
キャリア教育センター
課外講座・資格サポート室

≪ お問い合わせ先 ≫

■Mail：kagai.shikaku@j.kobegakuin.ac.jp ■PCサイト：http://www.kobegakuin-ss.jp 

〒650-8586  神戸市中央区港島1-1-3（KPC1）ポートアイランドキャンパス ■TEL：078-974-1062（直通）
〒651-2180  神戸市西区伊川谷町有瀬518有瀬キャンパス ■TEL：078-974-4403（直通）

地元の公務員でも国家公務員でも
目指せる環境が整っています！

合格実績
【国家公務員】
国家総合職・国家一般職・国税専門官・裁判所職員・
海上保安庁・自衛隊幹部候補生　など
【地方公務員】
東京都特別区・兵庫県庁・和歌山県庁・滋賀県庁・
広島県庁・徳島県庁・大分県庁・福岡県庁・
神戸市役所・京都市役所・加古川市役所・
三田市役所・川西市役所・淡路市役所・加西市役所　など
【公　安　職】
警視庁・兵庫県警察・大阪府警察・滋賀県警察・
岡山県警察・徳島県警察・東京消防庁・神戸市消防局・
大阪市消防局・加古川市消防本部・伊丹市消防局　など
（2020年3月末時点の合格実績）
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（1年次生も受講可）

地方上級・国家一般職コース
（専門・教養コース）

教養科目コース

専門科目単科コース

警察官・消防官対策コース

基礎講座

教養科目と専門科目が両方とも含まれている試験種の合格を目指すコースです。
国家公務員一般職・国税専門官・財務専門官・地方上級・市役所上級等、多数の試験種に対応。
教養科目のみで受験できる試験種の合格を目指すコースです。
市役所職員（教養科目のみで受験できる自治体に限る）、国立大学法人職員等といった試験が該当します。
専門科目を単科にて受講頂けるコースです。専門科目が必要な自治体（裁判所一般職、神戸市など）を
受験される方が教養科目コースに追加して受講するコースです。
警察官・消防官等の教養科目のみで受験できる公安職を目指すコースです。
警察官・消防官試験の出題レベルに合わせたコースです。
将来、国家公務員・地方公務員を目指す方を対象に、2年次生から時間のかかる
「数的処理」「文章力」を養成するコースです。

対象学年 概 要コース

キャリア教育センター
課外講座・資格サポート室

神戸学院大学
オリジナル
カリキュラム

充実の
個別サポート

学外より
負担の少ない
受講料

予備校
プロ講師に
よる指導

豊富な
情報量

神戸学院大学だからできる
充実した環境・サポート体制

講 座 案 内
年間2000名以上

の学生が
資格サポート室を
利用しています

2020年卒業生 公務員合格者数2020年卒業生 公務員合格者数 行政86名合格！ 公安78名合格！
※合格者数は延べ人数です。

※利用者数は延べ人数です。

2020年、社会は急激に変化しました。
これから先、働き方、学び方、ライフスタイルなど劇的に変わっていくことが予想されます。
変化に対応するためには、自分の能力を高めていくことが必須です。
その一つが資格取得。実力の証明となると同時に、就職活動時には自信をもってアピールができます。
神戸学院大学では、いち早く学びの変化に対応し、オンライン講座を導入。
さらに社会のニーズに合わせ、公務員講座・資格講座のバリエーションを広げ、学びの機会を充実させています。

受講生の 声 兵庫県庁内定

勉強以外のアドバイスも役立ちました
学内で開催された官公庁説明会に参加したことがきっかけで、公務員
に興味を持ち公務員基礎講座、地方上級・国家一般職コースを受講し
ました。講座では、出題傾向を元に細かく教えてもらい、質問も親身に
答えていただきました。また、勉強だけでなく、時間の過ごし方のアド
バイスも参考になりました。面接対策や論文対策や集団討論対策で
は、過去の実例を元に何度も指導をいただき自信につながりました。

公務員講座（国家一般・地方上級コース）受講／現代社会学部 4年次生

受講生の 声
同じ目標を持つ仲間に出会えました
1年次生の頃から漠然と公務員になりたいと考えていました。2年
次生に公務員基礎講座、3年次生に公務員地方上級・国家一般職
コースを受講しました。講座を受講したことで同じ目標を持つ仲間
と出会い、講座外でも図書館で勉強をし、切磋琢磨しながら最後ま
で勉強を続けることができました。講座では合格した先輩の話も
聞くことができ、より勉強に身が入りました。

公務員講座（国家一般・地方上級コース）受講／経済学部 4年次生

合格者の
サクセスストーリーは

こちらから！！

公務員試験対策講座

加古川市役所内定
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幅広い業界で求められるAI（人工知能）のスキ
ルを身に付けます。
今後、理系文系問わず求められるスキルです。

Excel®と統計の知識を融合し、大量のデータを使いこなせる
スキルを身に付けます。
データ分析力がある人材は、どの業界でも求められています。

資格に関する疑問や不安に対して、一人ひとりの将来を考えながら、学部や学年に合わせて資格取得プランを提案しています。窓口はもちろんオンライン相談も実施しています！

将来、自分に必要な資格はなんだろう？ 業界別 おすすめ資格
全業界共通

流通・販売を目指す!

