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課外講座・資格サポート案内
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入金〆切：

1/24 (月) 15時まで

●就職対策（筆記試験）講座 初級コース

●就職対策（筆記試験）講座 中級コース

●就職対策（筆記試験）講座 上級コース

●就職対策（WEBテスト）講座

●Microsoft Office Specialist（MOS）Word 365＆2019 講座（３月試験）

●Microsoft Office Specialist（MOS）Excel®365＆2019 講座 （３月試験）

●Microsoft Office Specialist（MOS）PowerPoint® 365＆2019（３月試験）

●Microsoft Office Specialist（MOS）Word 365＆2019 Expert 講座（３月試験）

●Microsoft Office Specialist（MOS）Excel® 365＆2019 Expert 講座（３月試験）

●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

●TOEIC® L&R TEST対策講座（はじめてのTOEIC®コース) (２月試験)

●TOEIC® L&R TEST対策講座（500点コース) (２月試験)

●TOEIC® L&R TEST対策講座（650点コース）（２月試験）

●貿易実務検定®講座（Ｃ級コース）

●教員採用試験対策講座 1.2年次生（基礎コース）

●教員採用試験対策講座 3年次生（直前対策コース）

募集期間：12/15(水)～1/20(木) 

春期募集講座一覧

★資格別オンラインガイダンス★

よく聞くけれど、MOSやTOEIC・・ってどんなことを学ぶの？

各資格について詳しい内容をお伝えするガイダンスを実施します。
ZoomURLは当日の学内情報にて、お知らせします。ぜひ、ご参加ください！！

▶Microsoft Office Specialist
Office365&2019

（ Word/Excel®/PowerPoint®) 

▶ビジネス統計スペシャリスト

▶ TOEIC® Listening&Reading

▶貿易実務検定®C級コース

▶就職試験対策（SPI/WEBテスト）

1/11(火)17:15-17:45 1/14(金)17:15-17:45



No. 講座名

申込期間

前期① 前期② 前期③ 夏期 後期① 後期② 後期③ 春期

申込期間

4/1
-4/15

申込期間

4/1
-4/29

申込期間

4/1
-5/10

申込期間

7/1-
7/29

申込期間

9/1-
9/23

申込期間

9/1-
10/7

申込期間

10/1-
10/27

申込期間

12/15-
1/20

1 公務員試験対策講座 基礎講座 ●

２ 公務員試験対策講座 地方上級・国家一般職コース 3/29-4/23

3 公務員試験対策講座 教養科目コース 3/29-4/23

4 公務員試験対策講座 警察官・消防官コース 3/29-4/23

5 就職対策（筆記試験）講座 初級コース ● ● ●

6 就職対策（筆記試験）講座 中級コース ● ● ●

7 就職対策（筆記試験）講座 上級コース ● ●

8 就職対策（WEBテスト）講座 ● ● ●

9 行政書士講座 ※2021年度は申込終了しています。 次回は2022年2月末予定

10 宅地建物取引士講座
4/13-4/20
10月試験

11 ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能検定講座（3級・2級+AFPコース）
●

9・１月試験

12 ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能検定講座（3級コース）
●

1月試験

13 ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能検定講座（2級+AFPコース）
●

1月試験

14 簿記検定講座（3級コース)
●

6月試験
●

11月試験
●

2月試験

15 簿記検定講座（2級コース)
●

11月試験
●

2月試験

16 秘書検定講座（2級コース)
●

6月試験
●

11月試験
●

2月試験

17 秘書検定講座（準1級コース)
●

6月試験
●

11月試験

18 Microsoft Office Specialist （MOS） Word 365＆2019 講座
●

7月試験
●

10月試験
●

12月試験
●

3月試験

19 Microsoft Office Specialist （MOS） Excel® 365＆2019 講座
●

7月試験
●

10月試験
●

12月試験
●

3月試験

20 Microsoft Office Specialist （MOS） PowerPoint® 365＆2019 講座
●

7月試験
●

10月試験
●

12月試験
●

3月試験

21 Microsoft Office Specialist （MOS） Word 365＆2019 Expert 講座
●

12月試験
●

3月試験

22 Microsoft Office Specialist （MOS） Excel® 365＆2019 Expert講座
●

12月試験
●

3月試験

23 ITパスポート講座 ● ●

24 基本情報技術者試験講座
●

4月試験

25 Ｇ検定講座
●

7月試験
●

11月試験
●

3月試験

26 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 ● ● ● ●

27 TOEIC®L＆R TEST対策講座（はじめてのTOEIC®コース）
●

9月試験
●

10月試験
●

2月試験
●

4月試験

28 TOEIC®L＆R TEST対策講座（500点コース）
●

9月試験
●

10月試験
●

2月試験
●

4月試験

29 TOEIC®L＆R TEST対策講座（650点コース）
●

9月試験
●

10月試験
●

2月試験
●

4月試験

30 統計検定講座（3級コース)
●

２月試験

31 知的財産管理技能検定講座（3級コース)
●

11月試験

32 ﾘﾃｰﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ（販売士）検定講座（3級コース）
●

7月試験

33 ﾘﾃｰﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ（販売士）検定講座（2級コース）
●

2月試験

34 色彩検定®講座（2級コース）
●

11月試験

35 サービス接遇検定講座（2級・準1級コース) ●
11・12月試験

36 総合旅行業務取扱管理者講座（本コース）
●

９・10月試験

37 総合旅行業務取扱管理者講座（国内免除コース）
●

9月試験

38 貿易実務検定®講座（Ｃ級コース） ●

39 医科医療事務講座（3級コース） ● ●

40 教員採用試験対策講座 1.2年次生（基礎コース） ●

41 教員採用試験対策講座 3年次生（直前対策コース） ●

2021年度講座一覧
現在、募集中の講座

講座名をクリックすると各講座の詳細ページにジャンプします。

※統計検定講座（3級コース）の申込期間が変更になりました



１）資格サポート室HPより「お申し込みはこちら」をクリック、または右記QRコードより専用サイトへ

「講座申込フォーム」に現在募集中の講座一覧が表示されます。

２）講座一覧の中から、受講希望講座の左横□にチェックを入れます。（複数講座申込可能）

※【団体手続き】：申込時に受講料と試験料を同時に振り込みます。資格サポート室が一括で試験申込を行います。

【個人手続き】：申込時は受講料のみを振り込みます。試験申込は個人で行っていただく講座になります。

↓

チェックを入れた後、「確認画面」をクリックしてください。

３）神戸学院大学資格サポート室 講座申込フォームの画面になります。

「（先ほど選択した）講座名〇〇〇〇〇〇」が表示されます。

↓

選択した講座に間違いがなければ、

①「学内情報サービスのユーザー名 @s.kobegakuin.ac.jp 」(※＠マーク以下は入力の必要はありません）欄に

大学から付与されたメールアドレスを入力。アドレスを確認し、「メールを送信する」ボタンをクリックしてください。

②学内情報サービスのOffice365にあるOutlookにメールが届きます。

※メールの確認ができない場合の原因として多いものは以下となります。

・大学メールアドレスの入力に誤りがあった、・学内情報の転送設定ができていない

③スマホのアプリで受信できるように個人宛メールが転送されるよう、以下の設定を行っておくことをお勧めします。

iPhoneの場合 Outlook_iOS.pdf (kobegakuin.ac.jp) Androidの場合 Outlook_Android.pdf (kobegakuin.ac.jp)

↓

メール本文に記載されているURLより申込完了画面にお進みください。

４）申し込みをした講座名が表示され受講者情報入力画面となります。

「学籍番号」「氏名」「住所」など必要事項を入力の上、確認画面にお進みください。

※２回目以降のお申し込みの方は、前回のデータが表示されています。住所等変更がありましたら変更ください。

↓

入力完了後「確認画面へ」をクリックしてください。

５）４）で入力した内容を確認の上、

枠内の各項目の□にチェックを入れて、

「申し込みを確定する」のボタンをクリックしてください。

↓

申込完了のページが表示され、大学メールに申込完了メールが届きます。

６）通常２～3日以内（土日祝を除く）に入金に関するメールが大学メールアドレス宛に届きます。

記載されている受講料・教材費・検定料（団体受験）を期日までに指定口座にお振込みください。

お振込み完了メールは送信されません。

期日までに入金確認ができない場合、資格サポート室よりご連絡させていただきます。

納入された受講料・教材費は返金できません。

申込の流れ
PCから、スマホから、タブレットからでも。

1 講座内容の確認
講座内容や申込時期については、各講座詳細ページをご確認ください。
質問・不明な点があれば、ガイダンスに参加または課外講座・資格サポート室にご相談ください。

2 講座受講の申込 ※WEB申込のみ

①講座開講の3日前頃に資格サポート室より講座受講にあたってのご案内をメールで送ります。

②Eラーニング学びサポート事務局より受講のためのID&パスワードをメールで送ります。

③登録の住所に教材が郵送されます。

□原則として申し込みをした講座はキャンセルできません。
□入力内容に誤りがないかもう一度確認してください。
□個人情報取り扱いについて

(リンク先の詳細を必ず確認してください）

3

4 講座受講開始

講座開講のご案内

申込フォーム

click

click

click

click

メールは以下のアドレスから送ります。
メールが受信できるように、メールアドレスの登録をしてください。
【課外講座・資格サポート室】kagai.shikaku@j.kobegakuin.ac.jp
【申込に関する連絡】kobegakuin@manabi-support.jp
【Eラーニング学びサポート事務局】e-info@manabi-support.jp

https://shikaku-form.info/courses/0011000000U2d0bAAB
https://www.kobegakuin.ac.jp/~ipc/top/files/Outlook_iOS.pdf
https://www.kobegakuin.ac.jp/~ipc/top/files/Outlook_Android.pdf
http://www.kobegakuin-ss.jp/
http://www.kobegakuin-ss.jp/
http://www.kobegakuin-ss.jp/
https://shikaku-form.info/courses/0011000000U2d0bAAB
http://www.kobegakuin-ss.jp/
http://www.kobegakuin-ss.jp/
https://shikaku-form.info/courses/0011000000U2d0bAAB
https://shikaku-form.info/courses/0011000000U2d0bAAB


先輩たちのサクセスストーリー

専攻である中国語の修得だけでなく、何か資格を取得したいと思

い、課外講座を受講することを考えました。そこで、パソコンスキル

は必須であると考えMOS講座を、また、アルバイトで接客を行って

いたこともあり、サービス接遇講座を受講することにしました。講座

受講中、時には休みたくなる事もありましたが、諦めず、毎回の課

題をこなしたことが合格に繋がったと思います。資格は普段の大学

生活にも活用できましたし、就職活動では取得した資格に興味を

持っていただき、アピールすることができました。

そして、志望する業界から内定をいただくことができました。

舟木 理彩さん
グローバル・コミュニケーション学部
2021年3月卒業

受講講座

民間企業編

民間企業内定

●MOS Word 2013 Specialist 

●MOS Excel®2013 Specialist 

志望先に直結した資格を
取得！

●ｻｰﾋﾞｽ接遇検定講座

（2級・準1級コース）

●就職対策（SPI)講座

直前対策コース

●秘書検定（2級）

●簿記検定（2級）

●就職対策（SPI)講座

入門コース

先輩たちのサクセスストーリー（民間）

３年次生

１年次生

資格取得には時間を効率的に使う必要があります。私の場合、

自分にあった勉強方法や、スケジュールに沿った資格を資格サポ

ート室でアドバイスして頂き、学習時間を確保することができまし

た。将来の進路など一人ひとりに合った資格対策のおかげで様々

な資格を取得することができました。挑戦することによって、新しい

考え方やチャレンジ精神なども身に付きました。資格取得は必ず

役に立ちます。合格目指して頑張ってください。

浦川 紘輝さん
経済学部
2021年3月卒業

受講講座

民間企業内定

●MOS Word 2013 Specialist 

●MOS Excel®2013 Specialist 

ひとり一人に対応した
個別相談で資格取得計画を。

３年次生

２年次生



最終合格：警視庁、滋賀県警察、

徳島県警察、高知県警察

一次合格：大阪市消防、東京消防庁

先輩たちのサクセスストーリー

公務員試験は範囲が広く、覚えることが多いと始める前は心配し
ていました。しかし、暗記物に関しては、コツを掴めばクリアできまし
た。どちらかというと、公務員試験の勉強においては、モチベーション
をどう保てるかかが重要です。私の場合、最初から最後まで一緒
に公務員試験合格に向けて頑張った友達がいます。彼のおかげ
でモチベーションを保つことができ、合格に繋がったと思います。是
非、公務員講座で出会った仲間と最後まで切磋琢磨して合格を
勝ち取ってください。

