や
多変量解析の諸手法を学びます。

■統計学
多数のデータから全体的な性質を探る，統計処
理に関する基礎的な知識と正しい使いかたを学
びます。
■ドローイング演習
あらゆる芸術表現の基礎となるデッサン力を身に
つけます。人物や静物などの対象をじっくり観察
し，特徴をとらえて鉛筆や筆でキャンバスに描き出
します。

■ネットワーク情報システム
ＩＰｖ６（インターネットプロトコルver.6）や，ＰＬＣ（電
力線搬送通信）など，日々進歩する情報通信シス
テムの関連技術を紹介します。

■ネットワーク入門
ＩＴ関連のエンジニアには必須のネットワーク技術
を基礎から学びます。

■ネットワークプログラミング
ＴＣＰ／ＩＰソケットを使ったネットワークプログラミ
ングを学び，マルチスレッドによる実用的なクライ
アントサーバシステムなどを作成します。

■背景デザイン
自然風景や人工物など，さまざまなシチュエーショ
ンの背景の描き方を学びます。自然風景では，観
察と分析を行って特徴を理解し，絵として描き出
していく重要な要素を学びます。

■ビジネス関連法規
将来，ＩＴ技術者としてビジネスシーンで活躍するう
えで知っておくべき法的知識を事例を挙げて解
説します。

■微分積分学
時間の経過や位置の変化などにしたがって変化
する量を解析するうえで最も基本的かつ強力な
手法である微分・積分について，基礎から分かり
やすく学習します。

■ヒューマンインターフェイス
認知心理学の基礎を学び，人とコンピュータの情
報のやりとりについて考えていきます。

■表計算実習
表計算ソフトの定番である「Excel」を使って，デ
ータの集計や計算，グラフ作成を素早く適確に
行うスキルを身につけます。

■プレゼンテーション入門
「PowerPoint」を使った分かりやすいスライドの
作成法や，相手に自分の主張を魅力的に見せる
ためのプレゼン戦術を修得します。

■プロジェクト管理技法
大規模なソフトウェアやアート作品，ゲーム作品，
情報機器を制作するためには，適切な人員配置
やスケジュール調整などが必要です。これらのプ
ロジェクト管理手法を，実践を通して学びます。

■文章構成法
ビジネスで求められる「分かりやすい文章」を書け
るようになるために，書く値打ちのある内容を見つ
ける技術と，それを正確に相手に伝える技術を身
につけます。

■簿記会計
経営活動の根幹である会計の基礎を学び，日々
の経営状況を記録・整理する手法を身につけま
す。簿記検定の受験対策にもなります。

■マルチメディアプログラミング
「Adobe Flex」や「JavaFX」など最新のテクノ
ロジーを用いて，表現力豊かなインターネットアプ
リケーションの開発実習に取り組みます。

■メディア技術概論
オーディオ・ビデオ技術に関わる音・光の物理的
性質や聴覚・視覚の性質，音・映像の圧縮・伝
送・再生技術などを扱います。

■論理設計
デジタル回路の基礎となるブール代数や回路の
最適化について学び，さまざまなＩＣ回路の設計
実習を行います。

他多数

科目紹介
必修・専門選択科目から,
主な科目を紹介します。
各学系の主要科目一覧に
掲載されている科目以外にも,
以下のような科目が選択できます。
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■ オリエンテーション
■ 入学式
■ 健康診断
■ 春学期開講
■ 新入生歓迎会・クラブ紹介
■ 春期国家試験
■ フレッシュマン・デイキャンプ
■ 春期ハイキング
■ 学内企業説明会

豊太閤花見行列（醍醐寺）

京都の主な年中行事

■ 創立記念日（5月1日）
■ 各種スポーツ大会
■ 学内企業説明会

■ 音楽鑑賞会
■ 学内企業説明会

京都薪能（平安神宮）

■ 文化講演会
■ CG検定
■ 就職・進路ガイダンス
■ 学内企業説明会
■ サマーフェスタ

祇園祭（八坂神社・京都市内）

■ 春学期終講
■ 春学期試験
■ RIT夏期短期留学（サマーワークショップ）
■ 夏休み
■ 夏期国家試験対策セミナー
■ サマーコース開講
■ ビジネスインターンシップ
■ 進路相談会
■ 就職・進路ガイダンス

五山送り火（大文字山 他）

■ J検・情報システム試験
■ 京都府専修学校体育大会
■ 学内企業説明会
■ 秋学期ガイダンス
■ 音楽鑑賞会
■ 健康診断

観月の夕べ（大覚寺）

KCGでは年間を通してさまざまな行事・イベントを開催しています。
京都の年中行事もあわせて紹介します。

葵祭（下鴨神社・上賀茂神社）
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■ 秋学期開講
■ 秋期国家試験
■ 秋期ハイキング
■ 就職・進路ガイダンス

時代祭（平安神宮）

■ 11月祭
■ 就職・進路ガイダンス
■ 学術講演会
■ 芸術鑑賞会
■ CG検定
■ 保護者相談会

■ 文化講演会
■ 就職・進路ガイダンス
■ 冬休み

京都薪能（平安神宮）

■ 講義再開
■ 音楽鑑賞会
■ 就職・進路ガイダンス 

通し矢（三十三間堂）

■ 秋学期終講
■ KCG AWARDS
■ 秋学期試験
■ J検・情報システム試験
■ 春休み
■ 就職・進路ガイダンス
■ 学内企業説明会
■ ウインターコース開講

