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情報を本気で学ぶ
最高の環境！

企業の人から
直接学べる！
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外国語の学修など就職後に役立つ授業にも力

を入れています。２年次からは専門知識を身

につけるために、進みたいコースを選択しま

す。特に情報科学総合コースは社会の要求水

準を満たす技術者プログラムとしてJABEE

（日本技術者教育認定機構）より認定を受け

る注目コースです。

情報を本気で学ぶ
最高の環境！
演習や実験などの授業では、先生以
外に大学院生や上級生からのサポー

トを受けることができます。
また、授業以外の時間でも各
科目の授業担当教員や助手に
質問などができ、復習や課題
提出の際にも便利です。

企業の人から直接学べる！
多くのプロジェクト運営の経験をもつIT企
業との連携を図り、産学協同実践教育を展
開。様々な分野で活躍する技術者の生の声
が聞け、協同してプロジェクトを進める授
業を受けることができます。

YouTubeや楽天、Facebookのように、これからの社
会に役立つWeb情報配信システムについて学生と共に
考え、開発します。苦
労を乗り越えて思い通
りにシステムが動いた
瞬間は、大声で叫ぶほ
ど感動しますよ。

スマホやタブレットなどで
自分の作ったアプリを動かす！

なる発展を支える
を身につける
なる発展を支える
を身につける

最高の施設と設備！

自分専用PCを
ソフト入りで4年間貸与！

今日の社会の安定と発展を支えているもの。

それは、情報技術（IT）を基盤とした情報シ

ステムです。本学科の学びは、まず社会を十

分に理解するところから始まり、どのような

情報システムの構築や技術が求められている

のかを把握します。また、総合大学ならでは

のメリットを活かし、社会性や人間性の育成、

館内各所にAC電源や情報コンセン
ト、無線LANのアクセスポイントを
設置し、教室外でも学内LANが利用
できます。さらに、情報科学部の全
授業に講義記録システムを導入する
など、全国的にも珍しい試みに取り
組んでいます。
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2014年度
新入生向け貸与PC
FUJITSU LIFEBOOK
SH75/P
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未来社会の安定とさら未来社会の安定とさら
情報技術者としての力情報技術者としての力

4年間継続して個人専用で利用できる貸与PC
が、入学後すぐ受け取れます。自宅に持ち帰
りも可能で、どこにいてもパソコンに触れら
れる大学生活を送ることができます。

情報科学総合コース

情報技術応用コース

飯干 杏美
福岡県立須恵高等学校 出身

情報技術応用コース

興味を持った分野をもっと学び
知識を深めていきたい

高校時代の私はネットワークに多少の興味はあったもの
の、学びたい事に対するイメージをしっかりとは持って
いませんでした。
実際に大学で多くのことを学んでいくにつれて、今では
当時はほとんど興味がなかったサーバや組込み、ハード
ウェアに興味を持つようになり学んでいます。
今後は興味を持った分野をもっと学び知識を深めていき
たいと思っています。

竹内 智世美
山口県立大津高等学校 出身
情報科学総合コース

パソコンについて知りたい！
プログラミングを勉強したい！
今後はパソコンを扱うことができる人を社会は求めてい
るだろうと思い……というのもありますが実際はもっと
パソコンについて知りたい！プログラミングを勉強した
い！という知識欲が勝って情報科学部に入学しました。
たまに一人では理解できない授業内容もありますが丁寧
に教えてくださる先生方や先輩方がいらっしゃいますし、
幸運にも私は素晴らしい友人達に恵まれました。
もし、現段階で授業について行けなかったら……と不安
になっているのでしたら、それはいらぬ心配だと私は思
います。理由は……分かりますね？

三角 菜月
福岡県立八女高等学校 出身
情報科学総合コース

この学部に入って本当によかったです
私は、この情報科学部に入るまで、プログラミングに触
れたことがなく、やっていけるのかどうかが不安でした。
しかし、先生の説明はわかりやすく、授業スピードも速
くないので、今ではそんな不安もなくなり、この学部に
入って本当によかったです。

依田 暁子
福岡県立門司高等学校 出身2006
年入学、当時 情報科学部3年

自分の作ったプログラムが
3D（3次元）の世界を動かす！
ここでは好きなことに没頭できます。
SEをめざして情報に関わることをいろいろ試してみた
かったので、この学部を選択しました。1年次ではまず基
礎を学び、2年次の「ソフトウェア演習Ⅰ」では自分の作っ
たプログラムが3Dの世界を動かすのを見て感動しまし
た。技術の進歩は終わりがないから、すごく奥が深いと
思います。3年次は授業がもっと専門的になるけど、新し
いことにチャレンジするのが好きなので、資格取得やイ
ンターンシップも挑戦する予定です。この大学ではとに
かく好きなことにのめりこめるから、興味のある実験な
どはみんな時間外でも没頭しています（笑）。サークルの
ヨット部では他大学の友達もできて、大学生活を存分に
楽しんでいます。

