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九州産業大学

交通：天神（バス・都市高速経由）・博多駅（JR）から約15分
天神・博多方面から都市高速経由で約15分
福岡空港から都市高速経由で約20分

交通：天神（バス・都市高速経由）・博多駅（JR）から約15分
天神・博多方面から都市高速経由で約15分
福岡空港から都市高速経由で約20分
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情報科学部

2002年4月開設（新設）
学習・教育目標

「社会情報システム学科」と「知能情報学科」

情報システムの開発・構築などの情報サービス産業・メーカ、
情報システムを高度に利用する一般企業・官公庁で活躍する
情報技術者を育成

ハードを怖がらないソフトウェア技術者の育成は特色（組込み
技術者）

①情報科学・情報技術の基礎を確実に身につけ、高い倫理
観を持った職業人として社会に貢献する人材の育成

②社会の仕組みや人間の特質を知って情報技術を適切に
適用できる能力を持った人材の育成
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情報科学部

2003年4月コース開設（２学科３コース制）
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情報科学部の特徴

JABEE認定を受けた「情報科学総合コース」で修了生は
国際的に保障された技術者に

情報システム開発から、情報メディア・コンテンツまで情報
各分野を目指す充実した履修モデルを用意

貸与ノートPCと、最先端のインテリジェントビルでITスキル
のプロに

「講義記録システム」で講義はビデオに、いつでも予習・復
習に活躍、教員のFD活動にも利用
少人数教育、専門教育のサポート室などきめ細かい指導
で学習支援
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2006年度「情報及び情報関連分野」
JABEE認定を受けた 「情報科学総合コース」

この分野では

中国・四国・九州の私立大学
で初めてかつ唯一

2008年5月現在

世界に通用する情報技術者教育

国家試験：技術士一次試験免除
実務経験、2次試験 技術士

３年進級時にコース選択
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履修モデル

情報システム開発ができる
エンジニアを目指す 教員、情報科学研究者

を目指す

情報システム
運用管理者を目指す

Web、CGデザインなど
コンテンツ分野で活躍したい

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

ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ
ｼｽﾃﾑｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ
ｼｽﾃﾑｱﾅﾘｽﾄ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ

組込みｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ
組込みｿﾌﾄｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱ
ｼｽﾃﾑLSI技術者

Web・CGﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ

ｼｽﾃﾑ運用管理技術者
ｾｰﾙｽｴﾝｼﾞﾆｱ
ｶｽﾀﾏｴﾝｼﾞﾆｱ

高校教員（情報、数学）
中学校教員（数学）

大学教員、企業研究所

必修科目

情報科学総合コース
必修科目

情報システムを作る人（開発エンジニア）から、使う職業（運用管
理、セールスエンジニア）など職業選択がイメージできる充実した
履修モデル
必修科目を中心に、目指す職業に最適な選択科目で構成

今要望の多い

ネットワークエンジニアを目指す
ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾆｱ
ｾｷｭﾘﾃｨｴﾝｼﾞﾆｱ

社会情報システム学科

知能情報学科
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貸与PC制度 学生全員にノートPC貸与（４年間）
★ 講義と演習で使用

★ 情報科学部棟の教室はどこでも計算機室に

講義記録システム

情報科学部での全講義を記録

学内からノートＰＣで、いつでも自由な時間に、授業の復習

ができ、都合により欠席した講義、 試験前の復習に好評

教員自身、相互の研鑽に利用
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学修指導

出席調査システムによる早期学習指導

出席回数の少ない学生を早期発見、保護者との連携で対策

各学期２～３回 （例：３，６，９週に）

サポート室により不得意科目を個人指導

数学演習サポート室、計算機基礎サポート室

疑問点の早期解決、単位取得促進に効果

習熟度別クラス編成

数学：入学時の習熟レベルでクラス分け

英語：入学時、学年始めの習熟レベルでクラス分け

習熟度に見合い学生の学力が向上

九州産業大学新学習教育支援・事務情報システム K's Life 
(KSU campus Life communication system + KZAC)

