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AIプログラミングⅡ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/AIプログラミングⅡ.pdf
AndroidプログラミングⅡ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/AndroidプログラミングⅡJ A.pdf
C言語Ⅱ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/C言語ⅡJA.pdf
IoTデバイスプログラミングⅡ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/IoTデバイスプログラミングⅡ.pdf
iPhoneプログラミングⅡ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/iPhoneプログラミングⅡJA.pdf
JavaプログラミングⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/JavaプログラミングⅠJA.pdf
JavaプログラミングⅡ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/JavaプログラミングⅡJA.pdf
UNIXシステムⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/UNIXシステムⅠJA.pdf
Webサイト構築 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/Webサイト構築JA.pdf
WebプログラミングⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/WebプログラミングⅠJA.pdf
Webプログラミング（ネットワークセキュリティ） 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/Webプログラミング（ネットワークセキュリティ）JA.pdf
アプリケーション構築概論 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/アプリケーション構築概論JA.pdf
アルゴリズムとデータ構造 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/アルゴリズムとデータ構造JA.pdf
コンピュータ概論 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/コンピュータ概論JA.pdf
データベースシステムⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/データベースシステムⅠJA.pdf
人工知能（AI）入門 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/人工知能（AI）入門.pdf
情報セキュリティ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/情報セキュリティJA.pdf
情報処理システム概論 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/情報処理システム概論JA.pdf
演習I（基本情報技術者試験） 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/演習I（基本情報技術者試験）JA.pdf
演習Ⅱ（jQuery） 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/演習Ⅱ（jQuery）JA.pdf
現代社会論 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/現代社会論JA.pdf
直流回路・デジタル回路 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/直流回路・デジタル回路.pdf
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JavaプログラミングⅡ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/JavaプログラミングⅡJB.pdf
アプリケーション構築概論 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/アプリケーション構築概論JB.pdf
アルゴリズムとデータ構造 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/アルゴリズムとデータ構造JB.pdf
コンピュータ概論 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/コンピュータ概論JB.pdf
データベースシステムⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/データベースシステムⅠJB.pdf
ビジネスケーススタディ（予報実技） 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/ビジネスケーススタディ（予報実技）.pdf
天体の科学 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/天体の科学.pdf
情報セキュリティ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/情報セキュリティJB.pdf
情報処理システム概論 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/情報処理システム概論JB.pdf
数学 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/数学JB.pdf
気象予報Ⅰ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/気象予報Ⅰ.pdf
気象予報Ⅱ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/気象予報Ⅱ.pdf
気象情報システム（WebプログラミングⅠ） 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/気象情報システム（WebプログラミングⅠ）B.pdf
気象法令 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/気象法令.pdf
気象災害 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/気象災害.pdf
気象観測 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/気象観測.pdf
気象観測・予報実習 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/気象観測・予報実習.pdf
演習I（基本情報技術者試験） 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/演習I（基本情報技術者試験）J B.pdf
演習Ⅱ（jQuery） 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/演習Ⅱ（jQuery）JB.pdf
現代社会論 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/現代社会論JB.pdf
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https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/AI%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E2%85%A1.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/Android%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E2%85%A1J%20A.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/C%E8%A8%80%E8%AA%9E%E2%85%A1JA.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/IoT%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E2%85%A1.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/iPhone%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E2%85%A1JA.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/Java%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E2%85%A0JA.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/Java%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E2%85%A1JA.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/UNIX%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E2%85%A0JA.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/Web%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E6%A7%8B%E7%AF%89JA.