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■総合情報（大学併修）学科［昼間４年］
　AIシステム専攻／ゲームプログラミング専攻／セキュリティ専攻
　医療情報専攻
■ゲーム学科［昼間３年］
　ゲームプランニング専攻／ゲームプログラミング専攻
　ゲームサーバ専攻／キャラクタデザイン専攻
■ITスペシャリスト学科［昼間３年］
　AIシステム専攻／セキュリティ専攻／Webシステム専攻
■IT（情報技術）学科［昼間２年］
　AIプログラミング専攻／セキュリティ専攻
■ICTビジネス学科［昼間２年］
　ICTビジネス専攻

 

②学士、高度専門士、高等学校一種免許状　※４年制対象
②専門士　※３、２年制対象
①情報処理国家試験
データベーススペシャリスト、情報処理安全確保支援士、応用情報
技術者、ネットワークスペシャリスト、基本情報技術者、情報セキュ
リティマネジメント、ITパスポート　など

①ベンダー資格、その他資格検定
オラクルマスター、CompTIA Network＋、SEA/J認定試験、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、マイク
ロソフトオフィススペシャリスト、医療情報技師能力検定、医療情
報基礎知識検定　など

 

本校は、就職専任スタッフとクラス担任のＷサポートシステムで就職活
動を支援します。校内企業説明会、面接指導、ビジネスマナー講座、メ
イクアップ講座、就職活動方法、受験希望企業対応など、内定するまで
きめ細かに就職活動を個別にフォローしています。
＜就職先実績＞
㈱アイ・エス・ビー、㈱アイエスエフネット、旭情報サービス㈱、㈱イ
ンテックソリューションパワー、㈱エスシーシー、㈱エスワイシステム、
NDSインフォス㈱、NTPシステム㈱、㈱NTT東日本－南関東、㈱エヌ・
ティ・ティ・エムイー、㈱カプコン、㈱クエスト、小林クリエイト㈱、
㈱シー・ティー・ワイ、㈱JR東日本情報システム、シグマトロン㈱、
㈱システナ、㈱システムリサーチ、㈱ソフトテックス、㈱第一コンピュー
タリソース、デジタルアーツ㈱、東亞合成㈱、東海ソフト㈱、トッパ
ン・フォームズ・オペレーション㈱、トヨタ情報システム愛知㈱、トリ
オシステムプランズ㈱、公益社団法人日本海員掖済会名古屋掖済会病院、
名古屋総合システム㈱、㈱ニデック、㈱日本テクノス、日本サード・
パーティ㈱、㈱NEXCOシステムソリューションズ、パナソニックシス
テムデザイン㈱、PFUITサービス㈱、㈱名鉄情報システム、㈱UACJ　
など

学科・コース紹介　※全学科男女共学

取得目標資格

卒業後の進路状況（過去３年間卒業生実績）

１９７０年に情報処理技術者を育成する専門学校として開校以来５３年。一貫
して情報処理、IT関連技術者を育成。情報処理国家試験の合格率も高く、
資格と実践力を身につけたIT技術者を社会に多数輩出し産業界から高
い評価を得ています。
■初心者にも安心。担任制による親切丁寧な教育
　学生一人ひとりのレベルや性格など、深く理解したうえでサポートす
るために、クラス編成、担任制を採用しています。学習以外などさま
ざまな面でサポート。
■仕事力×人間力を磨いて確かな就職をサポート
　ITの知識・技術はもちろん、社会で求められるマナー、コミュニケー
ション能力など「仕事力」と「人間力」を身につけ、就職専任担当と
クラス担任が就職をサポート。
■大学も同時卒業可能な学科（４年）課程を設置
　姉妹校の北海道情報大学を名古屋で卒業できる「総合情報（大学併修）
学科」を設置。
■「産」・「学」・「研」連携による職業教育を実践
　北海道情報大学をはじめとして全国に１０校の専門学校、北海道情報技
術研究所、㈱エスシーシーや宇宙技術開発㈱といったIT企業や宇宙関
連企業を有する電子開発学園グループの一員であり、企業連携による
職業教育を開校時より実践。
■一人ひとりの実力にそったきめ細かな資格対策
　学生一人ひとりのレベルに応じ、ステップアップしながら最終目標で
ある資格取得を目指します。資格取得のための対策授業は、学生の実
力に合わせてクラス編成し、レベルに合った指導を実施。