（平成20年度から稼動開始）

全学共通英語教育
文部科学省

H19年度「特色GP」
採択
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特徴のあるカリキュラム

産学協同「プロジェクトベース設計演習」

経済産業省
平成16年度「産学協同実践的IT教育訓練支援事業」に採択
平成18年度「産学協同実践的IT教育訓練基盤強化事業」に採択

IT企業の現役技術者がインストラクタによるユニーク
な現実の業務の体験学習

実際の開発を仮想プロジェクト
とした組込み開発におけるプロ
ジェクト運営の実際の演習

経済産業省の報告書で多くの
中から「注目すべき取り組み」
の第1位に取り上げられた特徴
ある授業
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九州産業大学情報科学部の
JABEE申請に向けた取り組み

2006年度、JABEEに申請し、審査を受けた。
申請プログラムと同等のプログラムを修了した学生が存在しな
ければ、申請できない。情報科学部は2006年3月に最初の卒
業生（実質的修了生）を送りだした。

申請プログラムの最初の学生が４年生になった。

申請に向けての準備（2002～2005年度）
各学科の中にコースを設置

プログラムの登録要件、修了要件の設定、規則等の整備

学習・教育目標の設定と詳細化（大項目⇒中項目⇒小項目）

成績評価の厳格化（出席点を加味しないなど）

学習保証時間の達成（各学期14回の授業を実施、卒業研究の
学習時間を教授会で定める（390～400時間）など）
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ＪＡＢＥＥの

評価項目（１）

1. 学習・教育目標（基準１および分野別要件で要求され
る知識･能力）

2. 学習・教育の量（1800時間の総学習保証時間）
3. 教育手段

 入学者選抜方法（目的･目標を達成するために必要な資質を
持った学生を入学させる方法，編入生の既修得単位に対する
互換性評価法）

 教育方法（学習・教育目標との対応，科目の位置付け，教育方
法，成績の評価方法）

 教育組織（目標を達成するために必要な教員数，教員の質的
向上を図る仕組み，教員の教育活動に関する評価法，教員の
コラボレーションネットワーク組織）
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ＪＡＢＥＥの

評価項目（２）

4. 教育環境（施設･設備，財源，勉学への支援体
制）

5. 学習・教育目標達成度の評価と証明（目標達
成度の評価基準とそれに基づく評価，総合的
な達成度評価，厳密な成績管理）

6. 教育改善（自己点検システム，教育手法や教
育環境の改善活動）
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教育目的・目標、水準の設定 （Plan）

教育方法、評価方法の設定 （Plan）
基準１

改善 （Action） 教育の実施 （Do）

自己点検はPDCAの確認 審査（自己点検書・実地審査）

基準２，３，４基準６

教育点検、目標達成評価 （Check）
基準５
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情報科学部の

教育プログラム（学科とコース）
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（2003年4月コース開設（2003年度入学生から適用））
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情報システム開発ができる
エンジニアを目指す

教員、情報科学研究者
を目指す

情報システム
運用管理者を目指す

Web、CGデザインなど
コンテンツ分野で活躍したい

今要望の多い

ネットワークエンジニアを目指す

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

ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ
ｼｽﾃﾑｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ
ｼｽﾃﾑｱﾅﾘｽﾄ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ

組込みｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ
組込みｿﾌﾄｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱ
ｼｽﾃﾑLSI技術者

ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾆｱ
ｾｷｭﾘﾃｨｴﾝｼﾞﾆｱ

Web・CGﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ

ｼｽﾃﾑ運用管理技術者
ｾｰﾙｽｴﾝｼﾞﾆｱ
ｶｽﾀﾏｴﾝｼﾞﾆｱ

高校教員（情報、数学）
中学校教員（数学）

大学教員、企業研究所

必修科目

情報科学総合コース
必修科目

情報科学総合コースの
学生

社会情報システムコース・
知能情報学コースの学生

履修モデルとコース
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情報科学部の

学習・教育目標

社会情報システムコース、知能情報コース、情
報科学総合コースの学習・教育目標

情報科学総合コース：JABEE認定技術者教育
プログラム（認定開始年度：2006年度）
情報科学総合コースの学習教育目標と各授業
科目の対応関係

各授業科目の学習・教育目標、成績評価基準、
成績評価方法⇒シラバスに記載
情報科学部ホームページ http://www.is.kyusan-u.ac.jp
情報科学部学生のページ http://www-st.is.kyusan-u.ac.jp