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/Web%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E2%85%A0JA.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/Web%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%EF%BC%88%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%EF%BC%89JA.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%A7%8B%E7%AF%89%E6%A6%82%E8%AB%96JA.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E3%81%A8%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E6%A7%8B%E9%80%A0JA.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E6%A6%82%E8%AB%96JA.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E2%85%A0JA.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD%EF%BC%88AI%EF%BC%89%E5%85%A5%E9%96%80.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3JA.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%87%A6%E7%90%86%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E6%A6%82%E8%AB%96JA.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/%E6%BC%94%E7%BF%92I%EF%BC%88%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%80%85%E8%A9%A6%E9%A8%93%EF%BC%89JA.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/%E6%BC%94%E7%BF%92%E2%85%A1%EF%BC%88jQuery%EF%BC%89JA.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%AB%96JA.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSA/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E5%9B%9E%E8%B7%AF%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%9B%9E%E8%B7%AF.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/Java%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E2%85%A1JB.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%A7%8B%E7%AF%89%E6%A6%82%E8%AB%96JB.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E3%81%A8%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E6%A7%8B%E9%80%A0JB.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E6%A6%82%E8%AB%96JB.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E2%85%A0JB.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%87%E3%82%A3%EF%BC%88%E4%BA%88%E5%A0%B1%E5%AE%9F%E6%8A%80%EF%BC%89.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/%E5%A4%A9%E4%BD%93%E3%81%AE%E7%A7%91%E5%AD%A6.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3JB.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%87%A6%E7%90%86%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E6%A6%82%E8%AB%96JB.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/%E6%95%B0%E5%AD%A6JB.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/%E6%B0%97%E8%B1%A1%E4%BA%88%E5%A0%B1%E2%85%A0.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/%E6%B0%97%E8%B1%A1%E4%BA%88%E5%A0%B1%E2%85%A1.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/%E6%B0%97%E8%B1%A1%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%EF%BC%88Web%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E2%85%A0%EF%BC%89B.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/%E6%B0%97%E8%B1%A1%E6%B3%95%E4%BB%A4.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/%E6%B0%97%E8%B1%A1%E7%81%BD%E5%AE%B3.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/%E6%B0%97%E8%B1%A1%E8%A6%B3%E6%B8%AC.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/%E6%B0%97%E8%B1%A1%E8%A6%B3%E6%B8%AC%E3%83%BB%E4%BA%88%E5%A0%B1%E5%AE%9F%E7%BF%92.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/%E6%BC%94%E7%BF%92I%EF%BC%88%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%80%85%E8%A9%A6%E9%A8%93%EF%BC%89J%20B.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/%E6%BC%94%E7%BF%92%E2%85%A1%EF%BC%88jQuery%EF%BC%89JB.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/JSB/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%AB%96JB.pdf
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3DCG制作Ⅰ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/3DCG制作ⅠD.pdf
3DCG制作Ⅱ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/3DCG制作Ⅱ.pdf
CG制作Ⅰ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/CG制作ⅠD.pdf
CG制作Ⅱ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/CG制作ⅡD.pdf
C言語Ⅰ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/C言語Ⅰ.pdf
JavascriptⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/JavascriptⅠ.pdf
SR音響技術 Ⅱ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/SR音響技術 Ⅱ.pdf
Webコンテンツ制作Ⅰ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/Webコンテンツ制作ⅠD.pdf
Webコンテンツ制作Ⅱ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/Webコンテンツ制作Ⅱ.pdf
WebデザインⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/WebデザインⅠD.pdf
WebプログラミングⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/WebプログラミングⅠD.pdf
