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２-５ 情報技術科 
 
（１）アンケートで明らかになった課題に関連がある教科と今後の方向性 

 情報技術科では、プログラミングやデータベース、ネットワークなどに関する訓練を実施しており、

情報分野の専門能力について行ったアンケートの設問項目に対応した知識、技術・技能の多くをカリキ

ュラムの中で扱っている。 

 アンケートに示した知識、技術・技能と、情報技術科の各教科の関連性は別添の【資料４－５】のと

おりであり、現在、知識については 30 項目中 18 項目を、技術・技能については 35 項目中 27 項目を、

それぞれ授業の中で取り扱っている。 

 これに対して、Ⅱ アンケートの分析結果 で整理した【資料２－４】における個々の知識、技術・技

能に関する課題を統合して整理した結果を【資料５－５】に示す。 

 これらの結果を踏まえ、今後の情報技術科における訓練カリキュラムの今後の改善点を俯瞰すると、

次の対応が考えられる。 

 

※[ ]の表記は、「（３）訓練の改善に向けた今後の取組み」「イ 平成２９年度に検討を行う内容」の項

目に対応している。 

 

○企業の中核人材として活躍するための強化ポイント 

強化すべき知識 現状と今後 

プロジェクトマネージメントに関する手法  
現状 関連する教科：１教科、訓練時間：３２時間 

今後 他教科も含めて訓練内容の充実を推進 

 

強化すべき技術・技能 現状と今後 

データベース設計（正規化・論理設計など） [1-1] 
現状 関連する教科：1教科、訓練時間：３２時間 

今後 訓練を拡大するとともに訓練内容の充実を推進 

SQLによるデータベース操作 [1-2] 
現状 関連する教科：１教科、訓練時間：３２時間 

今後 訓練を拡大するとともに訓練内容の充実を推進 

システムの要求分析  
現状 関連する教科：３教科、訓練時間：２４時間 

今後 他教科も含めて訓練内容の充実を推進 

ウォーターフォールモデルによるシステム設計  
現状 関連する教科：４教科、訓練時間：１２０時間 

今後 他教科も含めて訓練内容の充実を推進 

システム設計書等ドキュメント作成能力  
現状 関連する教科：３教科、訓練時間：２４時間 

今後 訓練内容の充実を推進 

ユーザービリティを考慮したソフトウェアの開発  
現状 関連する教科：１教科、訓練時間：３２時間 

今後 訓練内容の充実を推進 

プレゼンテーションの構築組立（シナリオの作成）  
現状 関連する教科：１教科、訓練時間：３２時間 

今後 訓練内容の充実を推進 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝにおける表現技術（ｽﾗｲﾄﾞのﾚｲｱｳﾄ、

発表時の表情など表現能力）  

現状 関連する教科：１教科、訓練時間：３２時間 

今後 訓練内容の充実を推進 
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○企業の評価等を踏まえて学生の能力向上を図るべきポイント 

強化すべき知識 現状と今後 

ファイル編成に関する知識（ISAM、VSAMなど）  
現状 関連する教科：１教科、訓練時間：３２時間 

今後 訓練内容の充実を推進 

データベース設計（正規化・論理設計など） [2-1] 
現状 関連する教科：２教科、訓練時間：３６時間 

今後 訓練を拡大するとともに訓練内容の充実を推進 

ｿﾌﾄｳｴｱﾃｽﾄ技法（同値分割、境界値分析、ﾎﾜｲﾄ

ﾎﾞｯｸｽﾃｽﾄなど）  

現状 関連する教科：１教科、訓練時間：１６時間 

今後 他教科も含めて訓練内容の充実を推進 

テストツールの操作（JUnit、CppUnitなど）  
現状 関連する教科：１教科、訓練時間：１６時間 

今後 他教科も含めて訓練内容の充実を推進 

ネットワークの基礎（IPアドレス、HTTPなどのプロ

トコル） [2-2] 

現状 関連する教科：３教科、訓練時間：５２時間 

今後 平成 27年度から見直しについて着手しており、検討継続中 

情報技術に関連した数学の知識（行列・ベクトル・

微積分）  

現状 関連する教科：３教科、訓練時間：６６時間 

今後 訓練内容の充実を推進 

基本情報技術者試験  午前問題 マネジメント系 
現状 関連する教科：３教科、訓練時間：３６時間 

今後 訓練内容の充実を推進 

基本情報技術者試験  午前問題 ストラテジ系  
現状 関連する教科：２科、訓練時間：２０時間 

今後 訓練内容の充実を推進 

基本情報技術者試験  午後問題 C言語  
現状 関連する教科：なし 

今後 既存の教科内にて対応検討 

基本情報技術者試験  午後問題 疑似言語  
現状 関連する教科：１教科、訓練時間：３２時間 

今後 訓練内容の充実を推進 

クラウドコンピューティング [2-3] 
現状 関連する教科：なし 

今後 訓練を拡大するとともに訓練内容の充実を推進 

 

