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本校は〈コンピュータ教育及び資格のＯiＣと呼ばれる地位〉を確立することを目指し、生徒を

〈社会の発展に資することができ、多様な価値観を認め、自律的に活躍できる〉人材に育てます。

1984年 大阪情報コンピュータ専門学校
高等課程 情報処理技術科 第1期生入学

1985年 科学技術学園高等学校と技能連携

1992年 校名を大阪情報コンピュータ高等専修学校に改称
現在地・桃谷に移転

1997年 第1実習室をリニューアル

1999年 第46回全国高等学校定時制・通信制軟式野球大会
大阪大会 第3位入賞

2001年 転・編入学制度を導入
第2実習室増設 校内LAN＆インターネット環境整備

2002年 情報処理技術科をIT総合学科に変更・3コース制を設置

2006年 選択科目制導入
2003年 ゲームコース新設・第1実習室をリニューアル

2008年 第２実習室をリニューアル
2009年 ゲーム／マンガ・アニメ／ITビジネス／CGアートの4コース制
2010年 第1実習室をリニューアル・多目的ホールを新設

2011年 屋上をウッドデッキに改修
全国高等学校漫画選手権大会（まんが甲子園）初出場

2012年 普通教室を改修（机・椅子を更新）
2013年 教室・廊下・階段を全面改修

2017年 第1実習室をリニューアル

2014年 第2実習室をリニューアル
2015年 トイレ全面改修

2016年

ボーカロイド・ムービーコース新設
ゲーム／マンガ・アニメ／ITビジネス
／ボーカロイド・ムービーの4コース制
職員室・コミュニケーションスペース等を改修
生徒用駐輪場 完成

2019年 玄関ホールをリニューアル
2020年 第2実習室をリニューアル
2021年 校内LAN高速化、Wi-Fiアクセスポイント増強

学校行事紹介P.17

Q&AP.16

教育環境（施設紹介）P.15

進学・就職P.14

資格取得P.13

作品発表P.11

選択科目・キャリアデザインP.10

普通科目・学習フォローP.9

ITビジネスコースP.8

ゲームコースP.7

マンガ・アニメコースP.6

ボーカロイド・ムービーコースP.5

OiCのカリキュラムP.3

で自分だけの　 を開こう！扉

この場所

P.9

オンライン授業の
体制も整えています

目次

沿革 HISTORY

CONTENTS

4つの
教育方針

一人ひとりの個性に合わせてしっかりサポート。

楽しみながら学んで、夢を叶えよう。

OiC高等専修学校にはキミたちが興味を抱く、ゲーム
やマンガ、作曲、映像、ビジネスなどを楽しく学ぶこと
のできるコースがそろっています。技術をしっかり習得
するために実習室には80台以上のパソコンを設置。ス
キルアップを目指して確かなコンピュータ教育を実践
しています。先生との距離も近く、とてもアットホーム。
皆さんは磨けば光る原石です。一人ひとりの無限の可
能性を大切に、大好きなことに挑戦するキミたちを応
援します。

OiC高等専修学校 校長  豊川 誠敏

教職員一同、キミたちと

会えるのを楽しみにしています！

玄関ホールにサーモ
グラフィーを設置しています

安心して登校していただくために
新型コロナウイルスなど感染症対策

才能の扉
ボーカロイド・ムービー、
マンガ・アニメ、ゲーム、
ITビジネス 
4つの専門コースから

自分の好きな
ことを学べます。

こころの扉
“好きなコトを話せる
　友達ができた”
“先生になんでも
　　相談できる”という

先輩たちの声が
多いのが特長！

未来の扉
“みんなのしたいコト”
“なりたいコト”

一人ひとりに
あった進路へと
サポートします。
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情報基礎 情報処理プログラミング基礎

EXCEL実習 キャリアデザインビジネス文書

選択科目

制服について

好きなことを学びながらビジネス社会で対応できる力をつける！

専門共通科目

学校生活が楽しく学びの多い場となりますよう、教職員一同全力でサポートしてまいります。
一つ一つの積み重ねを大切にOiCで一緒に頑張りましょう！

安心の生徒サポート

ゲーム制作入門 漫画イラスト入門 DTM入門
映画から学ぶ 地球環境を考える社会福祉

選択科目

26 27 28 29 30 31
〈6単位〉

映像基礎 MOVIEⅠ ソルフェージュⅠ DTMⅠ

情報処理 キャリアデザインⅡ

デザインⅠ マンガイラストⅠ CGイラストⅠ ゲーム企画Ⅰ ゲーム制作Ⅰa ゲーム制作Ⅰb

ゲーム企画Ⅱ ゲーム制作Ⅱ

電子商取引Ⅱ EXCEL実習Ⅱ ビジネス文書Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
論理国語、古典探求、地理総合、数学Ⅰ、科学と人間生活、体育、保健、美術Ⅰ、英語コミュニケーションⅠ