18

情報科学部「情報科学総合コース」の学習・教育目標に対応する授業科目（平成20年度入学生用）

△社会情報システム学演習Ⅰ、△社会情報システム学演習Ⅱ、△知能情報学演習Ⅰ、△知能情報学演習Ⅱ、※卒業研究B-3-3

△社会情報システム学演習Ⅰ、△社会情報システム学演習Ⅱ、△知能情報学演習Ⅰ、△知能情報学演習Ⅱ、※卒業研究B-3-2

△社会情報システム学演習Ⅰ、△社会情報システム学演習Ⅱ、△知能情報学演習Ⅰ、△知能情報学演習Ⅱ、※卒業研究B-3-1

B-3

△社会情報システム学演習Ⅰ、△社会情報システム学演習Ⅱ、△知能情報学演習Ⅰ、△知能情報学演習Ⅱ、※卒業研究B-2-2

△社会情報システム学演習Ⅰ、△社会情報システム学演習Ⅱ、△知能情報学演習Ⅰ、△知能情報学演習Ⅱ、※卒業研究B-2-1
B-2

※情報科学序説、△基礎教育科目（人文科学・社会科学・自然科学から4単位以上を含み10単位以上）B-1

B

△外国語科目（英語系科目6単位以上を含み10単位以上）A-3-3

日本語表現法、※情報科学基礎演習Ⅰ、※情報科学基礎演習Ⅱ、△社会情報システム学演習Ⅰ、△社会情報システム学演
習Ⅱ、△知能情報学演習Ⅰ、△知能情報学演習Ⅱ、※卒業研究

A-3-2

※情報技術者倫理A-3-1

A-3

統計学A-2-9

情報理論・確率論A-2-8

※プログラミング基礎、プログラミング言語とコンパイラA-2-7

※情報回路、※情報科学基礎実験、※情報回路設計、※情報回路実験A-2-6

オブジェクト指向設計A-2-5

コンピュータネットワークまたはインターネット工学A-2-4

※計算機アーキテクチャ、※計算機システムA-2-3

※プログラミング基礎、※データ構造とアルゴリズムⅠ、※データ構造とアルゴリズムⅡ、データ構造とアルゴリズムⅢ、※ソフ
トウェア演習Ⅰ、※ソフトウェア演習Ⅱ

A-2-2

※離散数学Ⅰ（集合論）、※離散数学Ⅱ（代数系）、離散数学Ⅲ-A（グラフ理論）、離散数学Ⅳ-A（数理論理学）A-2-1

A-2

物理学または現代自然科学A-1-3

※微分積分Ⅰ、微分積分Ⅱ、※線形代数Ⅰ、線形代数ⅡA-1-2

※情報リテラシー、※情報科学基礎演習Ⅰ、※情報科学基礎演習ⅡA-1-1

A-1

A

※印：情報科学部の必修科目 △印：情報科学部の選択必修科目 無印：情報科学総合コースの必修科目・選択必修科目



19

情報科学部

情報科学総合コース

登録要件（２年次終了時点）
1. 専門必修科目３６単位及び専門選択必修科目
２単位を修得

2. 専門選択科目を２２単位以上修得
3. 専門科目のGPAが2.0以上
4. 基礎教育科目を１０単位以上（必修科目２単位
を含む）修得

5. 外国語科目を８単位以上修得

情報科学部はキャップ制を導入

履修登録の上限：年間48単位、各学期30単位
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情報科学部

情報科学総合コース

卒業研究着手要件（３年次終了時点）

1. 専門必修科目４２単位及び専門選択必修科目２単
位を修得

2. 専門選択科目を５０単位以上修得（情報科学総合
コース必修科目２４単位を含む）

3. 基礎教育科目を１２単位（必修科目２単位及び教養
科目の人文科学・社会科学・自然科学科目から４単
位以上を含む）以上修得

4. 外国語科目を１０単位以上（英語科目を６単位以上
含む）修得

5. 全科目のGPAが1.9以上
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情報科学部

情報科学総合コース

コース変更について

４年次の学期始めに情報科学コースから社会情報
システムコースまたは知能情報コースへ転コース
することができる。

社会情報システムコース・知能情報コースの卒業
研究着手要件：「３年次までに配当されている授業
科目から１００単位以上を修得（専門必修科目３８
単位以上（社会情報システム学演習Ⅰ・Ⅱ又は知
能情報学演習Ⅰ・Ⅱを含む））

４年次後期又は４年次終了時に転コースすること
はできない。
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情報科学部