加藤 聖也さん
経済学部
2021年3月卒業

受講講座

神戸市役所内定

●公務員試験対策講座
（基礎コース）

友人と共に、最後まで
諦めずに乗り越えました。

●公務員試験対策講座
（地方上級・国家一般職コース）

●公務員試験対策講座
（警察官・消防官コース）

３年次生

２年次生

警察官になるという夢を叶えるために公務員試験対策講座を受
講しました。初めは勉強が苦手だったということもあり、思うように問
題を解くことが出来ませんでした。しかし、同じ目標を持った仲間と
一緒に諦めることなく毎日コツコツと勉強を続けた結果、無事に合
格することが出来ました。採用試験の中でも特に重要な面接試
験対策は、模擬面接を何度もすることが大切です。出身地以外
のゆかりのない地域であっても警察官になりたいという思いを面接
官にアピールすることが出来れば合格することが出来ます。公務員
試験は期間が長く集中力が続かない時もあります。そのような状
況であっても将来警察官として働いている自分の姿を想像しなが
ら最後まで諦めず頑張ってください。

柏岡 遥太郎さん
法学部
2021年3月卒業

受講講座

警視庁内定

仲間と一緒に警察官になる
夢を叶えました。

３年次生

公務員編



公務員合格者の声

公務員試験対策講座受講生 合格者の声

2020年度公務員内定先一覧

■ガイダンス
◆公務員等

■MOS ■TOEIC ®

■簿記 ■秘書 ■宅建

■公務員講座
◆基礎講座

■行政書士
■MOS ■TOEIC ®

■簿記 ■秘書

■公務員講座
◆地方上級・国家一般職コース
◆教養科目コース
◆警察官・消防官コース

■MOS ■TOEIC ®

■簿記 ■秘書１年次

公務員を目指すモデルプラン

国家公務員：国家一般職、国税専門官、労働基準監督官、財務専門官、自衛隊幹部候補生

地 方 上 級：東京都特別区、兵庫県庁、京都府庁、高知県庁、和歌山県庁、神戸市役所、大阪市役所

市 役 所：加古川市役所、高砂市役所、尼崎市役所、相生市役所、養父市役所、加東市役所、

高知市役所、守口市役所、新宮市役所、甲賀市役所、稲美町役場

警 察：警視庁、兵庫県警察、大阪府警察、京都府警察、徳島県警察、滋賀県警察、愛媛県警察、

高知県警察、島根県警察、広島県警察

消 防：神戸市消防局、東京消防庁、明石市消防局、三木市消防本部、加古川市消防本部、

西はりま消防組合、瀬戸内消防本部、三観広域消防本部

ボランティア活動

公務員面接ではボランティア活動経験
について、よく質問されます

合格実績

内定後も、さらなる資格取
得にチャレンジしよう！

２年次

３年次
４年次

加古川市消防本部

神戸市消防局

小学生の頃から消防士になりたくて、消防士になること
だけを目指してきました。高等学校卒業時に消防士試験
を受け、不合格になった経験もあり、独学だけでは無理
だと思い、3年次生から公務員講座を受けました。講座
を受けるうえで、分からないことは、その日その時に講
師に聞きに行く事を徹底しました。必ず、分かりやすく
丁寧に教えてくれました。公務員試験は長丁場になるた
め民間を受けている友達より決まるのが遅くモチベー
ションの維持が難しいです。精神的に追い込まれること
があるかもしれませんが、最後まで諦めず頑張れば良い
結果が出ると思うので頑張ってください。

公務員試験対策講座 教養コース 受講 経済学部
花房 洋祐さん
2021年3月卒業

最終合格先

一次 合格

兵庫県庁
国家一般職

宝塚市役所
国税専門官

大学で開催されていた官公庁の説明会に参加して公務員
という仕事に興味を持ち受講を決めました。講座では、
分からないところを細かく教えてもらい、個別での質問
も親身になって回答していただき、フォローが充実して
いました。全国模試も充実していて実力を確認しながら
進めることができました。また、面接対策、論文対策の
アドバイスや、勉強以外にも日々の過ごし方もたくさん
教えていただきました。コロナ禍の状況でもZoomを
使っての集団討論や個別面接の対策があり、しっかり対
策することができました。大変な状況だと思いますが、
コツコツと取り組んで合格を掴み取って下さい。

公務員試験対策講座 地方上級・国家一般職コース 受講 現代社会学部
瀬戸山 雄一さん
2021年3月卒業

最終合格先

一次 合格

国家一般職
(大阪出入国在留管理局)

国税専門官

京都市役所

公務員試験には、筆記試験と人物試験があります。筆記
の勉強は、講師の方々の授業をしっかりと聞き、コツコ
ツと計画的に勉強を進めていくことが大切です。しかし、
勉強ばかりしていると、辛くなってくることがあると思
います。そんな時は、友人と遊んだり、自分の趣味に没
頭してみたり、社会活動に参加するなどしてみてくださ
い。勉強以外の様々な経験は自身の人間性を磨くだけで
なく、人物試験にも繋がっていきます。公務員試験に合
格できるよう、頑張ってください。

公務員試験対策講座 行政書士専用コース 受講

最終合格先

一次 合格

法学部
江口 ひなのさん
2021年3月卒業

神戸市消防局

大阪府警
刑務官

受講した当初は苦手であった数的処理、法律を集中的に
取り組むように意識していました。
大変だったのは、部活動との両立でした。
朝練、授業、放課後には講座とハードな日もあり、集中
力が途切れる時もありましたが、講師の方から叱咤激励
をもらい、継続することが出来ました。コロナ禍で対面
での面接練習が出来ない時には、オンラインを利用し何
度も練習をして、最後まで不安要素を無くすよう心掛け
ました。みなさんも諦めず、頑張ってください。

公務員試験対策講座 地方上級・国家一般職コース 受講

最終合格先

一次 合格

現代社会学部
田中 志歩さん
2021年3月卒業

財務専門官

兵庫県庁
東京都特別区
国家総合職
国家一般職

公務員採用試験を受験するにあたって、その対策に1年
程度捧げることとなります。程よく長い1年間、「やめ
たいっ、逃げ出したいっ」と思うことが何十回もあるで
しょう(私はありました)。そんな時は、友人や講師、資
格サポート室の方に相談したり、時には無意味なことを
してみたり、思いっきり遊んでみたり、、自分を追い込
まないために脱力して欲しいです。自身の志望先に向け
て最後まで走り抜けれるよう、工夫しつつ全力で対策に
取り組んでください。応援しています。

公務員試験対策講座 地方上級・国家一般職コース 受講

最終合格先

一次 合格

法学部
森川 敢さん
2021年3月卒業

新宮市役所

公務員試験は本当に自分との戦いだと思います。「もっ
と出来たのに。」「なんであの時しなかったんだろ
う。」「周りはもっと頑張ってるのに。」そんな気持ち
が容赦なく自分を追い込んできます。でも一緒に頑張っ
ている友人や、家族、資格サポート室の皆さんなど、自
分の味方はたくさんいます。それを忘れずに、諦めるこ
とを諦めてひたむきに頑張ること。いつかの未来のため
に今頑張れる人は、誰がなんと言おうと素敵だと僕は思
います。

公務員試験対策講座 地方上級・国家一般職コース 受講

最終合格先

経済学部
三島 隆人さん
2021年3月卒業

※行政書士専用コースは2019年度のみの特別措置です。



●3つの職種

国税調査官 国税徴収官 国税査察官

納税者の申告が適正に
行われているかを調査

税金の督促・納税指
導・滞納処分

大口・悪質な脱税の疑いの
ある者に対して強制捜査・
差押・告発

●一定期間の勤務で税理士の資格取得が可能

10～15年の勤務 23年の勤務
税理士資格取得

税法科目が免除 会計科目が免除

市町村 基本的行政サービスを担う

勤務先：市役所・区役所など 転勤範囲：同一市内

職務内容：市町村は、地域住民の行政窓口として地域住民の普段の生活に密着した基本的行政

サービスを担います。具体的には、戸籍住民登録や証明書の発行などの基礎手続き、消防、ごみ処理、上
下水道の整備、公園や緑地の整備やまちづくり、各種施設（保育所・小中学校・図書館）の運営管理
などを行います。窓口業務など、地域住民と直に接する機会が多い点が魅力です。

財務専門官 財務・金融等のスペシャリスト

勤務先：財務局など

転勤範囲：近県内

職務内容：財務局は、財務省・金融庁の政策の担い手として、財政・国有財産や金

融等に関する施策を実施します。地域のニーズを把握し、地域の特性にあった施策を実施す
ると共に、国の施策に反映させます。

労働基準監督官 少数精鋭の労働Gメン

勤務先：都道府県労働局・労働基準監督署

転勤範囲：全国

職務内容：昨今、労働環境の悪化を示す言葉が目につきます。労

働基準監督官は、労働者の生命と健康を守り、労働条件の確保と改善
を図ることを使命とする公務員です。

国税専門官 税務のスペシャリスト

勤務先：国税局・税務署

転勤範囲：近県内

職務内容：国税局や税務署に勤務する税務のスペシャリストです。法律・経済・会

計に関する高度な知識を持ち、企業や個人に適正な納税を促すことで、国の礎である税
制を支えています。

1

公務員という職業を考えてみませんか？

公務員の代表的な試験種（職種）

公務員の職場には民間企業にはない魅力があふれています！

就職先として考えつくのは大きく分けて民間企業と公務員の２つ。
公務員試験は、難しいというイメージがあるかもしれませんが、試験種によって必要な試験科目数も様々で
しっかりと準備をすれば決して手が届かないものではありません。
一緒に公務員を目指してみませんか？

日本全体を支える各分野のスペシャリスト

●労働問題を現場で解決する３つの力

臨検監督 司法警察事務 労災補償業務

事業所への
立入り検査

法令違反・人命軽視
の責任を

企業トップに追究

労働災害にあった
被災者の救済

地域住民を支えるゼネラリスト

2

3

人と社会のために働ける

多種多様な選択肢

安定した職場環境

4

5

6

仕事もプライベートも大切にできる

女性も働きやすい環境がある

公平公正な就職試験

【地方公務員】

【国家公務員】

政令指定都市 都道府県庁と市町村の機能を合わせ持つ

勤務先：市役所・区役所など 転勤範囲：同一市内

職務内容：政令指定都市は、都道府県と同格の扱いを受ける、法律上は人口50万人以上の大規

模都市です。行政区が置かれ、市町村業務に加え道府県に代わり、福祉や都市計画などの業務も担ってい
ます。一般的な市町村に比べ、携わることができる仕事の幅が広いことや一般的な市町村に比べると採用予
定数が多いことが魅力です。

消防官 火災・救助のプロフェッショナル

勤務先：消防署など

転勤範囲：同一市町村内（例外あり）

職務内容：市民の生命と体をあらゆる災害から守

ること、それが消防官（消防士・消防史員）の職務です。
市町村の消防職員として、住宅街、高層ビル群、山間
部など、様々な環境で発生する災害や救助要請に、高
度な専門スキルを持って対応しています。また、あらゆる角
度から火災防止の取り組みも積極的に行っており、幅広
い業務に従事しています。

警察官 犯罪から市民を守る

勤務先：警察署、警察本部など

転勤範囲：同一都道府県内

職務内容：警察官は、強盗・殺人・放火・詐欺など、

住民生活を脅かす犯罪に立ち向かい、社会の平和を守る
ことを使命とする都道府県の公安系職員です。警察の組
織は、東京都の警察本部として「警視庁」、道府県警察の
本部として「警察本部」が置かれており、一般市民を犯罪
から守るための、幅広い業務に従事しています。

都道府県庁 広域行政サービスを担う

勤務先：都道府県庁など 転勤範囲：同一都道府県内

職務内容：都道府県は市区町村単位では処理が困難な業務や国と市区町村間の調整など、広域

的行政サービスを担います。具体的には、市区町村の区域を超える広域的な業務（総合開発計画、治
山・治水事業、産業立地条件の整備、道路・河川・公共施設の管理及び建設）、都道府県全体で統一
する必要がある業務（義務教育の水準維持、社会福祉の水準維持、各種認可）などがあります。