梅花祭（北野天満宮）

■ スプリングコース開講
■ 卒業式
■ 卒業祝賀会
■ 学内企業説明会
■ 春期国家試験対策セミナー

お松明式（清凉寺）嵐山もみじ祭（嵐山）

京都の主な年中行事
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制御通信部（CINCS）

テニスサークル

軽音楽部

制御通信部（CINCS）など25年以上の伝統があるクラブをはじめ，
軽音楽部，テニスサークルまで，多彩なクラブ・サークルがあります。
クラブ・サークル活動を通じて，学科・学年を越えた人間関係を築くことができ，
多くの卒業生が社会に出てからもその人脈を活かしています。

KCGには，
クラブ・サークル（同好会）が
たくさんあります。

新しいクラブ・サークルを作りたい場合は，学生の自治組織である
「クラブ評議会」を通して申請します。こうしたサークルのうち，
メンバー数が多く実績のあるものは，学院公認のクラブに昇格します。

Club SP

毎年恒例の
3月ライブに向けて
練習中です。

ゲームを
制作しています。

運動系

テニスサークル
ダンスサークル

文化系

CINCS（制御通信部)
ものづくりラボひつじ（プログラミング）
Club-SP（ゲームプログラミング）
LOOSE factory（ゲーム企画開発）
FRISK（ゲーム作成）
カードゲーム同好会
TRPG同好会
DC-jam（e-sports)
軽音楽部
音楽同好会
U-Choir（コーラスサークル）
サバイバルゲーム同好会
11月祭実行委員会

マイクロマウス
（小型ロボット）を製作し，
全日本マイクロマウス
大会で優秀な成績を
収めています。
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KCGの充実した教育内容を求めて，
毎年，多くの大学・短期大学出身者が入学します。