２０２３年１月現在の在校生合格者数（延べ）
＜情報処理国家試験＞
・プロジェクトマネージャ … １名
・情報処理安全確保支援士 … ２８名
・エンベデッドシステムスペシャリスト … １名
・ネットワークスペシャリスト … ５名
・データベーススペシャリスト … ７名
・応用情報技術者 … ７０名
・基本情報技術者 …３１８名
・情報セキュリティマネジメント … １３名
・ITパスポート … ７３名
＜その他の検定資格＞
・CG、マルチメディア、Webデザイン検定 …１３５名
・医療情報技師能力、医療情報基礎知識 … ２０名
・各種ベンダー、ベンダーフリー資格 …２４４名
　（CompTIA、Oracle、MOS、Python、SEA/J　など）

  

本校独自の特典支援制度
・AO入学特典（８万円学費
減額）

・指定校推薦入学特典（１０
万円学費減額）

・奨学生資格者（３０～５万
円学費減額）

・資格・検定・経歴特典
（７５～１万円学費減額）
・同窓子弟特典（１０万円学
費減額）

・入学選考料免除特典（１.５
万円全額免除）など

その他、日本学生支援機構、
各種教育ローンなど 

特典・学費支援制度

JR、名鉄、地下鉄「金山」駅か
ら地下鉄名港線「名古屋港」行
きに乗車し「六番町」駅下車。
①番出口より北へ徒歩３分。
金山総合駅から約７分。

名古屋情報メディア
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電子開発学園グループ

名古屋情報メディア専門学校
〒４５６‐００６２　名古屋市熱田区大宝四丁目１９番１４号

  ０１２０‐０４‐６６２２　　FAX（０５２）６７１‐６８６７

ホームページアドレス　https://www.ncs.ac.jp/

Eメールアドレス　koho@ncs.ac.jp

IT・AI・ゲーム・Web・医療情報・ネットワーク・大学同時卒業できる

〔理事長〕松尾 泰 〔校長〕今村 年秀 総合事務局   ０１２０‐０４‐６６２２

本校の特色

本校への交通機関

職業実践専門課程認定学科設置校

就職状況（２０２３年３月１日現在）

２０２１年度２０２２年度

１７０２３９卒業者数

１５０２２１就職希望者数

１３２２０３関連分野　 就職者数

１４１５関連外分野 就職者数

１３１１進学者数

８７２※１,０２９※求人会社数

５,８８６※７,９８２※求人人数
※グループ校全体の数値です。
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３９名（常勤　３０名　非常勤　９名）教　　員　　数昭和４５年３月２５日創立

［２０２２年度］　８０７名（男子 ７３５名　　女子　７２名）
在籍学生総数

昭和５２年４月１日認可

［２０２１年度］　７４８名（男子 ６７９名　　女子　６９名）電子開発学園グループ法人名称

５,６３５㎡校舎面積工業専門課程課程名

鉄骨鉄筋コンクリート８階建建物の構造全国に１０校の専門学校と北海道情報大学を有する電
子開発学園グループの一員として５３年の伝統と実績
を誇る。卒業生１３,０００名超。
仕事力（ITの知識・技術・資格）と人間力（責任感・
マナー・コミュニケーション能力）を兼ね備えた人
材育成を教育方針としています。学園独自テキスト、
カリキュラムに加え、マイクロソフト社をはじめと
した著名ベンダー企業と教育提携。時代に応じた最
新技術を習得した技術者の育成に努めています。

建学の精神（沿革）
教育方針

指定寮寮

コンピューター実習室、マルチメディア実習室、ゲーム制
作室、多目的大ホール、医療シミュレーションルームなど。
学生ホール、図書室、サロン　他

主な施設設備の概要
（厚生施設を含む）

利用できる奨学制度・特待生制度課外活動の種類就職あっ旋の方法

!本校独自
　奨学生資格者（３０～５万円学費減額）、資格・検
定・経歴特典（７５～１万円学費減額）、同窓子弟
特典（１０万円学費減額）

!公的機関
　日本学生支援機構、㈱日本政策金融公庫、提携
教育ローン、高等教育の修学支援新制度

!研修旅行…アメリカ、中国、北海道など
!クラブ活動…バスケットボール、軽音楽など
!コンテスト…スマホアプリ、スマホサイト、CG、
日本ゲーム大賞の各コンテスト、研究発表会など

