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1963年，
日本最初のコンピュータ教育機関として創立。
以来，京都コンピュータ学院（ＫＣＧ）は
常に時代の最先端を走り続けています。 

ＫＣＧのPioneer Spirit ― パイオニア・スピリット

伝統と実績

長谷川 靖子 

1963年創立日本最初のコンピュータ教育機関
教育理念
一、コンピュータ技術の学問的性格を重視し理論をおろそかにしない本格教育
一、コンピュータ技術の進歩発展に対応する教育
一、コンピュータ技術における創造的能力の養成
一、情報化社会における複眼視的思考力の養成
一、知性・感性ともにすぐれた人格の育成

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。

米国ペンシルバニア州立大学客員科学者。

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授与。

　ＫＣＧは1963年，日本の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，京都大学大学院宇宙物理学教室出身のグルー

プが創設した，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。

　ＫＣＧがプログラミング言語講習会を開催したのは，まだ，日本のどの

大学にも情報系学科が設置されていなかった時代のことです。1970～

80年代初めには，最新鋭の中型機，大型機が次々と学内に導入され，

学生の実習用として自由に使用できるよう開放されました。当時，これ

だけの規模のコンピュータが学生の実習用に開放されるということは異

例中の異例であり，他の大学の羨望の的となりました。これらが，ＫＣＧの

原風景であり，たとえ校舎はバラックであっても，学生には時代の最先端

の教育環境を与えようという教育哲学の現れでした。現在も創立当初か

らのパイオニア・スピリットを継承し，2004 年には日本初のＩＴ専門職大

学院「京都情報大学院大学」を開学しました。 

　これまでに輩出した卒業生は約 5万人。それぞれが，ＫＣＧで培った

パイオニア・スピリットを抱いて，世界中で新たな挑戦を続けています。

創立以来 55 年以上の長きにわたって，伝統と実績を誇る京都コン

ピュータ学院。その上にさらなる未来を重ねるのは，あなたです。

学院長

Link to the Pioneer Spirit
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KCGの徽章 教育の特色 

KCGグループのカラー

KCGブルー（京都コンピュータ学院スクールカラー，KCGグループカラー）
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。

KCGレッド（京都情報大学院大学スクールカラー）
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。

KCGグリーン（京都日本語研修センタースクールカラー）
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

告示の日本語学校であり，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。

実践的なカリキュラムゼミナール

KCGグループは，京都コンピュータ学院（洛北校，鴨川校,京都駅

前校），京都情報大学院大学，京都自動車専門学校，京都日本語研

修センター，株式会社ケーシージー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，

2003年に，長谷川亘理事により選定されました。この徽章は，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。「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。

　京都コンピュータ学院は，米国のインターネット黎明期からそれに関

わっていたマサチューセッツ工科大学（MIT）の研究者をはじめとする

コンピュータ関連の学者たちとの親交が深かったことから，4年制大

学と同等のプログラムを有するコンピュータの高等教育機関として広く

知られていました。本学院は，「.edu」を冠するにふさわしいものと認め

られ，日本国内の教育機関としては，第一番に，唯一，このドメイン

「.edu」を取得することができました。その後，ドメイン名の管理基準も

緩和され，米国以外の国の教育機関のいくつかにも同様のgTLDが

付与されるようになりましたが，米国内の教育機関にしか付与されな

かった「.edu」を取得したことは，当時としては画期的なことであり，

京都コンピュータ学院が米国でも認められている高等教育機関であ

ることの証明であるのはもちろんのこと，本学院の進取性の証でもあ

りました。

この徽章「kcg.edu」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を象徴し，時代を切り拓いていく人々

を育成する教育の理想を表しています。

日本最初のコンピュータ教育機関として創立し，55年以上の伝統と

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。 

従来の教育機関が「教える側」から「学ぶ側」へ知識を授けるという

一方通行の教育システムを取っていたのに対し，ＫＣＧは学びたい人

が，自らの意欲と個性を持ち寄って築き上げた学校です。ですから，

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，最新の設備を使って実現します。  

それぞれの業界で活躍するプロフェッショナルも教壇に立ち，またゼ

ミナール形式の実践的な演習で，実社会で役立つ実用的な知識と技

術を身につけます。最新のパソコンなどの機器やeラーニングシステム

でいつでもどこでも学べる環境を提供しています。また，資格や就職

をしっかりサポートし，夢の実現を支えていきます。KCG卒業後は，

グループ校の京都情報大学院大学へ進学する道もあります。

ＫＣＧはこのようにさまざまな手段で，志を持った学生たちのやる気

に最大限応えていきます。

　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。学生たちは，アイデアを形にし，試行錯誤を繰

り返しながら，卒業研究作品を作り上げていきます。優秀な作品は，

毎年2月に開催される「KCG AWARDS 学生作品発表会 」で発表

し，表彰されます。
KCGオレンジ（京都自動車専門学校スクールカラー）
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。
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ｅラーニング

