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学 校 情 報 
 

 

１．学校の概要、目標及び計画  

●学校の教育・人材養成の目標及び教育指導計画、特色 

■学校教育目標 

大阪情報コンピュータ専門学校は、建学の理念に基づく学園の使命に沿って、学生一人ひとりの個性

を伸長し、情報通信、及びゲーム・コンピュータグラフィックス・デザイン等の専門分野における「実

践的な専門的知識・技術」・「論理的判断能力」・「情報通信技術（ICT）を活用したコミュニケーション

能力」を高める教育を実践し、国際性を持つ自立した専門職業人を育成する。 

 

■教育分野別目標 

(A) 情報処理分野 

コンピュータのハードウェア・ソフトウェア・データベース・ネットワーク、ゲームプログラミング

等の情報通信技術（ICT）の各要素技術についての実践的な専門知識・技術を修得し、社会のニーズに

応える情報通信システムの設計・構築・運用に活用できる人材を育成する。 

 

(B) ビジネス分野 

経営・商業実務・情報通信技術（ICT）についての実践的な専門知識・技術を修得し、企業活動のた

めに活用できる人材を育成する。 

 

(C) デザイン分野 

ドローイング、デザイン、色彩、デジタル素材加工技術、コンピュータグラフィックス、アニメーシ

ョン、オーサリング等についての実践的な専門知識・技術を修得し、社会のニーズに応えるデジタルコ

ンテンツ制作に活用できる人材を育成する。 

 

■学習・教育到達目標 

＜DP の設定＞ 

1．各専門職業分野において必要な実践的な専門的知識･技術を修得し、ものづくりやシステムづくりに

活用できる。（知識・理解） 

 

2．変化する社会・産業界の要請に対応し、問題解決のために、多面的な観点から自立的かつ論理的な判

断を行うことができる。（思考・判断） 

 

3．豊かな人間性・創造性を持ち、専門職業人として技術を社会に役立てることができる。（態度） 

 

4．情報化・国際化に対応する基礎能力を持ち、インターネットなどの情報通信技術（ICT）を活用しな

がら、自らの考えを論理的に説明し伝達することができる。（技能・表現） 

 

5．専門職業人として、専門的知識・技術を修得するために、自ら継続的に学習し、キャリアを形成でき

る。（関心・意欲） 

 

●校長名、所在地、連絡先等 

 校長名：呉本 能基 

 所在地：543-0001 大阪市天王寺区上本町６丁目８番４号 

 連絡先：ＴＥＬ ０６－６７７２－２２３３（代） 

     ＦＡＸ ０６－６７７２－１２７２ 
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●学校の沿革、歴史 

昭和４３年 ４月 準学校法人 大阪経理経済学園 設立・認可 

東大阪経理経済専門学校 設置・認可・開校 

昭和５７年 ３月 新校舎竣工 

昭和６０年 ９月 法人名変更 学校法人 大阪経理経済学園 

設置する学校変更 専修学校 大阪情報コンピュータ専門学校 

情報処理高等課程・情報処理専門課程 認可 

昭和６１年 ４月 大阪情報コンピュータ専門学校 開校 

昭和６３年 ３月  通産省・情報化人材育成連携機関委嘱校 

平成 ３年１１月 文部省・専修学校職業教育高度化開発研究委託指定校 

平成 ５年 ７月 国際シンポジウム「東アジアにおけるコンピュータ技術と教育の現状と課題」開催 

（大阪府・大阪市後援） 

平成 ７年 １月 情報処理専門課程 専門士称号付与 

１月 「学校法人大阪経済法律学園と学校法人大阪経理経済学園との学術研究及び教育交

流・協力に関する協定」締結 

平成 ８年 ４月 文部省認可 CG-ARTS 協会認定 CG教育校 

平成１１年 ６月 労働省・緊急中高年再就職促進訓練委託校 

平成１３年 １月 厚生労働省・緊急再就職促進訓練委託校 

８月 文部科学省・専修学校 IT フロンティア教育推進事業委嘱主管校 

平成１４年 １月 厚生労働省・IT 化に対応した総合的職業能力開発訓練委託校 

平成１７年１２月 情報処理専門課程 総合情報メディア学科 高度専門士称号付与・大学院入学資格

付与 

平成１８年 ６月 「大阪経済法科大学と大阪情報コンピュータ専門学校との『編入学特別指定校推薦

制度』創設についての覚書」締結 

平成２５年 ４月 情報処理専門課程 単位制学科新設 

平成２８年 ２月 「総合情報メディア学科」「情報システム開発学科」「メディアクリエイト学科」「IT

テクニカル学科」が職業実践専門課程に認定 

平成３０年 ２月 「情報処理学科」「IT ビジネス学科」「ゲーム学科」「メディアデザイン学科」が職

業実践専門課程に認定 

平成３０年 ９月 文部科学省・専修学校による地域産業中核的人材養成事業受託 

令和元年  ９月 「大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第 8 号）」による修学支

援の確認大学等に認定 

 

２．各学科の教育  

●入学者に関する受け入れ方針（アドミッションポリシー） 

本校では、本校の教育理念をよく理解し、２１世紀 ICT 社会の発展に寄与せんとする意欲と自らの知

識と技術を最大限に高めようとする向上心、探究心をもって、真剣に学びたいと熱望し全力で努力しよ

うとする人を広く求めています。 

また、本校は情報処理 IT、ビジネス、ゲーム、CG、デザイン、Web、映像・アニメの分野で８学科・

２６コースを擁するデジタル総合学園です。自身が希望する学科・コースで学ぶ内容についてしっかり

と理解し、深めようとする人を求めています。 
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●収容定員、在学学生数 

（単位：人） 

課 程 学 科 
昼夜 

別 

修業 

年限 

入学 

定員 

総 

定員 
付与される称号 

情報処理 

専門課程 

総合情報メディア学科 昼 ４年 120 480 高度専門士（工業専門課程） 

情報システム開発学科 昼 ３年 40 120 専門士（工業専門課程） 

メディアクリエイト学科 昼 ３年 40 120 専門士（工業専門課程） 

情報処理学科 昼 ２年 40 80 専門士（工業専門課程） 

ＩＴビジネス学科 昼 ２年 40 80 専門士（工業専門課程） 

ゲーム学科 昼 ２年 40 80 専門士（工業専門課程） 

メディアデザイン学科 昼 ２年 40 80 専門士（工業専門課程） 

ＩＴテクニカル学科 昼 ２年 40 80 専門士（工業専門課程） 

合 計 400 1,120   

在学生数（令和 4 年 5 月 1 日現在） 1,290   

 