裁判所事務官 裁判所を支える法律家

勤務先：裁判所

転勤範囲：近県内

職務内容：裁判所事務官は、裁判所の裁判部門と司法行政部

門に勤務します。裁判部門では、法定の事務や裁判手続きの補助作業
を担当し、司法行政部門では総務や会計・人事などの一般事務を担当
します。



■公務員試験の流れ（一例）
おおむね、次のような流れで公務員試験は実施されています。

【1次試験（筆記）】
◆基礎能力試験／教養択一試験
【一般知能分野】
数的処理（数学的パズルや資料の読取問題）・文章理解（現代文・英文・古
文の読解力を試す問題）などが出題されます。
【一般知識分野】
中学・高校までに学習した内容（歴史・地理・生物・化学など）と時事問題
が中心に出題されます。

◆専門択一試験
行政事務系職種の場合、「法律系」、「経済系」、「政治系」の3分野を中心
に、大学の専門課程レベルの問題が出題されます。

◆記述系試験
【論文試験】
社会や経済問題、自治体が抱える問題などについて受験者の考えを手書きで
論述する試験です。
60分～90分程度の試験時間で600字～1,000字程度の文章が求められます。
【専門記述】
専門択一試験の範囲から出題される課題について論述する試験です。
※東京都I類Bや国家公務員専門職などの一部の試験種で出題

【2次試験（人物試験）】
◆個別面接／集団面接
15分～30分程度の面接で、主に志望動機や自己PRなどに関して様々な角度か
ら質問がなされます。「なぜ公務員になろうと思うのか」「公務員としてど
のような仕事をしたいのか」など具体的に自身の考えを自身の言葉で回答す
ることが求められます。
※その他にもプレゼンテーション面接などが実施される自治体もあります。

◆集団討論
5～6人程度でグループを組み、与えられた課題について話し合い、グループ
としての結論を出すことが求められる人物試験です。討論を通じて、受験者
ひとりひとりの態度やキャラクターを推測します。

◆体力試験
主に警察官・消防官試験で実施されます。試験内容は自治体によって異なり
ますが、「腕立て伏せ」「反復横跳び」「バーピーテスト」「シャトルラ
ン」などが実施され、受験者の体力をチェックします。
勉強の合間などに、ある程度の筋力トレーニングを行っておくことをおすす
めします。

出願 最終合格

■公務員講座コース一覧

※上記以外にも多くの試験が実施されています。
詳細は講座ガイダンスもしくは各自治体のHPでご確認ください。

基礎講座

受講料：￥31,900
（教材費・送料込）

公務員を視野に入れた2
年次生（1年次生も可）
向けのコースです。
公務員試験対策に必要
な科目学習をより入門的
な内容から実施し、早期
からの準備でライバルに差
をつけます。

地方上級・国家一般職コース
（専門・教養コース）

受講料：￥151,800

（教材費・送料込）

ほとんどの公務員試験に対応し
たコースです。

教養科目・専門科目はもちろん

論文対策や面接対策、公務員
受験に必要な知識を基本から身

につけることができます。

公務員受験では、志望先のみの
専願受験よりも多くの試験種を

併願することが一般的です。

併願受験をすることで選択肢が
増加し、第1志望先合格の可能

性も高まります。

教養科目コース

受講料：￥66,000

（教材費・送料込）

市役所（教養型）・国立
大学法人等といった専門
試験の出題がない公務員
試験合格を目指すコースで
す。
※志望先が決まっていない
場合は、「地方上級・国家
一般職コース」の受講をお
すすめします。

警察官・消防官コース

受講料：￥71,500

（教材費・送料込）

警察官、消防官を目指す
方向けのコースです。（一
部専門試験が課される自
治体は対象外です。）
※専門試験が課される自
治体を志望される場合は、
「地方上級・国家一般職
コース」の受講をおすすめし
ます。

1次試験

基礎能力試験／教養択一
専門択一、論述試験など

2次試験

個別面接、集団面接
集団討論、体力試験など

●公務員試験日程（2020年度一例）

日程 試験種 日程 試験種（公安系）

4/26(日) 国家総合職 4/12(日) 警視庁警察官Ⅰ類（第１回）

5/2(土) 参議院事務局総合職 ５/10(日) 県警（大卒）＊一部

5/3(日)
特別区I類（東京23区） 5/17(日) 大阪市消防

東京都I類B 5/26(日) 東京消防庁消防官Ⅰ類（１回目）

5/5(火) 衆議院事務局一般職（大卒） ６/28(日) 消防官（大卒）＊Ａ日程

5/9(土) 裁判所一般職（大卒）
７/12(日)

県警（大卒）＊一部

5/10(日) 東京都I類A 消防官（大卒）＊Ｂ日程

5/17(日)
大阪府（行政22-25） ８/25(日) 東京消防庁消防官Ⅰ類（２回目）

大阪市（行政22-25）
９/20(日)

県警（大卒）第２回＊一部

6/7(日)
国税専門官、財務専門官、 消防官（大卒）＊Ｃ日程

労働基準監督官 など

6/14(日) 国家一般職（大卒）

6/28(日)
地方上級（県・政令指定都市）

市役所A日程 ※比較的大きな市

7/5(日) 国立大学法人等

7/12(日) 市役所B日程 ※比較的中規模な市

9/20(日) 市役所C日程 ※比較的小規模な市



公務員を目指す人の対策講座

公務員講座のコース設定について
神戸学院大学では、公務員試験の合格を目指す方に合わせて複数の公務員試験対策講座を設定しています。
公務員試験は、目指す職種・自治体によって試験科目が異なりますので志望先に合わせたコースを選択してください。
※「志望先が明確に定まっていない方」には地方上級・国家一般職コースの受講をおすすめしています。

●コース別受講科目対応表

科目名 学習形態 コマ数
公務員対策講座

①地上・国一般コース ②教養科目コース

文章理解 WEB学習 8コマ ● ●

数的処理入門講義 WEB学習 4コマ ● ●

数的処理基本講義 WEB学習 46コマ ● ●

数的処理復習Point講義 WEB学習 10コマ ● ●

自然科学 WEB学習 30コマ ● ●

人文科学 WEB学習 34コマ ● ●

社会科学 WEB学習 34コマ ● ●

教養論文 WEB学習 6コマ ● ●

時事対策 WEB学習 14コマ ● ●

面接対策 WEB学習 2コマ ● ●

官庁訪問対策 WEB学習 2コマ ● -

憲法 WEB学習 22コマ ● -

民法 WEB学習 34コマ ● -

行政法 WEB学習 26コマ ● -

ミクロ経済学 WEB学習 28コマ ● -

マクロ経済学 WEB学習 26コマ ● -

財政学 WEB学習 14コマ ● -

専門記述対策（法律） WEB学習 2コマ ● -

専門記述対策（経済・政治） WEB学習 4コマ ● -

政治学 WEB学習 16コマ ● -

行政学 WEB学習 12コマ ● -

経営学 WEB学習 10コマ ● -

国際関係 WEB学習 10コマ ● -

公開模試（最大6回） 学内実施 - ● ●

【オプション科目※1】

簿記入門 WEB学習 12コマ △ -

会計学 WEB学習 22コマ △ -

商法 WEB学習 8コマ △ -

社会学 WEB学習 10コマ △ -

刑法 WEB学習 10コマ △ -

労働法 WEB学習 8コマ △ -

社会政策 WEB学習 10コマ △ -

法律系応用 WEB学習 4コマ △ -

経済系応用 WEB学習 8コマ △ -

裁判所対策セミナー WEB学習 8コマ △ -

労基対策セミナー WEB学習 12コマ △ -

コマ数 合計（△科目を除く） 506コマ 394コマ 190コマ

※●はコース受講科目

※オプション科目は地方上級・国家一般職コース希望者を対象に追加費用無しで
ご受講頂けます。（要申込）

警察官・消防官コース

科目名 学習形態 コマ数

文章理解 WEB学習 8コマ

数的処理入門講義 WEB学習 10コマ

数的処理基本講義 WEB学習 44コマ

自然科学（生物・地学）+演習 WEB学習 22コマ

自然科学（数学・物理・化学） WEB学習 20コマ

人文科学 WEB学習 34コマ

人文科学 演習 WEB学習 8コマ

社会科学 WEB学習 40コマ

教養論文 WEB学習 12コマ

時事対策 WEB学習 4コマ

面接対策 WEB学習 2コマ

公開模試（最大4回） WEB学習 -

204コマ

科目名 受講料（税込)

憲法（演習含む） ¥12,700

民法（演習含む） ¥19,500

行政法（演習含む） ¥14,900

労働法（演習含む） ¥8,000

政治学（演習含む） ¥13,100

行政学（演習含む） ¥11,400

ミクロ経済学（演習含む） ¥16,000

マクロ経済学（演習含む） ¥14,900

財政学（演習含む） ¥8,700

法律系記述 ¥1,900

専門科目単科コース（各科目受講料）

2年次生 3年次生 4年次生

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

インターンシップ・説明会／就活準備

【学内】公務員試験対策講座

公務員試験

（1次）開始
【学内】公務員基礎講座

グループワーク・面談・面接練習 など

公務員試験対策講座

公務員試験対策講座



シラバス（参考）

回数 科目

1 開講オリエンテーション

2 文章理解1・2

3 数的処理入門1・2

4 文章理解3・4

5 数的処理入門3・4

6 文章理解5・6

7 数的処理入門5・6

8 文章の書き方1・2

9 数的処理入門7・8

10 文章の書き方3・4

11 数的処理入門9・10

12 文章の書き方5・6

13 数的処理入門11・12

14 社会科学（法律）1・2

15 数的処理入門13・14

16 社会科学（法律）3・4

17 社会科学（法律）5・6

18 数的処理入門15・16

19 社会科学（法律）7・8

20 数的処理入門17・18

21 社会科学（法律）9・10

22 社会科学（法律）11・12

23 数的処理入門19・20

24 数的処理入門21・22

25 数的処理入門23・24

公務員試験対策講座

講座の特徴

公務員試験は早期対策が合格のカギを握ります。
3年次の本格的な公務員試験対策開始前に、数的処理
（算数・数学）や論作文といった公務員試験対策の基礎
となる科目がしっかりと学べる講座です。

申 込 期 間 9/1(水)～9/23(木)

受 講 料
(教材費・送料・税込)

￥31,900

ガ イ ダ ン ス 日
9/1(水）、9/2（木）

@Zoom

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

基礎講座
（２年次生以上対象）

※1年次生でも受講可

TAC株式会社のWEB講座を受講します。

授業収録映像（オンデマンド）の配信のため、ご自身の都
合に合わせて受講可能です。
また、パソコンだけではなく、タブレット、スマートフォンにも対応
しています。

講座形式について

講座一覧

ページへ



面接対策も早期から取り組むため、筆記試験以外の準備も万全です。
このコース受講者の特典として、簿記入門、会計学等の講座をオプション科目としてWeb受講することも可能です。
（追加費用無し、要申込）

公務員試験対策講座

（３年次生以上対象）

コースの特徴

国家公務員一般職（行政）、専門職（国税専門官など）、都道府県庁・市役所など多数の試験対策が可能な
講座です。幅広い職種に対応できる構成になっているので、学習を進めながら受験先を検討することも可能です。
志望職種を迷っている方、初めて公務員試験対策の勉強をする方には、このコースをおすすめします。

多数の試験種に対応するオールインワンコース

法務省専門職員（法務教官など）や食品衛生監視員、家庭裁判所調査官など専門職試験では、専門科目がそれぞ
れの専門分野についての出題となります。

公務員試験出題科目
（2020年度）

国家公務員 地方公務員 警察官・消防官 他

国
家
総
合
職

（
法
律
）

国
家
一
般
職

裁
判
所
一
般
職

国
税
専
門
官

財
務
専
門
官

労
働
基
準

監
督
官

全
国
型

兵
庫
県

神
戸
市

（
総
合
事
務
）

警
視
庁

警
察
官

神
戸
市
消
防

東
京
消
防

国
立
大
学

法
人
等

教養科目

一般知能
文章理解 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

数的処理 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

一般知識

自然科学 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

人文科学 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

社会科学 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

時事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

専門科目

法律系

憲法 ● △ ● △ ● △ ● △ △

行政法 ● △ △ ● △ ● △ △

民法 ● △ ● ● △ △ ● △ △

商法 △ ● △

刑法 △ △ △ ● △

労働法 △ ● ● △ △

国際法 △

経済系
経済原論 △ △ △ △ ● ● △ △

財政学 △ △ △ ● ● △ △

政治系

国際関係 △ ● △

政治学 △ △ △ ● △ △

社会学 △ △ △ △

行政学 △ ● △ △

その他
経営学 △ △ △ ● △ △

会計学 ● △ △

※●=必須回答科目、△=選択回答科目
※上記以外にも出題される科目があり、試験種によって各科目の出題数も異なります。

詳しくは受験案内等でご確認ください。

A

申 込 期 間 3/29(月)～4/23(金)