最新のeラーニングスタジオを完備

京都駅前校新館には，最新の設備がそろったｅラーニングのスタジオがあります。このスタジオは，同期型の遠隔講義システムや講義収
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，最新の良質なｅラーニング用の授業コンテンツを作成・配信
し，学生に多様な学習の機会を提供しています。

KCG独自のｅラーニングのスタイル
KCGのｅラーニング科目は，学生が自分のペースで深く学べるよう，さまざまな工夫がなされています。また，自分のスタイルで学べる
ｅラーニングと，教員に直接指導が受けられる対面授業の長所を融合した独自の授業を展開しています。IT（ICT）教育の最先端を走る
KCGだから，学生はITを駆使して効果的に学ぶことが可能なのです。

最新の学習管理システム「KING‐LMS」で24時間サポート

本格的なブロードバンド時代となり，必要な情報にいつでもどこでも誰でもアクセス可能な「ユビキタス社会」を迎えています。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，さらに2010年には「KING‐LMS」に一新しました。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，学びた
い内容を自由に学ぶことができます。この最新の学習システムは， 「学ぶ側中心の教育」実現のために，大きな役割を果たしています。

「KING‐LMS」を利用して学ぶ
● 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，BBS（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ネットワーク
KCGでは，学生が利用するコンピュータはすべてネットワーク化され，ブロードバンド対応の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。

◆ 学生専用サイト
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。携帯電話での閲覧も可能です。

KCGのｅラーニングの特色

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，鴨川校,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。

・ BBS（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。

・ 教員が教室や教員室に待機して学生からの質問を受

け付ける「オフィスアワー」には，教員に直接質問した

り，指導を受けることが可能です。

・ 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。

同期型 非同期型

配
信

配
信

蓄
積

質問

質問

洛北校

鴨川校

サーバ

自宅

京都駅前校新館
eラーニングスタジオ

ｅラーニングは，ネットワークやコンピュータをはじめとした情報通信

技術を利用した新しい学習方法であり，21世紀の教育機関にとって

必須の教育方法といえます。

KCGは2005年，他の教育機関に先駆けて，最新のｅラーニング

システムを導入し，多彩で充実したｅラーニング科目を開講しています。

ｅラーニングの導入により，今まで以上に「学ぶ側中心の教育」を実現

し，学生の学習意欲に応えています。
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最新の設備
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

プログラミング実習ルームゲーム開発実習ルーム

ネットワーク実習ルームマルチメディア実習ルーム

データベース実習ルームMacアプリ開発ラボ

メカトロニクス実習ルームMacデザインラボ

電気・電子回路 製作実習ルームSFX・アニメラボ

自動車制御実習スペース３DCG制作実習ルーム

大ホールCAD・工学系プログラミング実習ルーム

Info Station（インフォステーション）eラーニングスタジオ

学生ラウンジレコーディングスタジオ

　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。



8 9

KCGグループ創立50周年記念CM（ URL:kcg.ac.jp/gainax ）

Yasuhiro
Takeda

第一線で活躍する
プロも教壇に

（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

武田 康廣  先生

「日本のアニメとICT」
　KCGIでは専門分野「ITマンガ・アニメ」で，この組み合

わせによる新しいマーケッ トやビジネスモデルの創出を

探ります。「アニメ企画・製作・プロモーション特論」を担

当するのは武田康廣 教授。武田教授は『ふしぎの海のナ

ディア』『天元突破 グレンラガン』で有名な株式会社ガイ

ナックスの設立に携わりました。アニメーションプロ

デューサーとしてゲーム『 新世紀エヴァンゲリオン～ 鋼鉄

のガー ルフレンド』をはじめ，『トップをねらえ2』や『アベ

ノ橋魔法☆商店街』，『はなまる幼稚園』など多数の作品を

手掛けました。同社とのコラボレーションで，KCGグルー

プ創立50周年を記念したCMを制作しました。

ビジネスとは
「いかに資金を回収するか」
― 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。

　私の今までの主な仕事は，ガイナックスでのアニメーショ

ン企画のプロデューサーでした。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。

― 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。

　私が企画した作品には『放課後のプレアデス』『天元突

破グレンラガン』などがあります。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。ですの

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「楽しい事，面白い事を

率先して」を忘れないようにしています。

― 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。

　アニメ作品を企画・制作するということは，すごくエネ

ルギーを必要とします。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。
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初音ミク  
イラスト： KEI 
ⓒCrypton Future Media, INC.