Webマガジン制作 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/Webマガジン制作.pdf
アニメーション制作Ⅰ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/アニメーション制作Ⅰ.pdf
アニメーション制作Ⅰ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/アニメーション制作ⅠD.pdf
アニメーション制作Ⅱ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/アニメーション制作ⅡW.pdf
アニメ作画技法Ⅰ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/アニメ作画技法Ⅰ.pdf
アルゴリズムとデータ構造 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/アルゴリズムとデータ構造D.pdf
アンサンブル演習Ⅱ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/アンサンブル演習Ⅱ.pdf
イラストレーションⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/イラストレーションⅠD.pdf
イラストレーションⅡ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/イラストレーションⅡD.pdf
カートゥーンマンガ制作Ⅰ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/カートゥーンマンガ制作Ⅰ.pdf
キャラクタデザインⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/キャラクタデザインⅠ.pdf
キャラクタデザインⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/キャラクタデザインⅠD.pdf
キャラクタデザインⅡ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/キャラクタデザインⅡ.pdf
クロッキーⅡ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/クロッキーⅡ.pdf
ゲームアルゴリズムⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/ゲームアルゴリズムⅠ.pdf
ゲームアルゴリズムⅡ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/ゲームアルゴリズムⅡD.pdf
ゲームプログラミングⅠ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/ゲームプログラミングⅠD.pdf
ゲームプログラミングⅡ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/ゲームプログラミングⅡD.pdf
ゲーム企画応用Ⅱ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/ゲーム企画応用ⅡD.pdf
ゲーム制作Ⅰ 240 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/ゲーム制作ⅠD.pdf
ゲーム制作Ⅱ 240 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/ゲーム制作ⅡD.pdf
コンピュータ概論 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/コンピュータ概論D.pdf
ストーリーマンガ制作Ⅰ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/ストーリーマンガ制作Ⅰ.pdf
ストーリーマンガ制作Ⅱ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/ストーリーマンガ制作Ⅱ.pdf
デジタルアニメーション制作Ⅰ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/デジタルアニメーション制作ⅠD.pdf
デジタルアニメーション制作Ⅱ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/デジタルアニメーション制作Ⅱ.pdf
デジタルサウンド演習Ⅱ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/デジタルサウンド演習Ⅱ.pdf
デジタル録音技術Ⅱ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/デジタル録音技術Ⅱ.pdf
デッサンⅡ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/デッサンⅡ.pdf
プロツールス実習Ⅱ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/プロツールス実習Ⅱ.pdf
ホームページ制作 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/ホームページ制作D.pdf
マガジン制作Ⅰ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/マガジン制作Ⅰ.pdf
マガジン制作Ⅱ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/マガジン制作Ⅱ.pdf
ミキシング実習 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/ミキシング実習.pdf
モバイルゲーム制作Ⅱ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/モバイルゲーム制作ⅡD.pdf
レイアウト原画技法Ⅰ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/レイアウト原画技法Ⅰ.pdf
作曲実技 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/作曲実技.pdf
卒業制作 180 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/卒業制作.pdf
卒業制作 180 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/卒業制作D.pdf
卒業制作 180 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/卒業制作S.pdf
卒業制作（3DCG） 180 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/卒業制作（3DCG）.pdf
卒業制作（VR） 180 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/卒業制作（VR）D.pdf
実践演習Ⅱ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/実践演習Ⅱ.pdf
実践演習Ⅱ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/実践演習ⅡD.pdf
実践演習Ⅱ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/実践演習ⅡS.pdf
実践演習Ⅱ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/実践演習ⅡW.pdf
数学 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/数学D.pdf
演習Ⅰ（アプリケーション構築概論） 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/演習Ⅰ（アプリケーション構築概論）D.pdf
演習Ⅰ（基本情報技術者試験） 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/演習Ⅰ（基本情報技術者試験）D.pdf
演習Ⅰ（情報処理システム概論） 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/演習Ⅰ（情報処理システム概論）D.pdf
物理 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/物理D.pdf
絵コンテ技法 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/絵コンテ技法.pdf
絵画技法 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/絵画技法.pdf
脚本演習Ⅰ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/脚本演習Ⅰ.pdf
脚本演習Ⅱ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/脚本演習Ⅱ.pdf
色彩構成 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/色彩構成D.pdf
課題制作Ⅱ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/課題制作Ⅱ.pdf
課題制作Ⅱ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/課題制作ⅡW.pdf
造形基礎 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/造形基礎D.pdf
録音編集技術 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/録音編集技術.pdf
ＷｅｂデザインⅡ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/ＷｅｂデザインⅡ.pdf

