
 

第 133 回学長定例記者会見 発表事項３    

 

令和 3 年 5 月 13 日  

 

 

 

ServiceNow Japan と広島大学、  

DX 人材育成を目的とした  

「NextGen プログラム」で特別教育プログラムを提供開始  

 

 

こ の 度 、 広 島 大 学 情 報 メ デ ィ ア 教 育 研 究 セ ン タ ー が 窓 口 と な り 、

ServiceNow Japan と連携して、DX 人材育成ならびに採用において大学・

企業双方が抱える課題を解決するため、NextGen プログラムを国内で初めて

広島大学の学生へ提供していきます。  

本プログラムは、次世代の人材に必要なデジタル、ビジネス、およびリーダ

ーシップのスキル開発および育成を行い、新卒採用時から即戦力となることを

目的とするものです。  

具体的には、広島大学で来年卒業を控える学部生・大学院生を中心に参加者

を募集し、今年 6 月から約 2 カ月間にわたる Now Platform を活用したアプ

リケーション開発スキルを習得・実践するためのバーチャルトレーニング、

Web ベースのオンデマンドコースやワークショップに加え、トレーニング修

了後には夏季休暇を利用し、ServiceNow Japan のユーザーおよびパートナ

ー企業でインターンシップの機会も提供します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
【お問い合わせ先】  

財務・総務室情報部情報化推進グループ  

山岡  恵里  

TEL:082-424-4489  FAX:082-424-6020 

 

 



目指せ！
アプリケーション
戦国時代の主役
No/Low-Code開発で
日本を変える人材へ！

「テクニカルトレーニング＋インターンシップ」
  ハイブリッドプログラム

ServiceNow顧客企業のインターンに参加し、習得した
アプリケーション開発スキルなどを実践できる！

世界で 5 万人以上の取得者を有するServiceNow認定資格
2つを取得 （*資格試験合格後）
・Certified System Administrator (CSA)
・Certified Application Developer (CAD)

プログラムを終了すると・・・

インターンシップ協力自治体・企業

ServiceNow及び ServiceNowロゴは ServiceNowの登録商標です。その他のブランド及び製品名は、それぞれの保有者の商標または登録商標です。servicenow.co.jp

コロナ禍が加速させたデジタル活用のキーワード No/Low-Code

新型コロナウイルス感染症問題は、デジタル活用が遅れていた日本社会にその課題を顕在化させるきっかけともなりました。
これからは、「アプリ開発は IT技術者の仕事」ではなく多くの人々がそれに関与することが求められています。
本プログラムでは、No/Low-Codeプラットフォームとして世界的に認知されている ServiceNowのテクノロジーをベース
として、アプリケーションを開発できるスキルを身につけるためのトレーニングプログラムを提供します。
さらに、トレーニング終了後には、身につけたスキルを実践する機会として、ServiceNow顧客企業先でインターンシップに
ご参加いただきます。

お申し込み方法 : https://forms.office.com/r/sUJZUheNai
説明会会場：情報メディア教育研究センター本館
 　　 2 階グループワーク室
・第 1回：2021年 5月 12日（水）　18:00-19:00 

・第 2回：2021年 5月 17日（月）　18:00-19:00

「テクニカルトレーニング＋インターンシップ」
ハイブリッドプログラム説明会開催

プログラム申し込み締切：5月 21日（金）

2021/6/11 (金 ) 
15:20-17:50

2021/6/18 (金 ) 
15:20-17:50

2021/6/25 (金 ) 
15:20-17:50

2021/7/2 (金 ) 
15:20-17:50

2021/7/9 (金 ) 
15:20-17:50

2021/7/16 (金 ) 
15:20-17:50

2021/8/10-12
 (火～木）
8:45-17:50
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ServiceNow紹介、デモ
各種リソース、サイトへのアクセス確認
ServiceNow Fundamentals (SNF) 
(ServiceNowの基礎 )コース講義
ServiceNow Fundamentals (SNF) 
(ServiceNowの基礎 )コース講義
ServiceNow Fundamentals (SNF) 
(ServiceNowの基礎 )コース講義