強化すべき技術・技能 現状と今後 

アジャイルに沿ったシステム設計  
現状 関連する教科：なし 

今後 既存の教科内にて対応検討 

UMLによるシステム表現能力  
現状 関連する教科：３教科、訓練時間：２４時間 

今後 他教科も含めて訓練内容の充実を推進 

 

 なお、企業から自由意見として記載があった項目のうち、入社時に求める知識（１３件）、１０年後に

重要な事項（１４件）については、Web アプリケーション開発技術とネットワークの知識・技術・技能

を平成３０年度以降の訓練で対応することとした。 

 また、ドキュメント作成能力の向上は、関連教科および課題演習内で平成２９年度より強化を図る。 
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○訓練の規模や方法、必要性等について精査・検討が必要な事項 

精査・検討が必要な知識 現状と今後 

論理回路の仕組み（ブール代数・組み合わせ

回路・順序回路） [3-1] 

現状 関連する教科：３教科、訓練時間：２６時間 

今後 職業能力開発促進法の教科の細目も踏まえて平成２９年度に検討 

アセンブリ言語によるプログラミング [3-2] 
現状 関連する教科：１教科、訓練時間：３２時間 

今後 職業能力開発促進法の教科の細目も踏まえて平成２９年度に検討 

生産工学に関する管理手法（PERT図、線形

計画法など） [3-3] 

現状 関連する教科：４教科、訓練時間：８０時間 

今後 職業能力開発促進法の教科の細目も踏まえて平成２９年度に検討 

簿記・会計  
現状 関連する教科：なし 

今後 基本情報技術者試験の取得支援により対応 

財務諸表の解釈・理解 [3-4] 
現状 関連する教科：１教科、訓練時間：３２時間 

今後 職業能力開発促進法の教科の細目も踏まえて平成２９年度に検討 

LPIC レベル 1 と同程度の知識  
現状 関連する教科：なし 

今後 訓練を拡大するとともに訓練内容の充実を推進 

ICT  
現状 関連する教科：なし 

今後 基本情報技術者試験の取得支援により対応 

ディープラーニング  
現状 関連する教科：なし 

今後 卒業制作・研究により対応 

ビッグデータ処理  
現状 関連する教科：なし 

今後 卒業制作・研究により対応 

 

精査・検討が必要な技術・技能 現状と今後 

C#言語プログラミング [3-5] 
現状 関連する教科：なし 

今後 訓練を拡大するとともに訓練内容の充実を推進 

電子回路ｼﾐｭﾚｰﾀｰを用いたﾃﾞｼﾞﾀﾙ回路設計

（組み合わせ回路・順序回路） [3-6] 

現状 関連する教科：１教科、訓練時間：２４時間 

今後 職業能力開発促進法の教科の細目も踏まえて平成２９年度に検討 

マイコン（ARM・H8など）のプログラミング [3-

7] 

現状 関連する教科：３教科、訓練時間：６４時間 

今後 職業能力開発促進法の教科の細目も踏まえて平成２９年度に検討 

組み込み OS（組み込み Linux、TRONなど）

のプログラミング [3-8] 

現状 関連する教科：２教科、訓練時間：３２時間 

今後 職業能力開発促進法の教科の細目も踏まえて平成２９年度に検討 

AndroidOSのプログラミング [3-9] 
現状 関連する教科：４教科、訓練時間：１９２時間 

今後 職業能力開発促進法の教科の細目も踏まえて平成２９年度に検討 

Webアプリケーションプログラミング（JSP、サ

ーブレット） [3-10] 

現状 関連する教科：１教科、訓練時間：６４時間 

今後 訓練を拡大するとともに訓練内容の充実を推進 

Web アプ リケー シ ョ ン プ ログ ラ ミ ン グ

（ASP .Net） [3-11] 