●学科概要 

■総合情報メディア学科（４年制） 

・ＩＴスペシャリスト専攻 

最先端のIT技術を総合的に修得し、情報処理技術者試験等の国家資格とOracle Master（オラクル）等

の即戦力になる実践的なベンダー資格を取得したITスペシャリストになり得る、システムエンジニアを

育成する。将来、システム開発のプロジェクトリーダーとして活躍するために必須となるプロジェクト

管理技術を学び、リーダーシップを兼ね備えた問題解決型の人材を目指す。 

 

・ネットワークセキュリティ専攻 

最先端のIT技術を総合的に修得し、情報処理技術者試験等の国家資格とCCNA（シスコ）等の即戦力に

なる実践的なベンダー資格を取得したネットワークのスペシャリストになり得る、ネットワークエンジ

ニアを育成する。情報セキュリティとコンピュータネットワークに関する知識・技術を基盤として、様々

な脅威からネットワークの安全を確保し危機を管理することの出来る技術者を目指す。 

 

・ゲームプログラマー専攻 

コンシューマ向けのゲーム開発や3D・ネットワークゲーム制作に必要となる高度なプログラミング技

術、エフェクトやツールプログラミングなど、ゲームプログラマーとして必要なすべての技術をマスタ

ーする。また、ゲーム制作に必要な数学や物理の公式、法則を理解しゲーム制作に応用できる力を身に

つける。 

 

・ゲームデザイナー専攻 

ゲーム制作に必要とされる高度なCG技術やキャラクターデザイン、背景デザインなどゲームグラフィ

ックデザイナーとして必要な技術を身につける。また、キャラクターを動かすためのアニメーション技

術を修得する。Photoshop、IllustratorといったゲームCG制作ソフトを使った制作技術を学ぶ。 

 

・ＣＧ映像クリエイター専攻 

高度な2D、3DCG技術、VFX技術はもちろんのこと、映像表現技術や企画力、発想力、マネジメント力

などCG映像クリエイターにとって必要な全ての知識と技術を総合的にマスターする。インターシップ

を通して現場で求められるスキルを修得することができる。 
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・ゲームプランナー専攻 

ゲーム開発の知識とマーケティング、コンセプトメイキング、企画プレゼンテーションなども学び、ゲ

ーム制作およびゲームビジネス全般について理解を深める。ゲーム制作とゲームビジネスの両方を学び

ゲームプランナーを養成する。 

 

■情報システム開発学科（３年制） 

・システムエンジニア専攻 

経済産業省の国家試験である応用情報技術者とITベンダー資格のOracle Master取得を目標とする。高

いプログラミング技術を修得し、ますます高度化する情報システムの設計・開発を行うシステムエンジ

ニアを養成する。 

 

・ネットワークエンジニア専攻 

経済産業省の国家試験である応用情報技術者とITベンダー資格のCCNA取得を目標とする。高度化する

情報通信ネットワーク技術を駆使しながら情報システムの設計・開発を行うネットワークエンジニアを

養成する。 

 

・Ｗｅｂエンジニア専攻 

経済産業省の国家試験である基本情報技術者および応用・高度情報技術者資格の取得を目標とする。高

いプログラミング技術を修得し、大規模な基幹系のWebシステム構築を行うWebエンジニアを養成する。 

 

■メディアクリエイト学科（３年制） 

・ゲームクリエイター専攻（ＰＧ） 

オンライン、３Ｄ等の高度なプログラミング技術に加え、作品制作を通じてマーケティング、企画プラ

ンニング、ディレクションを修得し、ゲームクリエイターとしての総合力を備えたゲームプログラマー

を養成する。 

 

・ゲームクリエイター専攻（ＣＧ） 

３Ｄや映像技術に加えて、作品制作を通じて業界を見通す広い視野とチームをまとめる統率力、計画力

を修得し、ゲームクリエイターとしての総合力を備えたゲームＣＧデザイナーを養成する。 

 

・ＣＧクリエイター専攻 

３ＤＣＧソフトのオペレーション技術に加えて、作品制作を通じてカメラワークなどの映像表現技術、

企画力、発想力を修得し、ＣＧ・映像の総合力を備えたＣＧクリエイターを養成する。 

 

・アートディレクター専攻 

デザインの専門知識に加えて企画力、マーケティング、マネジメント、プレゼンテーションなどを総合

的に学び、デザインとビジネスの関係といった背景知識を修得する。作品制作を通じてプロジェクトの

達成目標に基づくデザインやWeb制作の全体を統括できるアートディレクターを目指す。 

 

■情報処理学科（２年制） 

・テクニカルコース 

オブジェクト指向言語のC#を駆使しWindowsアプリケーション開発及びオープンシステム上のアプリ

ケ-ション開発に必要なテクニックを修得し、システムの設計・開発に取り組める人材を育成する。 

 

・ネットワークシステムコース 

インターネット・イントラネットに対応したネットワーク構築、Webアプリケーション開発をはじめ、

オペレーション、維持・管理ができるネットワーク技術者を養成する。 
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■ＩＴビジネス学科（２年制） 

・ＩＴビジネスコース 

経営とITをつなぎ、経営的観点から戦略的情報化を推進するビジネスパーソンとして活躍できる人材の

育成を目指す。具体的には、経営全般に関する知識や経営問題を解決できる技量と、ITに関する知識を

兼ね備えた人材を養成する。 

 

・ＯＡパソコンコース 

商業系でのOAビジネス系商業実務技術者の育成が基本となる。個々の適性希望に応じたマルチライセ

ンスを持った即戦力及びビジネス技能を取得することを目標としている。即ち、プロフェッショナルな

ビジネス技術と幅広い能力を持った人材（コンピュータに強い一専多能なビジネスパーソン）を養成する。 

 