Application Development Fundamentals(ADF) 
 (アプリケーション開発の基礎）コース講義

Application Development Fundamentals(ADF) 
 (アプリケーション開発の基礎）コース講義

・コース復習
・グループワーク：アプリ開発実践！
・グループワーク：開発アプリの発表

講義内容開講日時

プログラムキックオフ：5月 26日（水）18:00-19:00
*プログラム概要説明、事前準備の説明、インターンシップ企業紹介

お問合せ先 : 情報メディア教育研究センター
https://www.media.hiroshima-u.ac.jp/helpdesk/

トレーニングプログラム概要

参加お申し込み用
QRコード

* プログラム最大募集人数 : 17名

※今後の新型コロナウイルス感染の状況等により、開催方法を変更する場合があります。



 

  

 

 
 

プレスリリース 

報道関係者各位 

2021 年 5 月 13 日 

ServiceNow Japan 合同会社 

国立大学法人広島大学 

 

ServiceNow Japan と広島大学、 

DX人材育成を目的とした「NextGenプログラム」で特別教育プログラムを提供開始 

 

ServiceNow Japan 合同会社（本社：東京都港区、執行役員社長：村瀬 将思 以下、ServiceNow Japan）

と国立大学法人広島大学（所在地：広島県東広島市、学長：越智 光夫 以下、広島大学）は本日、ServiceNow

が次世代を担う DX 人材育成のための特別教育プログラム「NextGen プログラム」を広島大学の学生向けに提供することを

発表します。 

 

ServiceNow の NextGen プログラムは、次世代の人材に必要なデジタル、ビジネス、およびリーダーシップのスキル開発お

よび育成を行い、新卒採用時から即戦力となることを目的とする無償プログラムです。プログラム受講者は、短期間で

ServiceNow に関する技術や知識の習得を目指すことで、希望する企業に採用される可能性を自ら高められる一方で、企

業側も ServiceNow を中心とした情報システムに関する専門知識や関連技術に明るい人材を優先的に採用できる可能性

が高まるといったメリットがあります。 

 

ServiceNow に関する専門知識や技術の保有者は、業界内で高く評価されており、世界最大級のフリーランスウェブサイ

ト Upwork が公表している最新のスキル指数で、最も需要の高いスキルの 1 つに数えられています。ServiceNow は全世

界で約 6,900 社の顧客企業・組織（本発表現時点）を有し、人材ニーズを迅速かつ、コスト面でも効率的に満たすために

プログラム修了者から直接恩恵を受けられるパートナーネットワークシステムを急速に成長させてきました。 

これまでに欧州を中心に、コーク工科大学（アイルランド）、アンスバッハ単科大学（ドイツ）、ミュンヘン工科大学（ドイツ）

などにおいて ServiceNow の基礎知識 (ServiceNow Fundamentals)や、アプリケーション開発の基礎知識 

(Application Development Fundamentals) 等の習得を目的としたプログラムを実施しています。 

 

この度、広島大学情報メディア教育研究センターが窓口となり、ServiceNow Japan と連携して、DX 人材育成ならびに

採用において大学・企業双方が抱える課題を解決するため、NextGen プログラムを国内で初めて広島大学の学生へ提供し

ます。 

具体的には、広島大学で来年卒業を控える学部生・大学院生を中心に参加者を募集し、今年 6 月から約 2 ヶ月間にわ

たる Now Platform を活用したアプリケーション開発スキルを習得・実践するためのバーチャルトレーニング、Web ベースのオン

デマンドコースやワークショップに加え、トレーニング修了後には夏季休暇を利用し、ServiceNow Japan のユーザーおよびパ

ートナー企業でインターンシップの機会も提供します。また、本プログラムを通じて、参加する学生は、世界で 5 万人もの取得

者を誇る ServiceNow の認定資格を取得するための試験を受けることが可能となります。 

 

インターンシップ 協力自治体・企業（五十音順、2021 年 5 月 13 日現在） 

株式会社 NTT データ  

https://www.servicenow.co.jp/
https://www.upwork.com/press/releases/q2-2019-skills


 

  

 

 
 

株式会社 協和エクシオ  

DXC テクノロジー・ジャパン  

日本電気株式会社 

ネットワンシステムズ株式会社 

東広島市  

株式会社日立ソリューションズ   

横河電機株式会社 など  

 

NextGenプログラムで受験可能な ServiceNow認定資格： 

- ServiceNow Fundamentals 

 Certified System Administrator (CSA 資格）： ServiceNow を管理・運用するために必要な知識の

認定 

- Application Development Fundamentals  

 Certified Application Developer (CAD 資格)： ServiceNow のプラットフォーム上でアプリケーションを開

発するための知識の認定 

 