　北海道・東北

【北海道】札幌手稲／岩見沢西／釧路湖陵／根室／函館大谷／北星学園余市

／クラーク記念国際／星槎国際／池上学院／恵庭北　【青森】弘前／北斗／

青森山田　【岩手】盛岡第一／岩手　【宮城】第一女子／東北学院榴ケ岡　

【秋田】大曲農業　【山形】山形南／酒田工業　【福島】安積／福島南

　関　東

【茨城】鹿島学園／水戸第一／鹿島／水戸葵陵／つくば開成／ウィザス／ルネ

サンス／翔陽学園／下館第一／第一学院高等学校高萩本校　【栃木】作新学

院／宇都宮海星女子学院／國學院大學栃木　【埼玉】狭山／浦和工業／所沢

／久喜北陽／本庄東　【千葉】千葉県立千葉／四街道／銚子商業／千葉明徳

／千葉学芸　【東京】国分寺／一橋／富士／新宿山吹／北豊島／日出／科学

技術学園／駒場学園／城北／日本放送協会学園／日本工業大学駒場／NHK

学園　【神奈川】伊志田／厚木西／横浜市立みなと総合

　中　部

【新潟】新潟西／柏崎工業／糸魚川／敬和学園／東京学館新潟　【富山】入善／

雄山／富山北部／富山中部／富山商業／富山工業／大沢野工業／雄峰／高岡

工芸／二上工業／新湊／志貴野／砺波工業／福野／井波／富山第一／高岡龍

谷　【石川】野々市明倫／大聖寺／加賀聖城／小松工業／小松／金沢錦丘／石

川県立工業／金沢北陵／七尾／珠洲実業／飯田／小松市立／小松明峰／能都

北辰／北陸大谷　【福井】藤島／高志／羽水／福井商業／福井農林／福井南／

科学技術／道守／三国／坂井農業／春江工業／大野／大野東／勝山／勝山南

／鯖江／丹生／武生／武生商業／武生工業／敦賀／敦賀工業／美方／若狭／

小浜水産／若狭東／丸岡／丹南／金津／武生東／北陸／福井工業大学附属福

井／啓新／敦賀気比／仁愛女子／奥越明成／足羽　【山梨】富士河口湖／身延

山／山梨学院大学附属／日本航空／山梨英和／甲府工業　【長野】飯山北／須

坂東／長野西／長野商業／臼田／富士見／岡谷工業／赤穂／飯田／飯田風越

／飯田工業／阿智／梓川／松本工業／松本美須々ケ丘／松本深志／松本筑摩

／大町／長野南／中野西／松商学園／さくら国際／創造学園大学附属／東京

都市大学塩尻　【岐阜】岐阜北／岐阜工業／大垣商業／多治見工業／中津／益

田／斐太／高山／飛騨高山／高山工業／可児／岐阜東／麗澤瑞浪／中京／高

山西／飛騨神岡／岐山／ぎふ国際　【静岡】御殿場／藤枝北／袋井商業／磐田

西／浜松南／浜松東／浜松城北工業／浜松商業／引佐／沼津市立沼津／静岡

中央／星陵／島田樟誠／キラリ／吉原工業／日本大学三島　【愛知】明和／西

尾／幸田／蒲郡東／豊橋西／春日井南／愛知／愛知女子／椙山女学園／同朋

／名城大学附属／桜丘／豊川／黄柳野／刈谷東／ルネサンス豊田／豊田大谷

　【三重】桑名／桑名工業／四日市工業／白子／津東／みえ夢学園／松阪商業

／飯南／上野／上野農業／上野工業／上野商業／名張桔梗丘／尾鷲／木本／

紀南／川越／昴学園／メリノ－ル女子学院／鈴鹿／三重／日生学園第一／日

生学園第二／城南／徳風／ウィッツ青山学園／南伊勢／白山／宇治山田

　京　都

【京都】清明／城南菱創／京都国際／京都教育大学附属／山城／鴨沂／洛北

／朱雀／洛東／嵯峨野／桂／北嵯峨／桃山／乙訓／向陽／東宇治／城南／

城陽／八幡／田辺／木津／北桑田／亀岡／園部／須知／綾部／福知山／工

業／東舞鶴／西舞鶴／大江／宮津／海洋／加悦谷／峰山／網野／久美浜／

東稜／西宇治／京都市立洛陽工業／京都市立伏見工業／京都市立西京／京

都市立堀川／京都市立日吉ケ丘／京都市立紫野／京都市立塔南／洛水／南

丹／京都市立銅駝美術工芸／洛西／久御山／北稜／西城陽／南八幡／農芸

／鳥羽／西乙訓／莵道／京都すばる／南陽／京都八幡／大谷／京都学園／

京都外大西／同志社／花園／東山／龍谷大学付属平安／洛星／洛南／立命

館／京都両洋／京都文教女子／京都文教／華頂女子／京都精華女子／京都

橘／京都光華／京都産業大学附属／西山／京都西山／ノ－トルダム女学院／

平安女学院／京都明徳／洛陽総合／立命館宇治／京都共栄学園／福知山成

美／京都聖カタリナ女子／京都聖カタリナ／暁星女子／日星／福知山淑徳／

南京都／京都美山／京都成章／京都翔英／京都芸術／長尾谷高等学校京都

校／京都つくば開成／クラーク記念国際高等学校京都キャンパス／舞鶴工業

高専／一燈園／京都暁星／YIC京都工科専門学校高等課程／京都朝鮮中高

級学校／京都廣学館／京都市立京都工学院

 　近　畿

【滋賀】立命館守山／膳所／堅田／東大津／大津／石山／瀬田工業／瀬田／大

津商業／彦根東／彦根西／彦根工業／彦根翔陽／長浜／長浜北／長浜農業／

長浜北星／八幡／八幡工業／八幡商業／八日市／八日市南／草津／守山／栗

東／野洲／水口／水口東／甲南／信楽／日野／能登川／愛知／米原／虎姫／

伊香／高島／安曇川／守山市立守山女子／草津東／湖南農業／河瀬／玉川／

守山北／甲西／伊吹／北大津／国際情報／大津清陵／石部／比叡山／近江／

近江兄弟社／綾羽／滋賀学園／光泉／彦根総合／滋賀短期大学付属／ECC学

園／司学館／彦根翔西館／長浜養護　【大阪】北野／東淀川／渋谷／豊中／豊

島／箕面東／柴島／春日丘／茨木西／吹田／千里／吹田東／島上／三島／高

槻南／摂津／島本／四條畷／枚方／長尾／牧野／交野／清水谷／花園／池島

／天王寺／阪南／東住吉／生野／富田林／藤井寺／鳳／泉北／和泉／佐野／