!レクリエーション…各種球技大会、ゲームショウ
ツアー、スキーツアー、ボウリング大会、学園祭
など

!無料職業紹介所認可校。
!本人の希望を重視した求人企業紹介。
　就職専任スタッフとクラス担任のＷサポートシ
ステムで、きめ細かな個別就職指導を実施し、
内定まで支援します。

!就職ガイダンスを授業の一環として実施し、学
生一人ひとりがスムーズに就職活動を行えるよ
う配慮しています。

特記事項（体験入学・見学会・その他）

大学同時卒業・ゲーム・Web・医療情報・IT・AI・情報処理・ネットワーク・セキュリティ
■オープンキャンパス
　・開 催 日：４／９!・２３!、５／７!・２１!・２８!、６／４!・１１!・１８!、７／２!・９!・１６!・２３!・２６!、
　　　　　　　８／２!・６!・２０!・２３!・２７!、９／３!・１０!・２４!、１０／１!・１５!・２２!、１１／１２!・２６!、１２／１０!・２４!
　　　　　　　※１月以降も開催します。　詳細はHPをご覧頂くか、総合事務局へお問い合わせ下さい。
　・開催時間：１０時～１３時（受付９時１５分～）　参加費無料。服装自由。オンライン学校説明会も開催。詳しくはHPで。
　・開催内容：学校紹介、校内設備見学、募集要項・学費支援制度説明、模擬授業体験、在校生との交流、個別相談　など
■平日の個別学校見学会（予約制：１０時～１７時）
　ご都合の良い日時に、個別相談のほか、校内設備見学が可能です。
【資料請求、その他　お問合せ先】
　総合事務局　　所在地：名古屋市熱田区大宝４－１９－１４
　　　　　　　　 ：０１２０-０４-６６２２　E-mail：koho@ncs.ac.jp　URL：https://www.ncs.ac.jp/

全国高等学校進路指導協議会統一様式準拠

学科・コース名
（昼・夜）

★は職業実践専門課程
　認定学科です

修業年数

募集定員

願書受付期間

推薦入試

推薦基準

選考方法

選考料

推薦定員

専願・併願区分

願書受付期間

一般入試
選考方法

試験科目

選考料

ＡＯ入試

一般科目年
間
授
業
時
間

授
業
時
数

専門科目

実習

週授業時数

入学金

学費 年間授業料

設備費など

教材費
経費

その他の経費

■IT（情報技術）学科
・AIプログラミング専攻
・セキュリティ専攻
■ICTビジネス学科
・ICTビジネス専攻
（昼）

■ゲーム学科
・ゲームプランニング専攻・ゲームプログラミング専攻
・ゲームサーバ専攻・キャラクタデザイン専攻
■ITスペシャリスト学科★
・AIシステム専攻・セキュリティ専攻
・Webシステム専攻
（昼）

■総合情報（大学併修）学科
・AIシステム専攻
・ゲームプログラミング専攻
・セキュリティ専攻
・医療情報専攻
※北海道情報大学 同時卒業
（昼）

２年３年４年

入学総定員２１５名

２０２３年１０月１日～

調査書評定平均値２．７以上（指定校推薦は３．０以上）但し、総合情報（大学併修）学科は３．２以上

書類審査・面接

１５,０００円２５,０００円（内、大学１０,０００円）

募集定員の５０％

併願可（指定校推薦は専願）

２０２３年１０月１日～２０２４年３月３１日

書類審査・面接

筆記試験（評定平均値２．７以上は免除）

１５,０００円２５,０００円（内、大学１０,０００円）

有（専・６／１!～・募集定員の３５％）

１２０時間９０時間２１０時間

　１,０５０～１,１７０時間　１,１４０～１,２９０時間　１,０５０時間

３０～３２時間（週５日制）３２～３６時間（週５日制）

１５０,０００円１５０,０００円（大学分含む）

５８８,０００円（２期分割納入）５６４,０００円（大学分含む）
（２期分割納入）

４８２,０００円（２期分割納入）６０９,０００円（大学分含む）
（２期分割納入）

５０,０００円～８０,０００円（教材費の他、教科書、レクリエーション費を含む）

卒業年次に諸経費（卒業アルバム、卒業パーティー代、同窓会費などを含む）として約２２,０００円

工業
分野


