津山高専 総合理工学科

情報システム系

Communication and Information System Program

情報社会をリードするICT技術者を養成する

情報システム系の授業風景。
どんな科目があるのか紹介します。

情報リテラシー

受講学年

1 2 3 4 5

情報リテラシーは、情報技術者としての基本的な知識を学ぶ科目です。

コンピュータ・インターネットの歴史や著作権問題、正しい情報の入手・処

理の方法、セキュリティのしくみなど幅広く学びます。

ここで学ぶことは、今後５年間情報システム系の授業を受けていく中でどの

科目にも通じることばかりなので、とても重要です。

プログラミング

受講学年

1 2 3 4 5

情報システム系といえばプログラミングと言っても過言ではありません。

プログラミングの授業は 2 年生からあり、
問題解決の過程を考える授業から、

実際にコンピュータを使ってプログラムの書き方を学ぶ授業まであります。ま
た、実際に問題を解いていく学習なので、ひらめきや問題解決能力も育成され
ます。

ディジタル工学

受講学年

1 2 3 4 5

ディジタル工学は、コンピュータの仕組みを理解するための授業です。

コンピュータで扱っているディジタルデータの表現方法、処理するための回

路設計などを学びます。また、CPU の基本的な動作原理や命令を学習し、ハー
ドウェアとソフトウェアのつながりについても学びます。

プログラムを書く上でも非常に重要な内容を学習する授業です。

情報システム工学実験

受講学年

1 2 3 4 5

情報システム系の学生として必要とされる基礎知識を、実際に実験を行うこ

とで身につけます。

実験内容はさまざまですが、プログラミングなどのコンピュータをつかった

演習の他にも、電気回路、一般的な測定器の使い方などの基礎を学びます。報
告書のまとめかたも身につけます。

ネットワーク

受講学年

1 2 3 4 5

インターネットなどが普及し、情報システム系の学生にはネットワークに関

する知識や技術が求められています。

２年生から５年生までの４年間、座学や実習を通してネットワークの設計・

構築・保守運営および情報通信技術を主眼においたネットワークプログラムや、
最新のネットワーク事情についての理解を深めていきます。

じはつてきがくしゅうかもく

「自発的学習科目」は、学生が自ら課題を設定して取り組む科目です。
情報システム系の先生全員が指導にあたってくれます。

全系横断演習

受講学年

1 2 3 4 5

全系横断演習は、自分の興味のある全系分野の中から課題を選択して、１年

半をかけて演習に取り組みます。

演習の中で、新しいことにチャレンジしたり、習得している技術・知識を更

に深めたりすることができます。またこの科目は、最初に自分で１年間の計画
を立てて、実践するので、問題設定能力をつけることができます。

キャリアマネジメント

受講学年

1 2 3 4 5

高学年となった４年生では、将来の進路を考える取り組みとして、キャリア

教育を行っています。

職業の調査、自己分析、職業適性検査体験などキャリアデザインに関する基

礎的な知識を習得します。また、課題解決に必要な基礎能力を養うため、討論
や議論の演習も行います。

卒業研究

受講学年

1 2 3 4 5

津山高専で５年間学んできたことを応用することにより、社会・生活をより

よいものにするのためのシステムなどの答えのない未知なる問題にチャレンジ
します。

年度末には卒業研究の成果を論文にまとめ、プレゼンテーションで発表を行

います。

情報システム系の学生のいちにち
8:40 SHR

朝のショートホームルームです。

12:00 昼休み

達と談笑したりしながら４５分ほど休

までが対象になっています。

憩します。

５分ほどの時間で担任から行事や注

意事項などの連絡が行われます。

8:50 午前講義開始

1･2 限 プログラム基礎

12:50 午後講義開始

実験は少人数の班で行われます。

情報演習室に移動します。

演習内容はプログラミングの応用や

情報システム系では基本的にＣ言語

マイコン操作、電気回路の実験など多

のプログラミング技法を学びます。

一般講義なので教室での授業です。
高専に入りたての頃は板書のスピー