受 講 料
(教材費・送料・税込)

￥151,800

ガイダンス日
（事前申込制）

@Zoom：3/29(月）14:00-15:30
対 面：KAC 4/9(金)

KPC 4/8(木),4/14(水)
時 間：17：15-18：45

公務員講座（地方上級・国家一般）



回数 科目

1 開講オリエンテーション

2 数的処理入門1・2

4 数的処理入門3・4

5 ミクロ経済学1・2

6 憲法1・2

7 数的処理1・2

8 ミクロ経済学3・4

9 憲法3・4

10 数的処理3・4

11 ミクロ経済学5・6

12 文章理解1・2

13 憲法5・6

14 数的処理5・6

15 ミクロ経済学7・8

16 文章理解3・4

17 憲法7・8

18 数的処理7・8

19 ミクロ経済学9・10

20 文章理解5・6

21 憲法9・10

22 数的処理9・10

23 ミクロ経済学11・12

24 文章理解7・8

25 憲法11・12

26 数的処理11・12

27 ミクロ経済学13・14

28 憲法13・14

29 数的処理13・14

30 ミクロ経済学15・16

31 数的処理15・16

32 ミクロ経済学17・18

33 HR 面接準備/集団討論

34 憲法15・16

35 数的処理17・18

36 憲法17・18

37 ミクロ経済学19・20

38 憲法19・20・21・22

39 数的処理19・20・21

40
ミクロ経済学

21・22・23・24

41 民法1・2・3

42 数的処理22・23・24

43
ミクロ経済学

25・26・27・28

44 民法4・5・6

45 数的処理25・26・27

46 マクロ経済学1・2・3・4

47 民法7・8・9・10

48 数的処理28・29・30

49 マクロ経済学5・6・7・8

50 民法11・12・13・14

回数 科目

51 マクロ経済学9・10

52 民法15・16

53 数的処理31・32

54 マクロ経済学11・12

55 民法17・18

56 数的処理33・34

57 マクロ経済学13・14

58 民法19・20

59 数的処理35・36

60 マクロ経済学15・16

61 HR 選択科目の選び方

62 民法21・22

63 数的処理37・38

64 論文対策1・2

65 マクロ経済学17・18

66 数的処理39・40

67 マクロ経済学19・20

68 マクロ経済学21・22

69 民法23・24

70 数的処理41・42

71 マクロ経済学23・24

72 社会科学1・2

73 民法25・26

74 数的処理43・44

75 マクロ経済学25・26

76 社会科学3・4

77 民法27・28

78 数的処理45・46

79 論文対策3・4

80 社会科学5・6

81 民法29・30

82 社会科学7・8

83 社会科学9・10

84 民法31・32

85 HR 面接カードの書き方①

86 社会科学11・12

87 行政法1・2

88 論文対策5・6

89 社会科学13・14

90 民法33・34

91 社会科学15・16

92 行政法3・4

93 HR 面接カードの書き方②

94 行政法5・6

95 財政学1・2・3・4

96 行政法7・8・9・10

97 数的処理Point講義1・2・3

98 財政学5・6・7・8

100 社会科学17・18・19・20

回数 科目

101 行政法11・12・13・14

102 数的処理Point講義4・5・6

103 財政学9・10・11・12

104 社会科学21・22・23・24

105 行政法15・16・17・18

106
数的処理Point講義

7・8・9・10

107 財政学13・14

108 社会科学25・26・27・28

109 行政法19・20・21・22

110
面接対策1・2
官庁訪問対策1・2

111 社会科学29・30・31・32

112
行政法23・24
法律系記述1・2

113 社会科学33・34

114 社会事情1・2・3・4

115 経済事情1・2・3・4

116
行政法25・26
HR 集団討論

117
社会事情5・6
国際事情1・2

118 経済事情5・6

※スケジュールは変更になる場合が
ございます。ご了承ください。

講座形式について

TAC株式会社のWEB講義を受講
します。

下記の主要科目は神戸学院大学
オリジナル講義を配信します。
【教養科目】
・数的処理
【専門科目】
・憲法
・民法
・行政法
・ミクロ経済学
・マクロ経済学
・財政学
【その他】
・ホームルーム（HR）

授業収録映像（オンデマンド）の
配信のため、ご自身の都合に合わ
せて受講可能です。
また、パソコンだけではなく、タブレット、
スマートフォンにも対応しています。

シラバス（参考）

講座一覧

ページへ



公務員試験対策講座

コースの特徴

教養科目だけで受験できる市役所（一部除く）、国立
大学法人等の職員などを目指す方向けのコースです。

苦手な学生が多い数的処理（算数・数学）を入門か
ら講義をおこないますので、無理なく段階を踏んだ学習が
可能です。
本コースに追加して、「専門科目単科コース」を受講する
ことで、さらに受験先は広がります。
詳しくは、課外講座・資格サポート室にお問合せ下さい。

教養科目コース
（３年次生以上対象）

講座形式について

TAC株式会社のWEB講義を受講します。

下記の主要科目は神戸学院大学オリジナル講義を配信
します。
【教養科目】
・数的処理
【その他】
・ホームルーム（HR）

授業収録映像（オンデマンド）の配信のため、ご自身の
都合に合わせて受講可能です。
また、パソコンだけではなく、タブレット、スマートフォンにも対
応しています。

回数 科目

1
開講
オリエンテーション

2 数的処理入門1・2

3 数的処理入門3・4

4 数的処理1・2

5 数的処理3・4

6 文章理解1・2

7 数的処理5・6

8 文章理解3・4

9 数的処理7・8

10 文章理解5・6

11 数的処理9・10

12 文章理解7・8

13 数的処理11・12

14 数的処理13・14

15 数的処理15・16

16
HR
面接準備/集団討論

17 数的処理17・18

18 数的処理19・20・21

19 数的処理22・23・24

20 数的処理25・26・27

21 数的処理28・29・30

22 数的処理31・32

23 数的処理33・34

24 数的処理35・36

25 数的処理37・38

26 論文対策1・2

27 数的処理39・40

28 数的処理41・42

29 社会科学1・2

30 数的処理43・44

回数 科目

31 社会科学3・4

32 数的処理45・46

33 論文対策3・4

34 社会科学5・6

35 社会科学7・8

36 社会科学9・10

37
HR
面接カードの書き方①

38 社会科学11・12

39 論文対策5・6

40 社会科学13・14

41 社会科学15・16

42
HR
面接カードの書き方②

43
数的処理Point講義
1・2・3

44
社会科学
17・18・19・20

45
数的処理Point講義
4・5・6

46 社会科学
21・22・23・24

47 数的処理Point講義
7・8・9・10

48 社会科学
25・26・27・28

49 社会科学
29・30・31・32

50 面接対策1・2

51 社会科学33・34

52 社会事情1・2・3・4

53 経済事情1・2・3・4

54 HR 集団討論

55 社会事情5・6
国際事情1・2

56 経済事情5・6

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

申 込 期 間 3/29(月)～4/23(金)

受 講 料
(教材費・送料・税込)

￥66,000
※単科科目希望は別途費用が掛かります。

ガイダンス日
（事前申込制）

@Zoom：3/29(月）14:00-15:30
対 面：KAC 4/9(金)

KPC 4/8(木),4/14(水)
時 間：17：15-18：45

シラバス（参考）

講座一覧

ページへ



公務員試験対策講座

警察官、消防官など教養試験だけで受験できる「公安
職」の対策に絞ったコースです。

最重要科目である「数的処理」は中学生・高校生レベル
の復習から段階を踏んで学習するため、無理なく進めら
れます。
「公安職」に絞った対策のため、特色を反映した講義を
行います。

警察官
・消防官コース

（３年次生以上対象）

講座形式について

TAC株式会社のWEB講義を受講します。

下記の主要科目は神戸学院大学オリジナル講義を配信
します。
【教養科目】
・数的処理、社会科学、人文科学
【その他】
・ホームルーム（HR）

授業収録映像（オンデマンド）の配信のため、ご自身の
都合に合わせて受講可能です。
また、パソコンだけではなく、タブレット、スマートフォンにも対
応しています。

回数 科目

1
開講
オリエンテーション

2 数的処理入門1・2

3 数的処理入門3・4

4 数的処理入門5・6

5 数的処理入門7・8

6 社会科学1・2

7 数的処理入門9・10

8 社会科学3・4

9 数的処理1・2

10 社会科学5・6

11 数的処理3・4

12 社会科学7・8

13 数的処理5・6

14 社会科学9・10

15 数的処理7・8

16 社会科学11・12

17 数的処理9・10

18
HR
面接準備/集団討論

19 社会科学13・14

20 数的処理11・12

21
数的処理
13・14・15

22
数的処理
16・17・18

23
社会科学
19・20・21・22

24
数的処理
19・20・21

25
社会科学
23・24・25・26

26
数的処理
22・23・24

27
社会科学
27・28・29・30

28 数的処理25・26

29
社会科学
31・32・33・34

30 数的処理27・28

31 文章理解1・2

32 数的処理29・30

33 文章理解3・4

回数 科目

34 数的処理31・32

35 数的処理33・34

36 数的処理35・36

37 文章理解5・6

38 数的処理37・38

39 数的処理39・40

40 文章理解7・8

41 数的処理41・42

42 文章の書き方1・2

43 数的処理43・44

44 文章の書き方3・4

45 文章の書き方5・6

46 自然科学1・2

47 論文対策1・2

48 自然科学3・4

49
HR
面接カードの書き方①

50 自然科学5・6

51 論文対策3・4

52 自然科学7・8

53
HR
面接カードの書き方②

54 論文対策5・6

55
人文科学（演習）
1・2・3・4

56
自然科学
9・10・11・12

57
自然科学
13・14・15・16

58
人文科学（演習）
5・6・7・8

59
自然科学
17・18・19・20

60 自然科学21・22

61
社会科学（演習）
1・2・3・4

62
時事対策

1・2・3・4

63
社会科学（演習）

5・6

64 面接対策1・2

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

コースの特徴

申 込 期 間 3/29(月)～4/23(金)

受 講 料
(教材費込・送料・税込)

￥71,500

ガイダンス日
（事前申込制）

@Zoom：3/29(月）14:00-15:30
対 面：KAC 4/9(金)

KPC 4/8(木),4/14(水)
時 間：17：15-18：45

公務員講座（警察官・消防官コース）

シラバス（参考）

講座一覧

ページへ



就職対策（筆記試験）講座
初級コース／中級コース／上級コース〈対象：3年次生以上〉

申 込 期 間
夏期： 7/1(木)～ 7/29(木)
後期： 9/1(水)～ 9/23(木)
春期：12/15(水)～ 1/20(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

初級・中級・上級 各￥8,000

就職活動をする上で避けて通れない試験

NO. 内容

1 割合・比１（割合、比）

2 文章問題①（少数の計算）

3 文章問題②（仕事算、水槽算）

4 損益算・料金の割引（損益算、料金の割引）

5 分割払い・代金の精算１（分割払い、代金の清算）

6 放人算・流水算（旅人算、流水算）

7 場合の数（場合の数、順列、組み合わせ）

8 確率

9 推論

10 数列（等比数列）

11 グラフと領域

12 図表の読み取り（集合、集合表）

13 語句の関係・慣用句・四字熟語・ことわざ

14 語句の用法や意味・空所補充・文章整序

NO. 内容

1 四則計算

2 方程式

3 割合・比

4 鶴亀算・年齢算

5 植木算・仕事算

6 水槽算・濃度算

7 損益算・料金の割引

8 分割払い

9 代金の精算

10 単位の変換・速度算

11 場合の数

12 確率・推論

13 語句の関係・慣用句・四字熟語・ことわざ

14 語句の用法や意味・空所補充・文章整序

講座形式について

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、高得点を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを
行うだけでなく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リア
ルタイム）講座が複数回あります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対応
しています。

能力検査は数学的な処理や論理思考力を測る
「非言語分野」と、文章の論旨や言葉の意味の理
解を測る「言語分野」があります。
この講座では特に「非言語分野」に力を入れてい
ます。