ServiceNow Japan 合同会社 執行役員社長 村瀬 将思は次のように述べています。 

「国内で初めてとなる Next Gen プログラムを広島大学とともに開始できることを大変嬉しく思います。ServiceNow ではこれ

まで、日本の行政サービスや企業のあり方を変革するさまざまなソリューションを提案している一方で、日本におけるデジタルトラ

ンスフォーメーションを加速するマインドセットやスキルを高めてもらうための人材教育支援にも注力してきました。ServiceNow

のスキルを習得・活用しながら実際の現場を体験する機会を創出することで、新規卒業者から即戦力となる人材を育成する

取り組みは、キャリアを開始する前の学生にとって、また彼ら、彼女らを雇用しようとしている企業や組織団体にとっても、ビジネ

スや世の中をより良い仕組みにしていく上で完璧な組み合わせと言えます。今後も働くすべての人々の生産性向上に貢献して

いきたいと考えています」 

 

広島大学 情報メディア教育センター長、西村 浩二は次のように述べています。 

「ServiceNow Japan 合同会社と協力して、NextGen プログラムを立ち上げられたことに感謝します。バーチャルトレーニン

グ、WEB ベースのオンデマンドコース、ワークショップの組み合わせを通じて ServiceNow のスキルを学生が身に着けることで、

日進月歩なデジタルスキルを継続的に習得できる上、新卒時から同スキルを通して実践的かつ専門的にビジネスに直接貢献

できる取り組みは学生本人はもちろん、採用する企業にも即戦力という観点でメリットがある win-win な関係構築と言えるの

ではないでしょうか。当学は、学習者個人の目標に基づくほか、社会のニーズにも合致した実践的かつ柔軟性に富んだ幅広い

カリキュラムの提供を心がけています」 

 

以上 

 

ServiceNow について 

ServiceNow（NYSE：NOW）は、人にしかできない、付加価値の高い新しい仕事を創造します。当社のクラウド型プラッ

トフォームとソリューションは、従業員と企業双方に優れたエクスペリエンスを生み出し、生産性を高めるデジタルワークフローを提

供します。詳細は https://www.servicenow.co.jp/ をご確認ください。 

 

 

https://www.servicenow.co.jp/


 

  

 

 
 

広島大学について 

広島大学は原爆投下から 4 年後の 1949 年、広島の地に「平和の大学」として開学しました。以来、国内有数の総合研究

大学として歩みを進め、今日に至っています。 

「自由で平和な一つの大学」という建学の精神を継承し、理念 5 原則の下に、国立大学としての使命を果たします。詳細は

https://www.hiroshima-u.ac.jp/をご確認ください。 

 

ServiceNow、ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは米国および/またはその他の国における ServiceNow、 Inc.の商標または登

録商標です。その他の会社名と製品名は、関連する各会社の商標である可能性があります。 

 

 

一般のお問い合わせ先 

ServiceNow Japan 合同会社 

Tel: 03-4572-9200（代表） 

お問い合わせフォーム: https://www.servicenow.co.jp/contact-us-request-info.html  

 

広島大学 

Tel:082-424-5014（総合案内） 

 

 

報道関係者からのお問い合わせ先 

ServiceNow Japan 合同会社 広報 石橋  

Tel: 090-6837-4051 

E-mail: naoko.ishibashi@servicenow.com  

 

ServiceNow Japan 合同会社 PR 代理店 ウェーバー・シャンドウィック 阿部、白井 

Tel: 090-9006-5841, 080-1071-8919 

E-mail: servicenow-jppr@webershandwick.com  

 

広島大学 

広島大学財務・総務室広報部広報グループ 

Tel:082-424-3701 

E-mail：koho@office.hiroshima-u.ac.jp 

 

広島大学財務・総務室情報部情報化推進グループ 

Tel:082-424-4489 

E-mail：jyoho-soumu@office.hiroshima-u.ac.jp 

  

https://www.servicenow.co.jp/contact-us-request-info.html
mailto:naoko.ishibashi@servicenow.com
mailto:servicenow-jppr@webershandwick.com
mailto:koho@office.hiroshima-u.ac.jp
mailto:jyoho-soumu@office.hiroshima-u.ac.jp