ドが速くて大変でしたが、３年生ぐら
いになるとだいぶ慣れます。

5･6･7 限

情報システム工学実験実習Ⅱ

実習科目なので総合情報センターの

3･4 限 電気電子回路

午前の講義が終わると昼休みです。
寮に帰って昼ごはんを食べたり、友

ＳＨＲは基本的に１年生から３年生

15:15 放課後

種多様です。

この日の講義はこれで終了。

放課後は部活へ行く人、帰寮・帰宅する人、授業で出された宿

題をする人、図書館へ行く人など様々です。

情報システム系 Q and A
情報システム系に入るには
プログラミングができないとダメ？

情報システム系は
パソコンのことしか勉強しないの？

Q

そんなことありません！
プログラミングの基礎から教えます。

A

むしろ入学した時は、ほとんどの人がプログラミングの経験が

ないので全然大丈夫です。

その質問にお答えします !

Q

パソコンの授業も多いですが、
パソコンの授業だけではありません。

A

情報システム系といえばパソコンのイメージが強いですが、パ

ソコンを使う授業ばかりというわけではありません。

１年生の実験や２年生のプログラミングの授業では「どのよう

コンピュータの仕組みや原理、コンピュータを支える電気・数

に問題を解決していくのか」というプログラミングの基礎となる

学・物理、コンピュータを応用する通信・制御・画像処理などを

力を鍛える授業内容になっています。

勉強する科目もあります。

学生の活動

～課外活動編～

◎大会への参加

情報システム系では、様々な外部の大会に積極的に参加しています。

・全国高等専門学校プログラミングコンテスト
・パソコン甲子園
・情報オリンピック
・ETロボコン
・Hack U KOSEN
・ACM国際大学対抗プログラミングコンテスト

◎資格の取得

学生の中には情報関連の資格の取得に挑戦している人も居ます。
一部の試験では津山高専が試験会場になっているものや、情報システム系で団体申し込みを行っているも
のなど、学科を上げて支援しています。
・ITパスポート
・基本情報技術者試験
・応用情報技術者試験

・ネットワークスペシャリスト試験
・情報セキュリティスペシャリスト検定
・ディジタル技術検定

・CGクリエイター検定
・WEBデザイナー検定
・マルチメディア検定

寺元 貴幸 教授（情報システム系 系長）
我々の生活の中にも人工知能 (AI) の技術を取り入れた製品が増えてきました。スマートスピーカーやスマートフォンの翻訳アプリな

ど、少し前までは SF やアニメでしか見ることのできなかったものが実用化されています。AI の進歩は生活を劇的に豊かにしてくると
同時に人々の働き方を変えるだろうと言われています。比較的単純な作業や過去のデータの解析で予測ができる分野だけでなく､ コー
ルセンターや通訳、病気の診断など、人間にしかできないと思われていた分野でも AI の優位性が示され始めました。

しかし現段階ではその AI の開発は人間が行っています。また、より賢い AI を作る技術は人間が開発しなければなりません。人間の

やるべきことはまだまだ無数にあります。AI 分野では海外ソフトウェアが圧倒的に多いのですが、将棋で名人を破った Ponanza やそ
のフレームワークの Chainer は日本製のプログラムですし、その計算機資源を提供しているのは舞鶴高専の卒業生の方が社長の会社で
す。高専を卒業して IT 関連の企業を起こしたり、最先端の開発をされている方は本当に多数います。

あなたも自分専用の AI を作ってみてはいかがでしょうか？ AI に奪われないスキルを身につける事ができるかもしれませんよ。

情報システム系 3 年 舟戸 秀弥

情報システム系紹介パンフレットの製作を担当させていただきました。総合理工学科情報システム系三年の舟戸です。今年で総合理工学科が発足し、三年

がたちました。私は総合理工学科第一期生として入学しましたが、皆さんが入学したら四期生になるのかと、私個人として時間が経つのが早いものだとかみ
締めています。高専では実験をすることが多いのですが、総合理工学科では情報工学科とは違い、情報系の実験だけではなく他の系の実験も受けることがで
きるのでとても貴重な体験をすることができます。四月から入学した一年生が楽しそうにいろいろなことにチャレンジしている姿はとても印象的です。

