コース№ ＣＪ23

令和 4 年度 ICT イノベータコース 04-3 訓練生募集
（神戸情報大学院大学 情報技術研究科・情報システム専攻）
1 訓 練 内 容
ICT 分野の知識と技術力及び社会課題分野の知見を学び、
これらを現実的な課題に応用して、
主体的に課題解決する手法を身に付けるため、学校教育法に定める専門職大学院が実施する専
門職学位課程の修了を目指す 1.5 年間の訓練を行います。ICT イノベータコースの基本使用言
語は英語であるため、訓練は英語で行います。
2 応 募 資 格
応募できるのは、次のア～キのすべてに該当する方です。
ア 訓練対象者 公共職業安定所に求職申込みを行っている者であって、公共職業安定所長の
受講指示、 受講推薦又は支援指示を受けることができる方
イ 概ね 55 歳未満の方
ウ 有期労働契約などによる非正規雇用労働者など、就業経験において不安定就労の期間が
長いことや、安定就労の経験が少ないことにより能力開発機会が乏しかった方又は出産・
育児等により長期間離職していた女性等
エ IT スキルや国家資格等高い知識及び技能を習得し正社員就職を希望する方
オ 当該訓練を修了し対象資格等を取得する明確な意思を有する方
カ ハローワークにおける職業相談において、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサル
ティングを受け、職業経験の棚卸し及び職業生活設計等の結果、当該訓練の受講が必要と
認められる方
※ 新規学卒未就職者及び学卒未就職者であって、受講申し込み時点で学校卒業後１年以上
経過している方も対象となります。なお、「学校卒業後 1 年以上」とは、学校を卒業した
年度末（3 月 31 日）の翌日から起算して１年以上とします。
キ 神戸情報大学院大学の出願資格を満たす方※（別紙１）の出願資格を確認して下さい
3 募集日程及び訓練期間等
ア 募集定員
5 名（最少開講人数 1 名）
イ 募集期間
令和 4 年 7 月 26 日（火）～ 令和 4 年 8 月 30 日（火）
ウ 選考日
令和 4 年 9 月 13 日（火） 13：00（予定）※時間厳守
※選考はオンラインで行います。指定の時間までに後日指定する URL へアクセスしてください。(詳細は別紙１参照)
エ 合否通知発送 令和 4 年 9 月 16 日（金）
オ 訓練期間
令和 4 年 10 月 1 日（土）～令和 6 年 3 月 9：20～22：00
※原則として、日、祝を除く。なお、選択科目により時間帯が異なります。
※状況により教室又はオンライン授業となります。また、原則 18：00 以降はオンライン授業です。
4 応 募 方 法
原則として、居住地を管轄する公共職業安定所で備え付けの「入校願書」に必要事項を記入
し、写真を貼付のうえ、公共職業安定所へ申し込んでください。
（写真寸法 4 ㎝×3 ㎝）
また、下記の出願書類を、角形 2 号封筒（240mm × 332mm）に入れ、神戸情報大学大学宛 郵
送または窓口にて出願してください。
【郵送で出願する場合】
出願書類を角形 2 号封筒に封入し、
『長期高度人材育成コース 出願書類在中』と朱書きをした
上で、必ず『簡易書留』扱いにて郵送してください。
（令和 4 年 8 月 30 日（火）16：00 必着）
【神戸情報大学院大学窓口にて出願する場合】
出願書類を角形 2 号封筒に封入し、神戸情報大学院大学事務局に提出してください。
＜受付時間＞ 9:30～16:00
※日曜・祝日を除く。
（令和 4 年 8 月 30 日（火）16：00 締切）
【出願書類】
神戸情報大学院大学の”2022 Application Guidelines / Department of Information Systems ICT Innovator
Course” の“Ⅶ. Application procedure”によるものであり、詳しくは別紙２をご覧ください。

1

Application Form

2

Statement of
Purpose

3

Proof of Possessing
the Required
Qualifications

Fill in all items on the enclosed Application Form. Affix a color photo or
paste the digital photo (4cm × 3cm), taken within 3 months of application.
The photo must be one from the front without a hat.
The applicant should submit a Statement of Purpose with the other
application documents. In this document, please write down your reasons
and motivation for applying to KIC, your expectations for studying at KIC,
and your career goals in detail. Definite and concise descriptions are
expected and must be up to 1500 words in length.
One of the followings; university graduation certificate,
graduate school completion certificate, bachelor's degree conferral
certificate, or equivalent.

4

Certified Transcript

An official transcript issued by the university you graduated from.

If you have an official score of any test such as the TOEFL (Test of English
as a Foreign Language), the TOEIC (Test of English for International
5
Communication), or the IELTS (Academic), please submit it.
English proficiency proof is waived for those who obtained the degree from
an institution where the instruction medium is English.
※本人からの提出のみ、受け付けます。また、一旦受理した出願書類は、理由の如何を問わず返還できません。
※試験日の前日までに受験票が届かない場合には、本学事務局まで連絡してください。
5 出願書類郵送・提出先及び訓練実施場所
神戸情報大学院大学
ＴＥＬ：078-262-7715
〒６５０－０００１ 神戸市中央区加納町２－１－１５ 最寄 ＪＲ三ノ宮駅から徒歩約１０分
6 選考場所・日時
ZOOM によるオンラインで実施 9 月 13 日（火）13：00 開始(予定)※時間厳守
※ 選考は全てオンラインにて行われます。
※ 口頭試問開始時間・集合時間・については、大学から送付する受験票をご確認ください。
7 選 考 方 法
① 書類審査 ② オンライン面接試験（ICT イノベータコースの面接は英語で実施します）
8 訓 練 費 用
受講料 無料
ただし、健康診断受診料、学位記授与式諸経費等は別途自己負担となります。これらの支払
いに奨学金は利用できません。また、学校推奨のスペックを満たすノートパソコンと学外での
通信環境の準備は自己負担となります。
（別紙 1 参照）
健康診断受診料 3,400 円（予定）
同窓会入会費、学位記授与式諸経費等 10,000 円
合計 13,400 円（予定）
9 訓練期間、時間
Proof of English
proficiency
*Optional