現状 関連する教科：なし 

今後 訓練を拡大するとともに訓練内容の充実を推進 

Webアプリケーションプログラミング（php）  
現状 関連する教科：なし 

今後 現状では必要性が低いため、当面検討は行わない 

Webアプリケーションプログラミング（Ajax）  

現状 関連する教科：なし 

今後 
応用的技術であり、現状では優先順位が低いため、当面検討は行

わない 

Unix（CentOSなど）の操作 [3-12] 
現状 関連する教科：２教科、訓練時間：３２時間 

今後 訓練を拡大するとともに訓練内容の充実を推進 
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（２）資格取得支援について 

 情報分野に関するアンケートを実施した企業から回答があった資格に関する情報に対しては、現在の

情報技術科での資格取得支援の状況を踏まえて今後について俯瞰すると、次のような対応が考えられる。 

 

○入社までに取得しておく必要がある資格について 

資  格 回答比率 現状と今後 

基本情報技術者試験 
７．５％ 

（３社） 

現状 関連する教科：7教科、（取得支援の訓練時間：１８８時間 ） 

今後 入社までに取得しておくことが望ましい意見も多数あるため、支援内容の充

実を推進 

ＩＴパスポート試験 
２．５％ 

（１社） 

現状 基本情報技術者試験に関連する教科により概ね網羅 

今後 基本情報技術者試験により概ね網羅 

 

○入社までに取得しておくことが望ましい資格について 

資  格 回答比率 現状と今後 

基本情報技術者試験 
５２．５％ 

（２１社） 

現状 関連する教科：7教科、（取得支援の訓練時間：１８８時間 ） 

今後 必要性、重要性が高いため、支援内容の充実を推進 

ＩＴパスポート試験 
１２．５％ 

（５社） 

現状 基本情報技術者試験に関連する教科により概ね網羅 

今後 基本情報技術者試験により概ね網羅 

応用情報技術者試験 
７．５％ 

（３社） 

現状 未対応  

今後 基本情報技術者試験に注力するため、教科の措置・検討は見送る。 

英語検定２級 
２．５％ 

（１社） 

現状 希望者に対して支援 （取得支援の訓練時間：４８時間 ） 

今後 他科にも希望者がいるため、校内他科との連携により支援。 

英語検定３級 
２．５％ 

（１社） 

現状 希望者に対して支援 （取得支援の訓練時間：４８時間 ） 

今後 他科にも希望者がいるため、校内他科との連携により支援。 

TOEIC 600点以上 
２．５％ 

（１社） 

現状 希望者に対して支援 （取得支援の訓練時間：４８時間 ） 

今後 他科にも希望者がいるため、校内他科との連携により支援。 

Java Silveｒ 
２．５％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 教科の措置・検討は見送る。 

Javaベンダー資格 
２．５％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 教科の措置・検討は見送る。 

Javaプログラミング認定 
２．５％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 教科の措置・検討は見送る。 

Oracleベンダー資格 
２．５％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 教科の措置・検討は見送る。 

PHP技術者認定 
２．５％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 教科の措置・検討は見送る。 

BJT１級 
２．５％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 教科の措置・検討は見送る。 

LPIC（運用系） 
２．５％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 教科の措置・検討は見送る。 

CCNA（運用系） 
２．５％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 教科の措置・検討は見送る。 

情報セキュリティ マネジメ

ント試験 

２．５％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 教科の措置・検討は見送る。 
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高度情報処理技術者試験 
２．５％ 

（１社） 

現状 未対応 

今後 教科の措置・検討は見送る。 

 

 

（３）訓練の改善に向けた今後の取組み 

 企業や卒業生に対するアンケート結果について、現在の情報技術科の訓練と対比しながら分析し、課

題を抽出したが、これらの課題の解決に向けて今後次のとおり取り組んでいくこととする。 

 なお、平成２９年度については、訓練計画を既に概ね策定し、大幅な変更が困難であることから、移

行期として可能な範囲の見直しを行う。 

 