■ゲーム学科（２年制） 

・ゲームプログラムコース 

アクション、RPG、格闘、シミュレーション等、様々なタイプのゲーム制作において、必要な専門的な

知識や技術を体系的かつ実践的に兼ね備えたゲームプログラマーを育成する。最新のゲーム機の能力を

最大限に引き出し、リアルなゲームを作成するためのプログラミング技術とゲーム制作のノウハウを制

作現場の実践技術を取り入れたカリキュラムを通して学び、創造的なゲームを制作できるようになるこ

とを目標とする。 

 

・ゲームＣＧデザインコース 

アクション、RPG、格闘、シミュレーション等、様々なタイプのゲーム制作において、必要な専門的な

知識や技術を体系的かつ実践的に兼ね備えたゲームデザイナーを育成する。CGの基礎からゲームに必

要な背景の作成、キャラクターデザインやCGアニメーションなどを制作現場の実践技術を取り入れた

カリキュラムを通して学び、創造的なゲームを制作できるようになることを目標とする。 

 

■メディアデザイン学科（２年制） 

・Ｗｅｂデザインコース 

Webサイト制作には最新のCG技術やデジタルサウンドなどクリエイティブな表現とコンテンツが常に

集結する。本コースでは最新のWeb技術はもちろん、柔軟な発想を駆使した企画･編集からデザインま

でこなせる新時代のWebデザイナーを養成する。 

 

・グラフィックデザインコース 

デザインの基本となる色彩原理や平面造形、発想や考え方、描写力、構成力、色彩感覚養成をベースに、

それに関わる写真や印刷、CG、プレゼンテーションまで幅広く実践的に学び、自分のイメージを個性豊

かに表現できる知識と技術、創造力を身につける。将来、広告、出版物などのビジュアルデザインにお

いて、企画・提案から能力を発揮できる実力派グラフィックデザイナーを養成する。 

 

・ＣＧ映像コース 

映像制作の企画・編集、絵コンテ作成、撮影・照明などの知識・技術、色彩や音響に関する基礎知識を

ベースに、ノンリニアビデオ編集、CGと実写の合成・特殊効果、3DCGアニメーションなどの制作技術

を幅広く修得する。将来、映像プロダクション、CM制作、ゲームなどの分野でデジタル映像のプロと

して活躍できる人材を養成する。 

 

・ＣＧアニメーションコース 

絵コンテ作成、キャラクターデザイン、CG技術、映像表現・編集、音入れなどのアナログ・デジタル両

方の知識・技術をバランスよく学び、それらをベースに、高度なCGアニメーション制作技術を磨く。将

来、アニメーターとして活躍できる人材を養成する。 
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・マンガイラストコース 

手描きやデジタルツールによるアメコミ系や萌え系、マンガ調など幅広い表現の2Dイラストを学ぶ。実

写や3Dにはない独自の風合いを追求し、個性豊かなイラスト技術を修得する。コミック文化に新しい風

を吹き込むイラストレーターを養成する。 

 

■ＩＴテクニカル学科（２年制） 

・ＩＴシステムエンジニアコース 

.NET開発環境ツールを用いてWindowsやLinuxを中心としたアプリケーションの設計・開発ができる

システムエンジニアを養成する。 

 

・ＩＴネットワークエンジニアコース 

ネットワーク機器の設定、維持管理およびサーバ構築、ネットワーク設計ができるネットワークエンジ

ニアを養成する。 

 

●カリキュラム 

 （別表１ 教育課程） 

 

●進級・卒業の要件等 

１．授業科目修了の認定 

（１）授業科目修了の認定は試験による。ただし、演習、実習については試験によらず認定することができ

る。 

（２）既に単位を取得した科目について再履修し、試験を受けることはできない。 

 

２．試験の成績 

（１）試験の成績は、100 点満点とし、60 点以上を合格とする。成績評価基準は以下の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）前項の規程に関わらず、追試験の成績は良、可及び不可とする。 

（３）前項の規程に関わらず、再試験の成績は、可及び不可とする。 

 

３．卒業判定 

 各学科の学生の卒業に要する単位数は、必修科目の取得を含め次の通りとする。 

4 年制 総合情報メディア学科 124 単位 

3 年制 情報システム開発学科 メディアクリエイト学科 90 単位 

 2 年制 情報処理学科 IT ビジネス学科 ゲーム学科 メディアデザイン学科 IT テクニカル学科 62

単位 

 

 

総合評価点 評価 評価基準 

90～100 点 Ｓ（秀） 学修の目標を達成し、特に優れた成果を収めている。 

80～89 点 Ａ（優） 学修の目標を達成し、優れた成果を収めている。 

70～79 点 Ｂ（良） 学修の目標を達成し、良好な成果を収めている。 

60～69 点 Ｃ（可） 学修の目標を達成している。 

0～59 点 Ｄ（不可） 学修の目標を達成していない 
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●学習の成果として取得を目指す資格、合格を目指す検定等と合格実績（令和 4 年 3 月 31 日現在） 

    （単位：人） 

資格・検定等の名称 合格者数 

国家資格 情報処理安全確保支援士 1 

国家資格 データベーススペシャリスト試験 1 

国家資格 応用情報技術者試験 15 

国家資格 基本情報技術者試験 142 

国家資格 情報セキュリティマネジメント 4 

国家資格 IT パスポート試験 82 

シスコ認定ネットワーク技術者アソシエイト(CCNA) 3 

C 言語プログラミング能力認定試験（２級,３級） 133 

Microsoft Office Specialist 712 

日商簿記検定（２級,３級） 9 

秘書技能検定（２級,３級） 14 

ビジネス能力検定ジョブパス（２級,３級） 31 

CG クリエイター検定（エキスパート・ベーシック） 122 

WEB クリエイター能力認定試験（エキスパート・スタンダード） 26 

色彩検定（2 級，3 級） 8 

 