そして、このパンフレットを見てくださっている方が津山高専に入学し、会えるのを楽しみにしています。また、この場を借りて写真やインタビューに協

力してくださった先輩方、そして写真を提供してくださった教職員の方々にはお礼を申し上げます。

卒業後の進路

就職

下の表は過去３年間の先輩たちの進路データ
情報システム系を卒業するとどんな職業につけるのかな？
わかりやすくカテゴリ別で紹介！

丸の中の数字は就職者数

カテゴリの見方

情報・通信

サービス業

製造業

その他

●平成29年度 3月卒業
コベルコソフトサービス㈱

㈱ミクシィ

テラテクノロジー㈱

三菱電機コントロールソフト ウェア㈱

㈱アカツキ

新明和ソフトテクノロジ㈱

コベルコソフトサービ㈱

㈱ハイ・アベイラビリティ・システムズ

㈱岡山情報処理センター

NTT コムエンジニアリング㈱

㈱ NTT フィールドテクノ

㈱沖電気カスタマアドテック

㈱ NTT 東日本 - 関信越

㈱ NTT 東日本 - 南関東

㈱ブレイントラスト

ディジタル総合印刷㈱

パーソナル R&D ㈱

日信電子サービス㈱

キヤノン㈱②

JXTG エネルギー株式会社㈱②

ファナック㈱

村田機械㈱

セイコーエプソン㈱

㈱デンソーテンテクノロジ

デンソーテクノ㈱

サノヤスホールディングス㈱

関西電力㈱

富士通㈱

ＮＴＴコムソリューションズ㈱

㈱ NTTPC コミュニケーションズ

㈱アルメックス

㈱ＮＴＴネオメイト

㈱ワードシステム

三栄ハイテックス㈱

㈱メンバーズ②

㈱富士通エフサス

キヤノンシステムアンドサポート㈱

㈱ＮＴＴフィールドテクノ ②

㈱ NTT-ME

キヤノン㈱

セイコーエプソン㈱

マツダ㈱

セリオ㈱

㈱山田養蜂場

(独)国立印刷局

富士通㈱ ②

㈱ＮＴＴネオメイト ②

新明和ソフトウェアテクノロジ㈱

三菱電機コントロールソフトウェア㈱

㈱ jig.jp

㈱ MCOR

㈱エスイーシーハイテック

㈱エヌエスシィ

㈱ドリーム・アーツ

東海旅客鉄道㈱

富士ゼロックス岡山㈱

キヤノンシステムアンドサポート㈱

㈱日立システムズ

ＮＴＴコムエンジニアリング㈱

㈱ＮＴＴフィールドテクノ ③

㈱ NTT-ME

㈱中電工

㈱沖電気カスタマアドテック

ＮＥＣフィールディング㈱ ②

凸版印刷㈱

村田機械㈱

花王㈱ 和歌山工場

タカラスタンダード㈱

㈱トッパンメディアプリンテック関西

●平成2８年度 3月卒業

●平成2７年度 3月卒業

※順不同

進学 (大学編入等)

丸の中の数字は合格者数

●平成29年度 3月卒業

津山高専 専攻科 電子・情報システム工学専攻 ④

岡山大学 工学部 情報系学科

東京農工大学 工学部 情報工学科②

豊橋技術化学大学 工学部 情報・知能工学過程

奈良女子大学 生活環境学部 情報衣環境学科

島根大学 総合理工学部 数理・情報システム学科

●平成28年度 3月卒業
津山高専 専攻科 電子・情報システム工学専攻 ⑨

電気通信大学 情報理工学部 総合情報学科

豊橋技術科学大学 工学部 情報・知能工学課程

茨城大学 工学部 情報工学科

島根大学 総合理工学部 数理・情報システム学科

東京農工大学 工学部 情報工学科

室蘭工業大学 情報電子工学系学科

●平成27年度 3月卒業
津山高専 専攻科 電子・情報システム工学専攻 ②

大阪大学 工学部 電子情報工学科

豊橋科学技術大学 工学部 情報・知能工学課程 ②

豊橋科学技術大学 工学部 電気・電子情報工学課程

電気通信大学 情報理工学部 情報・通信工学科

和歌山大学 システム工学部 デザイン情報学科

出雲医療看護専門学校 臨床工学技士学科
※順不同

このページに掲載している就職・進学の情報は「情報工学科」の実績ですが、
「情報システム系」でもほぼ同じ進路に進むことができます。