ビジネス基礎Ⅱ プレゼンテーション データベース

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
現代の国語、言語文化、公共、数学Ⅰ、体育、保健、英語コミュニケーションⅠ、家庭基礎

29 30 31 32

プログラミング基礎、ビジネス文書Ⅰ、情報基礎、EXCEL実習Ⅰ、キャリアデザインⅠ

選択科目

LHR

LHR

24 25 26 27 28 29 30 31
ボーカロイド・ムービーコース〈8単位〉

情報処理 キャリアデザインⅢ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
論理国語、古典探求、歴史総合、数学Ａ、物理基礎、体育、英語コミュニケーションⅡ、情報Ⅰ LHR

基礎を学びながら、好きなことを見つけよう！

映像研究 MOVIEⅡ ソルフェージュⅡ DTMⅡ

選択科目

24 25 26 27 28 29 30 31
マンガ・アニメコース〈8単位〉

24 25 26 27 28 29 30 31
ゲームコース〈8単位〉

24 25 26 27 28 29 30 31
ITビジネスコース〈8単位〉

26 27 28 29 30 31
〈6単位〉

26 27 28 29 30 31
〈6単位〉

26 27 28 29 30 31
〈6単位〉

デザインⅡ マンガイラストⅡ CGイラストⅡ アニメーション

簿記Ⅱ

P.5～P.82年 3年

ボーカロイド
・ムービーコース

最先端！ 楽曲作りと
ムービー制作を学ぶ

マンガ
・アニメコース

手描きとCGを
基礎から学び作品を完成

ゲームコース

企画からプログラミング
まで学び共同制作

ITビジネスコース

役立つビジネスアプリを
学び、資格取得も応援

P.10

P.10

ハングル

ロボット入門

くるま社会学

専門共通科目〈6単位〉

専門共通科目〈10単位〉

普通科目〈9科目：18単位〉

専門共通科目〈4単位〉 〈2単位〉普通科目〈8科目：16単位〉

〈4単位〉

普通科目〈8科目：17単位〉

P.9授業への不安もしっかりサポート
授業だけでは不安な生徒も、もっと学びたい生徒も安心。
一人ひとりの個性や目標に合わせて、しっかりサポート。

P.17NEW GROOVE（新入生オリエンテーション）
友達づくりのきっかけになるオリエンテーション。

P.13資格取得もサポート
先生のバックアップの元で、仲間たちと一緒に資格試験にチャレンジしよう。
資格の取得は、進路のための「実績」と、自分の「自信」につながる！

カウンセリング室

好きなことを学びながら

自信をつけられる　    のカリキュラム！

P.9

P.10

社会で活躍できる力を身につける「キャリアデザイン」とい
う他の学校には無い、めずらしい授業があります。

これからの人生を考える授業

キャリアデザイン
楽しくわかりやすく学べるよう先生たちが工夫。

普通科目

1年

コース別の専門的な勉強がスタート！2年

2年次からコースに分かれて好きな勉強ができる！

専門的な勉強が増えてもっと高度に！3年

※ITビジネスコースは2023年度入学生より、改編の可能性があります。

服装は自由です。制服はありません。



先輩から
ヒトコト
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先輩から
ヒトコト

CGも手描きも！自分だけの作品を完成させよう！

VOCALOID（ボーカロイド）/ボカロはヤマハ株式会社の登録商標です。

アニメーション
絵コンテの描き方から、CGや
Live2Dでのアニメーション制作
までを学びます。

デザイン
デッサン、構図、色彩構成などの基
本を学び、キャラクターの企画やプ
レゼンテーションも行います。

週刊コミック誌の編集さんが
添削指導！

現役デザイナーや専門学校の
先生が教えてくれる！

ボーカロイド™による曲づくりと、動画の撮影・編集を学び、
ムービーとデジタルミュージックの達人に！

DTM
ボーカロイド™ソフトを使
い、音声の合成から楽曲
制作の基礎を学び、総合
的な楽曲制作を行います。

ソルフェージュ
楽器の種類や譜面の読み方、曲
の構成についてなど、基本的な
音楽の知識を学びます。

ムービー
映像の作り方を、機材の使い方、
カメラワーク、画像加工など基礎
から学び、自由に撮影し、プレゼ
ンも行います。

Illustration. by iXima © Crypton Future Media, INC. 
www.piapro.net

絵の描き方からストーリー構成までマンガ・アニメの作り
方を基礎から学び自分だけのオリジナル作品を作ろう！

動画制作・編集と音楽作りを学ぼう！

現役の動画のプロが
教えてくれる！

マンガ・アニメコース

ボーカロイド・ムービーコース

出張授業 特別授業

特別授業

先輩たちの作品

先輩たちの作品

大阪市立東陽中学校 出身2年 司馬 一澄さん

好きなことを学べる楽しさで

他の勉強のやる気も高まった！
スマホで簡単な動画は作っていたけど、このコースで学んで本
格的なことができるようになりました。先生のノリがよくて授業
もおもしろいです。今後は作った動画をいろんな人に見てもら
いたいです。中学では勉強が嫌いだったけど、好きなことを学
ぶうちに他の授業のやる気も出てきました。