10

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

伊藤 博之 先生
　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分かりませ

ん。どのように変化ささせるかは，我々

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。

音声合成に革命をもたらした
 「初音ミク」の世界
　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

機会のひとつになっ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 の真価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います。さらにこのころの情報は

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。

Hiroyuki Itoh

第一線で活躍する
プロも教壇に

「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

ぶっています。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は，

グループ校・京都情報大学院大学の教授を務めていま

す。コンピュータで音を創りあげる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。
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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

ビジネス学系
Business & Management

KCG学科一覧 充実の5学系19学科で, 無限に広がる夢のカタチ

A
B
C
D
E

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

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。

高度専門士とは
芸術情報コース　マンガ・アニメコース
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
アート・デザイン基礎科

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

経営情報学科

ビジネス基礎科

医療事務学科

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

経営情報コース　データサイエンスコース

情報処理コース　IT声優コース
大学院併修プログラム

コンピュータ工学コース　自動車制御コース

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

ゲーム学科

ゲーム開発学科

ゲーム開発基礎科

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　国際アート・デザインコース　
国際観光情報コース（留学生対象）

コンピュータ工学科

情報処理科

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

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）

全日制2年

全日制3年

全日制4年

全日制3年

全日制2年

全日制4年

全日制3年

全日制3年

全日制2年

全日制4年

全日制3年

全日制3年

全日制2年

全日制4年

全日制3年

全日制2年

全日制2年

全日制1年

夜間2年

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

全日制3年

全日制2年

全日制3年

働きながら，またはダブルスクールで学ぶ

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

エンジニアリング学系
Engineering for Embedded Systems

情報コミュニケーション科
Information & Communication

IT留学で世界を目指す

デジタルゲーム学系
Digital Game & Amusement

コンピュータ
サイエンス学系
Computer Science

For Foreign students

アート・デザイン学系
Art & Design
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Bアート・デザイン学系
Art & DesignA ビジネス学系

設置学科

Business & Management

業界を導くアートディレクターになる 
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。 

目指す職種 

アートディレクター

広告デザイナー

映像クリエイター など

DTPデザイナー 

Webザイナー

芸術情報学科    4年課程   ★高度専門士

ゲームCGデザイナー 

CGクリエイター

目指す職種 

CGクリエイター

Webデザイナー

ゲームCGデザイナー

DTPオペレーター

ノンリニア編集
オペレーター など 

独創力・提案力を備えたクリエイター，デザイナーになる 
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。 

目指す職種 

CGクリエイター

広告デザイナー

映像クリエイター

ゲームCGデザイナー など

アート・デザイン学科    3年課程   専門士

Webデザイナー

DTPデザイナー

目指す職種 

アニメーター 

マンガ家

イラストレーター

広告デザイナー  など

デジタル ペインター 

CGアニメーター

デジタルでのマンガ・アニメ制作技術を備えた漫画家,
アニメーター, クリエイターになる
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,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。

マンガ・アニメ学科    3年課程   専門士

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。 

アート・デザイン基礎科    2年課程   専門士

ビジネスマナーとパソコンスキルをみがいて,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。

ビジネス基礎科    2年課程   専門士　

目指す職種 

システムアドミニストレータ

パソコンインストラクター

事務・経理スタッフ など

オペレーター

営業・販売スタッフ

目指す職種 

大手病院，クリニックなどの医療事務職 など

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，医療知識とITスキルを併せ持ち，
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。

医療事務学科    2年課程   専門士　

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。 経営情報コースとデータサ
イエンスコースがあります。