初級コースは、国語・計算の基礎を学びなお
したい人に。
中級コースは、就活に向けてSPIの実践力を
身に付けたい人に最適なコースです。
上級コースは、SPI高得点を目指したい人に
最適なコースです。

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

全業種

初級コース

中級コース

資格の特徴

シラバス

就職対策

講座一覧

ページへ

上級コース
NO. 内容

1 割合・比１（割合、比）

2 文章問題①（鶴亀算、年齢算、植木算）

3 文章問題②（仕事算、水槽算、濃度算）

4 お金の計算（損益算、料金の割引、分割払い、代金の精算）

5 速度算・旅人算・秋水算

6 場合の数・確率（場合の数、順列、組み合わせ）

7 推論

8 数列

9 図表の読み取り

10 物の流れと比率、フローチャート、PERT図

11 ｎ進法、ブラックボックス

12 運動力学・電気回路

13 言語問題

14 総まとめ



就職対策（WEBテスト）講座

NO. 内容

準備 ガイダンス

1 四則逆算

整数の計算、小数と%の計算、

分数の計算、□が複数ある時の計
算

2 図表の読み取り

割合、割合の比較、増減率、数量

平均、比、文字式、正しいもの、
読み取り

選択肢に「わからないもの」があ
るもの

3 表の空欄の推測
比例、大小、算出式、

合計が同じ、積算、列ごと計算

4 図表の読み取り

かけ算・割り算の概算

足し算・引き算の概算

文字式、読み取り

選択肢に「わからないもの」があ
るもの

5 論理的読解

人文系の文章

自然科学系の文章

企業の広報文・エッセー風の文章

6 趣旨判定

就職活動に関する文章

参考問題
（過去に実施された科目）

7

英語
長文読解

実用文

人文系の文章

英語
論理的読解

人文系の文章

自然科学系の文章

就職活動をする上で避けて通れない試験

〈対象：3年次生以上〉

講座形式について

就職活動時のWEBテスト（玉手箱）向けの
対策講座です。
言語：論理的読解・趣旨判定・趣旨把握など
計数：四則逆算・図表読取・表推測など
英語：論理的読解・長文読解など

玉手箱は、自宅のパソコンで受ける「自宅受検
型」のWEBテストとしてトップシェアを誇っています。
大手・人気企業で広く実施されているWEBテスト
であり、対策が欠かせません。また、出題数が多い
ため素早く処理ができることを目指します。

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

全業種

申 込 期 間
夏期： 7/1(木)～ 7/29(木)

後期： 10/1(金)～ 10/27(水)
春期：12/15(水)～ 1/20(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

￥12,000

資格の特徴

シラバス

講座一覧

ページへ

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、高得点を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを
行うだけでなく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リア
ルタイム）講座が複数回あります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対応
しています。



資格の特徴

①法律に関する書類・手続きを担う
②許可申請書類作成のプロフェッショナル
③将来は独立・開業もでき、非常に人気の国家資格

会社や個人に密着した行政手続の身近な専門家。
官公署に提出する書類作成の代理等を行う

こんな業種・職場で
活用されています！

行政書士の主な仕事は許可申請書類の作成業
務です。法律事務所以外でも、不動産、建築、金
融、商社など行政機関への書類作成が必要な企
業や部署では行政書士の資格を活かすことが可能
です。

申 込 期 間 ※こちらの講座は募集を締め切っています。

受 講 料
(教材費込・税込)

￥91,000
（講座料 ￥52,000+ 教材費 ￥39,000）

別途：教材発送費 約￥5,000

試 験 料
(税 込)

￥7,000（個人手続き）

試 験 日 11/7(日）

営業系 事務系

国民を守る行政手続きの専門家を目指そう！

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。
●教材は登録のご住所に着払いにて郵送されます。必ず、お受け取りください。
●教材を紛失された場合は再度購入していただきます。紛失しないために必ず名前を書きましょう。

行政書士講座

シラバス

行政書士の試験は、法律科目、一般知識など、学習内
容が多岐にわたり、簡単な試験ではありません。しか
し、先生が教えて下さる授業は一から法律を勉強する
方にも大変理解しやすい内容となっており、先輩方の
サポートにより勉強に集中しやすい環境が整っていま
す。そういった環境の中で仲間達と切磋琢磨し、試験
に合格した時の感激は何物にも代えられない素晴らし
いものとなります。諦めずに勉強し、頑張って合格を
つかみ取ってください！！

法学部 4年次生

講座形式について

授業を収録したWEB講座を配信します。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも
対応しています。
※講座内容はOneDrive内にアップロードする予
定ですので、ご自身の都合に合わせ受講可能です。

資格の特徴

3月下旬開講～9月（基本講義72回×約3時間）

憲法、基礎法学、民法、行政法、商法、一般知識、記述、

文章理解についての講義

※講義回数は変更の可能性あり

この期間での復習時間の目安

①テキストを簡単に読み返す

②トレーニング問題集の解き直し

「最低でも3回は解き込む」

※1日約2時間以上、1週間総復習時間12時間以上

約20週×12時間＝240時間以上

9月～本試験まで（演習講義 20回）

演習講座（過去問答練、直前予想答練）

多種多様な問題をひたすら解き込むことで知識の整理整

頓を行います。

※演習講座回数は変更の可能性あり

この期間での復習時間の目安

①間違えた問題の見直し

②トレーニング問題集の解き直し

※1日約3時間以上、1週間総復習時間18時間以上

約7週×18時間＝126時間以上

個人差はありますが、最低でも360時間以上（上記スケ

ジュールの総復習時間）の自己学習が必要であると考え

られます。

（補講）

毎週木曜日4限法学部正課授業でも補講参加可能です。

但し、課外講座申込者に限り他学部生も参加可。

受講生の声

行政書士講座

講座一覧

ページへ



保険系不動産系 金融系

こんな業種・職場で
活用されています！

不動産業界以外でも、社宅の賃貸契約を行う一
般企業の総務・経理部門などで活用されています。
その他、店舗立地が重要な営業戦略になる小売
業や外食産業、金融機関のローンの貸出業務等
でも宅建の知識は活用されます。

法学部 ３年次生

講座形式について

授業を収録したWEB講座を配信します。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも
対応しています。
※講座内容はOneDrive内にアップロードする予定
ですので、ご自身の都合に合わせ受講可能です。

①公正な不動産取引を行うための専門知識を習得
②不動産業界や金融業界等業界からニーズが高い

不動産取引時の権利関係・重要事項の説明等
は有資格者のみが行える特権。

③不動産業の事業所には5人に1人の割合で
有資格者の設置が義務付けられており、ニーズの
高い資格。

さまざまな業界でニーズが高い人気の国家資格

宅地建物取引士講座

資格の特徴

シラバス

本講座は、法律の知識がゼロでもとても分かりやすい
授業です。試験に必要な勉強だけでなく様々な知識や
社会で必要な考え方を得られ、見えている世界が１８
０度変わります。私が受講したきっかけは友人からの
何気ない誘いです。しかし先生のお話や授業を通して
知らなかったことをたくさん知ることができ、学ぶと
言うことの大切さを改めて感じることができました。
本講座では分からないことがあれば先生や合格した先
輩、同じ勉強をする仲間にすぐに聞くことができる体
制が整っており、大変勉強がしやすい環境です。資格
一つ持っていることで就職活動時、間違いなく有利に
働きます。何か資格がほしいと考えている方、将来が
不安な方はまずこの宅建士講座からスタートをしてみ
てください。

受講生の声

申 込 期 間 4/13(火)～4/20(火)

受 講 料
(教材費込・税込)

￥83,000
（講座料 ￥53,000+ 教材費 ￥30,000）

別途：教材発送費 約￥5,000

試 験 料
(税 込)

￥7,000（個人手続き）

試 験 日 10/17(日)

４月下旬開講～8月（基本講義45回×約3時間）
主要3科目（権利関係、宅建業法、法令上の制限その他）
充実した講義回数と内容で一発合格に必要な全項目を完全に網
羅します。
※講義回数は変更の可能性あり

この期間での復習時間の目安
①テキストを簡単に読み返す
②トレーニング問題集の解き直し「最低でも3回は解き込む」
※1日約2時間以上、1週間総復習時間12時間以上

約20週×12時間＝240時間以上

9月～10月（演習講義20回）
演習講座（過去問答練、直前予想答練）
多種多様な問題をひたすら解き込むことで知識の整理整頓を行
います。
※演習講座回数は変更の可能性あり

この期間での復習時間の目安
①間違えた問題の見直し
②トレーニング問題集の解き直し、過去問12年分にチャレンジ
※1日約３時間以上、1週間総復習時間1８時間以上

約７週×1８時間＝１２６時間以上

個人差はありますが、最低でも360時間以上（上記スケジュー
ルの総復習時間）の自己学習が必要であると考えられます。

（Zoom講義）
基本講義フォローアップ 5月～10月
（全15回「2週間に1回程度」）
基本講義の補講を行います。

直前得点アップ講義（2回）
10月本試験直前（宅建業法、法令上の制限）
10月本試験直前に苦手項目やよく間違えてしまう項目の見直し
をします。

講座一覧

ページへ

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。
●教材は登録のご住所に着払いにて郵送されます。必ず、お受け取りください。
●教材を紛失された場合は再度購入していただきます。紛失しないために必ず名前を書きましょう。



申 込 期 間 前期：4/1(木)～ 5/10(月)

受 講 料
(教材費込・税込)

3級・2級＋AFPコース
￥95,580

試 験 料
(税 込)

3級 ￥6,000（団体手続き）
（学科 ¥3,000 実技 ¥3,000）

2級 ￥8,700（団体手続き）
（学科 ¥4,200 実技 ¥4,500）

試 験 日 9/12(日)、2022/1/23(日)

保険系不動産系金融系 証券系

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

金融・保険業界や不動産業界で取得必須の国家資格

①個人の資産運用やライフプランのアドバイザー
②豊富な保険、不動産、住宅ローン、年金、

税金、相続等の知識を習得できる
③金融、保険、不動産に役立つ国家資格

顧客のライフプランに基づいて資産・経済状態を
把握し、トータル的な資産運用をアドバイスするス
キルを身につけます。日常生活におけるお金の流
れ・仕組みも習得します。

〈2級受験時に必要となる条件〉
以下のいずれかに該当
〇AFP認定研修の受講修了者
〇3級FP技能検定合格者
〇FP実務経験2年以上

本講座は、上記受験資格のAFP資格を同時に取得
できるカリキュラムとなっています。
※AFPとは、FPとして必要かつ十分な基礎知識を持ち、
相談者に対して適切なアドバイスや提案ができるFP技
能を習得した者に与えられる資格です。

こんな業種・職場で
活用されています！

金融機関や不動産会社・保険会社等、
様々な業界で活用できます。
また、日々の生活に関わる知識を学ぶため、自分
の将来的なライフプランニングの際にも役立ちます。
社会人なら知っておきたい内容です。

講座形式について

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安のスケ
ジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを行う
だけでなく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リアルタイ
ム）講座が複数回あります。パソコンだけでなく、タブレッ
ト、スマートフォンにも対応しています。