泉南／園芸／淀川工業／茨木工業／茨木工科／桃谷／高槻北／門真西／高石

／堺市立工業／大阪市立東／大阪市立扇町総合／大阪市立西／大阪市立天王

寺商業／大阪市立都島工業／大阪市立都島第二工業／大阪市立此花総合／大

阪市立東淀工業／大阪市立／守口北／東寝屋川／岬／狭山／美木多／芥川／

西寝屋川／香里丘／阿武野／磯島／守口東／大塚／福泉／福井／山田／玉川

／堺上／大冠／枚方津田／大阪市立中央／門真なみはや／枚方なぎさ／堺工

科／追手門学院／追手門学院大手前／大商学園／大阪学芸／履正社／関西大

学北陽／英真学園／此花学院／金光大阪／関西大学第一／明星／桃山学院／

上宮／浪速／大阪／同志社香里／高槻／淀之水／梅花／大阪女学院／帝塚山

学院／宣真／四天王寺／四条畷学園／大阪成蹊女子／箕面自由学園／関西大

倉／大阪工業大学／大阪産業大学附属／阪南大学／星翔／近畿大学附属／大

阪電気通信大学／清風／大阪学院大学／啓光学園／向陽台／清教学園／飛翔

館／東海大学付属仰星／四天王寺羽曳丘／金光八尾／大阪桐蔭／上宮太子／

八洲学園／長尾谷／近畿情報高等専修学校／旭／大阪国際大和田／北かわち

皐が丘／太成学院大学／YMCA学院／箕面学園／北摂つばさ／布施／ルネサ

ンス大阪／城東工科／大阪偕星学園　【兵庫】三田松聖／大岡学園／神戸甲北

／兵庫工業／兵庫県立西宮／西宮南／兵庫県立芦屋／尼崎北／武庫荘／伊丹

北／宝塚東／川西明峰／兵庫県立尼崎工業／柏原／氷上／篠山鳳鳴／篠山産

業／明石北／加古川東／小野／西脇／社／北条／西脇工業／赤穂／佐用／山

崎／姫路工業／姫路商業／飾磨工業／豊岡／八鹿／浜坂／出石／豊岡南／豊

岡実業／和田山／津名／三原／志知／洲本実業／西宮今津／宝塚西／相生／

東播磨／神戸市立神港／西宮市立西宮／尼崎市立尼崎東／伊丹市立伊丹／姫

路市立姫路／尼崎稲園／加古川北／芦屋南／網干／西宮甲山／神戸高塚／明

石城西／姫路飾西／姫路工業大学附属／豊岡総合／武庫荘総合／甲南／灘／

六甲／神戸第一／滝川／須磨学園／雲雀丘学園／園田学園／報徳学園／夙川

学院／柳学園／東洋大学附属姫路／市川／近畿大学附属豊岡／日生学園第三

／滝川第二／ウィザスナビ／神戸市立工業高専／国際情報高等専修学校大岡

学園／大岡学園高等専修学校／神戸市立神戸西／神戸市立六甲アイランド／

香住／神戸市立科学技術／第一学院高等学校養父本校／仁川学院／神戸龍谷

　【奈良】青翔／奈良商業／奈良／生駒／北大和／城内／郡山／添上／山辺／

田原本農業／畝傍／橿原／桜井商業／桜井／大宇陀／王寺工業／広陵／高田

／五條／十津川／二階堂／奈良市立一条／西の京／平城／香芝／高円／片桐

／志貴／耳成／富雄／高取／信貴ケ丘／登美ケ丘／西和清陵／奈良北／奈良

情報商業／大和広陵／奈良朱雀／大和中央／奈良育英／帝塚山／奈良女子／

奈良大学附属／東大寺学園／橿原学院／奈良学園／西大和学園／奈良工業高

専／奈良情報経理高等専修学校／大淀／榛生昇陽／奈良工業／高取国際／飛

鳥未来／法隆寺国際／関西文化芸術学院　【和歌山】伊都／笠田／那賀／貴志

川／向陽／和歌山東／和歌山北／桐蔭／和歌山工業／箕島／紀央館／南部／

田辺／田辺商業／田辺工業／古座／新宮商業／和歌山／和歌山西／高野山／

開智／近畿大学附属新宮／神島／新宮／新翔／慶風／和歌山商業／陵雲

　中　国

【鳥取】鳥取東／鳥取西／鳥取商業／鳥取工業／鳥取西工業／八頭／青谷／倉

吉東／倉吉工業／米子西／米子／米子南／米子工業／境／日野／鳥取湖陵／境

港総合技術／鳥取緑風／鳥取城北／米子北／米子松蔭／智頭農林　【島根】松

江南／松江工業／松江商業／横田／三刀屋／出雲工業／大田／邑智／江津工

業／浜田／益田翔陽／松徳学院／江の川／松江工業高専／情報科学／出雲【岡

山】岡山朝日／烏城／岡山操山／岡山工業／岡山東商業／岡山南／倉敷青陵／

倉敷工業／倉敷商業／津山工業／津山商業／玉野／児島／岡山県立玉島／邑

久／勝山／倉敷市立五島／玉野光南／総社南／岡山市立岡山後楽館／就実／

明誠学院／関西／岡山理科大学附属／岡山県美作／黎明／岡山学芸館／興譲

館／金光学園／岡山県山陽／津山工業高専／水島工業／おかやま山陽／高松農

業／笠岡工業／鹿島朝日　【広島】広島観音／広島国泰寺／可部／廿日市／宮

島工業／大竹／呉三津田／尾道東／吉田／安芸府中／神辺旭／崇徳／比治山

女子／ノ－トルダム清心／広島学院／広島城北／福山暁の星女子／近畿大学附

属福山／銀河学院／如水館／東林館／広島市立広島工業／尾道商業／広島な

ぎさ／大門／武田／広島桜が丘　【山口】岩国／高森／柳井商業／熊毛南／徳

山／徳山商業／防府商業／山口／山口中央／豊浦／下関中央工業／萩／萩工

業／田布施工業／西京／山口県鴻城／宇部フロンティア大学付属香川／徳山工

業高専／宇部工業高専／宇部鴻城／高川学園／下関市立下関商業／松陰

　四　国

【徳島】城東／城北／徳島工業／徳島東工業／小松島／富岡西／海南／板野

／川島／池田／徳島市立／徳島中央／海部／生光学園／城ノ内／阿南光／龍

昇経理情報　【香川】小豆島／高松／高松工芸／高松商業／坂出／丸亀／丸

亀城西／多度津工業／善通寺第一／善通寺西／高瀬／観音寺中央／高松西

／高松北／香川中央／三木／藤井学園寒川／英明／高松中央／香川県大手

前高松／香川県大手前／香川県藤井／尽誠学園／香川誠陵／詫間電波工業