目指す職種 

ITコンサルタント

eビジネスプロデューサー 

システムエンジニア（SE）

データサイエンティスト

技術営業

プロジェクトマネージャー など

経営情報学科    4年課程   ★高度専門士

経営情報学科には，効率的かつ効果的に京都情報大学
院大学に進学する6年一貫教育プログラムを設置してい
ます。

目指す職種 

カーエンジニア

農林業関連のエンジニア

医療情報技師 など

海洋・水産関連のエンジニア

金融関連のエンジニア

産業界の情報化を支えるシステムエンジニアになる
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。国際
自動車制御，海洋IT，農業IT，フィンテック，医療情報の各コースを設置しています。

応用情報学科    3年課程   専門士　

国際自動車制御コース留学生専用
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Computer Science
コンピュータサイエンス学系 デジタルゲーム学系

次世代のゲーム制作のリーダーになる 
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。

目指す職種 

ゲームディレクター

ゲームプロデューサー

ゲームプランナー 

テクニカルディレクター

ゲームプログラマ

ゲームCGデザイナー など

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。 

目指す職種 

ゲームプログラマ

ゲームシナリオライター

ゲームプランナー

ゲームCGデザイナー など

目指す職種 

ゲームプログラマ

ゲームシナリオライター

ゲーム開発アシスタント など

ゲームプランナー

ゲームCGデザイナー

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。 

ゲーム学科   4年課程   ★高度専門士 

ゲーム開発学科   3年課程   専門士

ゲーム開発基礎科   2年課程    専門士

Digital Game & AmusementD

ソフトウェア開発をリードするエンジニアになる 
ソフトウェアの開発チームにおいて，システム設計や顧客との交
渉などを中心になって進めるシステムエンジニアを育成します。 

目指す職種 

システムエンジニア（SE）

Webエンジニア

プログラマCGエンジニア

データベースエンジニア など

メディア情報学科　3年課程   専門士

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 

ネットワークエンジニア

システムエンジニア（SE）

ネットワーク管理者セキュリティエンジニア

データベースエンジニア など

ネットワーク学科　3年課程   専門士

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。国際IT，情報処理，IT声優
の各コースを設置しています。

C
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 

ソリューションエンジニア

ネットワークエンジニア

プロジェクトマネージャーITアーキテクト

システムエンジニア（SE） など

情報科学科　4年課程   ★高度専門士 

目指す職種 

プログラマ

運用オペレーター

Webプログラマ

ナレーター など

システムエンジニア（SE）

声優

情報処理科　2年課程   専門士

国際ITコース留学生専用
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エンジニアリング学系
Engineering for Embedded Systems

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 

ITアーキテクト

メカトロニクスエンジニア

組込みシステムエンジニア など

システムエンジニア（SE）

ハードウェア開発者

目指す職種 

組込みシステムエンジニア

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

情報工学科   4年課程   ★高度専門士

情報コミュニケーションコース　全日制1年/夜間2年

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。 

コンピュータ工学基礎科   2年課程   専門士

情報コミュニケーション科
Information & Communication

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。 

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 

目指す職種 

組込みシステムエンジニア
システムエンジニア（SE）
制御系プログラマ
車載エレクトロニクス エンジニア など

メカトロニクスエンジニア
カスタマエンジニア
ECU開発者

ロボットや通信機器，自動車工学とマイコン制御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，メカトロニクスエンジニアを育成します。国際情報，コンピュータ工
学，自動車制御の各コースを設置しています。

コンピュータ工学科   3年課程   専門士

組込み技術で製品開発を推進するエンジニアになる

国際情報コース　国際アート・デザインコース　国際観光情報コース

京都コンピュータ学院（KCG）は，世界で活躍できる情報処理技術者を育成するため，留学生を対象とする５つの国際
コースを設置しています。各コースとも4月，10月どちらでも入学できます。
KCGには留学生を担当する多くのスタッフがいます。学習面だけでなく生活，アルバイト斡旋などさまざまな面でサ
ポートしますので，KCGで学んでいる多くの国からのたくさんの留学生のみなさんは，不安なく有意義な学生生活
を送っています。

KCGの留学生対象 国際5コース
4月，10月どちらでも入学できます

応用情報学科・全日制3年  専門士  京都駅前校設置

国際自動車制御コース
情報処理科・全日制2年  専門士  京都駅前校設置

国際ITコース

コンピュータ工学科・全日制3年  専門士  洛北校設置

国際情報コース　国際アート・デザインコース
国際観光情報コース

◆ 母国や日本での就職を目指す!