大阪市立大池中学校3年 髙山 羽舞さん

雑談を交えた授業が楽しい

友達もできて積極的になれた
絵を描くのが好きでこのコースを選びました。授業を通
じて、人の体を描くのが上達しました。先生が雑談を交え
て教えてくれるので楽しいです。実は中学では不登校の
時期もあったけど、ここでは共通の趣味の話ができる友
人ができて休むこともなくなりました。性格も積極的にな
れたと思います。

ボカロ撮影動画
編集

イラストマンガ アニメー
ション

●CGソフトを使いこなして、
 イラスト作品を完成させよう！

●手描きでのイラスト、マンガの
 描き方も基礎から教えます

●デザインや色のことから学べるので初心者も安心！

●アニメーションの基礎からLive２Dにもチャレンジ！

●動画撮影と編集の技術を学んで、
 YouTuberのような作品にチャレンジ！

●ボーカロイド（DTM）ソフトを使って
 オリジナルの曲を作る！

●初心者も安心！機材の使い方、
 楽譜の読み方など基礎から学べる！
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プログラ
ミング

岸和田市立春木中学校 出身3年 阪上 隼さん

先生がなんでも答えてくれる！

気を張らず過ごせる校風も魅力

先輩から
ヒトコト

EXCEL実習
1年次の共通科目で学んだExcel
からステップアップし、上位の資
格試験を目指します。

プレゼンテーション
与えられた課題についてPower 
Pointで、わかりやすい書類を
作って発表します。

ビジネス基礎
経済の仕組みとビジネスについ
て、幅広く学習します。

企画、設定からプログラミングまでゲームの作り方を
じっくり学び、仲間とオリジナルゲームを完成させよう！

ゲーム企画
RPGの基礎を学び、ゲームの設
定を企画。実行するための手順
や方法をじっくり学習します。

ゲーム制作
ゲーム開発ソフト「Unity」などの
使い方を学び、ゲームのプログラ
ミングを習得。数人ずつチームを
組んで、共同制作を行います。

ビジネスアプリをしっかり学びいろんな資格にどんどん
チャレンジ！社会で活躍できるビジネスマンを目指そう！

プロの3DCGモデ
ラ̶に、モーションの
基礎を習いました！

ITビジネスコース

ゲームコース

特別授業

●簿記検定　●情報処理検定　
●ビジネス文書実務検定試験など

P.12たくさんの先輩が資格取得に成功

●１年で学んだExcelをもっと使いこなす！

●データベースアプリAccessをマスター！

●ビジネスの基本、プレゼンの方法など社会で役立つことも！

●情報処理、簿記、ITパスポートなどの資格チャレンジを応援！

大阪市立長吉六反中学校 出身2年 河野 仁胡さん

ゼロから生み出すのが醍醐味

うまく動いたときは達成感！

先輩から
ヒトコト

このコースを選んだのは、ゲームがどうやって作られているの
か知りたかったから。0から1を生み出していく面白さを知り
ました。スクリプトのコードを考えて、うまく動作したときの
達成感が好き。ゲーム関係の仕事をするのが夢なので、卒業
後は専門学校でさらに学ぶつもりです。

充実した環境でゲーム制作を学べる！

ビジネスアプリをマスターし資格取得！

資格取得はどのコースにいても

万全の体制で挑戦できます！

Unityゲーム
制作

資格
所得

プレゼン
テーション

データ
ベース

好きな
コト

役立つ
資格

先輩たちの作品

●Unityなどのゲーム開発ソフトの
 使い方をマスター！

●スマホ向けもPC向けも、
 いろいろなゲーム作りにチャレンジ！

●企画から制作まで、グループでオリジナルゲームを作ろう！

コース選びはかなり迷ったけど、社会で役立ちそうだなと
思って決めました。始まってみると、僕に合ってたみたい。
先生は質問したらなんでも答えてくれるし、検定にもどんど
んチャレンジできる。生徒がみんな仲良くて、気を張らず過
ごせるのもいいところ。大学進学を目指して勉強中です。