情報科学総合コース

終了（修了）要件

1. 卒業研究の単位（８単位）を修得
2. 124単位以上（専門必修科目5０単位、専門選択必
修科目2単位、専門選択科目50単位以上、基礎教
育科目1２単位（必修科目２単位を含む）以上、外
国語科目10単位以上（英語科目6単位以上を含
む））を修得

3. 卒業研究では、教授会で定められた学習時間以上
の学習が必要（１年間380～400時間）（注）

（注） 社会情報システムコース・知能情報コースの「卒業研究」でも

卒業論文を完成させるためには（単位を修得するためには）、３８０
～４００時間以上の学習が必要なのは言うまでもない！
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「情報科学総合コース」登録・進級・修了に向けて
学習についての諸注意

すべての科目で、「良（B）」以上を目指す。
自分の成績を常にチェックし、履修計画をきちん
と立てる。

専門選択科目の履修
１年後期：微分積分Ⅱ、線形代数Ⅱ、物理学

２年前期：離散数学Ⅲ-A、日本語表現法、情報理論・
確率論、現代自然科学

２年後期：離散数学Ⅳ-A、統計学
３年前期：データ構造とアルゴリズムⅢ、コンピュータ
ネットワーク、オブジェクト指向設計

３年後期：プログラミング言語とコンパイラ、インター
ネット工学
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「情報科学部学生基本情報データベースシステム」
による履修登録、成績、学習・教育目標達成度の
チェック

九州産業大学教育改善・改革支援事業（平成19年度）及び
文部科学省教育・学習方法等改善支援事業（平成19～21
年度）の援助により開発

学生の履修登録と成績のチェック: Excel版のチェックシート
から本システムへ（平成20年度後期から）
本システムは、最新のWeb技術を利用して実現、Excelに
近い感覚で操作可能

主な機能： ①履修登録チェック機能、②成績入力及び登録
要件、卒業研究着手要件、卒業要件・コース修了要件
チェック機能、③学習・教育目標達成度チェック機能、④そ
の他の機能（学生の各種チェック結果及び作業状況の表示、
時間割表検索、カリキュラム検索等）
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履修登録科目
を入力すると、
履修登録可能
単位数の上限
を超えていな
いかどうか
チェックできる。

キャップ制
年間48単位以下
各学期30単位以下

図１：履修登録チェック機能
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社会情報システムコース
知能情報コース
情報科学総合コース

成績を入力す
ると、登録要件、
卒業研究着手
要件、卒業要
件・コース修了
要件を満たして
いるかどうか
チェックできる。

図２：成績入力及び登録要件、卒業研究着手要件、
卒業要件・コース修了要件チェック機能
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学習・教育目標
とJABEEの要件
が確認でき、成
績を入力すると
学習・教育目標
の達成度が
チェックできる。

図３： 学習・教育目標達成度チェック機能
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情報科学部における教育点検改善システム

授業評価アンケート

授業改善報告書

授業実施に関する
報告書類（シラバス、
試験問題、答案等）

業績評価報告書
（教育業績）

＜Do＞
教員

授業計画（シラバス）

担当者会議
・ 数学系科目
・ 情報リテラシー
・ ソフトウェア系科目
・ ハードウェア系科目

JABEE対応責任者
プログラム責任者

教務委員会（学部）

＜Plan＞
教育実施計画検討委員会

＜Action＞
教育システム
点検改善
委員会

拡大教授会

学習環境に関する
アンケート

卒業時アンケート

FD研修
報告会

修学懇談会

＜Check＞
教育実施点検評価委員会

FD委員会
（学部）

産学懇談会
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情報科学部の技術者教育プログラム
「情報科学総合コース」の紹介

おわりに

情報科学部の再編（平成21年度）
社会情報システム学科・知能情報学科の募集停止

情報科学科の設置

JABEE認定「情報科学総合コース」の維持
JABEE認定のメリットとは？
教育機関にとって

産業界にとって

高校生や保護者にとって
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情報科学部情報科学科開設 （平成21年度）

情

報

科

学

科 １年

２年

３年

４年

コース共通

情
報
技
術

応
用
コ
ー
ス

情
報
科
学

総
合
コ
ー
ス

JABEE認定を受けて学科・コースを再編
（２学科３コース制から１学科２コース制へ）
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【１年次】 情報科学・情報技術のための基礎学力を習得します。数学・プログラミング・コン
ピュータ系基礎科目が主となります。この他に、外国語科目や基礎教育科目があります。