高専／土庄　【愛媛】新居浜西／新居浜工業／西条／小松／丹原／今治南／

今治北／今治工業／松山東／松山南／松山工業／松山商業／内子／八幡浜

／宇和島東／新居浜商業／松山中央／新田／松山聖陵／済美／弓削商船高

専／帝京富士／宇和／未来　【高知】室戸／高知農業／高知小津／高知西／

高知北／高知工業／高知園芸／佐川／須崎工業／中村／宿毛工業／清水／

高知市立高知商業／土佐女子／高知／明徳義塾／高知追手前／窪川／岡豊

　九州・沖縄

【福岡】京都／戸畑／東筑／福岡工業／明善／田川／香住丘／博多青松／大

川樟風／常磐／筑陽学園／九州産業大学付属九州産業／祐誠／朝倉／近畿

大学附属福岡／香椎工業／筑紫　【佐賀】佐賀西／唐津東／唐津西／鹿島／

佐賀商業／唐津商業／鳥栖商業　【長崎】長崎南／長崎工業／佐世保南／佐

世保商業／佐世保工業／壱岐／西海学園／西陵／鳴滝　【熊本】球磨工業／

天草／熊本学園大学付属／真和／城北／熊本北／秀岳館／くまもと清陵　

【大分】大分工業／大分東明／柳ケ浦／岩田／竹田南　【宮崎】宮崎学園／延

岡第二／宮崎西／日南振徳商業／都城泉ケ丘／佐土原／日南学園／日章学

園九州国際／都城東　【鹿児島】甲陵／鹿児島東／加世田／川辺／伊集院／

志布志／串良商業／指宿市立指宿商業／武岡台／鹿児島第一／屋久島おお

ぞら／曽於／神村学園　【沖縄】八重山／美来工科／宮古工業／与勝／豊見

城南／八洲学園大学国際／N／ヒューマンキャンパス／名護商工

校名は入学時の資料を
基にしています。

北海道
青森
宮城
茨城
群馬
千葉
東京

神奈川
富山
石川
福井

山梨
長野
岐阜
静岡
愛知

滋賀

京都

大阪

兵庫

奈良

和歌山
島根
岡山
広島

山口
徳島
香川
愛媛
福岡

長崎
熊本

沖縄

宮城
群馬
埼玉
千葉

東京

神奈川
石川

福井
山梨
岐阜

愛知

三重
滋賀
　

京都

大阪

　

兵庫

奈良

岡山

広島
 

山口

徳島

香川
愛媛
高知
福岡
熊本

大分
鹿児島

宮城
京都

大阪

兵庫
奈良

和歌山

宮城

東京
福井

長野
岐阜
滋賀

京都

大阪

兵庫

奈良

島根
山口
佐賀
長崎

北海道大学
弘前大学
東北大学
筑波大学
高崎経済大学
千葉大学
東京大学
東京外国語大学
東京学芸大学
東京工業大学
横浜市立大学
富山大学
金沢大学
福井大学
福井県立大学
都留文科大学
信州大学
岐阜大学
静岡大学
名古屋大学
名古屋市立大学
滋賀大学
滋賀県立大学
京都大学
京都教育大学
京都工芸繊維大学
京都府立大学
大阪大学
大阪外国語大学
大阪教育大学
大阪府立大学
大阪市立大学
神戸大学
神戸市外国語大学
兵庫県立大学
（旧 姫路工業大学）

奈良教育大学
奈良県立大学
奈良女子大学
和歌山大学
島根大学
岡山大学
広島大学
広島県立大学
広島市立大学
山口大学
徳島大学
香川大学
愛媛大学
九州大学
北九州市立大学
長崎大学
熊本大学
熊本県立大学
琉球大学

東北薬科大学
上武大学
獨協大学
秀明大学
千葉工業大学
東京成徳大学
麗澤大学
青山学院大学
慶應義塾大学
国士舘大学

駒澤大学
専修大学
創価大学
拓殖大学
大東文化大学
中央大学
津田塾大学
帝京大学
東京農業大学
東京理科大学
東洋大学
日本大学
法政大学
武蔵工業大学
明治大学
立教大学
早稲田大学
武蔵野大学
東海大学
金沢学院大学
金沢工業大学
福井工業大学
身延山大学
朝日大学
中京学院大学
愛知大学
愛知学院大学
愛知工業大学
愛知産業大学
中京大学
名古屋女子大学
日本福祉大学
皇學館大学
成安造形大学　
びわこ成蹊スポーツ大学
長浜バイオ大学
大谷大学
京都外国語大学
京都学園大学
京都光華女子大学
京都産業大学
京都女子大学
京都精華大学
京都造形芸術大学
京都橘大学
（旧 京都橘女子大学）

京都ノ－トルダム女子大学
京都文教大学
種智院大学
同志社大学
同志社女子大学
花園大学
佛教大学
立命館大学
龍谷大学
追手門学院大学
大阪大谷大学
（旧 大谷女子大学）

大阪学院大学
大阪経済大学
大阪経済法科大学
大阪芸術大学
大阪工業大学
大阪国際大学
大阪産業大学
大阪商業大学
大阪体育大学
大阪電気通信大学
大阪行岡医療大学
関西大学
関西外国語大学

関西福祉科学大学
近畿大学
四天王寺大学
（旧 四天王寺国際仏教大学）

摂南大学
阪南大学
梅花女子大学
桃山学院大学
芦屋大学
大手前大学
関西学院大学
甲子園大学
甲南大学
甲南女子大学
神戸学院大学
神戸国際大学
神戸女学院大学
聖和大学
宝塚造形芸術大学
姫路獨協大学
兵庫大学
兵庫医科大学
武庫川女子大学
流通科学大学
帝塚山大学
天理大学
奈良大学
奈良産業大学
岡山理科大学
倉敷芸術科学大学
広島工業大学
広島国際大学
広島国際学院大学
広島修道大学
福山大学
東亜大学
山口東京理科大学
四国大学
徳島文理大学
高松大学
松山大学
高知工科大学
第一薬科大学
崇城大学
（旧 熊本工業大学）

日本文理大学
第一工業大学

東北大学大学院
京都府立大学大学院
京都精華大学大学院
龍谷大学大学院
京都橘大学大学院
追手門学院大学大学院
大阪学院大学大学院
大阪教育大学大学院
大阪電気通信大学大学院
関西学院大学大学院
奈良女子大学大学院
奈良先端科学技術大学院大学
和歌山大学大学院