ア 平成２９年度に実施する訓練で見直しを行う内容 

見直しの目的 

（めざす効果） 

見直しを行う教科及び 

資格取得支援等 
主な見直しの内容 

他の教科との連携により相乗

効果を得る 

※平成28年度において実施し

ているものもあるが、強化す

べきポイントとして取り組む 

プロジェクトマネージメ

ントと卒業制作・研究 

○卒業制作・研究を実施する学生に対し、プロジェクト

マネージメントを実践することによりプロジェクトマ

ネージメントの各手法の理解の向上を支援する。 

システム設計Ⅰ、システ

ム設計Ⅱ、システム設計

Ⅲと卒業制作・研究 

○システムの設計が必要な卒業制作・研究を実施する学

生に対し、適切なシステム開発技法の支援やシステム表

現方法を実践することによりシステム開発の理解の向

上を図る。 

各プログラミング教科と

ソフトウェアテスト 

○ソフトウェア品質で学習したソフトウェアテスト技

法を各プログラミング教科のテスティングで実践する。 

ドキュメント作成能力の向上 

課題演習、システム設計

Ⅰ、システム設計Ⅱ、シ

ステム設計Ⅲ 

○就職活動等で企業に出すメールの添削を課題演習内

に計画的に実施する。 

○システム設計演習時に行っていた各仕様書の作成を

グループ単位から個人単位とし、ドキュメント作成演習

時間を増やす。 

IT を活用する割合を増加させ

ることによる訓練効果の向上 

人間工学(ユーザービリテ

ィ、ユーザーインターフェ

ース)、プレゼンテーショ

ン 

○IT を用いた実践的な演習時間の割合を増加させるこ

とにより、訓練効果を向上させる。 

情報技術に関連した数学の知

識の向上 

情報数理、情報数理演習、

総合技能演習 

○行列演算までに留めていたものを微積分まで発展さ

せる。 

基本情報技術者試験の取得支

援 

計算機工学Ⅰ、計算機工

学Ⅱ、ソフトウェア工学

Ⅲ、ソフトウェア工学Ⅳ、

情報通信工学、データ構

造、総合技能演習 

○在校生にアンケートを実施し、次により資格取得を支

援する。 

・受験の促進 

・苦手分野の洗い出しと分析、対策 

 

ソフトウェア工学Ⅳおよ

び情報通信工学 

○ソフトウェア工学Ⅳと情報通信工学の実施時期を見

直し、総合的な演習を取り入れることで資格取得を支援

する。 

簿記・会計の知識 － ○教科の設置は見送るが、基本情報技術者試験の取得支

援により簿記・会計の知識向上を図る。 

ICTの知識 － ○教科の設置は見送るが、基本情報技術者試験の取得支

援により ICTの知識向上を図る。 

ディープラーニングの知識 － ○教科の設置は見送るが、必要に応じて卒業制作・研究

にて支援を行う。 

ビッグデータ処理の知識 － ○教科の設置は見送るが、必要に応じて卒業制作・研究

にて支援を行う。 
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 イ 平成２９年度に検討を行う内容 （平成３０年度以降の訓練で見直し） 

※[ ]の表記は、「（１）アンケートで明らかになった課題に関連がある教科と今後の方向性」の項目に

対応している。 

検討の目的 

（めざす効果） 

検討の主な内容 

（検討する教科の範囲や資格取得支援と検討の方向性） 

検討結果の 

反映予定時期 

Web アプリケーションプログ

ラミングとデーターベースプ

ログラミングの習得 

○データベース設計[1-1][2-1]、SQLによるデータベース操作[1-

2]、Java言語プログラミング、C#言語プログラミング[3-5]、Web

アプリケーションプログラミング[3-10][3-11]等を 3Q のソフト

ウェア設計実習Ⅱ(6 単位)にて行い、当該技術の更なる習得を支

援する。 

平成 30年度 

ネットワーク、クラウドコン

ピューティング、セキュリテ

ィ、サーバー構築技術の支援

の強化 

○ネットワークの基礎[2-2]、クラウドコンピューティング[2-3]、

Unixの操作[3-12]等を 3Qに情報工学実習Ⅱ(6単位)にて行い、当

該技術の更なる習得を支援する。 

○LPICレベル 1の知識をカリキュラムに取り込む範囲について検

討する。 

平成 30年度 

訓練の拡大と訓練内容の充実

を実現するためのカリキュラ

ムの見直し 

○論理回路の仕組み[3-1]、アセンブリ言語によるプログラミング

[3-2]、生産工学に関する管理手法[3-3]、財務諸表の解釈・理解

[3-4]、電子回路ｼﾐｭﾚｰﾀｰを用いたﾃﾞｼﾞﾀﾙ回路設計[3-6]、マイコン

のプログラミング[3-7]、組込み OS のプログラミング[3-8]、

AndroidOSのプログラミング[3-9]等について、企業ニーズ、関連

法規、見直しに伴う就職等への影響等を考慮し、総合的に判断す

る。 

平成 30年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




