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2022度 九州大学大学院システム情報科学府 

情報セキュリティプロ人材育成短期集中プログラム 

「ProSec-IT」入学募集要項 
 

1. 情報セキュリティプロ人材育成短期集中プログラム（ProSec-IT） 
 

「情報セキュリティ人材育成短期集中プログラム（ProSec）」は文部科学省「成長分野を支

える情報技術人材の育成拠点の形成（enPiT） enPiT-Pro」に選定された社会人向け教育プログ

ラムです。 

現在情報セキュリティ人材のニーズは急速に高まっており、活躍の場はセキュリティ製品・

サービスを提供するIT企業だけでなく非IT企業を含む全ての企業・組織にとって自組織の持つ

情報やシステムのセキュリティを高める上で欠かせない存在になっています。 

そこで情報セキュリティ大学院大学・東北大学・大阪大学・和歌山大学・九州大学・長崎県

立大学・慶應義塾大学の７つの大学が産業界と連携し、様々な実務現場で情報セキュリティリ

ーダーとして活躍できるトップ層の人材を育成することを目標として始めたのがこの教育プロ

グラムです。 

「メインコース」ではカテゴリーごとに体系的な120時間超の教育を実施します。 

 

2. 履修証明プログラム 
 

平成19年の学校教育法の改正により大学等における「履修証明制度」が創設されました。 

これは正規課程に在籍する学生を対象とする学位プログラムとは別に、一般社会人等を対象と

して 60時間以上の教育プログラムを提供し、修了者に対し学校教育法に基づき大学が公式に履

修証明書を交付する制度です。 

九州大学「ProSec-IT」においてはメインコースの120時間超の教育を実施します。 

本履修証明プログラムの対象は「メインコース」の履修生のみになります。 

 

※履修証明制度に関する文部科学省サイト内ページ 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shoumei/ 

 

3. BP認定について 

 
社会人の職業に必要な能力の向上を図る機会の拡大を目的として本履修証明プログラムが

「職業実践力育成プログラム」（BP）として認定されました。 

 

※BP 認定に関する文部科学省サイト内ページ 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/bp/ 

  ※本プログラムは「教育訓練給付制度」の対象ではありません。 

 

4. スケジュール 
 

出願期間 2021年11月 15日（月）～ 2022年 1月17（月） 

審査結果通知 2022年 3月中旬 郵送にて通知 

入学手続 通知書類到着 ～ 3月31日（木） 
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5. 出願資格および前提条件 
 

【次のいずれか一つに該当する者（本学大学院入学資格に準ずる）とします】 

 

(1) 学校教育法第83条に定める大学を卒業した者または2022年3月31日までに卒業見込みの者 

(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者または2021年3月31日ま

でに学士の学位を取得見込みの者 

(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2021年3月31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我が国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2021年3月31日までに修了見込み

の者 

(5) 文部科学大臣の指定した者 

(6) 2021年3月31日において学校教育法第83条に定める大学に3年以上（休学期間を除く）在

学した者であって本学の定める単位を優秀な成績で修得見込みであると認めた者 

(7) 外国において学校教育における15年の課程を修得した者であって本学の定める単位を優

秀な成績で修得したと認めた者 

(8) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国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15年の課程を修了した者であって本学の定める単位を優秀な成

績で修得したと認めた者 

(9) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院に入学したことがある者であって本学

において大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

(10) 本学において個別の入学資格審査により大学を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者で2021年 3月 31日までに22歳に達する者 

(11) 我が国において外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課

程を修了したとされる者に限る）を有する者として当該外国の学校教育制度において位

置付けられた教育施設であって文部科学大臣が別に指定する者の当該課程を修了した者 

(12) 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

を満たす者に限る）で文部科学大臣が別に指定する者を文部科学大臣が定める日以後に

修了した者 

(13) その他本学において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

 

※この要件（13）等で入学をお考えの方は出願書類提出前に事務局へご連絡をください。 

また他の条件について判断が難しい場合も事前に相談をお受けいたします。日本国籍を持たな

い者については履修する学期末まで日本在留が許可されている者に限ります。 

 

 

【本コースを履修するための前提条件は以下のとおりです。】 

 

以下の領域における基本的な知識を有すること（情報系・理工学系学部卒業程度） 

・コンピュータネットワーク（TCP/IP，無線 LAN） 

・コンピュータアーキテクチャ 

・オペレーティングシステム（Windows および UNIX 系） 

・プログラミング言語（C 言語，アセンブラ） 
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6. 「2022年度開講 ProSec-IT」科目について 
 

IT実務の現場でセキュリティ対策を技術面・管理面で牽引できる実践的リーダーを育成する

ことを目標に、情報セキュリティの学び直しをしたい現役IT技術者、産業界で情報系業務に従

事している技術者の方々に向けた「セキュアな情報システムの設計、構築から組織における標

的型攻撃対策、ソフトウェアやネットワークシステムの設計、開発段階でのセキュリティ対

策・スキル」を習得していただくためのプログラムを提供します。 

 