訓練期間

1.5 年間（令和 4 年 10 月 1 日～令和 6 年 3 月）

「情報システム修士(専門職)」の学位取得のためのカリキュラムとなります。
１． 総訓練時間： 360 時間以上（最初の 6 か月）+720 時間以上（12 か月）＝1080 時間以上
２．
「情報システム修士（専門職）
」の学位取得について
訓練内容
取得単位数：40 単位以上（1 年次必修 8 単位・2 年次必修 8 単位含む）
履修できるカリキュラムの詳細は以下の URL を参考にして下さい。
https://www.kic.ac.jp/innovator/curriculum/
10 問い合わせ先
★ 応募資格、応募方法に関すること：原則として、居住地を管轄する公共職業安定所
★ 応募期間、選考、その他不明な点：神戸高等技術専門学院 TEL 078－894－3730（古田）
★ 訓練内容の詳細：神戸情報大学院大学 TEL 078－262―7715（齊藤・榎園）
11 訓練場所 (別紙２) 位置図のとおり

（別紙１）神戸情報大学院大学の出願資格
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※今回募集の「ICT イノベータコース」は、基本使用言語は「英語」です。入試面接も英語で行いま
す。また、面接は ZOOM システム(https://zoom.us/)を使用したオンライン面接となりますので、ご出
願される方は選考日当日までに ZOOM アプリをインストールしたカメラ及びマイクの付いたパソコ
ンあるいはスマートフォン等をご準備いただき、確実に接続できる環境を整えてください。なお、選
考日当日に何らかの不具合により受験ができなかった場合、再受験は出来かねます。オンライン入試
に関して不安がある場合は、神戸情報大学院大学まで事前にご相談ください。
1. 次のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法第 83 条に定める大学を卒業した者、または入学期日前日までに卒業見込みの者
(2) 大学改革支援・学位授与機構により、学士の学位を授与された者、または入学期日前日までに授
与される見込みの者
(3) 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者、または入学期日前日までに修了見
込みの者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を日本において履修することにより当該外国の学校
教育における 16 年の課程を修了した者、または入学期日前日までに修了見込みの者
(5) 専修学校の専門課程(修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た
すものに限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 入学期日までに満 22 歳に達し、本学が行う個別の出願資格審査において、大学卒業と同等以上
の学力を有すると認めた者
※上記(7)に該当する方は、出願前に出願資格審査が必要となります。別途審査申請を行ってください。
（出願締切日の 1 週間前までに申請が必要です。詳細は直接、神戸情報大学院大学にお問い合わせください）
2. ノートパソコンと通信環境について
本学での履修と研究活動には、持ち運びのできるノートパソコンとネットワークに接続する通信環境
が必要です。
(1) ノートパソコンのスペックについて
・タブレット端末（タブレットとしてしか使えない端末）や Chrome Book は要件を満たさず、利用
不可です。
・OS：直近 3 年以内にリリースされた OS を推奨します。
＜推奨＞Windows10 か 11（S モードは不可）
＜使用可能＞Mac OS（直近 3 年以内にリリースされたもの）
＜使用可能だが不都合がある場合もあります＞Linux-Ubuntu18.04 以降か CentOS8 以降のデスク
トップ版など
・CPU：研究の内容により求められる処理能力は異なってきますが、最低限、遠隔講義などの画像処
理や大量のデータのアップロードやダウンロードを高速に処理できる能力が必要です。
・ネットワーク：無線 LAN（802.11a/g/n）が学内ネットワークの利用に必要です。内蔵・外付けは
問いません。
・画面接続：HDMI を推奨（学内でのプレゼン時に使用）します。
・入出力：Web カメラ、マイク、スピーカー（内蔵・外付けは問わず）が必要です。
・上記以外の項目について特定のスペックの指定はありません。
(2) 学外の通信環境について
遠隔講義・遠隔ゼミの受講、履修登録などの手続き、講義資料の受領や課題の提出、研究・調査・シ
ステム開発等を行うため、自宅などの学外でも十分な通信環境が必要です。高速で大容量の情報を送
受信できるブロードバンド（光回線等の固定回線か、通信容量制限のない無線回線－4G/5G 問わず）
を準備してください。
(3) 以下については、本学が無償で提供します。
・大学院施設内の無線 LAN
・マイクロソフト オフィス 365（教育ライセンス）

（別紙２）
１．神戸情報大学院大学位置図

〒650-0001 神戸市中央区加納町 2-1-15（神戸市バス「加納町 3 丁目」バス停の目の前）
TEL:（078）262-7715
２．神戸情報大学院大学の募集要項について
神戸情報大学院大学の「2022 Application Guidelines /
Department of Information Systems ICT Innovator Course」
については、以下の URL あるいは右の QR コードよりダウンロードしてください。
https://www.kic.ac.jp/eng/resources/Application_Guidelines_2022_Fall.pdf
なお、神戸情報大学院大学では、オープンキャンパス・
個別相談を行っておりますので、ご応募される前にご参加を推奨いたします。
ご参加は右の QR コードよりご予約お願いします。

