
効率的かつ実践的に
専門分野を学べる

IT系企業での
開発職を目指します！

実習と座学の結びつきにより、
より効果的な学習を行っています。

1年次に「基本情報技術者試験」の合格を目指し、
2年次には個々の学生の希望にあった資格取得を目指します。

大手IT企業も注目する最先端の情報技術を、
カリキュラムに取り入れています。

情報システム科

国家資格「基本情報技術者試験」
合格が目標

● プログラマ
● フロントエンドエンジニア
● セキュリティエンジニア

● システムエンジニア
● データベースエンジニア 

● webエンジニア 
● インフラエンジニア

● システム運用管理者
● エンべデットエンジニア

〉〉〉 就職・デビュー実績 〉〉〉 取得しておきたい資格

国家資格取得と
プログラミング能力を活かし
業界の即戦力を目指そう！

2年・男女

〉〉〉 情報システム科の特長

〉〉〉 目指す職業

【プログラマ】 株式会社エスアイイー / 株式会社テクノプロ / テクノプロ・エンジニアリング社 / アルファテクノロジー株式会社 / 株式会社金融情報サービス（FIS） 
/ 株式会社ビー・エイチ・シー(BHC) / 株式会社データウェイ・システムズ / 株式会社リアルネットシステム / ペガサス・システム株式会社 / 株式会社ファンネス　他

〉〉〉 システム開発のチカラを身につけ、業界の即戦力に！

ITスペシャリストへの道のり

● 応用情報技術者試験　　　　　● 基本情報技術者試験　　　　　　　　● ビジネス能力検定ジョブパス（B検）　 　　● 情報セキュリティマネジメント試験
● 情報検定（J検）　　　　　　　  ● Microsoft Office Specialist（MOS）　　

情報システム科に入学
プログラム技術だけでなく、プロ
ジェクトを進めるためのコミュニ
ケーション能力やビジネススキル
を高めていきます。

システム開発の
チカラを身につける
システム開発に必要な基礎的な技
術・知識を学び、基礎に根差した応
用力を身につけます。

最先端技術への
チャレンジ
2年次には1年次に学ん
だ力を活かして、最先端
の技術に挑戦！

システムエンジニア／セキュリティ
エンジニア／ネットワークエンジ
ニア／データベースエンジニア／
システムアドミニストレータなど

就職目標
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IT系企業に内定！
初めての就職活動は緊張の
連続。身につけた力を存分に
アピールして、望む未来を手
に入れましょう！！
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他

他

再注目を集める組み込み系の実習講義です。自動運転やビックデータという
キーワードは聴いた事があると思います。5G時代突入で急速に広がりを見
せるIoT（モノのインターネット）とは何か。実際に回路を組み、機器の制御を
行いながら理解を深めます。

制御技術の進化を知る！ IoTトレーニング

最先端のプログラム言語！ Python実習

IT業界の現場ではすでに人工知能の技術を活用してソフトウェアやアプ
リを作成しています。人工知能技術を利用したデータ処理もすでにはじ
まっており、人工知能を使ってあたらしい商品開発や事業を始めていま
す。単なるソフトウェア作成だけがIT業界ではなくなり、まさに人工知能
を使ってどんどん変化する業界になっています。この授業はAIについて
の理解を深め、AIモデルを作る工程などを学びます。

機械学習からWebアプリ開発などでも使われているPythonの特徴や構文
を理解し、ライブラリを活用しながらPythonプログラムを作成できるスキ
ルを身につけていきます。

〉〉〉 カリキュラム紹介 〉〉〉 ピックアップポイント

人工知能の技術を理解・活用しよう！ AIシステム
IT業界が求める
幅広い知識を身につける。1年次

2年次 実践的な授業を行い、
より知識を深めていきます。

Java言語実習
Ａｎｄｒｏｉｄアプリの開発用プログラミング言語として使用されるな
ど、多様なハードウェアで動作が可能です。利用している技術者も
多く、様々な開発で活用されているjavaを学びます。

R言語を通じて統計をより深く学ぶことで、人工知能によるビッグ
データ解析に必要な諸技術の知識を身につけます。

公開されている機械学習に関連したPythonのライブラリを用
いながら、応用的な人工知能に関する技術を実践的に学びます。

ハイテクノロジー・
チャレンジ

ビッグデータ、ディープラーニング、VRなど，時代の先端にある技
術に触れ、先の時代に必要となる技術の修得に挑戦していきます。

マーケティング
基礎

マーケティングの基礎およびネット社会におけるマーケティング
について学習します。

システム開発の設計からテストまでの一連の開発を行いながら
学習します。

統計調査において必須となる分析手法及びデータの収集方法、
ビッグデータについて学習します。

Python
プログラミング

Pythonの特徴や構文を理解し、ライブラリを活用しながら
Pythonプログラムを作成できるスキルを身につけます。

R言語実習

基本情報技術者
資格対策講座

基本情報技術者試験の合格を目指し、IT分野におけるハードウェア及び
ソフトウェアに関する知識や技術を学ぶ他、ソフトウェア開発やシステム
企画に関するノウハウも含め、広くシステム開発について学びます。

システム開発の各工程を体験し内容を理解していきます。

Python実習
他の手続き型言語と比較してシンプルな構造のプログラミング言語です。近年では世界的に
も人気が高く、さまざまな企業や分野において採用実績があります。本科目は、他の科目にお
いて学んだ人工知能に関する知識／技術を実践する形でプログラミングを学んでいきます。