● プログラミング基礎　● 情報処理　● 情報基礎
● ビジネス文書　● EXCEL実習

● 1年生夏季検定対策補習
● 夏季英検対策補習　● 冬季検定対策補習
●検定対策直前講座（情報処理・ビジネス文章・簿記・英語）

専門共通科目

英語習熟度別クラス

検定試験対策特別補習

一人ずつにソフトウェアライセンス
（Office365・AdobeCC）があるので自宅学習もバッチリ！

全ての
検定試験に！

※ITビジネスコースは2023年度入学生より、改編の可能性があります。
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3年次

1年次

自由に選べる 選択科目 普通科目や専門科目以外に、好奇心を刺激する科目が色々。
普通の高校にはない勉強ができて、先輩たちにも大好評。

OiCには、社会で活躍できる力を身につける
「キャリアデザイン」というめずらしい授業があります。

進学を希望する学習意欲の高い生徒を対象に、
センター試験対策、希望する大学の受験対策、
大学進学後に備えた学力向上対策など、個別指
導を実施しています。

身近な地球環境問題を取り上げ、わかりやすく
SDGsについて学びます。

地球環境を考える
人生にどれぐらいの費用がかかるかなど、
身近なことから社会福祉を学びます。

社会福祉
映画を鑑賞し、時代背景や制作のテーマな
どを議論しながら学びます。

映画から学ぶ

簡単なハングルでの会話を学習。韓国映
画などを鑑賞してわかりやすく学びます。

ハングル
ロボットの仕組みや作り方を学び、1年かけ
て簡単なロボットを制作します。

ロボット入門
車のメカニズム、環境問題から安全講習ま
で。教習所での体験学習も行います。

くるま社会学

1年 現代の国語 言語文化 公共 数学Ⅰ 体育 保健 英語コミュニケーションⅠ

論理国語 古典探求 地理総合 数学Ⅰ 科学と人間生活 体育 保健 美術Ⅰ 英語コミュニケーションⅠ

3年 論理国語 古典探求 歴史総合 数学A 体育物理基礎 英語コミュニケーションⅡ 情報Ⅰ

2年

P.14

租税教室
税金の仕組みや
役割について学びます。

進学希望者
毎週各2時間の特別補習を実施。苦手
科目に重点を置くなど、納得いくまで
学べる環境を整えています。

就職希望者
履歴書の書き方、面接対策、求人票の
見方など、就職指導専門の教員による
週1回の特別補習を実施。

※キャリアデザインⅠ（2単位）、キャリアデザインⅡ（2単位）の合計4単位を総合的な学習4単位（1年2単位、2年2単位）に読み替え。

好きを
見つける！

知識を
身につける！

好奇心を
満たせる！

パソコンで楽曲をつくる基礎を学びます。
イチから学習できるので初心者も安心。

DTM入門
ゲームをつくる基礎を学びます。ゲームコー
スへ進む先輩のほとんどがこの科目を選択。

ゲーム制作入門
イラストを描く基礎を学びます。基本的な
画材の使い方やパソコン操作なども学習。

漫画イラスト入門

将来「どのように生きるのか」「なぜ働く
のか」を考える授業です。社会生活で必
要なスキルを学んだり、テーマに沿って
みんなで話し合うなかで、人生の計画を
立てる力を養います。

身近な具体例や働く人
を紹介するテレビ番組を
もとに、わかりやすく学
べるようにしています。

全学年で週1日2時間実施しています！

特別授業

キャリアデザイン

安心の 学習フォロー
授業だけでは不安な生徒も、もっと学びたい生徒も安心。
一人ひとりの個性や目標に合わせて、しっかりサポート。

わかりやすく学習 普通科目
専門科目以外も、楽しくわかりやすく学べるよう先生たちが工夫。
中学で苦手な科目があった人も安心して学べます。

緊急事態宣言の時でも安心 
オンライン授業

オンライン授業ができる体制を整えています。
学習機会を失わないよう先生達でバックアップします。

A A

この中から
どれか1科目

この中から
どれか1科目

この中から
どれか1科目

資格チャレンジを全力応援

検定試験対策特別補習
各検定試験に合わせ、放課後に集中的な特別補習をおこないます。過去の問題集などに
取り組み理解できるまでサポートします。

1

学習意欲の高い生徒をフォロー

個別補習4

テスト前日の集中対策

定期試験前日補習
定期試験（中間・期末試験）の前日に、苦手な科目の克服や試験対策をおこなう補習を実
施。少人数で集中して勉強に取り組むことで、大幅な点数アップにつながっています。