田中 風光
福岡大学附属若葉高等学校 出身

情報科学総合コース

先生たちが熱心にわからないところを
教えてくれるのでよかった

高校時代に描いていた情報科学部のイメージはプログラ
ミングがしっかりできたりなど、もともとそのようなこ
とをしている人が多い学部だと思っていました。
でも、入学したらやったことない人もかなり多くて、けっ
こうほっとしました。
また、この学部に来てよかったと思えることは先生たち
が熱心にわからないところを教えてくれるところです。

長澤 優希
福岡県立須恵高等学校 出身

情報科学総合コース

プログラムでゲームを作ったりすること
ができてよかった

私がこの学部にきてよかったと思えることは、プログラ
ムについて学ぶことができたり、そのプログラムでゲー
ムを作ったりすることができるところです。
この学部にはいって苦手だったタイピングが早くなった
し、プログラミングについてもっと勉強したいと思いま
した。将来、この学部で習ったことがいかせたらいいな
と思っています。

将来の進路が見える !
九産大情報科学部の履修モデルは、「情報科学総合コース」「情
報技術応用コース」ともに、どちらにも対応できるのが特徴で
す。入学前から決めていた進路と、入学後に見つけた進路のど
ちらにも対応できます。

授業料がお得！
初年度納入金を見てみると、通常1,413,150円（平成26年度
入学者の場合）かかるところ、４年間個人で使用できるPC（授
業で必要なソフト込みでの一般価格は20万円以上）を貸与す
るので、実質的負担額は1,200,000円を下回ります。近郊私
立大学情報系学部よりもお得になります。

講義映像をWEB配信！
講義記録システムで、収録した講義映像をWEB配信していま
す。見たい講義を検索し、いつでも講義を視聴できます。聞き
逃したところをチェックしたり、解らなかったところを繰り返
し視聴でき、復習にも役立ちます。

教員、情報科学研究者を目指す
高校教員（情報、数学）／中学校教員（数学）／大学教員／企業研究者

情報システム運用管理者を目指す
システム運用管理技術者／セールスエンジニア／カスタマエンジニア

Web、CG デザインなど コンテンツ分野で活躍したい
Web・CGデザイナー／フィールドエンジニア

今要望の多いネットワークエンジニアを目指す
ネットワークエンジニア／セキュリティエンジニア

自動車、家電製品などの 組込みシステムエンジニアを目指す
組込みシステムエンジニア／組込みソフトウェアエンジニア／システムＬＳＩ技術者

システム開発が出来る エンジニアを目指す
システムエンジニア／システムアドミニストレータ／（ゲーム）プログラマ

先輩からの
メッセージ I LOVE 

情報科学部 !!!
♥



JABEE

情報科学総合コースを修了すると…
国家試験である技術士一次試験を免除！
その後実務経験を積み、
技術士二次試験に合格することで
技術士になることができます。

※日本技術者教育認定機構

JABEE※ より認定された、
情報科学総合コース
（情報および情報関連分野）

2007年5月情報科学総合コースは、JABEEより情報およ
び情報関連分野プログラムとして認定を受けました。2年
次にコース分けを行う際に、一定の要件を満たしていれば、
情報科学総合コースに進学することができます。

　JABEEは、大学など高等教育機関で実施されている技
術者教育プログラムが、社会の要求水準を満たしているか
どうかを公平に評価し、満たしている教育プログラムを認
定することを目的として設立された非政府機関です。
　JABEEによる認定にあたっては、カリキュラムや講義
内容などがチェックされるだけでなく、それが学習・教育
目標と整合しているかどうか、成績評価が厳密に行われて
いるかどうか、教育システムに改善の仕組みが組み込まれ
ているかどうかなどの審査が行われます。
　さらに、JABEEは国際的な協約であるワシントンアコー
ドに正式加盟しました（2005年6月）。これにより、
JABEEでの認定は海外でも通用するものになります。修
了生は、海外でも一定の水準の教育を受けた技術者として
認められることになります。
　JABEEによって認定された教育プログラム（コースな
ど）の修了生は、国家試験である技術士一次試験を免除さ
れます。その後実務経験を積み、技術士二次試験に合格す
ることで技術士になることができます。

JABEE
とは…？

いますぐ、
チェック！

九州産業大学 情報科学部
〒813-8503　福岡市東区松香台2-3-1
TEL．092（673）5550〈入試課直通〉　FAX．092（673）5988〈入試課直通〉

■問い合わせ・資料請求先 情報科学部
モバイルサイト

http://www.is.kyusan-u.ac.jp

情報科学部
情報科学総合コース
JABEE認定

技術者教育プログラム

● 施設見学

● 学部・学科説明

● 貸与PC体験

● 模擬講義

毎週土曜日※に情報科学部棟
（12号館）で好評実施中！

等を週替わりで実施！
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ぜひ友達を誘ってお越しください
もちろん、1名からの参加もOK！
※一部の日を除く。 事前予約が必要です。詳細は右記
問い合わせ先にご連絡、または情報科学部モバイル
向けサイト（右下QRコード）、PC向けサイト
　http://www.is.kyusan-u.ac.jp をご確認ください
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