オクラホマ大学
淡江大学
中国山東師範大学
天津外国語学院大学
東方財経日語大学

Tribhuvan University
Dawson College
北京冶金・管理幹部学院
成都大学
江西外語外貿職業学院

尚絅学院大学女子短期大学部
（旧 尚絅女学院短期大学）

自由が丘産能短期大学
仁愛女子短期大学
敦賀短期大学
信州短期大学
中日本自動車短期大学
滋賀短期大学
（旧 滋賀女子短期大学）

滋賀文化短期大学
聖泉大学短期大学部
（旧 聖泉短期大学）

池坊短期大学
大谷大学短期大学部
華頂短期大学
京都医療技術短期大学
京都外国語短期大学
京都経済短期大学
京都光華女子大学短期大学部
京都嵯峨芸術大学短期大学部
京都女子大学短期大学部
京都西山短期大学
京都文教短期大学
成安造形短期大学
京都聖母女学院短期大学
平安女学院大学短期大学部
龍谷大学短期大学部
大阪短期大学
大阪音楽大学短期大学部
大阪学院短期大学
大阪薫英女子短期大学
大阪芸術大学短期大学部
大阪産業大学短期大学部
大阪電気通信大学短期大学部
大阪明浄女子短期大学
関西外国語大学短期大学部
近畿大学短期大学部
金蘭短期大学
大阪樟蔭女子大学短期大学部
（旧 樟蔭女子短期大学）

梅花女子大学短期大学部
（旧 梅花短期大学）
大阪信愛女学院短期大学

芦屋女子短期大学
賢明女子学院短期大学
神戸山手短期大学
（旧 神戸山手女子短期大学）

産業技術短期大学
夙川学院短期大学
武庫川女子大学短期大学部
畿央大学短期大学部
（旧 桜井女子短期大学）

奈良芸術短期大学
奈良佐保短期大学
（旧 奈良佐保女学院短期大学）

島根県立大学短期大学部
山口芸術短期大学
佐賀女子短期大学
長崎ウエスレヤン短期大学

出身高等学校一覧  （高等専門学校・高等専修学校含む）　＊校名は入学時の資料を基にしています。

都道府県 大　　学　　名

KCGに入学した大学･短期大学卒業者・中退者の出身校一覧

Ｋ
Ｃ
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に
は
毎
年
、全
国
各
地
か
ら
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を
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い
求
め
る
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間
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ち
が
入
学
し
て
い
ま
す
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国公立大学

短期大学

私立大学

大学・短期大学で取得した一般教育科目・情報関連科目・
外国語科目などの単位をKCGの卒業必須単位として振
り替え,認定を受けることができます。この単位認定を受
けることで,空いた時間を別の科目の履修や就職活動に
充てることができます。

履修免除・
単位認定
について

大学・短期大学で単位を取得された皆さんへ

大学院

海外の大学

出
身
校
一
覧

　２００３年度より，すべての高校で教科「情報」が必
修科目となりました。しかし，高校の現場では，「本当に
役に立つＩＴ教育を行うのは難しい」との声が上がって
います。ＫＣＧは，創立以来57年間に蓄積したＩＴ教育
のノウハウを高校の「情報」の授業にも活かすため，高
校と連携して，社会で実際に必要とされるスキルを養
成する実践的な授業を展開しています。ＫＣＧから教
員を派遣して，高校の「情報」の授業を担当するほか，
高校生がＫＣＧを訪れて，充実した設備を利用し，高度
なコンピュータ教育に触れる機会も提供しています。ま
た，ＩＴ業界の幅広い職種を紹介し，高校生の皆さんが
ＩＴに関する理解を深める手助けをしています。
　現在，洛陽総合高校（京都），京都聖カタリナ高校，ク
ラーク記念国際高校京都キャンパス，京都つくば開成
高校，彦根総合高校と連携事業を進めています。

ＫＣＧの学校間連携事業への取り組み
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京都タワー

みやこみち

リーガロイヤル
ホテル京都

八条通

八条西口

中央口

塩小路通

APAホテル

ビックカメラ

イオンモール
ＫＹＯＴＯ

ワコール

ローソン
ローソン

ファミリー
マート

JR京都駅京都コンピュータ学院
京都駅前校

堀
川
通

JR京都駅 
新幹線京都駅 
近鉄京都駅
地下鉄京都駅

西口改札
中央改札
八条口
南改札口

京
都
駅
前
校

JR東海道本線 29分

近鉄奈良線 51分

徒歩 7分JR東海道本線 51分

JR東海道本線 21分

JR嵯峨野線 44分

大
阪
駅

大
阪
か
ら

園
部
駅

山
陰
か
ら

近
鉄
奈
良
駅

奈
良
か
ら

草
津
駅

滋
賀
か
ら

三
宮
駅

神
戸
か
ら

京
都
駅

光を取り込む開放的な外観で，eラーニングスタジオや，「自動車制御コース」の自動車・オートバイ制御実習スペース
などを設置しています。京都駅前校本館と新館をあわせ，京都市の中心に最先端ＩＴ教育の一大拠点が生まれました。

京都駅西側に堂々とそびえる白亜の学舎。最も大きく格調高い校舎です。

京都駅前校は，京都駅から西へ徒歩7分と，通学に非常に便利な場所にあります。近くには飲食店や大型ショッピングセンター，百貨店など
の商業施設が多く，学生生活を送るにはまたとない立地といえるでしょう。

平清盛や坂本龍馬が駆け抜けた千年の都・京都。
その歴史と伝統は，世界中の人々を魅了しています。
この古都は同時に，多くの最先端企業を擁する街でもあります。
京都コンピュータ学院はこの街に生まれ，
57年を経て大きく成長しました。
これからも京都の「伝統と革新」を体現する学校であり続けます。

KCG
学生特典

● T・ジョイ京都（イオンモール KYOTO内5F）　平日の映画料金1,300円（通常学生 1,500円）
● ソフマップ（イオンモール KYOTO内4F）　パソコンや周辺機器，デジタルカメラ，PCサプライ，ビジネスソフトなどが５％引き