2

進路に合わせた特別サポート

進学者・就職者特別補習3

家庭基礎

どんな授業？Q 難しくない？Q

就職に向けて
労働現場の現状について
の知識を深めよう。

3年次
社会問題
社会で起きている事がら
に対して関心を持とう。

2年次
社会常識
社会生活で必要なマナー
などを学ぼう。

1年次
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グループ校が主催する作品展にも出品で
きます。現役のクリエイターや企業担当
者が来場するので、クリエイターを目指す
生徒にはアピールできるチャンス。

大阪情報コンピュータ専門学校 学生作品展

依頼または公募で地域貢献のチャンス！

制限時間20分で、液晶タブレットを使用し、
出題されたテーマのイラストを描き上げる
大会です。世界中からクリエイターが参加
するイベントの学生大会に2年連続でマン
ガ・アニメコースの生徒が出場しました。
2019年は決勝トーナメントに進出しました。

2019年 学生大会で
準決勝進出！

その他の参加チャンス

■Unityインターハイ2018 予選参加　
■定時制通信制 生徒秋季発表大会 出品

大阪市立山稜中学校 出身

マンガ・アニメコース 野村 郁未さん
精華町立精華西中学校 出身

マンガ・アニメコース 岡田 伊織さん
【住之江区・住吉区・淀川区で採用】

大東市立四条中学校 出身

マンガ・アニメコース 坂口 優花さん
【城東区で採用】

「まんが甲子園」で出版社に

スカウトされプロの漫画家に。

先輩から
ヒトコト

OiCでは絵画力だけでなくシナリオづくりやアニメま
で幅広く学習。その結果、在学中に「まんが甲子園」を
きっかけに出版社の目にとまり、７社からスカウトされ
ました。おかげで週刊誌に連載を持ち、コミックス化
もされました。

大阪市立矢田西中学校 出身
近藤 美優 さん

マンガ・アニメコース／2013年3月 卒業

門真市立第四中学校 出身
北橋 勇輝 さん

マンガ・アニメコース／2014年3月 卒業

OiCの仲間と切磋琢磨するなかで、

描きつづけることを学んだ。
マンガコースでは同じ道を目指す仲間が多く、互いに
刺激し励ましあえました。卒業後も描きつづけ、19歳
の時に僕の作品が週刊ビックコミックスピリッツの佳作
を受賞。その時、描きつづけることこそ大切だと実感。
これも漫画家としてのひとつの才能だと思っています。

本校では、作品を制作して発表できるチャンスが、校内外を問わずたくさん。
多くの人に見てもらえるだけでなく、先輩や仲間たちの作品にも刺激を受けられます。

作品発表のチャンス

OiCメディアフロンティア 2011年、第20回まんが甲子園にて決勝進出！

毎年、全国の高校が

参加する、全国高等

学校漫画選手権大会。

マンガ・アニメコースからは、毎年予選にエントリーしています。

参加323校中35校（近畿では2校）
の中に選ばれ、予選通過。高知県
で開催された本選大会では、敗者
復活戦から決勝戦に出場、上位入
賞！ よみうりテレビの「ZIP」にも取
り上げられました。

決勝戦
入賞作品

マンガ・アニメコースから毎年エントリー！

まんが甲子園

LIMITS

連携校が主催する作品展。本校
以外からも多数の学校が参加し、
多くの作品が展示されます。

科学技術学園高等学校

美術展

自治体のデザインに貢献

堺市立美原西中学校 出身3年 長尾 綾奈さん

展示会は友達へのサプライズ！

日頃は見せない「好き」を披露

先輩から
ヒトコト

この作品は、宝石のルチルクォーツの擬人化。私は「感
触」が好きで、髪の質感や毛皮のふわふわの表現にか
なりこだわっています。ふだんは友達に見せないから、
作品展示会はサプライズになって嬉しかったな。人の
作品を見ると、何を描くのが好きなのかわかって楽し
い。いつか個展を開くのが夢です。

校内が美術館に！作品数は200点以上！

OiC校内展示会

ゲーム、CG、ムービー、マンガなど、生徒の各自が自分たちの
オリジナル作品を校内に展示します。一般にも公開され、保
護者の皆さまや受験生、近隣の方々にもご覧いただけます。1
年生には、先輩たちの作品を見て、次年度の専門コース選びの
参考にできる機会でもあります。