資格の特徴

シラバス

３級・2級＋AFPコース

NO. 内容

1 ライフプランニング1 ファイナンシャル・プランニングと倫理・関連法規

2 ライフプランニング2 ライフプランの手法

3 ライフプランニング3 6つの係数

4
ライフプランニング4 社会保険制度

（労災保険、雇用保険、医療保険、介護保険）

5 ライフプランニング5 公的年金制度① （老齢年金）

6 ライフプランニング6 公的年金制度② （障害年金と遺族年金）

7
ライフプランニング7 年金の請求手続きと税金

企業年金や自営業者等のための年金

8 ライフプランニング8 ライフプランにおける資金プラン

9 リスク管理1 生命保険の基礎

10 リスク管理2 代表的な生命保険

11 リスク管理3 代表的な個人年金保険

12 リスク管理4 第三分野の保険

13 リスク管理5 損害保険の基礎

14 リスク管理6 代表的な損害保険

15 リスク管理7 保険と税金

16 リスク管理8 保険制度全般

17 金融資産運用1 経済・金融の代表的な指標

18 金融資産運用2 金融市場

19 金融資産運用3 預貯金等

20 金融資産運用4 債券 （借用証書）

21 金融資産運用5 株式

22 金融資産運用6 投資信託 （ファンド）

23 金融資産運用7
外貨建て金融商品
金融派生商品 （デリバティブ取引）

24 金融資産運用8 ポートフォリオ運用 （分散投資）

25 金融資産運用9 金融商品と税金

26 金融資産運用10 セーフティネット・関連法規

27 タックスプランニング1 所得税の基礎

28 タックスプランニング2 所得の計算

29 タックスプランニング3 損益通算

30 タックスプランニング4
所得控除
所得税の税率と税額計算

31 タックスプランニング5 税額控除

32 タックスプランニング6
所得税の申告と納付
個人住民税・消費税

33 不動産1 不動産の基礎

34 不動産2 不動産の取引

35 不動産3 不動産に関する法律

36 不動産4 不動産にかかる税金

37 不動産5 不動産の有効活用と投資分析

38 相続・事業承継1 贈与税

39 相続・事業承継2 相続の基礎

40 相続・事業承継3 相続税の計算

41 相続・事業承継4 相続財産の評価 （不動産）

42 相続・事業承継5 相続財産の評価 （不動産以外）

43 相続・事業承継6 相続税の申告、成年後見制度

講座一覧

ページへ

２級+AFP講座については遠隔（リアルタイム）講座となります。
詳細はこちらからご確認ください。



①個人の資産運用やライフプランのアドバイザー
②豊富な保険、不動産、住宅ローン、年金、

税金、相続等の知識を習得できる
③金融、保険、不動産に役立つ国家資格

顧客のライフプランに基づいて資産・経済状態を把
握し、トータル的な資産運用をアドバイスするスキ
ルを身につけます。日常生活におけるお金の流れ・
仕組みも習得します。

NO. 内容 回数

準備 講座ガイダンス

1 ライフプランニング

8回

確認テスト 4回
科目テスト 1回

２ リスク管理

8回

確認テスト 4回
科目テスト 1回

３ 金融資産運用

10回

確認テスト 5回
科目テスト 1回

４ タックスプランニング

6回

確認テスト 3回
科目テスト 1回

５ 不動産

5回

確認テスト 2回
科目テスト 1回

６ 相続・事業承継

6回

確認テスト 3回
科目テスト 1回

７ 過去問題・模擬試験

申 込 期 間 後期：9/1(水)～ 9/23(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

3級コース ￥18,730

試 験 料
(税 込)

3級 ￥6,000（団体手続き）
（学科 ¥3,000 実技 ¥3,000）

試 験 日 2022/1/23(日)

保険系不動産系金融系 証券系

金融・保険業界や不動産業界で取得必須の国家資格

こんな業種・職場で
活用されています！

金融機関や不動産会社・保険会社等、様々な
業界で活用できます。
また、日々の生活に関わる知識を学ぶため、自分
の将来的なライフプランニングの際にも役立ちます。
社会人なら知っておきたい内容です。

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

本講座はほかの講座に比べ覚える内容はそう多くは
ないため比較的難易度は易しいと思います。頻出で
繰り返し暗記や計算の練習をしたほうがいい場所や
そうでない場所などの解説があるので、それに合わ
せて勉強するとよいと思います。
講座を受けるにあたり過去問がもらえますが、受講
後に受ける確認テストもあるので、一通り終わらせ
た後に確認として過去問に手を付けてみてください。

現代社会学部 2年次生

講座形式について

資格の特徴

シラバス

受講生の声

３級コース

講座一覧

ページへ

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを
行うだけでなく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リア
ルタイム）講座が複数回あります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対応
しています。



申 込 期 間 夏期：7/1(木)～ 7/29(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

2級+AFPコース ￥80,550

試 験 料
(税 込)

2級 ￥8,700（団体手続き）
（学科 ¥4,200 実技 ¥4,500）

試 験 日 2022/1/23(日)

回 日程 課目名 学習内容

２
級
（
Ａ
Ｆ
Ｐ
）
技
能
検
定
対
策
講
座

1 9/15(水) A ＦＰ総論① ＦＰ概論、ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ設計の意義

2 9/22(水) A ライフプランニング① 社会保険の基礎

3 9/27(月) A ライフプランニング② 公的年金の基礎

4 9/29(水) A
ライフプランニング③/
提案書モデルプラン①

住宅ローン、提案書作成方法①

5 10/4(月) A リスク管理① 生命保険の基礎知識①

6 10/6(水) A リスク管理② 生命保険の基礎知識②

7 10/9(土) B
リスク管理③/
提案書モデルプラン②

損害保険の基礎知識、
提案書作成方法②

8 10/11(月) A
ＦＰ総論②/
提案書ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾗﾝ③

ＦＰビジネスの実際、
提案書作成事例研究

9 10/13(水) A 金融資産運用①
ﾏｰｹｯﾄ環境の理解、
貯蓄型商品の特性

10 10/18(月) A 金融資産運用② 投資信託、債券投資、株式投資

11 10/20(水) A
金融資産運用③/
タックスプランニング①

金融商品と税金、所得税①

12 10/25(月) A タックスプランニング② 所得税②

13 10/27(水) A タックスプランニング③ 法人税、消費税

14 11/8(月) A 不動産① 不動産の法律の基礎知識

15 11/10(水) A 不動産② 不動産の税務の基礎知識

16 11/13(土) C
不動産③/
相続・事業承継①

不動産の有効活用、贈与税

17 11/17(水) A 相続・事業承継② 相続税

18 11/22(月) A 相続・事業承継③ 財産評価

２
級
（
Ａ
Ｆ
Ｐ
）
試
験
直
前
対
策

19 11/24(水) A ＦＰ知識のまとめ① ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 出題傾向と対策

20 11/29(月) A ＦＰ知識のまとめ② リスク管理 出題傾向と対策

21 12/1(水) A ＦＰ知識のまとめ③ 金融資産運用 出題傾向と対策

22 12/8(水) A ＦＰ知識のまとめ④ ﾀｯｸｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 出題傾向と対策

23 12/13(月) A ＦＰ知識のまとめ⑤ 不動産 出題傾向と対策

24 12/15(水) A ＦＰ知識のまとめ⑥ 相続・事業承継 出題傾向と対策

25 12/20(月) A 2級ＦＰ試験対策① 実技試験解説

26 12/22(水) A 2級ＦＰ試験対策② 模擬試験①解説

27 1/12(水) A 2級ＦＰ試験対策③ 9月過去問解説

28 1/17(月) A 2級ＦＰ試験対策④ 模擬試験②解説

保険系不動産系金融系 証券系

金融・保険業界や不動産業界で取得必須の国家資格

①個人の資産運用やライフプランのアドバイザー
②豊富な保険、不動産、住宅ローン、年金、

税金、相続等の知識を習得できる
③金融、保険、不動産に役立つ国家資格

顧客のライフプランに基づいて資産・経済状態を
把握し、トータル的な資産運用をアドバイスするス
キルを身につけます。日常生活におけるお金の流
れ・仕組みも習得します。

〈2級受験時に必要となる条件〉
以下のいずれかに該当
〇AFP認定研修の受講修了者
〇3級FP技能検定合格者
〇FP実務経験2年以上

こんな業種・職場で
活用されています！

金融機関や不動産会社・保険会社等、様々な
業界で活用できます。
また、日々の生活に関わる知識を学ぶため、自分
の将来的なライフプランニングの際にも役立ちます。
社会人なら知っておきたい内容です。

講座形式について

資格の特徴

シラバス

2級+AFPコース

講座一覧

ページへ

遠隔（リアルタイム）講座です。

やむを得ず欠席の場合は録画を後日視聴してい

ただけます。 ただし、AFP認定を受けるには、出席

率70％以上が条件となります。

※通信費は個人での負担となります。

時間帯：A 18：30～21：40 B 13：00～15：40 C 13：00～16：10

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。



日商簿記検定３級は独学でも取得できると聞き、１年次
生のときに一度挑戦してみました。しかし、学習する内
容が想像以上に多く、途中で断念しました。その経験か
ら、簿記検定講座を受講しました。進行目安が設定され
ており、試験日までの学習計画が立てやすかったです。
先生の解説も非常に分かりやすく、試験までに数回行わ
れる質問会でさらに理解を深めることができました。ま
た、動画授業の利点を活かして繰り返し学習することが
でき、苦手の克服にもつながりました。簿記に関心があ
る方は、ぜひ簿記検定講座を受講してみてください。

簿記検定講座

NO. 内容

1 簿記の基礎

2 商品売買（１）

3

商品売買（２）
※売上原価は除く
手形と電子債権（債務）

4
現金・預金
※当座借越は除く

5 固定資産

6 貸付・借入

7
給料
その他の収益・費用（１）

8
その他の収益・費用（２）
試算表

9 決算仕訳（１）

10 決算仕訳（２）

11 決算仕訳（３）

12 決算仕訳（４）

NO. 内容

13 決算仕訳（５）

14 純資産／伝票会計

15 帳簿（１）

16 帳簿（２）

17 帳簿（３）

18 模擬試験（1）

19 模擬試験（2）

20 模擬試験（3）

21 過去問題（1）

22 過去問題（2）

23 過去問題（総仕上げ）

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

会社の経営状況が把握でき、
就職活動の企業研究にも役立つ

①金融業界では特に基本知識として求められている資格
②会社の経営活動を数値で理解し、データ化するスキル
③企業の経営・財政状態を読み取る力は、どんな業界で

も必須
簿記はさまざまな業界・業種で必須となるビジネス基礎知
識です。就職活動で内定期間に、簿記資格取得を促す
企業も多く、早期から身につけておきたいスキルです。早め
にチャレンジをし、上級レベルまで取得しましょう。

こんな業種・職場で
活用されています！

お金の流れ・管理に関する知識は、経理・総
務・営業・事務など、あらゆる業種で必要とさ
れています。
税理士・会計士への登竜門としても活用され
ており、早期から準備しておきたい、社会人必
須スキルです。

シラバス

経営学部 ３年次生

講座形式について

商社系金融系 不動産系 営業系証券系 事務系 全業種

申 込 期 間
前期： 4/1(木)～ 4/15(木)
夏期： 7/1(木)～ 7/29(木)
後期：10/1(金)～10/27(水)

受 講 料
(教材費込・税込)

3級コース ￥19,290

試 験 料
(税 込)

3級 ￥2,850
※手続きは、【神戸団体受験】もし
くは【個人受験】神戸市以外で受験

試 験 日
前期：6/13(日)、夏期：11/21(日)
後期：2022/2/27(日)

資格の特徴

３級コース

講座一覧

ページへ

受講生の声

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを
行うだけでなく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リア
ルタイム）講座が複数回あります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対応
しています。



簿記検定講座

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

NO. 内容

1 純資産

2 合併／税金

3 商品売買

4 手形取引・債権譲渡

5 当座預金／固定資産①

6 固定資産②

7
リース取引
研究開発とソフトウェア

8 有価証券

9 引当金

10 外貨換算会計／税効果会計

11
伝票と仕訳日計表・3級の論点

財務諸表の作成①

12
財務諸表の作成②（実践編）

（帳簿の締め切り・3級の論点）

13 本支店会計

14
模擬試験問題演習

（商業簿記・連結除く）

15 連結会計①

会社の経営状況が把握でき、
就職活動の企業研究にも役立つ

①金融業界では特に基本知識として求められている資格
②会社の経営活動を数値で理解し、データ化するスキル
③企業の経営・財政状態を読み取る力は、どんな業界で

も必須
簿記はさまざまな業界・業種で必須となるビジネス基礎知
識です。就職活動で内定期間に、簿記資格取得を促す
企業も多く、早期から身につけておきたいスキルです。
早めにチャレンジをし、上級レベルまで取得しましょう。
※簿記検定３級合格レベル講座です。

こんな業種・職場で
活用されています！

お金の流れ・管理に関する知識は、経理・総務・営
業・事務など、あらゆる業種で必要とされています。
税理士・会計士への登竜門としても活用されており、
早期から準備しておきたい、社会人必須スキルです。

シラバス

講座形式について

商社系金融系 不動産系 営業系証券系 事務系 全業種

申 込 期 間
前期：4/1(木)～ 5/10(月)
後期：9/1(水)～ 9/23(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

2級コース ￥37,690

試 験 料
(税 込)

2級 ￥4,720
※手続きは、【神戸団体受験】もし
くは【個人受験】神戸市以外で受験

試 験 日 11/21(日)、2022/2/27(日)