人工知能の技術について学び、機械学習やディープラーニングの
手法について学習します。

数学的手法や統計を学習し、データ分析について学習します。

実習と講義を結びつけることにより、より効果的な学習を行っています。
資格取得など未経験から業界就職を目指すためのカリキュラムです。

※2020年度の共通カリキュラムを記載しているため、一部変更する場合がございます。

つくるチカラを、キミに。　　　25 26



■担当科目 ： 応用情報技術者資格対策講座

西谷 成明 先生

学生一人ひとりの主体性を引きだすことを第一に掲
げて講義をしたいと考えています。
学生さんがどのようなことを学びたいのかを問い、
その問いに対する答えを探し出す講義をするように
心がけています。

映画や小説にでてくる人工知能は実現できるものな
のか。それともSFにすぎないのか。我々ができる未来
予測を人工知能の基本から一緒に考えます。どんど
ん変化するIT業界で未来をつくるのは皆さんです。さ
あ、一緒に学びましょう。

■担当科目 ： Python

布川 博士 先生

〉〉〉 就職決定までの道のり 〉〉〉 システム開発のチカラを学ぶ

業界で必須のスキルを幅広く学び、IT分野のエキスパートとして活躍しよう！

情報技術の先端テクノロジーはAI分野！

〉〉〉 担当講師からのメッセージ

工藤 麗さん 青森県 八戸東高等学校出身

ペガサス・システム株式会社  システム開発（東京勤務）
● 就職決定先

1

2 入学後は、さまざまなプログラミングやいろいろな資格を取るための勉強がで
きました。即戦力を身につけられるような実践的な授業ばかりで、学ぶうちにま
すます興味が深まり、将来の仕事にしたいと思うようになりました。

3 入社後も勉強を続け、プロとして仕事をまかせてもらえるような技術を身につ
けたら、自分のアイデアで新しいモノづくりをしてみたいです。

4 就職活動は積極性が大切です。自分から動かないと決まるものも決まらないの
で、受け身にならないで頑張ってください。ホームページや求人票だけではわ
からないことがあるので、企業説明会に参加することも大事です。

佐々木 慎也さん 宮城県 仙台育英学園高等学校(多賀城校舎)出身

三和電子株式会社  システム開発（東京勤務）
● 就職決定先

1 高校一年のとき、学校でのパソコンの授業が楽しかったので、関連する職業に
ついて調べたのがきっかけです。そこでプログラマー職に興味が湧いたので、
就職するための知識を学べる専門学校への進学を意識しました。

2 カリキュラムを重視してデジタルアーツ仙台に入学したのですが、正直、やりた
いことは漠然としていました。ただ、授業を受けて知識を増やしていくほど将来
の自分の姿を想像しやすくなり、やりたい分野を絞ることができました。

3 就職活動では先生が事前に面談してくださるなど、いろいろサポートしてもら
いました。専門学校生は自己責任の意識が強い人が多いですが、社会人として
は誰かに助けを求めるまでの過程も重視していくべきだと思います。

4 IT業界は人と関わることが多いので、大人や初対面の人と話す機会を増やすな
どして、コミュニケーション能力を高めておくことをおすすめします。接客のアル
バイトなど、場数を踏めるだけ踏んでみてください。

プログラミングや
資格取得の勉強など、
即戦力が身につく実践的な授業

学べば学ぶほど、
目指すべき自分が見えてきました

学校選びで
重視したポイント

デジタルアーツ仙台
の授業について

今後の夢や
チャレンジしたいことは？

業界をめざす
後輩へメッセージ

もともとプログラムを書くことに興味があり、ちゃんと勉強してみたいという思
いがありました。専門学校をいろいろ調べていた際、デジタルアーツ仙台は自
分にとって興味のあるカリキュラムが多く、入学を決めました。

この仕事を
めざしたきっかけ

デジタルアーツ仙台
の授業について

内定獲得に
役立ったこと

業界をめざす
後輩へメッセージ

パソコンやインターネット、通信インフラを用いた「情報技術」を学び、人とモノをつなぐソフトウェアや
情報システムの開発、ネットワークの保守・管理を行うことができる技術者になりましょう。
幅広くITを習得するため、オフィスソフト等のビジネス系ITとプログラミングやシステム設計等の開発系ITの両方を学習します。
そして、IPA主催の情報処理技術者試験「ITパスポート試験」「基本情報技術者試験」取得を目標にしっかり学び、
どの業界でも通用するスキルを身につけます。
また、他学科とのコラボで制作を行い、制作中に発生する課題を一つひとつ着実にクリアすることで力をつけていきます。

 artificial intelligence（AI/人工知能）とは？

私たちの生活の中で益々身近なものになっ
てくるAI技術。家庭用のお掃除ロボットやス
マートフォンに内蔵されたシステム、自動
車。今、多くの企業がAI分野での躍進を目指
しており、情報技術者への期待と需要が大い
に求められています。

コンピュータシステムやソフトウェアに
よって人工的に再現された知能を指しま
す。AIは、ゲーム・金融・医療など個々の分
野に合わせて調整され、右図のように活
用されています。

オペレーション業務や
検索エンジンなどの最適化

● 基本情報技術者試験　　　● ITパスポート試験　　　　　　　　　● 情報セキュリティーマネジメント試験　 　● 情報検定（J検）各種　　
● VBAエキスパート　　  　  ● ビジネス能力検定ジョブパス（B検）      ● Webクリエイター能力認定試験　                 ● HTML5プロフェッショナル認定試験
● Microsoft Office Specialist（MOS）　　　

取得しておきたい資格

機械や自動車などの自動操縦
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