近藤美優さんは
ここで出版社に
スカウトされ、

漫画家デビューへ！

マンガ・アニメコース
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好きなことをのびのびできた校風が

夢の実現につながりました！

先輩から
ヒトコト

就職就職

進学進学

卒業
2つの

学校を同時に

高卒資格

先輩たちの進学先ナンバーワン！ 専門コースで学んだことを生かすなら

大阪情報コンピュータ専門学校
グループ校

姉妹校

より広く深く、社会について学ぶなら

大阪経済法科大学
経済学部／経営学部／国際学部／法学部
「経済と法律は社会の両輪」を基本理念に、高い専門性と
国際性を備えた人材の育成に努めています。

科学技術学園高等学校

OiC高等専修学校

本校で、普通科目と専門科目を3年間学習するこ
とで、技能連携している「科学技術学園高等学
校」の卒業資格も
同時に得られます。
卒業後は「高卒」と
なり、専門学校や
大学への進学も可
能です。

単
位
認
定

レ
ポ
ー
ト
提
出

■ 大阪情報コンピュータ専門学校　■ 大阪経済法科大学　■ 大阪学院大学　■ 大阪経済大学　
■ 大阪芸術大学　■ 大阪国際大学　■ 大阪産業大学　■ 大阪商業大学　■ 大阪成蹊大学　

■ 大阪電気通信大学　■ 大手前大学　■ 追手門学院大学　■ 関西外国語大学　■ 関西女子短期大学　■ 近畿大学　
■ 京都精華大学　■ 嵯峨美術大学　■ 相愛大学　■ 東京通信大学　■ 太成学院大学　■ 高千穂大学　■ 帝塚山学院大学　
■ 帝塚山大学　■ 長崎総合科学大学　■ 奈良産業大学　■ 羽衣国際大学　■ 姫路獨協大学　■ 桃山学院大学　
■ 立命館大学　■ 和光大学 その他各種専門学校

主な進学先

将来の進路について、先生たちが一人ひとりに合った指導を行います。
「何がしたいか」「どんな自分になりたいか」考えながら卒業後の準備をしよう。

■生徒との個人面談、保護者との懇談会
■本人の希望と性格・適性を考慮した、
　業種・職種指導
■合同企業説明会への参加
■特別補習で、模擬面接、社会人としての
　マナー指導など

就職指導

進学・就職バックアップ

資格取得をサポート

こんな資格にチャレンジできる！

進学 就職

最新の設備、多彩なコース、充実のカリキュラムで、専門的な勉強
が可能。卒業後に社会の即戦力となるスペシャリストを養成します。

同時
入学

CGアートコース※／
2018年3月 卒業
※現ボーカロイド・ムービーコース

大阪市立堀江中学校 出身
興田 将希 さん
【株式会社ヴェリー】

枚方市立中宮中学校 出身
盛本 絵理香 さん
【Happy Elements株式会社】

■ ワコーテクノ　■ アクセスブリッジ　■ 庭園サービス　
■ 真光　■ 関通　■ ケアマスター　■ SPI　■ ダンデライオン

■ アンダーツリー　■ トナミ運輸　■ ミューパックオザキ　■ ワイコム　
■ ヤマトロジスティックス　■ 小西製薬　■ 五健堂グループ　■ ケセラセラ　
■ タナカファクトリー　 ■ みどりヶ丘病院　■ カミタケモータース　
■ イエローハット　■ ㈱マエカワ　 ■ ㈱合通カシロジ　 ■ エンド商事㈱　 
■ ㈱白洋舎　 ■ L.F.システム㈱　 ■ ㈱ビケンテクノ　 
■ ㈳福祉法人育福会コディコート北大阪　 ■ ㈱田中精密研磨製作所　 
■ ㈳医療法人若弘会若草第一病院　 ■ ㈱エム・エフ・ケイ　 ■ 刀根自動機　 
■ 日新シール工業㈱　 ■ ㈱セイカ・セリグラフィ　 ■ ㈱イサミ　
■ エネクスフリート㈱　 ■ ㈳福祉法人弘仁会特別養護老人ホームレインボー今里
■ ㈱読売NEXT　■ ㈱日本PCサービス　■ ㈱ほのぼの　■ ㈱TECNES　
■ ㈱万代　■ 北極星産業㈱　■ ㈱ミフク美容室　■ ㈱SOC　■ 岸和田製鋼㈱
■ 串の坊　■ 功洋美術㈱ その他多数（順不同敬称略）

主な就職先

連携校

■生徒との個人面談、保護者との懇談会
■2年次からキャリア補習を実施。
　進学後を想定した課題にも取り組む。

進学指導

情報処理検定 3級

簿記検定 3級
英語検定 3級

ビジネス文書実務
検定 3級

他

ホップ
情報処理検定 2級

簿記検定 2級
英語検定 2級

ビジネス文書実務
検定 2級

他

ステップ
情報処理検定 1級
ビジネス文書実務
検定 1級 他

ジャンプ

過去の先輩たちの実績

2001年度 経済産業省初級システムアドミニストレータ・
基本情報技術者試験　合格者輩出！

2005年度 経済産業省初級システムアドミニストレータ
合格者輩出！

2006年度 マイクロソフトEXCELエキスパート 1名
2007年度 マイクロソフトEXCELエキスパート 4名
2008年度 マイクロソフトEXCELエキスパート 1名
2010年度 マイクロソフトEXCELエキスパート 5名
2011年度 経済産業省 ITパスポート試験 4名