（注意） 
 

1. 必修および選択2 は基本的に土曜日もしくは土日に西新プラザまたはオンラインで開講予定で

す。（※講師の都合により調整の上、平日の夜間に開催する場合もあります。） 

 

【必修1 選択2 の講義日程は2021年度スケジュールを参考にしてください】 

https://cs.kyushu-u.ac.jp/enpit-pro/2021_schedule/ 
   

2. 選択1 を履修する場合は平日昼間（伊都キャンパスでの大学院の講義）の受講が必要になり対面

での講義を実施する場合もあります。また、英語での講義が含まれる場合もあります。 

 

3. 社会人の方で選択1 を希望される場合はあらかじめProSec-IT事務局（TEL:092-802-2671）へ連

絡をください。 

 

4. 「メインコース」「クイックコース」とも科目等履修生として登録していただきます。 

 

5. 本学の学生が受講を希望される場合は直接 ProSec-IT事務局（TEL:092-802-2671）へ連絡をくだ

さい。 

 

※ 履修証明プログラムの修了を目指す場合はすべてオンラインでの受講が可能です。単位取得につ

いてはオンラインのみだけではなく対面での履修が必要となる可能性があります。 

詳しくはProSec-IT事務局までお問い合わせください。

授業科目・演習 スケジュール等（仮） 

 

 

必修 

1 情報システムセキュリティ演習（45時間） 
https://cs.kyushu-u.ac.jp/enpit-pro/lecture_schedule/ 

4月〜12月  

2 セキュリティエンジニアリング演習（27時間以上） 
https://cs.kyushu-u.ac.jp/enpit-pro/lecture_schedule/ 

8月〜10月 

※伊都キャンパスまたは

オンライン 

 

 

 

選択 

1 （春学期）暗号と情報セキュリティ特論（24時間） 

2021年度九州大学シラバス 

 

平日3時間 

※伊都キャンパスまたは

オンライン （冬学期）情報ネットワーク特論（24時間） 

2021年度九州大学シラバス 

2 情報システムとセキュリティ（54時間） 
https://cs.kyushu-u.ac.jp/enpit-pro/lecture_schedule/ 

4月～2月 
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6-1．メインコース 
履修証明プログラムとして下記の科目を受講するものとする。 

必修 情報システムセキュリティ演習（ 45 時間 ） ２単位 

セキュリティエンジニアリング演習（ 27 時間 ） ２単位 

選択１ 暗号と情報セキュリティ特論（ 24 時間 ） ２単位 

情報ネットワーク特論（ 24 時間 ） ２単位 

選択２ 情報システムとセキュリティ（ 54 時間 ） なし 

6-1-1．修了要件 

必修2科目「情報システムセキュリティ演習」「セキュリティエンジニアリング演習」

を履修すること。かつ選択科目のうち選択1「暗号と情報セキュリティ･特論」および

「情報ネットワーク特論」を履修するかもしくは選択2「情報システムとセキュリテ

ィ」を履修すること。全講義の 80％以上出席すること。 

※合計 120 時間の履修が必要です。 

6-1-2．修了認定等 

メインコース受講により修了要件を満たした者には下記の修了認定を授与する。 

 ProSec-IT 修了認定証 

 履修証明書 

 成績証明書（当該科目の単位については本学に正規の学生として入学した

際、修了所要単位に認定される場合があります。） 

 

6-2．クイックコース 
クイックコースとして下記の科目を受講するものとする。 

必修 情報システムセキュリティ演習（ 45 時間 ） ２単位 

セキュリティエンジニアリング演習（ 27 時間 ） ２単位 

6-2-1．修了要件 

必修2科目「情報システムセキュリティ演習」「セキュリティエンジニアリング演

習」を履修すること。全講義の80％以上出席すること。 

6-2-2．修了認定等 

クイックコース受講により修了要件を満たした者には下記の修了認定を授与する。 

 ProSec-IT 修了認定証 

 成績証明書（当該科目の単位については本学に正規の学生として入学した

際、修了所要単位に認定される場合があります。） 

 

7．履修期間 
1年（2022年 4月 1日〜2023年 3月31日）とする。 
 

8. 募集人員 
40名程度とする 
※メインコースで募集定員に達した場合はクイックコースの募集を行わない場合もあります。

ご注意ください。 
 

9. プログラム実施場所 
●九州大学伊都キャンパス  https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/campus/ito/ 

●九州大学西新プラザ    http://nishijinplaza.kyushu-u.ac.jp/index.php 

●オンライン        接続情報は講義前までに通知 
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10. 出願手続 
 

10－1 出願期間 

2021年11月15日（月）～ 2022年1月17日（月）必着 

 

 

 

 

 

事前申込フォーム 

  
 

10－2 出願書類および提出先 

郵送のみで出願書類を受付けます。次表に示す出願に必要な提出書類を「ProSec-IT 

出願書類在中」と封筒の表に朱書きし「特定記録郵便」で出願期間内に必着するよ

うに送付してください。提出する書類はすべて原本としコピーは認めません。  
 

 

出願に必要な提出書類（様式はWebサイトからPDF版をダウンロード） 

 