NO. 内容

16 連結会計②

17 連結会計③

18 連結会計④

19 工業簿記の基礎／費目別計算

20 個別原価計算

21 製造間接費の部門別計算

22
本社工場会計
総合原価計算①

23 総合原価計算②

24 総合原価計算③

25 財務諸表

26 標準原価計算①

27
標準原価計算②
直接原価計算①

28 直接原価計算②

29 模擬試験問題演習（工業簿記）

30 演習答練①～③

31 直前予想問題演習①～④

資格の特徴

2級コース＜３級合格レベル対象＞

講座一覧

ページへ

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを
行うだけでなく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リア
ルタイム）講座が複数回あります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対応
しています。



社会人に必須のビジネスマナーを幅広く習得

申 込 期 間
前期： 4/1(木)～ 4/15(木)
夏期： 7/1(木)～ 7/29(木)
後期：10/1(金)～10/27(水)

受 講 料
(教材費込・税込)

2級 ￥12,810

試 験 料
(税 込)

2級 ￥4,100（団体手続き）

試 験 日
前期：6/13(日)、夏期：11/14(日)
後期：2022/2/6(日)

秘書検定講座

NO. 内容 回数

準備 講座ガイダンス

1
【一般知識】

必要とされる資質
約2回

2
【一般知識】

職務知識
約2回

3
【一般知識】

技能
約9回

4
【一般知識】

マナー・接遇
約10回

5 過去問題 約4回

講座形式について

営業系全業種 秘書 事務系 サービス系

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

①社会人に必要不可欠なビジネス知識を証明
②マナーや会社のしくみを理解し、就職活動時に

周りに一歩差をつける
③男性の取得も多い人気資格

敬語やお辞儀、社会人としてのマナー・接遇といっ
た基礎能力から、企業のしくみ企業会計・財務の
知識、文書の作成やファイリング、スケジュールの管
理等のビジネススキルを取得します。

シラバス

コロナ禍で外出することが少なくなり時間ができた
ため、何か資格を取ろうと思い秘書検定講座を受講
しました。オンデマンドによる講座は好きなタイミ
ングで受講することができます。講座の中で分から
ないところは動画を止めたり巻き戻したりして確認
ができたので、わからなくてついていけないという
ことはありませんでした。
学んでいく中で社会人としての一般的なマナーが身
についたと思います。時間に余裕がある方は受講し
てみてください。

経済学部 ３年次生

ビジネスマナーを学生のうちに
身につけよう

社会人なら最低限身につけておいて欲しい、一般
的なビジネスマナー。業界・業種は問わず必須スキ
ルです。新入社員時や、就職活動の際にも活用
できる知識で、周りと差をつけましょう。実践力が身
につくため、数々の企業で、新入社員研修などで
利用されています。

資格の特徴

受講生の声

2級コース

講座一覧

ページへ

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを
行うだけでなく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リア
ルタイム）講座が複数回あります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対応
しています。



申 込 期 間 前期： 4/1(木)～4/15(木)
夏期： 7/1(木)～7/29(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

準１級 ￥23,970

試 験 料
(税 込)

準１級￥5,300(団体手続き）

試 験 日

筆記 6/13(日)
面接 7月予定
筆記 11/14(日)
面接 12月予定

秘書検定講座

NO. 内容 回数

準備 講座ガイダンス

1
【一般知識】

必要とされる資質
約2回

2
【一般知識】

職務知識
約2回

ライブ 遠隔（リアルタイム）講座 演習問題解説

3
【一般知識】

マナー・接遇
約4回

ライブ
遠隔（リアルタイム）講座 演習問題解説

4
【一般知識】

技能
約4回

ライブ
遠隔（リアルタイム）講座 演習問題解説

5 過去問題解説 約6回

ライブ

2回 遠隔（リアルタイム）講座 演習問題解説

マナーや振る舞いを実践で身につけ、
周りに差をつける！

講座形式について

①ビジネスの現場に沿った出題で、周りに一歩差
をつける

②ワンランク上のビジネス知識と表現力を証明
③ビジネススキルを知識だけでなく実技
（面接で対人スキル）でも証明

上司から相談を受けたり後輩へのアドバイスを求め
られたりと、物事の判断力や対応力が求められる
中堅の秘書像が準1級のレベル。筆記試験合格
の後は二次試験(面接試験)があり、人柄の表現
力が問われます。
※秘書検定２級合格レベルの講座です。

ビジネスの場にふさわしい
立ち居振る舞いを身につけよう

面接試験では「あいさつ」「報告」「状況対応」が
試されます。
社会で働く上でもっとも重要な動作の一つです。
対応力・適応力は、どのような職種でも必要とさ
れます。

資格の特徴

シラバス

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

準１級コース＜２級合格レベル対象＞

営業系全業種 秘書 事務系 サービス系

講座一覧

ページへ

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを
行うだけでなく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リア
ルタイム）講座が複数回あります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対応
しています。



①学生・社会人問わない必須のパソコンスキルの基礎
②Word/Excel®/PowerPoint®などMicrosoft

Officeのアプリケーションが使いこなせる証明となる
③試験結果がすぐにわかるため、履歴書に即書ける

セクションごとに動画を視聴し、課題を提出します。
申込期間

前期： 4/1(木)～ 4/29(木)
夏期： 7/1(木)～ 7/29(木)
後期： 9/1(水)～ 10/7(木)
春期：12/15(水)～ 1/20(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

Word ￥18,800 

試 験 料
(税 込)

Associate ￥8,580（団体手続き）

試 験 日

前期：7/17(土)・7/18(日)予定
夏期：10/2(土)・10/3(日)予定
後期：12/18(土)・12/19(日)予定
春期：2022/3/25(金)・3/26(土)予定

NO. 内容 回数

準備 講座ガイダンス

1
【文書の作成と管理】
文章を作成する／文書内を移動する／文書の書式
を設定するなど

約8回

２ 文書の作成と管理 まとめ 確認問題

３
【文字、段落、セクションの書式設定】
文字列や段落の書式を設定／配置・インデント
など

約5回

４ 文字、段落、セクションの書式設定 まとめ 確認問題

５
【表やリストの作成】
表の作成／表の変更 など

約3回

６ 表やリストの作成 まとめ 確認問題

7
【参考資料の作成と管理】
参照のための情報／図表番号 など

約3回

8 参考資料の作成と管理 まとめ 確認問題

9
【グラフィック要素の挿入と書式設定】
グラフィック要素の挿入 など

約4回

10 グラフィック要素の挿入と書式設定 まとめ 確認問題

11 模擬試験 約5回

営業系事務系全業種 秘書

パソコン関連の資格の中で人気・知名度ともにNO.1

Microsoft Office Specialist 
365&2019 (Word)講座

■OS：
Windows 10 日本語版（32ビット、64ビット）
※Windows 10 Sモードでは動作いたしません。
※Mac OSでは受講できません。

■アプリケーションソフト：
Office 2019 日本語版（32ビット、64ビット）
Microsoft 365 日本語版（32ビット、64ビット）

■ハードディスク：空き容量 1GB以上
CPU：１GHz以上のプロセッサ
メモリ：OSが32ビットの場合 4GB以上

OSが64ビットの場合 8GB以上
グラフィックス：画像解像度 1280×768ピクセル以上

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。遠隔（オンデマン
ド）講座視聴後、確認テストを行うだけでなく、学習状況確
認を兼ねた遠隔（リアルタイム）講座が複数回あります。パ
ソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対応しています。

講座形式について

PC環境

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

資格の特徴

シラバス

資格を取得したことで、Wordで見やすい資料を作れるよ
うになりました。レポートを提出した際には、先生から
も見やすいと評価をもらいました。Wordは知っているつ
もりでしたが、いざ、資格の勉強を始めてみると、意外
と知らないことが多く、Wordで何ができるのかが学べま
した。
講座は、教えてくれるスピードがゆっくりで、わかりや
すかったです。動画なので、繰り返し見ることができる
のは大きかったです。勉強は、空き時間にしていました。
1回の動画が20分程度で短かったので受講しやすかった
です。

栄養学部 ２年次生
受講生の声

マイクロソフト社が認定する資格制度です。
各アプリケーションの操作スキルを証明し、合格す
れば全世界で通用する認定書がもらえます。認知
度も高く、試験後その場で合否がわかるため受験
しやすい資格です。

Associateレベルは、文字サイズやフォントの変更、
表の作成・編集、作成した文書の印刷など、
Wordでの基本的な編集機能を学びます。
入門レベルのAssociateで基礎を身につけた後は、
上級レベルExpertにも、ぜひ挑戦してください。

講座一覧

ページへ



※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

NO. 内容 回数

準備 講座ガイダンス

１
【ワークシートやブックの作成と管理】
ワークシートやブックを作成、移動、ブックの
書式など

約7回

２ ワークシートやブックの作成と管理 まとめ 確認問題

３
【セルやセルの範囲のデータの管理】
セルやセルの範囲にデータを挿入、書式設定
など

約6回

４ セルやセルの範囲のデータの管理 まとめ 確認問題

５ 【テーブルの作成】
テーブルを作成、管理、スタイル など

約2回

６ テーブルの作成 まとめ 確認問題

7
【数式や関数を使用した演算の実行】
関数路使用してデータを集計、条件付き計算な
ど

約5回

8 数式や関数を使用した演算の実行 まとめ 確認問題

9 【グラフやオブジェクトの作成】
グラフを作成、書式設定、ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの挿入など

約3回

10 グラフやオブジェクトの作成 まとめ 確認問題

11 模擬試験 約5回

パソコン関連の資格の中で人気・知名度ともにNO.1

セクションごとに動画を視聴し、課題を提出します。

シラバス
申込期間

前期： 4/1(木)～ 4/29(木)
夏期： 7/1(木)～ 7/29(木)
後期： 9/1(水)～ 10/7(木)
春期：12/15(水)～ 1/20(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

Excel® ￥18,800 

試 験 料
(税 込)

Associate ￥8,580（団体手続き）

試 験 日

前期：7/17(土)・7/18(日)予定
夏期：10/2(土)・10/3(日)予定
後期：12/18(土)・12/19(日)予定
春期：2022/3/25(金)・3/26(土)予定

資格の特徴

■OS：
Windows 10 日本語版（32ビット、64ビット）
※Windows 10 Sモードでは動作いたしません。
※Mac OSでは受講できません。

■アプリケーションソフト：
Office 2019 日本語版（32ビット、64ビット）
Microsoft 365 日本語版（32ビット、64ビット）

■ハードディスク：空き容量 1GB以上
CPU：１GHz以上のプロセッサ
メモリ：OSが32ビットの場合 4GB以上

OSが64ビットの場合 8GB以上
グラフィックス：画像解像度 1280×768ピクセル以上

Microsoft Office Specialist 
365&2019 (Excel®)講座

営業系事務系全業種 秘書

①学生・社会人問わない必須のパソコンスキルの基礎
②Word/Excel®/PowerPoint®などMicrosoft

Officeのアプリケーションが使いこなせる証明となる
③試験結果がすぐにわかるため、履歴書に即書ける

講座形式について
PC環境

マイクロソフト社が認定する資格制度です。
各アプリケーションの操作スキルを証明し、合格す
れば全世界で通用する認定書がもらえます。認知
度も高く、試験後その場で合否がわかるため受験
しやすい資格です。

Associateレベルは、数式や基本的な関数の作
成、セルの書式設定、グラフ作成など、Excelでの
基本的な操作を学びます。
入門レベルのAssociateで基礎を身につけた後は、
上級レベルExpertにも、ぜひ挑戦してください。

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

講座一覧

ページへ

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを行うだけでなく、学習
状況確認を兼ねた遠隔（リアルタイム）講座が複数回あります。パソ
コンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対応しています。



※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

NO. 内容 回数

準備 講座ガイダンス

１

【プレゼンテーションの作成と管理】

プレゼンテーションを作成する／スライドを挿

入する、書式設定する／ スライド、配布資料、

ノートを変更するなど

約8回

２
【テキスト、図形、画像の挿入と書式設定】

テキスト・図を挿入する、書式設定するなど
約4回

３
【表、グラフ、SmartArt、メディアの挿入】

表・グラフ・SmartArt・メディアを挿入する、

書式設定する

約4回

４
【画面切り替えやアニメーションの適用】

画面切り替えを適用する／スライドのコンテン

ツにアニメーションを設定するなど

約3回

5

【複数のプレゼンテーションの管理】

複数のプレゼンテーションのコンテンツを結

合する／プレゼンテーションの仕上げをする
約3回

6 模擬試験 約5回

パソコン関連の資格の中で人気・知名度ともにNO.1

セクションごとに動画を視聴し、課題を提出します。

シラバス
申込期間

前期： 4/1(木)～ 4/29(木)
夏期： 7/1(木)～ 7/29(木)
後期： 9/1(水)～ 10/7(木)
春期：12/15(水)～ 1/20(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