京都駅前校
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鴨川河畔の明るい光とさわやかな風に包まれた校舎は，クリエイターやデザイ
ナーを目指す若者が集う，自由な気風に満ちたデジタルアート・スクールです。眼
下には鴨川が流れ，河原の緑が学生たちに憩いや発想の場を提供しています。

デザインカレッジ鴨川校

かつて，大型計算機センターとしてUNIVAC Vanguard  Ⅰが
設置され，学生の実習に使われていた百万遍校舎が，2004
年，京都情報大学院大学として生まれ変わりました。
学生の街・京都の中枢ともいえる百万遍の地は，学問への情熱
と自由な気風にあふれています。
京都コンピュータ学院の4年課程を終えて京都情報大学院大
学に進学する学生が毎年増え，日本におけるIT応用分野の最
高学位である「情報技術修士（専門職）」を取得してIT業界の
リーダーとして社会で活躍中です。専門職修士号の取得によ
り生涯賃金が4000万円アップするというデータもあります。

世界各国からIT技術者を志す若者が集う，活気あふれる校舎。
世界文化遺産の下鴨神社にもほど近く，日本の伝統文化を身
近に感じながら，進学を目指し日本語学習に励む留学生たちの
姿が見られます。
文部科学省の「準備教育課程」の指定を受けたハイレベル
な内容が特長です。日本語をしっかり学んだ後，京都コン
ピュータ学院や京都情報大学院大学に進学して最先端のIT
の知識と技術を身につけ，国際的に活躍している学生が数多
くいます。

洛北高校グラウンド

スーパー

北大路通

京都銀行ケーキ屋

至 北大路駅

京都コンピュータ学院　
洛北校

下
鴨
本
通

乗
り
か
え

洛
北
校 

テ
ク
ニ
カ
ル
カ
レ
ッ
ジ

市バス205系統（A2のりば）「洛北高校前」 約33分

市バス206系統「洛北高校前」 約30分

地下鉄烏丸線 14分

近鉄奈良線 43分 地下鉄烏丸線 20分 徒歩 15分

市バス204系統
（赤のりば）
「洛北高校前」
約6分

竹
田
駅

地下鉄東西線 13分

地下鉄東西線 4分

地下鉄烏丸線 8分

阪急電鉄 76分 地下鉄烏丸線 10分

烏
丸
駅

四
条
駅

烏
丸
御
池
駅

北
大
路
駅

京
都
駅

京
都
・
大
阪
か
ら

二
条
駅

山
陰
か
ら

近
鉄
奈
良
駅

奈
良
か
ら

山
科
駅

滋
賀
か
ら

三
宮
駅

神
戸
か
ら

みずほ銀行

出町柳駅

ファミリーマート

河
原
町
通

川
端
通

今出川通

京都コンピュータ学院 鴨川校・
京都日本語研修センター

乗
り
か
え

鴨
川
校 

デ
ザ
イ
ン
カ
レ
ッ
ジ

市バス17系統（A2のりば）「出町柳駅前」 約28分

市バス201系統「出町柳駅前」 約23分

JR奈良線 3分

JR奈良線 48分

京阪電車 12分

徒歩 1分

東
福
寺
駅

地下鉄東西線 10分

地下鉄東西線 4分

京阪電車 4分

阪急電鉄 79分 京阪電車 6分

京
都
河
原
町
駅

祇
園
四
条
駅

三
条
駅

京
都
駅

京
都
・
大
阪
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二
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駅

山
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奈
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駅
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良
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ら

山
科
駅

滋
賀
か
ら

三
宮
駅

神
戸
か
ら

出
町
柳
駅

学院全校の中で最古の伝統を有し，多くの卒業生を世に送り出した校舎。
落ち着いた雰囲気の下鴨の地にあり，学問を志す者にとって最適の場と
いえます。

京都日本語研修センター
（鴨川校別科）

テクニカルカレッジ洛北校

京都情報大学院大学
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● 入学選考料（3万円）免除
● 交通費一部支給
● 複数回の参加で授業料の一部を免除 他にも特典がいっぱい

交通費補助制度
オープンキャンパスに参加された
方には，本学院までの交通費の一
部を支給します。詳細はWeb
ページでご確認ください。

N

西
大
路
通

ＪＲ嵯峨野・山陰線

北山通

北大路通

丸太町通

御池通
三条通

七条通

九条通

八条通

地下鉄東西線

京阪京津線

京福
北野線

京福
嵐山本線

今出川通

鴨 
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通
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鉄
烏
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線
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鉄
京
都
線

大
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通

川

高
野

賀
茂
川

五条通

左大文字
金閣寺 北野

天満宮

北野白梅町駅

北山駅
植物園

出
町
柳
駅

銀閣寺
大文字

平安神宮

美術館

山科駅

八坂
神社
清水寺

三十三間堂

三条駅

京都御所

四条駅
烏丸駅

二条城

西
本
願
寺

東
本
願
寺

大宮駅

四
条
大
宮
駅

西院駅

桂駅

嵐山駅

嵯峨嵐山駅

嵐山駅

東寺

東
寺
駅 九条駅

北大路駅

国道１号線

地下鉄東西線

京都河原町駅

東海道新幹線

下鴨
 神社
 

JR琵琶湖線

JR奈良線

国
道
１
号
線

国道9号線

四条通阪急京都本線
阪
急
嵐
山
線

祇園四条駅

大宮寮 叡
山
電
鉄

国立京都
国際会館

京都
大学

京都
大学

京都駅

京
阪
線

二
条
駅

二
条
駅

京都日本語
研修センター

上賀茂
神社
 

桂 

川

国
際
会
館
駅

デザインカレッジ 鴨川校 

京都情報大学院大学

■京阪出町柳駅より南へ徒歩1分

■百万遍交差点より
　北へ徒歩1分
■京阪出町柳駅より徒歩8分

京都駅前校 本館 新館 ■京都駅八条西口より西へ徒歩7分

■市バス「洛北高校前」下車すぐ
テクニカルカレッジ 洛北校テクニカルカレッジ 洛北校
■市バス「洛北高校前」下車すぐ

京都タワー

京都駅前校 
■ 経営情報学科（全日制4年）
■ マンガ・アニメ学科（全日制3年）
■ ネットワーク学科（全日制3年）
■ 医療事務学科（全日制2年）
■ 情報コミュニケーション科（全日制1年／夜間2年）