◆ 京都情報大学院大学（修士課程）の進学を目指す!　～編入可

留学生専用
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国際自動車制御コース，国際ITコースの修了生には，文部科学省認可の「専門士」の称号が付与され，ITおよび自動車関連の技術者とし
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。

洛北校設置の3つのコースでは，京都情報大学院大学（KCGI）への進学を目指します。一般入学のほか，出身国の高等専門学校などの卒
業者は編入の形で受け入れます。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，技術や知識を学び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。

国際自動車制御コース

国際ITコース

国際情報コース

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。さらに，
幅広い選択科目群から自分の希望する科目を選択して，高度なITスキルを身に
つけます。「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。

プレゼンテーション基礎演習
VBA基礎演習
文書作成総合演習
資格試験対策演習
企業システム概論
経営情報システム概論
ネットワーク管理入門

グラフィックツール入門
Python入門　
計算機システム基礎
システム開発入門
PHP入門
データベース設計 など

専門科目

国際アート・デザインコース

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。マンガ・アニメ関連では，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，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。建築
デザインのジャンルでは，建築設計の基本知識を修得したうえで，ITを駆使しサ
スティナブル（持続可能）な建築を志す，建築設計者を育成します。

グラフィックツール入門
デザイン演習
3Dアニメーション基礎
資格試験対策演習
CAD演習
Web制作基礎

文書作成総合演習
建築概論
Webアニメーション基礎
UI/UX設計基礎
作画基礎 など

専門科目

国際観光情報コース

観光産業の世界的市場規模は自動車産業をはるかに上回るものとなっています
が，その中で日本の観光産業は，残念ながら諸外国と比べて遅れていると指
摘されます。KCGはその日本における代表的な観光地・京都に立地するメリッ
トを活かして，ITを応用した新しい観光サービスや観光ビジネスモデルについ
て学ぶカリキュラムを準備。観光情報の提供，観光客の行動履歴の情報化と
分析・予測など，現実的な課題解決に取り組みます。旅行業務取扱管理者や
インバウンド実務主任者などの資格取得も目指します。

観光学概論
写真実習
観光地経営概論
観光交通ビジネス
観光コミュニケーション

資格試験対策演習Ａ/B
ニューツーリズム　ビジネス
京都文化フィールド演習
観光動態統計演習
インバウンドツーリズム など

専門科目

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

2年目

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。

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。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，母国や日本で就職する道が拓けます。

1年目

2年目

3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）を基礎から学びます。

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。

組込み技術の向上，応用的な理論学習。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，母国や日本で就職する
道が拓けます。

日本語を身につけながら自動車関連の組込み技術を学びます
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学 生 の 四 季

February

▪ 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

2

November

▪ 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

1 1
August

▪ 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

8

May

▪ 創立記念日（5月1日）
▪ 各種スポーツ大会
▪ 学内企業説明会

5

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。 

Four Seasons 

入学式

音楽鑑賞会 

春期ハイキング 
京都府専修学校体育大会 

進路相談会

サマーコース 和Day

秋期ハイキング 

ウィンターコース 

11月祭

卒業式 

KCG AWARDS　学生作品発表会

卒業祝賀会

July

▪ 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

7祇園祭
（八坂神社・京都市内）

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 September

9観月の夕べ
（大覚寺）

葵祭
（下鴨神社・上賀茂神社）

October

▪ 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

10時代祭
（平安神宮）

▪ 文化講演会
▪ 就職・進路ガイダンス
▪ 冬休み December

12京都薪能
（平安神宮）

January

▪ 講義再開
▪ 音楽鑑賞会
▪ 就職・進路ガイダンス 

1通し矢
（三十三間堂）

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 March

3お松明式
（清凉寺）

嵐山もみじ祭
（嵐山）

April

▪ 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

4
豊太閤花見行列
（醍醐寺）

京都の主な年中行事

June

▪ 音楽鑑賞会
▪ 学内企業説明会

6京都薪能
（平安神宮）
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京都日本語研修センター 
KJLTC : Kyoto Japanese Language Training Center

・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は法務大臣告示の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，ワープロ・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。また，KCGI正規生に進学する学生は，学生
減免制度（特待生）の対象となります。  