デジタルクリエイター科 合計 6900

実務経験のある教員等による授業科目の一覧表　（様式2号の１関係）

デジタルクリエイター科 160

設置者名

学校名

https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/3DCG%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A0D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/3DCG%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A1.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/CG%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A0D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/CG%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A1D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/C%E8%A8%80%E8%AA%9E%E2%85%A0.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/Javascript%E2%85%A0.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/SR%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E6%8A%80%E8%A1%93%20%E2%85%A1.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/Web%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A0D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/Web%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A1.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/Web%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E2%85%A0D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/Web%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E2%85%A0D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/Web%E3%83%9E%E3%82%AC%E3%82%B8%E3%83%B3%E5%88%B6%E4%BD%9C.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A0.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A0D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A1W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E4%BD%9C%E7%94%BB%E6%8A%80%E6%B3%95%E2%85%A0.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E3%81%A8%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E6%A7%8B%E9%80%A0D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AB%E6%BC%94%E7%BF%92%E2%85%A1.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E2%85%A0D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E2%85%A1D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A5%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%AC%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A0.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E2%85%A0.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E2%85%A0D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E2%85%A1.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E2%85%A1.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E2%85%A0.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E2%85%A1D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E2%85%A0D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E2%85%A1D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%BC%81%E7%94%BB%E5%BF%9C%E7%94%A8%E2%85%A1D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A0D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A1D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E6%A6%82%E8%AB%96D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%AC%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A0.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%AC%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A1.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A0D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A1.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E6%BC%94%E7%BF%92%E2%85%A1.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E9%8C%B2%E9%9F%B3%E6%8A%80%E8%A1%93%E2%85%A1.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%B3%E2%85%A1.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%AE%9F%E7%BF%92%E2%85%A1.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E5%88%B6%E4%BD%9CD.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%83%9E%E3%82%AC%E3%82%B8%E3%83%B3%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A0.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%83%9E%E3%82%AC%E3%82%B8%E3%83%B3%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A1.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%83%9F%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%AE%9F%E7%BF%92.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A1D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E5%8E%9F%E7%94%BB%E6%8A%80%E6%B3%95%E2%85%A0.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E4%BD%9C%E6%9B%B2%E5%AE%9F%E6%8A%80.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E5%8D%92%E6%A5%AD%E5%88%B6%E4%BD%9C.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E5%8D%92%E6%A5%AD%E5%88%B6%E4%BD%9CD.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E5%8D%92%E6%A5%AD%E5%88%B6%E4%BD%9CS.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E5%8D%92%E6%A5%AD%E5%88%B6%E4%BD%9C%EF%BC%883DCG%EF%BC%89.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E5%8D%92%E6%A5%AD%E5%88%B6%E4%BD%9C%EF%BC%88VR%EF%BC%89D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E6%BC%94%E7%BF%92%E2%85%A1.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E6%BC%94%E7%BF%92%E2%85%A1D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E6%BC%94%E7%BF%92%E2%85%A1S.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E6%BC%94%E7%BF%92%E2%85%A1W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E6%95%B0%E5%AD%A6D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E6%BC%94%E7%BF%92%E2%85%A0%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%A7%8B%E7%AF%89%E6%A6%82%E8%AB%96%EF%BC%89D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E6%BC%94%E7%BF%92%E2%85%A0%EF%BC%88%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%80%85%E8%A9%A6%E9%A8%93%EF%BC%89D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E6%BC%94%E7%BF%92%E2%85%A0%EF%BC%88%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%87%A6%E7%90%86%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E6%A6%82%E8%AB%96%EF%BC%89D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E7%89%A9%E7%90%86D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E7%B5%B5%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E6%8A%80%E6%B3%95.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E7%B5%B5%E7%94%BB%E6%8A%80%E6%B3%95.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E8%84%9A%E6%9C%AC%E6%BC%94%E7%BF%92%E2%85%A0.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E8%84%9A%E6%9C%AC%E6%BC%94%E7%BF%92%E2%85%A1.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E8%89%B2%E5%BD%A9%E6%A7%8B%E6%88%90D.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A1.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A1W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E9%80%A0%E5%BD%A2%E5%9F%BA%E7%A4%8ED.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%E9%8C%B2%E9%9F%B3%E7%B7%A8%E9%9B%86%E6%8A%80%E8%A1%93.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/DEG/%EF%BC%B7%EF%BD%85%EF%BD%82%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E2%85%A1.pdf