■ 情報科学科（全日制4年）
■ 応用情報学科（全日制3年）
■ ゲーム開発学科（全日制3年）
■ 情報処理科（全日制2年）

■ ゲーム学科（全日制4年）
■ メディア情報学科（全日制3年）
■ ビジネス基礎科（全日制2年）
■ ゲーム開発基礎科（全日制2年）

〒６０１-８４０７ 京都市南区西九条寺ノ前町１０-５

京都日本語研修センター
〒６０６-８２０４ 京都市左京区田中下柳町11

京都情報大学院大学
応用情報技術研究科ウェブビジネス技術専攻
〒６０６-８２２５ 京都市左京区田中門前町7

■ 情報工学科（全日制4年） ■ コンピュータ工学科（全日制3年） ■ コンピュータ工学基礎科（全日制2年）
〒６０６-０８６２ 京都市左京区下鴨本町１７

■ 芸術情報学科（全日制4年） ■ アート・デザイン学科（全日制3年）■ アート・デザイン基礎科（全日制2年）
〒６０６-８２０４ 京都市左京区田中下柳町１１

京都自動車専門学校

■ 自動車整備工学科

〒601-8428 京都市南区東寺東門前町73

北大路通至　北大路駅
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下
鴨
本
通 テクニカルカレッジ

洛北校

ファミリー
マート

鴨
川

河
原
町
通

東
大
路
通

下鴨神社

京
阪
線

川
端
通

出町柳駅

京都情報
大学院大学

デザインカレッジ
鴨川校

今出川通

京都日本語
研修センター

近
鉄
京
都
線

八条通

JR京都駅

塩小路通

油
小
路
通

堀
川
通

リーガロイヤルホテル京都

都ホテル

京都タワー

（八条西口）

（中央口）

東海道新幹線

JR京都線

みやこみち

ワコール

ビックカメラ

イオンモール
KYOTO

京都コンピュータ学院
京都駅前校

京都自動車
専門学校

京都自動車
専門学校

京都府認可　専修学校（工業専門課程）

●オープンキャンパスの詳細については,Webページをご覧ください。

入学案内やWebだけでは分からない雰囲気を感じるチャンスです。
教員や在学生のフレンドリーさを体感してください。
「夏祭り」「クリスマス」「イースター」といった
スペシャルオープンキャンパスもお楽しみに！

12：30～受付,13：00開始,17：00終了予定

京都駅前校会場

時間

６階ホールの大スクリーンを使って,学科や学校生活を分かりやすく紹介します。

楽しい体験授業を体験してください。学生スタッフがサポートするので，初心者の方も安心です。

学生スタッフが実習室やキャリアステーション,学生ラウンジなどをご案内します。

保護者様の疑問にお答えし,ご心配事を解消いたします。個別相談にもご対応いたします。

入学試験や奨学制度,学科選びなど,個別に相談できます。
その他,教員や在学生とのフリートーク,学生作品や教科書,過去の入試問題もお見せします。

学生スタッフがお出迎え。ＫＣＧオリジナルグッズをプレゼントします。

学校・学科紹介

体験授業1回目

体験授業2回目

受付

校舎見学

個別相談など

平日の個別相談，学校見学も受け付けています。

個別相談学校見学

学校・学科紹介

校舎見学
など

体験授業

個別相談

オープンキャンパス開催中！
詳しくは
こちら

9:00～18:00会場 ご希望の方は，お名前，希望の日時等を
入学事務室にご連絡ください。

時間

KCGのオープンキャンパスでは1日につき，２科目の体験授
業を受けられます。日によって開講する体験授業の科目が
変わります。主な体験授業の内容は次の通りです。
● 3DCGクリエイター体験
● グラフィックデザイナー体験
● Webデザイナー体験
● アニメーター体験
● ビジネスデータ活用術
● システム開発体験
● 医療事務体験
● プログラマ体験
● ネットワークエンジニア体験
● 海洋IT入門

● スマホアプリ開発体験
● 声優体験
● ゲームプログラマ体験
● ゲームプランナー体験
● ゲーム制作体験
● ゲーム設計に挑戦
● ゲーム講演会
● 電子工作に挑戦
● ロボットプログラミング体験
● 自動車制御入門

体験授業

京都駅から徒歩7分の京都駅前校
KCG京都駅前校は，JR，近鉄，地下鉄各線
「京都」駅から徒歩７分と，どの地域からも
通いやすい立地です。

各校舎を無料シャトルバスで結ぶ
各校舎間を学生専用の無料シャトルバスが
つないでいます。シャトルバスで移動して，
他校舎の授業を受講することもできます。

参加者
特典

気軽に
オープンキャンパスに
参加しよう！

保護者説明会

オープン
キャンパス

キャンパス
マップ
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