●コンテスト入賞実績 

MADE IN OSAKA CM AWARDS 優秀賞 

GAIRA ペライチチャレンジ ゲーム企画 グランプリ 

ＨａＨａＨａ Osaka Creativity Awards 優秀賞 

Spring & Summer  T シャツデザイン コンテスト 優秀賞 

おおさか環境デジタルポスターコンテスト 優秀賞／特別賞／大阪産賞 

チャリティー年賀状全国学生デザインコンテスト 入選 

リサイクルや不法投棄撲滅を推進・啓発イラストデザイン 委員長・さんぱいフォーラム賞／佳作 

環境イラストコンテスト 優秀賞／技能賞／環境トレンドキーワード賞／佳作 

大阪交流映画祭 ブランデッドムービー賞／編集賞 

全国専門学校ゲームコンペティション 3 位／4 位 

大阪マラソンのポスター等に使用するメインビジュアル 最優秀賞 

東京モーターサイクルショー 学生ポスターデザインアワード 最優秀賞 

痴漢抑止バッジデザインコンテスト 入賞／特別審査員賞 

六本木デザイナーズフラッグ・コンテスト 港区長賞／入選 
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●卒業者数、卒業後の進路（令和3年度） 

（単位：人） 

分 野 卒業者数 進学者数 就 職 率 
卒業者に占める 

就職者の割合 

ＩＴ・ゲームプログラム分野 304 7 96.5％ 81.3％ 

デザイン分野 113 1 93.4％ 79.6％ 

  

●就職先 

１）2021 年度実績 

＜情報処理系＞ 

ナビオコンピュータ（株）/（株）アスパーク/（株）あじょ/エクセルコンピュータサービス（株）/

（株）インターフェイス/日本情報産業（株）/（株）ウイズ・ソフトウェア/（株）マネージ/Pro－X

（株）/コベルコソフトサービス（株）/（株）アイデス/サンショウシステム（株）/（株）大阪そふと/

（株）アルスノヴァ/大化物流開発合同会社/サービス＆セキュリティ（株）/ソプラ（株）/（株）エ

フ・アイ・ティ/モラブ阪神工業（株）/TIS ソリューションリンク（株）/アイスター（株）/（株）ニ

チワシステム/リックシステム（株）/（株）イー・ビー・エル/アイテックソフトウェア（株）/旭情報

サービス（株）/アイプラザ（株）/（株）アクテック/（株）ケー・エス・ディー/（株）アンサー/イン

テグレートトータルシステム（株）/エヌエスイー（株）/日本システム運用センター（株）/（株）トラ

イアンフ/キーウェア西日本（株）/日本 NCR サービス（株）/（株）日本総研情報サービス/（株）日本

テクノス/近鉄情報システム（株）/（株）淀計算センター/オリエントシステム（株）/（株）セナネッ

トワークス/（株）アルプス技研/日本マイクロシステムズ（株）/（株）エクストランス/レイシスソフ

トウエアーサービス（株）/富士ソフト（株）/三和コンピュータ（株）/（株）クリオシステム/（株）

日本テクニクス/（株）読売システック/（株）モバイルコミュニケーションズ/（株）システムインクリ

メント/エムエムアイ（株）/（株）フリークス/（株）アルテック/（株）KDC /（株）FIS/サンワシス

テム機器（株）/（株）NetValue/（株）シング/（株）日本ビジネスエンジニアリング/（株）

LCPM/JBCC ホールディングス（株）/（株）ICT フィールドサポート/（株）NTT フィールドテクノ/

（株）IT・アルファー/（株）ジェイテック/（株）グッドネス/ビップシステムズ（株）/（株）

OKUSYSTEM/（株）スタイル・フリー/（株）アイエスサービス/（株）ソルコム/アミフィアブル

（株）/（株）ティーエーシーホールディングス/イナゾウ（株）/（株）オープンストリーム/（株）ド

リームジャック/エス・アイ・エス（株） 

＜ゲーム・クリエイティブ系＞ 

（株）ジーン/（株）カプコン/（株）コナミアミューズメント/（株）ラクジン/（株）オーツー/（株）界

グラフィックス/（株）電通オンデマンドグラフィック/（株）GoHands/ポールトゥウィン（株）/（株）

大和マーク製作所/（株）クレフ/リタワークス（株）/オレンジ情報印刷（株）/（株）勝和/（株）サン/

（株）V－sign/（株）アイナック/（株）プレーンエッジ/合同会社バイブリーアニメーションスタジオ/

（株）クリーク・アンド・リバー社/（株）ENJOY TRUST/（有）ギミックス/（株）ハートピア/（株）

KATACHI/（株）シフト/（株）ザザホラヤ/（株）タニスタ 
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＜その他＞ 

上新電機（株）/（株）エイジェック/大黒天物産（株）/ALSOK グループ 綜合警備保障（株）/日研

トータルソーシング（株）/（株）キット/（株）平成観光/（株）城山ホールディングス/（株）平山/大

和冷機工業（株）/（株）ピーワン/（株）大日工業/（株）ヨドバシカメラ/（株）ジェイ・ワイテック

ス/（株）日本トラフィックサービス/（株）読売 NEXT/ジャパンエレベーターサービスホールディン

グス（株）/（株）エディオン/（株）アサヒディード/（（株）サカイ引越センター/（株）アミューズ/大

阪電気工業（株）/光昭（株）/（株）ワールドインテック/中嶋一夫税理士・行政書士事務所/（株）ベ

ルクリック/（株）マーキュリー/ダイレックス（株）/フジアルテ（株）/ゴールド工業（株）/共栄セキ

ュリティーサービス（株）/（株）SCREEN GP サービス西日本/リタ・マークス（株）/（株）グッド

ネス/（株）大番/ケイヒン陸運（株）/（株）TONEZ/コーナン商事（株）/（株）ダイハチ/（株）ダイ

レクトマーケティングミックス/（株）JPR/（株）テイツー/（株）ナカガワ/（株）ニッソーネット/

（株）パーソナック/ホンダ奈良自販（株）/（株）クロップス/（株）ぱるてのんプロ/（株）冨島建設/

（株）ウイルテック/（株）ハローズ/（株）IDD/（株）ヒッツカンパニー/opzt（株）/（株）日本ユニ

スト/（株）アーキ・ジャパン/（株）フェイスグループ/（株）プレイズ/（株）NON STANDARD/

（株）ベルタ/Suprieve Holdings（株）/アミフィアブル（株）/光星技研（株）/山本精工（株）/コフ

ジ物流（株）/スマートツール（株）/西日本フリート（株）/ヒューマンリソシア（株）/（株）HOG/フ

ルタ製菓（株）/（株）アラマサ/金剛研磨工業（株）/（株）いちご研究室/名正運輸（株）/（株）マル

ハン/新日本工機（株）/（株）山崎物流サービス/（株）信和ゴルフメンテナンス/（株）GRIT 

GROUP/（株）聖文館若松塾 

 