全日制1年

日本語科目

日本語能力試験および日本留学試験対策特別科目 

4月入学 全日制1年半 10月入学

●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。

◆ コース紹介 

◆ 募集コース（修業年限）および内容，募集人員

◆ 出願資格  

準備教育課程

カリキュラム

日本の高等教育機関（大学院・大学・専門学校等）へ進学するためには，日本または外国において12年の初等・中等教育を修
了していなければなりません。しかし，それぞれの国の教育制度に基づき教育年数が12年に満たない方でも，本校のコースを
修了することにより，日本の高等教育機関（大学院・大学・専門学校等 ）への入学資格を得ることができます。
 （文部科学省指定 準備教育課程）  

・日本の高等教育機関（大学院・大学・専門学校等）で必要な日本語能力の養成および日本語能力試験N1・N2対策を行います。 
・学生の日本語能力に応じて，レベル別のクラス編成で授業を実施します。 
・1週間に20時間以上の日本語関連科目の授業を行います。（1学期20週，1年40週） 

基礎科目
・日本語以外の技能を高め，高等教育に対応できる知識を身につけます。 

科目名

入学期 コース名 定員

内容 

内容

日本語1 （文法，文字・語彙） 文法・漢字・語彙の習得および社会生活・専門分野において必要な総合的な日本語能力の養成 

科目名 内容 

総合日本語 日本語能力試験および日本留学試験対策の過去問題等により，その傾向の研究と対策を行います。 

科目名 内容

基礎科目 英語，数学，理科（物理・化学・生物），総合科目，IT基礎（コンピュータ） 

日本語2 （聴解・会話） 日常生活・社会生活・専門分野において必要な口頭表現の習得，聴解練習 

日本語3 （読解） 社会生活・専門分野において必要な読解能力の養成および新聞・雑誌・論文・文学作品等の読解練習 

日本語4 （作文） 小論文，レポート，Eメール，パワーポイント，ビジネス文書の作成 

日本事情 日本の文化・社会，また日本人の価値観や倫理観などについて理解を深める 

4月 進学準備1年コース（1年） 60名

10月 進学準備1年半コース（1.5年） 60名

・レベル別のクラス編成で授業を行います。

※1週間に6～8時間勉強します。

日本の高等教育機関（大学院･大学･専修学校等）へ進学する者を対象に
日本語，英語，数学などを教育する準備教育課程 

次の各項のすべてに該当する者 
① 外国において高等教育の課程を修了していること。（修了するまでに12年に満たない者および12年以上の教育を受けた者） 

② 日本語の学習意欲があり，日本語能力試験N5（旧4級）以上相当の能力を有し，真面目に日本語を修得しようとする者。 

③ 日本の高等教育機関（大学や専門学校等）へ進学するための基礎学力を有する者。 

④ 高等学校卒業者は満23歳以下，短期大学卒業者は満25歳以下，大学卒業者は満27歳以下の者とする。 

⑤ 学費及び生活費などの日本滞在経費を支弁できる者。 

⑥ 心身ともに健康であり，日本国法令及び本学の学則並びに諸規定を遵守する者。

進学準備コース 
日本語学校  

＊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 
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　KCG 卒業後の進路として，就職以外に，グループ校である「京都
情報大学院大学」への進学があります。「京都情報大学院大学」は
日本初の IT 専門職大学院です。その課程を修了すると「情報技術
修士（専門職）」という称号が与えられます。これは日本におけるIT
応用分野の最高学位です。
　出願できるのは，4 年制大学の卒業者または専修学校の 4 年課
程を修了した「高度専門士」が原則となりますが，KCG 卒業生につ
いては，以下のとおりの特別な要件で，出願資格が認められます（募
集要項より）。

「京都コンピュータ学院の 3 年課程の学科を卒業し，かつ年齢が大
学院大学入学年の 4月1 日時点で満 22 歳以上の者で，本学院で
履修した科目の成績評価によって入学資格審査を行い，大学卒業
者と同等以上の学力があると認められた場合」
　このように京都コンピュータ学院を卒業し，京都情報大学院大学
に進学をするのが，IT 応用分野の最高峰への最短距離であるとい
えます。京都コンピュータ学院で専門士号を取得し，さらに京都情報
大学院大学で修士号を取得してください。