学校法人 瓶井学園

日本コンピュータ専門学校

学科名 実務経験のある教員等による授業科目名

実務経験のあ
る教員等による
授業科目の単
位数又は事業

時数

省令で定める
基準単位数又
は授業時間数

実務経験のある教員等による授業科目の授業計画（シラバス）を公表しているホームページアドレス

3DCG制作Ⅰ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/3DCG制作ⅠW.pdf

CG制作Ⅰ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/CG制作ⅠW.pdf

C言語Ⅱ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/C言語ⅡW.pdf

JavaプログラミングⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/JavaプログラミングⅠW.pdf

JavaプログラミングⅡ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/JavaプログラミングⅡW.pdf

UNIXシステムⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/UNIXシステムⅠW.pdf

Webサイト構築 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/Webサイト構築W.pdf

WebプログラミングⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/WebプログラミングⅠW.pdf

アニメーション制作Ⅰ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/アニメーション制作ⅠW.pdf
アプリケーション構築概論 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/アプリケーション構築概論W.pdf
アルゴリズムとデータ構造 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/アルゴリズムとデータ構造W.pdf
イラストレーションⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/イラストレーションⅠW.pdf
キャラクタデザインⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/キャラクタデザインⅠW.pdf
ゲームアルゴリズムⅡ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/ゲームアルゴリズムⅡW.pdf
ゲームプログラミングⅡ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/ゲームプログラミングⅡW.pdf
ゲーム企画応用Ⅱ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/ゲーム企画応用ⅡW.pdf
ゲーム制作Ⅱ 240 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/ゲーム制作ⅡW.pdf
コンピュータ概論 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/コンピュータ概論W.pdf

デジタルアニメーション制作Ⅰ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/デジタルアニメーション制作ⅠW.pdf

データベースシステムⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/データベースシステムⅠW.pdf

モバイルゲーム制作Ⅱ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/モバイルゲーム制作ⅡW.pdf

卒業制作（VR） 180 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/卒業制作（VR） W.pdf

実践演習Ⅱ 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/実践演習ⅡW.pdf

情報セキュリティ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/情報セキュリティW.pdf

情報処理システム概論 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/情報処理システム概論W.pdf
演習I（基本情報技術者試験） 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/演習I（基本情報技術者試験）W.pdf
演習Ⅱ（jQuery） 120 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/演習Ⅱ（jQuery）W.pdf
現代社会論 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/現代社会論W.pdf
色彩構成 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/色彩構成W.pdf
造形基礎 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/造形基礎W.pdf

Webスペシャリスト科　合計 2520

学校法人 瓶井学園

日本コンピュータ専門学校

学科名 実務経験のある教員等による授業科目名

実務経験のあ
る教員等による
授業科目の単
位数又は事業

時数

省令で定める
基準単位数又
は授業時間数

実務経験のある教員等による授業科目の授業計画（シラバス）を公表しているホームページアドレス

JavaプログラミングⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITS/JavaプログラミングⅠI.pdf
アプリケーション構築概論 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITS/アプリケーション構築概論I.pdf
アルゴリズムとデータ構造 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITS/アルゴリズムとデータ構造I.pdf
コンピュータ概論 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITS/コンピュータ概論I.pdf
データベースシステムⅠ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITS/データベースシステムⅠI.pdf
情報セキュリティ 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITS/情報セキュリティI.pdf
情報処理システム概論 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITS/情報処理システム概論I.pdf
演習I（基本情報技術者試験） 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITS/演習I（基本情報技術者試験）I.pdf
現代社会論 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITS/現代社会論I.pdf