【２年次】 コースに分かれて学び、情報科学・情報技術の学力を身につけます。コースは本
人の希望で決定します。コースに定員はありません。ただし、情報科学総合コースを希望する
場合は１年次終了時に一定の条件を満たす必要があります。

【３年次】 履修モデルを参考にして専門科目を学びます。後期から研究室に配属されます。
研究室は、基本的には、本人の希望を優先して決定します。３年次終了時に一定の条件を満
たさないと４年次の卒業研究が履修できません。また、成績優秀者は大学院情報科学研究科
に入学（飛び級）することもできます。

【４年次】 この時期には、卒業に必要な科目のほとんどは、修得済みになっています。各自
個別のテーマで卒業研究を行います。これまでに学んだ知識･技術を応用し研究に取り組みま
す。一年間の研究活動を通じて、技術者として必要とされる考察力、判断力、創造力を養い、
技術者として社会に貢献できる能力を身につけます。

【社会・大学院へ】 卒業生の多くは情報通信関連企業に就職します。また、大学院に進学しさら
に研究を深めます。

情報科学科

情報技術応用コース 情報科学総合コース
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情報システム開発ができる
エンジニアを目指す

教員、情報科学研究者
を目指す

情報システム
運用管理者を目指す

Web、CGデザインなど
コンテンツ分野で活躍したい

今要望の多い

ネットワークエンジニア
を目指す

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

ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ
ｼｽﾃﾑｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ
ｼｽﾃﾑｱﾅﾘｽﾄ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ

組込みｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ
組込みｿﾌﾄｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱ
ｼｽﾃﾑLSI技術者

ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾆｱ
ｾｷｭﾘﾃｨｴﾝｼﾞﾆｱ

Web・CGﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ

ｼｽﾃﾑ運用管理技術者
ｾｰﾙｽｴﾝｼﾞﾆｱ
ｶｽﾀﾏｴﾝｼﾞﾆｱ

高校教員（情報、数学）
中学校教員（数学）

大学教員、企業研究所

必修科目

情報科学総合コース
必修科目

情報科学部の履修モデル
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情報システム開発ができる
エンジニアを目指す

教員、情報科学研究者
を目指す

情報システム
運用管理者を目指す

Web、CGデザインなど
コンテンツ分野で活躍したい

今要望の多い

ネットワークエンジニアを目指す

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

ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ
ｼｽﾃﾑｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ
ｼｽﾃﾑｱﾅﾘｽﾄ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ

組込みｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ
組込みｿﾌﾄｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱ
ｼｽﾃﾑLSI技術者

ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾆｱ
ｾｷｭﾘﾃｨｴﾝｼﾞﾆｱ

Web・CGﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ

ｼｽﾃﾑ運用管理技術者
ｾｰﾙｽｴﾝｼﾞﾆｱ
ｶｽﾀﾏｴﾝｼﾞﾆｱ

高校教員（情報、数学）
中学校教員（数学）

大学教員、企業研究所

必修科目

情報科学総合コース
必修科目

情報科学総合コース
の学生

情報技術応用
コースの学生

平成21年度入学生

履修モデルとコース
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ＪＡＢＥＥ認定のメリット（１）

教育プログラムの認定

どのような教育を行い、学生にどのような能力を
身につけさせるのか？

ほんとうに実力をつけた学生だけを卒業させてい
るか？

教育プログラムの点検・改善が継続的に行われ
ているか？

産業界（電気・電子・情報・通信分野）に対して？
JABEE認定プログラム修了者の採用？
高校生や保護者に対して？
受験者増につながるか？



35

ＪＡＢＥＥ認定のメリット（２）

技術士
国が定める技術者資格

技術者キャリアの一貫

JABEE認定プログラム修了生は一次試験が免除
技術士資格取得までのしくみ
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ＪＡＢＥＥ認定のメリット（３）

技術士（続き）
「情報システムに係る政府調達の基本指針」 （総
務省から公表：2007年3月1日）
５億円以上の政府調達システムについて、情報シ
ステム化の策定、要件定義等、設計開発、結合・総
合テスト、運用の各工程に「技術士(情報工学部
門)」を、また各工程の管理に「技術士(情報工学部
門)」と「技術士(総合技術管理部門)」を関与
させることが明記された。

これはいずれ地方自治体等のシステム調達にも波
及していくことが予想される。
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