京都情報大学院大学
IT分野の最高峰をめざして

KCGI: The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics

修士課程 への進学

入 学

修了:情報技術修士（専門職）

必修科目群
● ICT実践コミュニケーション 　● リーダーシップセオリー 　● プロジェクト基礎演習

共通選択科目群

マスタープロジェクト

専門分野科目群
● ERP　
● ビジネスデータアナリティクス
● グローバル・アントレプレナーシップ
● ウェブシステム開発　

以上の専門分野から1つを選択

産業科目群
● フィンテック　
● 農業

● 海洋　
● 医療・健康

● コンテンツマーケティング 　
● 教育

● ネットワーク管理　
● ITマンガ・アニメ　
● 観光IT
● 人工知能 ビスポーク（Bespoke）

カリキュラム
必修以外の科目群から，
各自の学修目的に合わせて
科目を選択し，独自に
カリキュラムを構成する

または

　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。

◆ KCGIの特色

◆ 活躍のフィールド

英語のみの講義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。

英語モードでの講義が充実，英語講義履修のみで修了可能

■ 産業界のニーズやITの進化に即応したカリキュラム設計
■ 徹底した実地・実践型カリキュラム構成
■ 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

社会で役立つ実践的なスキルがしっかり身につく

■ 情報系・経営系などの複数の専門領域にわたるプロフェッ
   ショナルズを育成
■ 企業等のIT戦略立案の実務経験者を教員として多数登用

IT（ICT）と経営がバランスよく学べる

■ 文系・理系を問わず幅広い分野から進学可能
■ 入学時の知識レベルに応じた履修が可能

キャリアチェンジをしてIT分野で活躍する

■ 世界各国のIT分野を代表する第一人者による講義

グローバルな活躍をめざす

■ 徹底した個別指導で理想の就職を実現
■ 修了者間のビジネスネットワークの構築

学んだことを活かし，社会で活躍できる

情報セキュリティコンサルタント

システムアーキテクト
ウェブマーケティング・
プロフェッショナルシステム統合コンサルタント

コンテンツ製作管理者 データアナリスト

上級SE，
ウェブシステム構築技術者

プロジェクトマネージャーCIO（Chief Information Officer)
最高情報統括責任者

◆ カリキュラム構成



KCG資料館
情報処理学会認定　
分散コンピュータ博物館全国第一号

日本最初のコンピュータ教育機関であるKCGは，創立以来50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，

新たに「NEACシステム100」が,2013年には「MZ-80K」がなど，保存してい

る機器が相次いで「情報処理技術遺産」に認定されています。

このうち「TOSBAC‐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萩原宏博士

が，京都大学工学部教授時代にKTパイロット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ます。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，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。

KCGは日本初の「コンピュータ博物館」実現に向けて準備を
進めています。京都駅前校内に「情報処理技術遺産」認定機器
などを一堂に展示，教育の場と共生しています。

情報処理技術遺産NEAC-2206
（2011年3月2日認定）

情報処理技術遺産NEACシステム100
（2012年3月6日認定）

情報処理技術遺産TOSBAC-3400
（2009年3月2日認定）

情報処理技術遺産OKITAC-4300Cシステム
（2009年3月2日認定）

  情報処理技術遺産PDP 8／I
（2015年3月17日認定）

  情報処理技術遺産TOSBAC-1100D
（2016年3月10日認定）

情報処理技術遺産MZ-80K
（2013年3月6日認定）
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奨学制度 
学費 