2016年度 経済産業省 ITパスポート試験 2名

2012年度 TOEIC　公開テスト805点 1名

2014年度 経済産業省　ITパスポート試験
MOS EXCEL2010エキスパート

2名
4名

2015年度
ITパスポート試験
漢字検定2級
MOS EXCELエキスパート

2名
1名
1名

2017年度 経済産業省 ITパスポート試験 3名
2018年度 経済産業省 ITパスポート試験 3名
2019年度 経済産業省 ITパスポート試験 3名

2021年度 経済産業省 ITパスポート試験 1名
2020年度 MOSマスター 1名

2021年度
在籍者合格総数

247247247名名名

3年間の積み重ねで1級合格も夢じゃない！

先生のバックアップの元で、仲間た
ちと一緒に資格試験にチャレンジ
しよう。資格の取得は、進路のため
の「実績」と、自分の「自信」につな
がる！

自分のペースで合格を目指そう！

本校では毎年の検定試験で、

抜群の合格率を誇っています！

進学希望者の進学先
（過去5年間の平均）

大阪情報コンピュータ
専門学校
大阪情報コンピュータ
専門学校69%

他大学3%他大学3%

大阪経済
法科大学3%

他専門学校23%他専門学校23%

特別推薦枠
高・専連携教育
入学金免除

本校ならではの
バックアップ

■ 大阪経済法科大学（指定校推薦入学制度）　■ 芦屋大学
■ 大阪学院大学　■ 大阪樟蔭女子大学　■ 大阪商業大学　
■ 大手前大学　■ 関西福祉科学大学　■ 京都先端科学大学　
■ 京都ノートルダム女子大学■ 姫路大学　■ 甲子園大学　
■ 神戸医療福祉大学　■ 神戸山手大学　■ 千里金蘭大学　
■ 相愛大学　■ 太成学院大学　■ 常磐会学園大学　
■ 徳島文理大学　■ 羽衣国際大学　■ 東大阪大学

推薦指定校 （2022年入試近畿圏分）

※上記を含め、科学技術学園高等学校（連携校）として
　全国95大学、38短期大学から指定

情報処理検定２級
ビジネス文書実務検定２級　他合格

堺市立美原西中学校 出身2年 竹田 啓悟さん

授業を聞いていれば３級はとれる

次は１級へチャレンジです！

先輩から
ヒトコト

2021年度検定別合格実績

英語検定試験

全経簿記検定試験

検定試験名
2級
3級
2級
3級
1級
２級
３級
1級
2級
3級
４級

種別
1名
47名
1名
7名
3名
24名
56名
1名
16名
72名
18名

合格者数

情報処理検定試験

ビジネス文書
実務検定試験

ＭＩＤＩ検定試験

将来は曲を作るのが夢だけど、資格も
あったほうがいいなと思って勉強を始めま
した。家で勉強するのは得意じゃないけど、
授業をちゃんと聞いておけば３級はとれる
と思う。２級は難しくて、放課後、実習室
に残って頑張りました。OiCは先生との距
離が近いので相談もしやすい。次は１級
に向けて準備中！

グループ校の専門学校卒業後、有
名VTuberに魅了されてモデリング
の勉強を始めました。少しずつ仕
事を受けられるようになり、憧れの
ゲーム会社に就職！ OiCでは好きな
イラストをずっと描いていて、放課
後は毎日、実習室のパソコンの前。
のびのびした校風に助けられたなと
今も思っています。

卒業後、憧れのデザイン会社に就
職。在学中にすでに「Illustrator」
「Photoshop」をマスターしてい
たので入社後すぐに仕事を任せて
もらい、今はロゴや名刺のデザイ
ンをしています。OiCの友だちと
はそれぞれの道を進んでも仲が
良く、会社帰りによく会っていま
すよ。

ソフトの使い方を同期入社の

仲間に教えてあげることも！

ボーカロイド・ムービーコース
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教室、実習室など、生徒たちの学びやすさを大切にしています。
最先端の設備が揃っているので、好きな勉強にとことん打ち込める！