２）今までの就職先一覧 

＜情報処理系＞ 

旭情報サービス（株）/（株）アイデス/（株）システムスタッフ/（株）サン・エンジニアリング/Sky

（株）/タイムテック（株）/トランスコスモス（株）/（株）エムケイシステム/ナビオコンピュータ

（株）/日本情報産業（株）/（株）NSD/（株）インテックソリューションパワー/レイシスソフトウエ

アーサービス（株）/日本企画（株）/ソプラ（株）/（株）湯山製作所/あさかわシステムズ（株）/ヴァ

イタル・インフォメーション（株）/（株）スタッフサービス エンジニアリング事業本部/サービス＆

セキュリティ（株）/（株）KYOSO/（株）アルプス技研/（株）インターフェイス/センコー情報システ

ム（株）/（株）マイスターエンジニアリング/富士ソフト（株）/（株）ナック/（株）ビービーシステ

ム/富士通データセンターサービス（株）/インテグレートトータルシステム（株）/（株）システム・ユ

ー/（株）ソファード/（株）アイル/（株）アクティス/（株）テイジイエル/（株）ロココ/キステム

（株）/三和コンピュータ（株）/（株）日本ビジネス開発/（株）岩通サービスセンター/（株）あじょ/

（株）日新システムズ/（株）テクノプロ テクノプロ IT 社/（株）システナ/（株）エクステック/モラ

ブ阪神工業（株）/（株）ニチワシステム/トッパン・フォームズ・オペレーション（株）/（株）日本総

研情報サービス/キーウェア西日本（株）/CTC システムマネジメント（株）/（株）アンサー/（株）エ

クサ/（株）日本インシーク/TIS ソリューションリンク（株）/日本マイクロシステムズ（株）/ヤフー

（株）/（株）セキュアヴェイル/サンショウシステム（株）/（株）ヘッドジャパン/エコービジネスソ

フトウェア（株）/（株）エフ・アイ・ティ/ナレッジファクトリー（株）/Pro－X（株）/エクセルコン

ピュータサービス（株）/（株）アイエスエフネット/アートリ（株）/リックシステム（株）/（株）ケ

ー・エス・ディー/北都システム（株）/（株）ナニワ計算センター/近鉄情報システム（株）/アイスタ

ー（株）/（株）ベルチャイルド/（株）アルファ新洋/（株）メイテックフィルダーズ/（株）テクノプ

ロ・エンジニアリング/（株）アドウェイズ/さくらインターネット（株）/（株）エスユーエス/アイテ

ックソフトウェア（株）/（株）エヌ・ティ・ティ ネオメイト/NTT データカスタマサービステクノ

ロジ（株）/（株）エクストランス/（株）ミライト・テクノロジーズ/リバティ・フィッシュ（株）/
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（株）ジェイネット/NEC ネッツエスアイ・サービス（株）/アルカディア・システムズ（株）/クオリ