下記は【該当者のみ】の提出となります。 

日本留学試験の 

成績証明書（写） 
・留学生のみ対象 

提出書類 備 考 

入学願書 ・所定の用紙【様式‐1】 

職務経歴書 ・【様式-２】A4 2ページ以内にまとめること（PCで作成可） 

・ITスキル・プログラミング経験・情報システム構築経験 

ネットワークスキル等の技術的内容を含めてください 

ProSec-IT履修願書 ・所定の用紙【様式３‐①】または【様式３‐②】 

※メインコースとクイックコースの2種類あります 

該当の様式に記入してください 

出願理由書 ・所定の用紙【様式‐４】 

最終学校卒業証明書 ・最終出身学校のものを提出してください 

成績証明書 ・最終出身学校のものを提出してください 

誓約書 ・所定の用紙【様式‐５】 

検定料の振込控 

※納入後の控えを 

【様式４】に貼付 

（コピー可） 

 
9,800円（非課税） 
 

振込先 「国立大学法人九州大学 検定料」 
銀行名：三井住友銀行 
支店名：九州支店 
口座番号：普通 6200160 

 

提出先 ：〒819-0395 福岡県福岡市西区元岡744  

九州大学 サイバーセキュリティセンター

ProSec-IT 事務局 

※「卒業証明書」など、お取り寄せに時間を要することが考え

られます。早めの準備をお願いします。 

またその提出書類とは別途、事前に出願予定者の動向を把握す

ることと、事務局より出願者に対して連絡をすることがある場

合にメールアドレスが必要となります。受講を希望される方は

事前申込フォームより先に申し込みをお願いします。 

https://forms.gle/1M6CdQi83fbvUJBK9 
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10－3 障害を有する場合の事前相等 

次表の障害を有する者は本学において修学上特別な配慮を必要とすることがあります
ので、出願前に九州大学サイバーセキュリティセンターProSec-IT 事務局へ相談して
ください。 

区分 対象となる者 

①視覚に関する

配慮 

・点字による教育を受けている者 

・良い方の眼の矯正視力が 0.15 以下の者 

・両眼による視野について視能率による損失率が 90%以上の者 

上記以外の視覚障害者 

②聴覚に関する

配慮 

・両耳の平均聴力レベルが 60 デシベル以上の者 

上記以外の聴覚障害者 

③肢体不自由に

関する配慮 

・体幹の機能障害により座位を保つことができない者又は困難な者 

・両上肢の機能障害が著しい者

上記以外の肢体不自由者 

④病弱に関する

配慮 

・慢性の呼吸器疾患，心臓疾患，腎臓疾患等の状態が継続して医療 

又は生活規制を必要とする程度の者又はこれに準ずる者 

⑤発達障害に関

する配慮 

・自閉スペクトラム症(自閉性障害・アスペルガー障害・広汎性発達障

害)・限局性学習症(学習障害)・注意欠如多動症(注意欠陥多動性障

害)のため配慮を要する者 

⑥その他 ① ～⑤の区分以外の者で配慮を必要とする者 

 

11. 受入審査および審査結果の通知 

書類により受入れの審査を行います。必要に応じて面接を課す場合があります。また 
その結果は3月中旬に郵送にて通知いたします。 

12. 入学手続 

審査結果通知の際に同封される「入学手続について」にもとづき下記の期間内に手続き

を済ませてください。 

 

12－1 手続期間 
審査結果通知到着後 ～ 3月31日（木）期限必着（郵送） 

12－2 受講料 
所定の期限内に受講費等の振込を含めた手続きを行ってください。振込口座等の情

報は受講手続き書類に同封される請求書に記載されます。 

 授業料 入学料 合計（円） 

メインコース 

【履修証明プログラム】 
177,600 28,200 205,800 

クイックコース 74,000 28,200 102,200 

※ 科目等履修生として入学いただくため入学料が必要となります。 

※ なお、出願の際に検定料が必要となりますので 10. 出願手続「出願に必要な提

出書類」を参照してください。 

※ 本学学生が出願する場合や一部の科目の履修を希望するために出願する場合

は取扱いが異なりますので下記の問い合わせ先まで事前にご連絡ください。 
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13. その他 

(1) 本コース受講生には通学証明書（通学定期用）および学生割引証は発行されま

せん。 

(2) 提出された書類および振り込まれた検定料・入学料・受講料は返還しません。

振込手数料は振込みされる方のご負担となります。 

(3) 受講に際し各自ノート PC をご準備ください。 

 

PC のスペック等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 64bit の OS（Windows10/MacOS等）であること 

 無線LANに接続できること 

 ハードディスクの空き容量が 80GB 以上であること 

 メモリの容量が 8GB 以上であること 

 Intelの第8世代以降であること 

 AMDのZen+世代であること 

 アップルシリコン以降であること 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 
九州大学サイバーセキュリティセンター ProSec-IT 事務局 

〒819-0385 福岡県福岡市西区元岡744 

TEL: 092-802-2671 E-Mail: prosec-it-staff@cs.kyushu-u.ac.jp 

（事務取扱時間）平日 10:00～17:00 