充実の教育環境

マンガ制作：マンガ・アニメコース 3年生 宮城 桜　高石市立高南中学校出身

先輩が不安を解決！ マンガでQ&A

よく聞かれる
質問におこたえ！

2020年
リニューアル

2019年
リニューアル

心配なこ
と

ある？

NEW GROOVE
（新入生オリエン

テーション）は
友達づくりのチャンス！

NEW GROOVE
（新入生オリエン

テーション）は
友達づくりのチャンス！

1人ひとりに

しっかり

教えてくれる！

1人ひとりに

しっかり

教えてくれる！

1年生の

選択科目で

入門授業が

受けられる！

1年生の

選択科目で

入門授業が

受けられる！

オンライン授業も

取り入れています

オンライン授業も

取り入れています

OiCに入ってから好きなことを話せる友達ができた先輩がたく
さんいます。マンガ、アニメ、ゲームなどについて話していると、
すぐに仲良くなれます。

A 先生が一人ひとりをしっかり見て、ゆっくり授業を進めます。１年
生の１学期の授業は、中学校の復習がメインです。中学であま
り学校に行かなかった人も安心してください。

A

専門コースを選ぶのは２年になってから。１年のときに「ゲーム
制作入門」「DTM入門」「漫画イラスト入門」からひとつ選べるの
で、自分に合うか試してみましょう。

A 玄関でサーモグラフィーによる体温チェック、各教室前に消毒液
設置、定期的な校内の消毒などの対策を行い、感染拡大時には
机にアクリル板を設置します。ご安心ください。

A

友達を作るのが
苦手でも
大丈夫かな？

Q 勉強について
いけるか
心配です…

Q

コースはすぐに
決めないと
ダメですか？

Q 感染症対策は
しっかりされて
いますか？

Q

７割ぐらいです。その半数以上が、グループ
校の「大阪情報コンピュータ専門学校」への
進学を希望しています。

A

進学希望者はどのぐらい？Q

コースや選択科目の選び方によって違いますが、１・２年
生で1週間・最大８時間、３年生で１０時間ぐらい。１人１台
あるので、しっかり学習できます。

A

パソコンを使う授業はどのぐらい？Q

パソコンを使う授業が多いのと、資格取得
をバックアップしているので、他の高校より
は断然有利なはず。一緒に頑張りましょう。

A

高卒での就職は難しい？Q

先生はみんな「暴力・いじめ・差別」は断固として許
さないという姿勢を貫いています。いつも校内の
様子を気にかけていて、何でも相談できますよ。

A

いじめはありませんか？Q

全体の３割ぐらいです。みんな仲が良く
て、男女共学のいい雰囲気ですよ。A

女子生徒はどのぐらい？Q

P.9

友達できるかな…？

マンガやアニメの
話ですぐ仲良くなれるよ！

勉強について
いけるかな…

しっかり感染対策
しています！！

どのコースか迷う…

コロナ対策が心配…

教室玄関ホール

※ITビジネスコースは2023年度
　入学生より、改編の可能性が
　あります。



17 OPEN !  O iC 18OPEN !  O iC

校外学習

大阪市立住之江中学校 出身1年 岡崎 蓮さん

一緒に行動するうちに

すぐに仲良くなれる

天王寺の茶臼山や天王寺動物園で
ウォークラリーをしました。入学してす
ぐの行事だけど、班で協力してクイズを
解くうちに仲良くなって盛り上がりまし
た。OiCでは同じ趣味を持つ仲間がすぐ
に見つかると思うから、中学で友達があ
まりできなかった人も安心してほしいな！

NEW GROOVE
（新入生オリエンテーション）

ボウリング大会

科学技術学園美術展

芸術鑑賞

OiCキャンプ

文化祭

校内展示会

スキー講習会

OiCアワード

卒業式

修学旅行

体育祭

入学式

新入生歓迎球技大会

NEW GROOVE
（新入生オリエンテーション）

女子防犯研修

私のデザインの
原案はマンガ・アニメ
コースの卒業生たちが

考えたよ！！

※2021年度は感染症対策のため実施していない行事があります。

学校行事紹介

生徒会
文化祭や体育祭では、中心となって運
営。学年に関係なく、みんなで学校を
盛り上げています！

デジタルクリエイト部
練習期間から始めて、慣れたらみんな
で合作して文化祭などで発表予定。入
部待ってます！

●入学式
●NEW GROOVE
（新入生オリエンテーション）
●新入生歓迎球技大会

4月

●校外学習
●女子防犯研修

5月

●体育祭

6月

●修学旅行

7月 ●芸術鑑賞

10月

●文化祭

11月

●OiCキャンプ
●ボウリング大会

8月

●スキー講習会
●OiCアワード
●卒業式

3月

●科学技術学園
　美術展

9月

●校内展示会

12月

OiCでは一年間を通じて、楽しい行事が満載。

イベントはどれも、生徒たちが主役になれるよ！ 

編集・作曲・

イラストに分かれて

活動中！

行事を

盛り上げる！