カ（株）/（株）ビーネックステクノロジーズ/オリエントシステム（株）/（株）アイティーシー/

（株）アスパーク/パナソニック AVC マルチメディアソフト（株）/（株）オプティム/（株）アルスノ

ヴァ/（株）システム開発研究所/（株）ウイズ・ソフトウェア/（株）エービーケーエスエス/（株）ピ

ーエスシー/日本ヒューレット・パッカード（株）/日立 SC（株）/GMOインターネット（株）/日本ソ

フト技研（株）/（株）エイチーム/（株）ゆめみ/（株）レッティ/（株）オープンストリーム/（株）

IT・アルファー/（株）アクテック/（株）アロートラストシステムズ/（株）ベーシック/（株）シー・

アイ・エス/（株）ソフタス/日本 NCR サービス（株）/アスノシステム（株）/日本電算（株）/ミニコ

ン・コンサルティング（株）/（株）栗菱コンピューターズ/ゼネラルソフトウェア（株）/（株）アイオ

ス/日本アクティ・システムズ（株）/（株）マネージ/（株）ビヨンド/エヌ・ティ・ティ・スマートコ

ネクト（株）/アイプラザ（株）/（株）スノウロビン/（株）デザインシステムサービス/シーアンドエ

ス（株）/アイクラフト（株）/eBASEPLUS（株）/アクサス（株）/（株）トリサン/（株）フォーレス

ト/（株）イー・ビー・エル/（株）アイ・ビー・エス/PFU 西日本（株）/（株）アウトソーシングテク

ノロジー/（株）ICT フィールドサポート/（株）クリオシステム/（株）ブリリアントサービス/（株）

ミスキィ/富士通エフサス・クリエ（株）/ヱビス（株）/（株）大阪そふと/（株）ウチダシステムズ/

（株）読売システック/（株）プロビズモ/（株）イーイノベーション/（株）デイアライブ/w2 ソリュー

ション（株）/（株）タンバリン/（株）WENDLESS/（株）アビリブ/（株）foredge/（株）セナネット

ワークス/コベルコソフトサービス（株）/SCSK システムマネジメント（株）/（株）じげん/（株）イ

ー・サポート/（株）オレンジアーチ/（株）フリークアウト・ホールディングス/Chatwork（株）/

（株）シェア/（株）ワンズ/（株）ファンコミュニケーションズ/共同エンジニアリング（株）/（株）

ネクストワン/大化物流開発合同会社/Hamee（株）/（株）コンサルリンク/Happy Life Creators（株）

/（株）シグナルエンタープライズ/（株）トライアンフ/（株）イードクトル/（株）ドリームジャック

/TETRAPOT（株）/ロジカル・アーツ（株）/（株）ゲームエイト/CNV 合同会社/（株）ウインドー/

（株）グロップエスシー 

＜ゲーム・クリエイティブ系＞ 

（株）インテリジェントシステムズ/（株）カプコン/（株）フロム・ソフトウェア/（株）メトロ/

（株）ピーワン/（株）ダイドー/（株）スタジオ・ビーアンドエム/（株）ユークス/（株）レイ・クリ

エーション/大阪シーリング印刷（株）/岩倉印刷紙業（株）/（株）モリシタ/（有）アートエキスプレ

ス/（株）廣済堂/岡村印刷工業（株）/宮川印刷（株）/（株）アクワイア/石川特殊特急製本（株）/

（株）トーセ/（有）エレメント/（株）映像センター/（株）オオギ/ナツメアタリ（株）/（株）アイプ

リコム/（株）明和商会/（株）ディンプス/（株）グラフィックス/（株）シンソフィア/（株）ピーナッ

ツクラブ/（株）レベルファイブ/（株）亀山デザイン/（株）ラクジン/（株）アエックス/（株）ガンバ

リオン/（株）テナシティー/（株）アスロ/ユーフォーテーブル（有）/（株）ニューロン・エイジ/

（株）クレフ/Vogaro（株）/（株）ジーン/プラチナゲームズ（株）/日本ユーザック（株）/（株）ファ

ンテックス/（株）ティウェブ/（株）大都技研/メディア・ビジョン（株）/（株）Razest/（株）アクセ

スゲームズ/（株）GoHands/（株）COMET DESIGN WORKS/（有）四月社/（株）オー・エル・エ

ム・デジタル/東映アニメーション（株）/（有）ダッシュ/（株）クローヴプラスワン/アソビモ（株）/

（株）サンジゲン/（有）ウルクスヘブン/クローバーラボ（株）/（株）新井商店/（株）ライフオンプ

ロダクツ/（株）フレイバーズ/リタワークス（株）/江綿グループ/イグニス・イメージワークス（株）/

（株）セプト・スリー/（株）ケーツー/エープラス（株）/（有）ミナミ工芸/（株）グラフィニカ/作道

印刷（株）/（株）WORLDNET/（有）オレンジ/（株）クレアチオ/（株）マーベラス/（株）武右ェ門/

（株）ケニー/（株）ポテンシャルユナイテッド/（株）プライムワークス/（株）アニマロイド/（株）

アレックス/（株）A1 ピクチャーズ/（株）アグニ・フレア/（株）テトラ/（株）イマジカデジタルスケ

ープ/（有）カナバングラフィックス/（株）シェイクハンズ/（株）大阪美装/Happy Elements（株）/

（株）アンサー・スタジオ/ツーエムオーグラフィック（株）/EDP graphic works（株）/OSP ゴール

ドシー（株）/（株）日版プリント/（株）ヴァンズ凸/（株）アムジー/（株）グリオグルーヴ/（株）ソ

フトギア/（株）プラスディー/（株）GOOFEES/（株）ヒットポイント/（株）毎日映画社/（有）エム
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ユープリント/ソレイユ（株）/（株）勝和/（株）コンチェルトシステム/（株）エボルブ/（株）プリン