KCG 私費留学生奨学制度

入学選考に合格した者は，合格通知書に記載の指定の期日までに，入学時納入金（初年度学費等）を指定の銀行口座に納入し

てください。

（海外から送金する場合は，入学時納入金＜初年度学費等＞に日本での受取銀行手数料〈3,000円〉を加算して振り込んでくだ

さい。）

京都コンピュータ学院では，将来、国際的に活躍するITエンジニアを志す留学生を支援するための独自の奨学制度を設けて

います。学業・人物ともに優秀で，経済的理由で修学が困難である私費留学生を，奨学生として募集します。

正規学費

全学科

全学科

1年次

2年次以降

50,000円

0円

200,000円

200,000円

400,000円

400,000円

250,000円

300,000円

900,000円

900,000円

年次 入学金 設備維持拡充費 授業料 実習費 合計対象学科

KCG留学生特別奨学制度

全学科

全学科

1年次

2年次以降

100,000円

0円

200,000円

200,000円

400,000円

400,000円

300,000円

300,000円

1,000,000円

900,000円

年次 入学金 設備維持拡充費 授業料 実習費 合計対象学科

KCG留学生援助制度

入学金 設備維持
拡充費 授業料 実習費 合計

210,000円 385,000円 500,000円 300,000円 5,000円 1,400,000円 

学友会費対象学科

全学科



学生の街 京都
　建都1200年余りの歴史を持つ京都は，古くから日本の文化の中心地，

国際都市であり，現代では多くの若者が生活する学生の街でもあります。 

　KCGの各キャンパスは，交通アクセスに恵まれたエリアにあり，

京都市内の各エリアだけでなく，大阪・奈良・神戸・大津など関西各地へも

快適にアクセスできます。

京都駅前校（KCGI京都駅前サテライト）周辺
　JR・近鉄・地下鉄が乗り入れる京都駅は，全国から多く

の人が訪れる京都の玄関口。周辺には，近代的な建物と，

歴史的な建物が共存し，対照的な雰囲気を感じることがで

きるエリア。 
Spot
東寺 
東本願寺  西本願寺
東福寺
京都タワー 

三十三間堂
国立京都博物館 
京都駅ビル
京都水族館 

KCG鴨川校周辺 
　京都三大祭の一つ・葵祭ゆかりの下鴨神社や京都御苑

などが近くにあり，町中ながら自然豊かなエリア。 
Spot
下鴨神社 
京都御苑

京都市歴史資料館
糺の森 
たたず

KCG洛北校周辺
　地下鉄北大路駅・バスターミナルからは，洛北エリア・京

都中心部・京都駅方面へのアクセスが便利。近代的な建

物が建ち並ぶ北山通の近くには，葵祭ゆかりの上賀茂神社

があり，植物園や深泥池・賀茂川で身近な自然に触れるこ

とができるエリア。 
Spot

上賀茂神社 
深泥池

京都府立植物園 
北山通

KCGI百万遍キャンパス 京都本校周辺 
　室町文化の代表的寺院の銀閣寺，京都三大祭りの一

つ・時代祭りゆかりの平安神宮，桜並木で知られる哲学の

道，日本で二番目に古い動物園・京都市動物園，京都市

美術館など多くのスポットがあり，京都のさまざまな歴史や文

化に触れることができるエリア。 
Spot
銀閣寺 
哲学の道 
南禅寺 
京都市京セラ美術館 
京都市動物園

平安神宮 
永觀堂 
知恩寺 
国立近代美術館
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Rochester Institute of 
Technology 

教育ネットワーク

2004年開学の日本初のIT専門職大学院（修
士課程）。ITと経営，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。

IT系の学科を全米でもいち早く設置（1991
年）したことなどでも有名な，1829年創立
の工学系総合大学。CG・ゲーム・IT分野で
は全米トップクラスの実績を誇ります。京
都コンピュータ学院と1996年に姉妹校
提携。

日本語教育施設である本センターは，法務
大臣告示日本語教育機関で，文部科学省
の準備教育課程の指定を受けています。

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。

京都コンピュータ学院は，KCGグループの他の教育機関と緊密なネットワークを構成し，海外の政府・大学との連携を
図りながら，地球サイズの教育機関として，IT教育のリーダーとして，世界最高度のIT教育実現を目指します。

KCG

京都コンピュータ学院

ロチェスター工科大学

KCGI

京都情報大学院大学

KCGM

京都自動車専門学校

KJLTC

京都日本語研修センター

キャンパス

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。

鴨川校
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。

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。

洛北校

京都駅前校

デザインカレッジテクニカルカレッジ

本館 新館

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。

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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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 京都八条

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

京都府認可　専修学校（工業専門課程）

各校舎を無料シャトルバスで結ぶ

KCGグループの行う海外事業の拠点と
して，2000年にNYの世界貿易セン
ター（WTC）内に開設。米国同時多発
テロにより被災しましたが，現在は，
ロックフェラー・センタービルに事務
所を置き，活動を展開しています。

2019年にベトナムで初の拠点となる
KCGハノイオフィスを開設しました。

関係の深まる中国諸大学との交流の拠点
として，2002年に北京市の国家図書館内
にKCG北京オフィスを開設。また，2008年
にはKCG大連オフィス，2018年には上海オ
フィスを開設し，中国諸大学へのIT教育サ
ポートなどの活動を展開しています。

KCGニューヨークオフィス
K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n  -  U. S. A.

KCG北京オフィス
KCG大連オフィス
KCG上海オフィス

K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n  -  C h i n a K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n - Vietnam

KCGハノイオフィス