■ MOS（Word・Excel®・PowerPoint® ）
■ 秘書2級 ■ 簿記3級
■ TOEIC® ■ ITパスポート
■ 統計3級 ■ 知的財産管理技能3級

■ リテール
　 マーケティング（販売士）3級・2級
■ 簿記3級　■ 秘書準1級
■ 色彩2級　■ サービス接遇2級・準1級

百貨店/アパレル など将来の
イメージ

■ サービス接遇2級・準1級
■ 秘書準1級
■ 色彩2級　■ 総合旅行

広告/旅行代理店/ホテル など将来の
イメージ

■ 医療事務　■ 色彩2級
■ MOS（Word・Excel®）

病院/介護/保険 など将来の
イメージ

マスコミ・サービスを目指す!

■ ビジネス統計スペシャリスト
■ ITパスポート
■ 簿記3級

食品/製薬/機械 など将来の
イメージ

メーカー・商社を目指す!

医療・福祉を目指す!

■ FP2級
■ 宅建士　■ 簿記2級

銀行/証券/保険 など将来の
イメージ

金融を目指す!

国家資格 講座名

2021年度開講講座一覧（予定）

教員採用試験対策講座
就職対策（筆記試験）講座　
行政書士講座
宅地建物取引士講座
ファイナンシャル・プランニング技能検定講座（3・2級コース）
簿記検定講座（3・2級コース）
リテールマーケティング（販売士）検定講座（3・2級コース）
色彩検定®講座（2級コース）
秘書検定講座（2級・準1級コース）
サービス接遇検定講座（2級・準1級コース）
Microsoft Office Specialist  Word 2016 Specialist 講座
Microsoft Office Specialist  Excel® 2016 Specialist 講座
Microsoft Office Specialist  Word 2016 Expert 講座
Microsoft Office Specialist  Excel® 2016 Expert 講座
Microsoft Office Specialist  PowerPoint® 2016 講座
ITパスポート講座
基本情報技術者試験講座
ビジネス統計スペシャリスト（エクセル分析ベーシック）講座
G検定講座
総合旅行業務取扱管理者講座（本コース）
TOEIC®L＆R TEST対策講座 （はじめてのTOEIC®）
TOEIC®L＆R TEST対策講座（500点コース ）
TOEIC®L＆R TEST対策講座（650点コース ）
医科医療事務講座（3級コース）
統計検定講座（3級コース）
知的財産管理技能検定講座（3級コース）

○
○
○

○
○

○

○
※MOS：Microsoft Office Specialistの略称です。
※Microsoft Softwareは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本および
その他の国における商標登録または商標です。
※TOEIC®はエデュケーション・テスティング・サービス(ETS)の登録商標です。
この印刷物はETSの検討を受けまたはその承認を得たものではありません。

受講生の 声

正課授業と資格の勉強を両立させてステップアップ
大学の授業で必要なパソコンの知識が足りないと感じ、Microsoft Office 
Specialist講座を受講しました。受講した結果、レポートやプレゼン資料を
効率よく作成することができました。秘書検定講座では、ビジネスマナーの
知識が身に付き、就職活動に役立ちました。
また、次年度に資格講座を受講する際に、ステップアップ割引制度があるた
め、継続して受講しやすく、大学の授業と資格の勉強を両立させる計画性も
身につきました。
取得資格
▶MOS　Specialist Word／Excel®
▶簿記検定2級　▶秘書検定2級　
▶就職対策（筆記試験）

受講生の 声

目標を持ち学び続けることができました
入学当初、時間を有効活用して、自分のスキルを上げ
たいと考え、資格サポート室に相談に行きました。そ
こで勧めてもらったファイナンシャル・プランニング
技能士の合格を目標とすることで将来への道が広が
りました。今は、秘書検定講座に挑戦中です。今後は、
就職を見据えてどの企業でも求められるコンピュー
タのスキルを身に付けるために、ITパス
ポート講座を受講しようと思っています。

取得資格
▶MOS　Specialist Excel®　
▶MOS　Expert Excel®／Word
▶FP 2級＋AFP　▶秘書検定2級

講座内容、合格者の
声等は講外講座・資
格サポート室のホー
ムページにて掲載中！！

ビジネス統計スペシャリスト
（エクセル分析ベーシック）講座 G検定講座

経済学部 4年次生

法学部 2年次生

注目のデータサイエンス分野の資格PICK UP!! 
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