ト工房/ADlive（株）/（株）モンキーレンチ/（株）Gramercyluz/ブランデックス（株）/（株）ウィッ

チクラフト/CAONA（株）/GUILD STUDIO（株）/（株）ジーゼ/（株）HR デザイン/（株）アージ

ュクレエ/日本綜合テレビ（株）/（株）平田映像製作所/（株）三雅工芸社/（株）CSOPrime/（株）モ

ノリス/（株）デプロ・インターナショナル・アソシエイツ/ヴァニラウェア（有）/エイトユニバース/

（株）エムアンドエムドットコー/（株）オルカ/（株）ヨコゴシステムズ/（株）ダダビ/（株）drawiz/

（株）WACHAJACK/キュウプロダクツ 

＜その他＞ 

（株）コジマ/（株）大日工業/（株）グルメ杵屋/（株）ヤマダホールディングス/（株）マルハン/上新電

機（株）/ALSOKグループ 綜合警備保障（株）/（株）あきんどスシロー/（株）イムラ封筒/（株）光洋

/大和冷機工業（株）/大阪府警察本部/（株）ハヤシ/イオン（株）/（株）コノミヤ/（株）アサヒディード

/（株）スリーエム/（株）関西スーパーマーケット/大阪電気工業（株）/（株）コスモネット/（株）テラ

オカ/（株）多久製作所/（株）マツヤデンキ/リコージャパン（株）/防衛省自衛隊/（株）近商ストア/ホワ

イト・ベアー（株）/（株）オオギ/（株）レッドバロン/（株）城山ホールディングス/アンダーツリー（株）

/（株）ヨドバシカメラ/（株）エディオン/（株）ハートフレンド/（株）エイジェック/（株）ワールドイ

ンテック/（株）ハークスレイ/（株）アウトソーシング/日研トータルソーシング（株）/大黒天物産（株）

/（株）かわべフードサービス/平川商事（株）/（株）ヴァリック/（株）全日警/（株）No．1/（株）ドン・

キホーテ/（株）関西ケーズデンキ/（株）平成観光/イオンリテール（株）/（社福）由寿会/（株）カノー

/（株）HOG/光昭（株）/（株）日本トラフィックサービス/（株）マーキュリー/（株）くらコーポレー

ション/（株）テレ・アンド・テクノミヤコ/自衛隊/大喜工業（株）/（株）イデアプラス/（株）平山/（株）

夢テクノロジー/（株）かんこう/（株）パーソナック/（医）春秋会 城山病院/梅南鋼材（株）/（株）向

新/日本マニュファクチャリングサービス（株）/ALSOK近畿（株）/（株）スーパーナショナル/（株）イ

ベント21/（株）INTEGRA/（株）ウイルテック/フジアルテ（株）/（株）Gramercyluz/ブライザ（株）

/（有）インターネット/（株）ハイヤー/藤本鉄工/（株）どうきゆう/チモロ（株）/アイエム電子（株）/

日本ルナ（株）/（株）エービーシー・マート/（株）ワイズテーブルコーポレーション/明治屋産業（株）

/（株）エイル/（株）読売NEXT/たつみ歯科クリニック/（有）リフォームファクトリー/和歌山ダイハツ

販売（株）/マルマツ紙業（株）/（株）SINKAホテルズ/ダイケンエンジニアリング（株）/（株）プレナ

ス/（社福）楽慈会/カスタマーリレーションテレマーケティング/チトセ工業（株）/（株）テレポートモ

バイル/（社福）芙蓉福祉会/タツト・建設（株）/（株）ジョブ・ネット/コストコホールセールジャパン

（株）/アスカ（株）/（社福）白水福祉会/川上村役場/（株）スーパー・コート/高橋縫製（株）/（株）チ

ャーム・ケア・コーポレーション/せお内科クリニック/（株）大阪血清微生物研究所/（株）T2企画/（株）

キット/布施真空（株）/アイテック（株）/（株）即決営業/クラスター・イノベーション/共栄セキュリテ

ィーサービス（株）/近畿総合管理（株）/（株）グラスト/（有）いせや写真館 

 

●進学先 

＜大学院＞ 

早稲田大学大学院、大阪芸術大学大学院、関西学院大学大学院、兵庫県立大学大学院、大阪市立大学大

学院 

＜大学＞ 

大阪経済法科大学、熊本大学、近畿大学、大阪経済大学、摂南大学、桃山学院大学、追手門学院大学、

大阪電気通信大学、大阪産業大学、大阪商業大学、大阪芸術大学、帝塚山学院大学、東京工科大学、東

京工芸大学、東京国際大学、奈良産業大学、太成学院大学、大阪府立大学、豊橋技術科学大学、大手前

大学 
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３．教職員  

●教職員数（令和４年5月1日現在） 

（単位：人） 

教 員 
職 員 

専 任 兼 任 

25 43 23 

 

●教職員の組織 

 （別表２ 大阪情報コンピュータ専門学校 組織図） 

 

４．キャリア教育・実践的職業教育  

●キャリア教育への取組状況 

本校では、教育目的を「未来の産業社会で活躍できる中堅技術者を養成する」とし、その人材像として

「Society5.0 に向けた技術の進展に対応するとともに、情報通信技術（ICT）の企業現場においてキャリアアップ

を目指せる自立した技術者・クリエイター」としている。 

また、その教育目標を「豊かな人間性を持ち、自ら学んで身に付けた情報通信技術（ICT）のスキルの役割を

自覚し業務を遂行できる、中堅技術者・職業人として自信を持った人材を輩出する」に設定し、iCD（i コンピテ

ンシー・ディクショナリー）タスクベースド教育課程を基本とした「情報デザイン教育」として入学から卒業までの

一貫したキャリア形成支援を行っている。 

 

●実習・実技等への取組状況 

IT・ゲームプログラム分野においては、実務教材を企業と連携して開発し、この実務教材を用いて、

iCD 関連科目の中心的科目である各設計関連科目やプログラム関連科目で講義を行っている。講義の中

では、仕様書を読み解きプログラミングやテストを行う初級プログラマが行う作業工程や、内部仕様書

を読みプログラム設計を行う初級 SE が行う作業工程を疑似体験できるようにしている。実務の疑似体

験については、システム開発演習 I において、上位設計書（内部設計書）に基づくプログラム設計工程

をチームで疑似体験できるように実施している。 

なお、ゲーム分野では、ゲーム専門就職を目指す「エキスパートクラス」等を別途創設し、ポートフ

ォリオのブラッシュアップをしている。 

また、デザイン系分野では、業界ニーズと職種の理解を意識し、専門職に対する入学時からのポート

フォリオ作成と職種に特化した専門科目を提供するなどしながら、学外コンテストへの参加や産学連携

等の取組を行っている。ゼミナールや夏期休暇期間での個別の技術指導、エキスパート教育の実施、企

業からの「ポートフォリオ指導と完成度チェック」、「専門就職向け模擬面接会」等、外部の企業や専門

家からの評価を積極的に取り入れ、作品展（Media Frontier）を結節点と据えた教育フローを確立して

いる。 

インターンシップは学生の職業意識を醸成し、業界理解を深める視点から教務委員会が主体となり、

積極的に取り組んでいる。 

 

●就職支援等への取組 

１）就職支援体制と就職支援内容 

（１）就職支援体制 

 ・「学生の就職」は学校が最終責任を負うという認識の下、内定の可能な企業に内定可能性のある学生

を内定に至るまで就職支援を実施することを基本方針としている。そのために、企業が欲する人材

像を分析するとともに、その人材像に適した学生に対して適切な時期に筆記試験・面接対策、面談

等の「個人別個別就職支援」を丁寧に実施している。 

 ・就職支援体制として、キャリア支援委員会を設置している。キャリア支援委員会は、内定可能な企
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業求人を開拓するキャリア支援課専任スタッフと、学生の内定に向けて就職支援を行う各分野の就

職担当教員で構成されている。キャリア支援委員会が中心となり、企業連携、求人企業開拓を行う

とともに、クラス担任と協力して内定に向けた「個人別個別就職支援」を実施している。 

 ・連携企業情報や学生就活情報等を就職支援に活用するための就職支援システムを導入している。 

 

（２）就職支援内容 

【卒業前年度】 

 ・キャリア教育の一環として、卒業前年度の 1 年間を通じてクラス担任による就職特別指導の時間枠

を設け、自己理解の深化、進路選択における価値観の確立、将来設計の立案等、進路実現のための

支援を行うとともに、「就職試験対策」、「履歴書作成」、「面接対策」等の指導を実施している。 

 ・就活スタート時の意識づけのための「キャリアガイダンス」をはじめとして、就活力の確認や就活

力をアップするための「キャリアブートキャンプ」、業界・職種研究のための「業界研究セミナー」、

専門分野に特化した「ポートフォリオ・面接指導」等を適切な時期に実施している。 

【卒業年度】 

 ・キャリア支援委員会とクラス担任は、一人ひとりの学生の就活準備状況に応じて順次、内定可能な

企業への受験指導を実施している。また、就職支援システムの情報を活用して、各学生の就活状況

を日々把握するとともに、「個人別」・「個別」に適切な就職受験指導を行い、確実な内定に結び付け

ている。 

 ・内定可能な企業を学内合同/単独企業説明会へ誘致、また、学校紹介企業を学生に紹介し、学生の企

業受験・内定に結び付けている。また、企業訪問を中心とした企業連携を深めることで、学内合同

/単独企業説明会への誘致企業や学校紹介企業は、学生数に対応した十分な企業数を確保している。 

 