ＩＴスペシャリスト科　合計 540

学校法人 瓶井学園

日本コンピュータ専門学校

学科名 実務経験のある教員等による授業科目名

実務経験のあ
る教員等による
授業科目の単
位数又は事業

時数

省令で定める
基準単位数又
は授業時間数

実務経験のある教員等による授業科目の授業計画（シラバス）を公表しているホームページアドレス

C言語 30 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITB/C言語N.pdf
Javaプログラミング 30 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITB/JavaプログラミングN.pdf
UNIXシステム 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITB/UNIXシステムN.pdf
Webサイト構築 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITB/Webサイト構築N.pdf
アルゴリズムとデータ構造 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITB/アルゴリズムとデータ構造N.pdf
コンピュータシステム 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITB/コンピュータシステムN.pdf
コンピュータ科学基礎 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITB/コンピュータ科学基礎N.pdf
セキュリティと標準化・情報化と経営 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITB/セキュリティと標準化・情報化と経営N.pdf
データベース技術 90 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITB/データベース技術N.pdf
プログラム設計・プログラム開発 60 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITB/プログラム設計・プログラム開発N.pdf
ホームページ制作 30 https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITB/ホームページ制作N.pdf

ＩＴビジネス科　合計 600

ＩＴビジネス科 45

Webスペシャリスト科 320

ＩＴスペシャリスト科 80

実務経験のある教員等による授業科目の一覧表　（様式2号の１関係）

設置者名

学校名

学校名

実務経験のある教員等による授業科目の一覧表　（様式2号の１関係）

設置者名

学校名

実務経験のある教員等による授業科目の一覧表　（様式2号の１関係）

設置者名

https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/3DCG%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A0W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/CG%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A0W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/C%E8%A8%80%E8%AA%9E%E2%85%A1W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/Java%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E2%85%A0W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/Java%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E2%85%A1W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/UNIX%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E2%85%A0W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/Web%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E6%A7%8B%E7%AF%89W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/Web%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E2%85%A0W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A0W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%A7%8B%E7%AF%89%E6%A6%82%E8%AB%96W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E3%81%A8%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E6%A7%8B%E9%80%A0W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E2%85%A0W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E2%85%A0W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E2%85%A1W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E2%85%A1W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%BC%81%E7%94%BB%E5%BF%9C%E7%94%A8%E2%85%A1W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A1W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E6%A6%82%E8%AB%96W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A0W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E2%85%A0W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%88%B6%E4%BD%9C%E2%85%A1W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E5%8D%92%E6%A5%AD%E5%88%B6%E4%BD%9C%EF%BC%88VR%EF%BC%89%20W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E6%BC%94%E7%BF%92%E2%85%A1W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%87%A6%E7%90%86%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E6%A6%82%E8%AB%96W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E6%BC%94%E7%BF%92I%EF%BC%88%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%80%85%E8%A9%A6%E9%A8%93%EF%BC%89W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E6%BC%94%E7%BF%92%E2%85%A1%EF%BC%88jQuery%EF%BC%89W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%AB%96W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E8%89%B2%E5%BD%A9%E6%A7%8B%E6%88%90W.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/WEB/%E9%80%A0%E5%BD%A2%E5%9F%BA%E7%A4%8EW.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITS/Java%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E2%85%A0I.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITS/%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%A7%8B%E7%AF%89%E6%A6%82%E8%AB%96I.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITS/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E3%81%A8%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E6%A7%8B%E9%80%A0I.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITS/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E6%A6%82%E8%AB%96I.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITS/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E2%85%A0I.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITS/%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3I.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITS/%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%87%A6%E7%90%86%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E6%A6%82%E8%AB%96I.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITS/%E6%BC%94%E7%BF%92I%EF%BC%88%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%80%85%E8%A9%A6%E9%A8%93%EF%BC%89I.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITS/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%AB%96I.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITB/C%E8%A8%80%E8%AA%9EN.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITB/Java%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0N.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITB/UNIX%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0N.pdf
https://www.ncp.ac.jp/admission/support/syllabus/ITB/Web%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E6%A7%8B%E7%AF%89N.pdf
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