 

５．様々な教育活動・教育環境  

●学校行事への取組状況 

多くの仲間と豊かな学校生活を送れるよう各種の学校行事を設定し実施、恒例行事として定着してい

る。具体的には、4 月フレッシャーズガイダンス、6 月校外行事、7 月七夕イベント、10 月 OIC フェス

ティバル、12 月クリスマスイベント等である。また、クラスごとの交流会も実施する等、一人ひとりが

充実した学校生活になるよう支援している。また、上記のイベントや季節に合わせたエントランス装飾、

学内ディスプレイを実施することで学内の雰囲気を高めている。 

学業成果に対しては、1 年間の検定試験合格者や作品コンテストの入賞学生を対象に優秀者表彰式祝

賀会を開催しており、学校全体で学生の成果を祝福する場になっている。 

※2021 年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため一部行事が中止となった。 

 

●課外活動（部活動、サークル活動） 

学内では学びの分野と関係が深い IT クリエイト部、ゲームクリエイター部、アート・映像部、イラ

スト部、Web 部等が活発に活動している。クラブ活動を通じて各種コンテストや大会等への参加、企業

の方を招いた勉強会の実施等、専門知識とスキルの向上に意欲的に取り組んでいる。 

スポーツ系では新型コロナウイルスの感染拡大を受け、活動が充分できなかった。その他に軽音部、

将棋同好会等がある。 

これらのクラブ・同好会は各種学校イベントにおいても実行委員等で活躍している。 

 

６．学生の生活支援  
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●学生支援への取組状況 

学生支援は学生生活指導委員会、クラス担任を中心に日々の状況を把握し、充実した学生生活と学習

目標の実現に向けて支援をしている。 

具体的には学生との個別面談、日々の出席状況・成績状況のチェック、授業担当との連携、保護者へ

の連絡と連携を基本としている。これは入学時から就職活動期間、卒業時まで継続され、きめ細かなサ

ポート体制を取っている。 

精神的な悩みや対人関係がうまくいかない等の問題を抱える学生に対しては、上記の対応以外に専門

のカウンセラーが面談を行い、必要に応じて専門機関につなぐといった対応を取っている。 

そのほかにも女子新入生歓迎会や留学生交流会の開催、あるいは障がいを持つ学生への配慮等、多様

な学生が学業をやり遂げることができるよう支援している。 

 

７．学生納付金・就学支援  

●学生納付金 

授業料 実習費 施設・設備費 入学金 

600,000 円 180,000 円 150,000 円 120,000 円 

 

●納入時期 

１）新入生 

納付期限 入学手続き時 7 月末日 1 年次 

年間合計 内 訳 入学金 授業料 

（1 期） 

実習費 施設・設備費 授業料   

（2 期） 

金 額 120,000 円 300,000 円 180,000 円 150,000 円 300,000 円 1,050,000 円 

 

２）在学生 

在学生は授業料（1 期）、実習費、施設・設備費を 3 月に、授業料（2 期）を 7 月に納入する。 

 

３）その他 

学生・生徒災害障害保険料が別途、900 円必要。 

また、教科書・教材費（年次により 15,000 円～100,000 円）、合宿等の諸経費（対象年次により 10,000

円～45,000 円程度）が必要。 

 上記以外に、すべてのコースで個人用のノート PC もしくは iPad が必要。 

 

●活用できる経済的支援措置の内容 

１）日本学生支援機構奨学金や国の教育ローン、提携会社の教育ローン等が活用できる。 

２）入学時の特待生制度 ①資格特待生、②成績特待生、③作品特待生 

特待生の内容と定員は以下の通りである。 

・A ランク（1 年次奨学金 60 万円） 2 名 応用情報技術者試験取得者 

・B ランク（1 年次奨学金 30 万円） 5 名 基本情報技術者試験取得者 

・C ランク（1 年次奨学金 20 万円）15 名 IT パスポート試験取得者もしくは評定平均値 4.8 以上 

・D ランク（1 年次奨学金 10 万円）40 名 1 級以上の資格取得者もしくは評定平均値 4.2 以上 

・E ランク（1 年次奨学金 5 万円）90 名 2 級以上の資格取得者もしくは評定平均値 3.5 以上 

３）学内奨学金制度 在学生（2 年次以上）対象 

・特別奨励奨学金（200,000 円）20 名 

・学業支援奨学金（100,000 円）45 名 
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４）私費留学生入学金免除制度 

 ・入学金 120,000 円 

５）私費留学生特別奨学金制度 

・授業料 1 期分 120,000 円、2 期分 110,000 円 

 

８．学校の財務  

 （別途掲載） 

 

９．学校評価  

 （別途掲載） 

 

１０．国際連携の状況  

●留学生の受入れ状況 

本校は開校以来、留学生を積極的に受け入れ専門職外国人人材を養成するために日本語能力試験 2 級

レベル以上の取得を明確にした上で、筆記試験と面談を必ず実施し、適切に受け入れている。 

入学後はクラス担任と留学生担当による学修相談、生活指導、進路指導等、個別相談体制を整え支援

しており、留学生の特別奨学生制度を整備している。 

留学生採用に意欲が高い企業の新規開拓をはじめ大学編入学の受験指導等、入学時から将来の進路

（大学進学や就職等）を意識した留学生の支援しており、留学生の希望進路を実現している。 

 

●外国の学校等との交流状況 

毎年、夏季期間中に実施している語学研修ではカナダトロント大学に約 10 名の学生が参加している

が、2020 年度、および 2021 年度は新型コロナウイルス感染症拡大により中止を余儀なくされた。留学

にあたっては事前研修、研修費の支援、単位認定等整備されており、学生のグローバルな経験を促進し

ている。 

 

以 上 