PowerPoint® ￥18,800 

試 験 料
(税 込)

Associate ￥8,580（団体手続き）

試 験 日

前期：7/17(土)・7/18(日)予定
夏期：10/2(土)・10/3(日)予定
後期：12/18(土)・12/19(日)予定
春期：2022/3/25(金)・3/26(土)予定

資格の特徴

■OS：
Windows 10 日本語版（32ビット、64ビット）
※Windows 10 Sモードでは動作いたしません。
※Mac OSでは受講できません。

■アプリケーションソフト：
Office 2019 日本語版（32ビット、64ビット）
Microsoft 365 日本語版（32ビット、64ビット）

■ハードディスク：空き容量 1GB以上
CPU：１GHz以上のプロセッサ
メモリ：OSが32ビットの場合 4GB以上

OSが64ビットの場合 8GB以上
グラフィックス：画像解像度 1280×768ピクセル以上

Microsoft Office Specialist 
365&2019 (PowerPoint®)講座

営業系事務系全業種 秘書

①学生・社会人問わない必須のパソコンスキルの基礎
②Word/Excel®/PowerPoint®などMicrosoft

Officeのアプリケーションが使いこなせる証明となる
③試験結果がすぐにわかるため、履歴書に即書ける

マイクロソフト社が認定する資格制度です。
各アプリケーションの操作スキルを証明し、合格す
れば全世界で通用する認定書がもらえます。認知
度も高く、試験後その場で合否がわかるため受験
しやすい資格です。

Associateレベルは、スライドマスターや配布資料
マスターの編集、書式設定、アニメーションや画面
切り替え効果の設定、スライドショーの設定、アウト
ライン文書の挿入、ズーム機能の使用、印刷の設
定など、さまざまな目的や状況に応じてプレゼン
テーションを作成・編集などを学びます。

入門レベルのAssociateで基礎を身につけた後は、
上級レベルExpertにも、ぜひ挑戦してください。

講座形式について

PC環境

講座一覧

ページへ

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを行うだけでなく、
学習状況確認を兼ねた遠隔（リアルタイム）講座が複数回あります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対応しています。



NO. 内容 回数

準備 講座ガイダンス

1 文書のオプションと設定の管理 約4回

2 文書のオプションと設定の管理 まとめ 確認問題

3 高度な機能を使用した文書のデザイン 約2回

4 高度な機能を使用した文書のデザイン まとめ 確認問題

5 高度な機能を使用した参考資料の作成 約4回

6 高度な機能を使用した参考資料の作成 まとめ 確認問題

7 ユーザー設定のWord要素の作成 約5回

8 ユーザー設定のWord要素の作成 まとめ 確認問題

9 模擬試験プログラムの前に 約2回

10 模擬試験 約5回

セクションごとに動画を視聴し、課題を提出します。

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

入門レベルを卒業した方におススメ、さらに専門的な内容を

シラバス

私がMOS講座を受講した理由は、社会に出ると必ず
必要となる技能を早いうちから身につけたいと考えた
からです。今まであまりパソコンに触れてきませんで
したが、分からない所は何度も視聴できたり、要点ご
との確認問題のおかげで、分かりやすく楽しく学ぶこ
とが出来ました。早く受講すれば、それだけ技能を活
かす機会もたくさんあると思います。少しでもMOS
に興味がある方はぜひ受講してみてください。

経営学部 ３年次生

PC環境

申込期間
後期： 9/1(水)～10/7(木)
春期：12/15(水)～ 1/20(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

Word Expert ￥23,100

試 験 料
(税 込)

Expert ￥10,780 （団体手続き）

試 験 日
後期：12/18(土)・12/19(日)予定
春期：2022/3/25(金)・3/26(土)予定

講座形式について

資格の特徴

■OS：
Windows 10 日本語版（32ビット、64ビット）
※Windows 10 Sモードでは動作いたしません。
※Mac OSでは受講できません。

■アプリケーションソフト：
Office 2019 日本語版（32ビット、64ビット）
Microsoft 365 日本語版（32ビット、64ビット）

■ハードディスク：空き容量 1GB以上
CPU：１GHz以上のプロセッサ
メモリ：OSが32ビットの場合 4GB以上

OSが64ビットの場合 8GB以上
グラフィックス：画像解像度 1280×768ピクセル以上

受講生の声

Microsoft Office Specialist 
365&2019 Expert (Word)講座

営業系事務系全業種 秘書

①学生・社会人問わない必須のパソコンスキルの基礎
②Word/Excel®/PowerPoint®などMicrosoft

Officeのアプリケーションが使いこなせる証明となる
③試験結果がすぐにわかるため、履歴書に即書ける

マイクロソフト社が認定する資格制度です。
各アプリケーションの操作スキルを証明し、合格す
れば全世界で通用する認定書がもらえます。認知
度も高く、試験後その場で合否がわかるため受験
しやすい資格です。

Expertレベルは、スタイル機能や目次・索引作成
などの長文機能、他のアプリケーションソフトからの
データ取り込みなど、Wordでの高度な機能を理
解できるようになります。

講座一覧

ページへ

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを行うだけで
なく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リアルタイム）講座が複
数回あります。パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンに
も対応しています。



NO. 内容 回数

準備 講座ガイダンス

1 ブックのオプションと設定の管理 約2回

2 ブックのオプションと設定の管理まとめ 確認問題

3 ユーザー定義の表示形式やレイアウトの適用 約10回

4 ユーザー定義の表示形式やレイアウトの適用まとめ
確認問題

5 高度な機能を使用した数式の作成 約10回

6 高度な機能を使用した数式の作成まとめ 確認問題

7 高度な機能を使用したグラフやテーブルの作成 約4回

8 高度な機能を使用したグラフやテーブルの作成まとめ
確認問題

9 模擬試験プログラムの前に 約2回

10 模擬試験 約5回

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

PC環境

セクションごとに動画を視聴し、課題を提出します。

シラバス
申 込 期 間

後期： 9/1(水)～10/7(木)
春期：12/15(水)～ 1/20(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

Excel® Expert ￥23,100 

試 験 料
(税 込)

Expert ￥10,780（団体手続き）

試 験 日
後期：12/18(土)・12/19(日)予定
春期：2022/3/25(金)・3/26(土)予定

講座形式について

資格の特徴

MOS(Excel Exp.)

■OS：
Windows 10 日本語版（32ビット、64ビット）
※Windows 10 Sモードでは動作いたしません。
※Mac OSでは受講できません。

■アプリケーションソフト：
Office 2019 日本語版（32ビット、64ビット）
Microsoft 365 日本語版（32ビット、64ビット）

■ハードディスク：空き容量 1GB以上
CPU：１GHz以上のプロセッサ
メモリ：OSが32ビットの場合 4GB以上

OSが64ビットの場合 8GB以上
グラフィックス：画像解像度 1280×768ピクセル以上

Microsoft Office Specialist 
365&2019 Expert(Excel®)講座

営業系事務系全業種 秘書

①学生・社会人問わない必須のパソコンスキルの基礎
②Word/Excel®/PowerPointなどMicrosoft

Officeのアプリケーションが使いこなせる証明となる
③試験結果がすぐにわかるため、履歴書に即書ける

マイクロソフト社が認定する資格制度です。
各アプリケーションの操作スキルを証明し、合格す
れば全世界で通用する認定書がもらえます。認知
度も高く、試験後その場で合否がわかるため受験
しやすい資格です。

Expertレベルはピボットテーブルなどのデータ分析、
条件付き書式や入力規則の設定、マクロの作成・
編集など、Excelでの高度な機能を理解できるよう
になります。

入門レベルを卒業した方におススメ、さらに専門的な内容を

講座一覧

ページへ

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを行うだけで
なく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リアルタイム）講座が複
数回あります。パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンに
も対応しています。



どの業界・職種においても身につけておくべきIT知
識を基礎から学びます。
社会人に必要とされる『情報の基礎知識』を身に
つけることができます。

申 込 期 間
前期：4/1(木)～5/10(月)
後期：9/1(水)～9/23(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

￥40,610

試 験 料
(税 込)

￥5,700(団体手続き）

試 験 日 随時試験

システム系 営業系事務系 全業種

①IT(情報技術)の基礎知識を証明
②情報システムやセキュリティだけでなく、

経営全般知識を幅広く学習
③現場での課題を想定して出題されるため、

職業人としてのスキルが向上

仕事をより効率的・効果的に行うためのコンピュー
タ活用術として、パソコン操作やデータ処理にとど
まらない知識を証明できます。

“Society5.0”を
担う人材になろう

情報技術に関する基礎能力を証明する国家資格

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

ITパスポート講座

講座形式について

NO. 内容

1 企業と法務－企業活動①

2 企業と法務－企業活動②

3 企業と法務－企業活動③

4 企業と法務－法務①

5 企業と法務－法務②

6 経営戦略－経営戦略マネジメント①

7 経営戦略－経営戦略マネジメント②

8 経営戦略－技術戦略マネジメント③

9 経営戦略－ビジネスマインダストリ①

10 経営戦略－ビジネスマインダストリ②

11 システム戦略－システム戦略①

12 システム戦略－システム戦略②

13 システム戦略－システム企画

14 開発技術－システム開発技術

15 開発技術－ソフトウェア開発管理技術

16 プロジェクトマネジメント

17
サービスマネジメント－サ－ビスマネ
ジメント

18 サービスマネジメント－システム監査

19 基礎理論－基礎理論①

20 基礎理論－基礎理論②

NO. 内容

21 基礎理論－アルゴリズムとプログラミング

22 コンピュータシステム
－コンピュータ構成要素①

23 コンピュータシステム
－コンピュータ構成要素②

24 コンピュータシステム－システム構成要素

25 コンピュータシステム－ソフトウェア

26 コンピュータシステム－ハードウェア

27 技術要素－ヒューマンインターフェース

28 技術要素－マルチメディア

29 技術要素－データベース①

30 技術要素－データベース②

31 技術要素－ネットワーク①

32 技術要素－ネットワーク②

33 技術要素－ネットワーク③

34 技術要素－情報セキュリティ①

35 技術要素－情報セキュリティ②

36 技術要素－情報セキュリティ③

37 技術要素－情報セキュリティ④

38 技術要素－情報セキュリティ⑤

39 技術要素－情報セキュリティ⑥

資格の特徴

シラバス

講座一覧

ページへ

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを
行うだけでなく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リア
ルタイム）講座が複数回あります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対応
しています。



申 込 期 間 後期：10/1(金)～10/27(水)

受 講 料
(教材費込・税込)

￥80,000

試 験 料
(税 込)

￥5,700(個人手続き）

試 験 日 2022年4月予定

NO. 内容

準備 オリエンテーション

１ 第1章ハードウエア1

2 第1章ハードウエア2

3 第2章ソフトウエア1

4 第2章ソフトウエア2

5 第3章コンピュータで扱うデータ1

6 第3章コンピュータで扱うデータ2

7 第4章コンピュータシステム

8 第5章システム開発1

9 第5章システム開発2

10 第6章アルゴリズムとデータ構造1

11 第6章アルゴリズムとデータ構造2

12 第7章ネットワーク1

13 第7章ネットワーク2

14 第7章ネットワーク3

15 第7章ネットワーク4

16 第8章データベース1

17 第8章データベース2

18 第8章データベース3

19 第8章データベース4

20 第9章セキュリティ1

21 第9章セキュリティ2

22 第9章セキュリティ3

23 第9章セキュリティ4

24 第10章マネジメント

25 第11章情報化と経営1

26 第11章情報化と経営2

27 第11章情報化と経営3

28 午前問題攻略1

29 午前問題攻略1

30 午前問題攻略2

31 午前問題攻略2

NO. 内容

32 分野別午後問題攻略1  Cap1.情報セキュリティ

33 分野別午後問題攻略2  Cap2.ハードウエア

34 分野別午後問題攻略3  Cap3.ソフトウエア

35 分野別午後問題攻略4  Cap4.データベース1

36 分野別午後問題攻略5  Cap4.データベース2

37 分野別午後問題攻略6  Cap5.ネットワーク1

38 分野別午後問題攻略7  Cap5.ネットワーク2

39 分野別午後問題攻略8  Cap6.ソフトウエア設計

40 分野別午後問題攻略9  Cap7.マネジメント

41 分野別午後問題攻略10  Cap8.ストラテジ

42 分野別午後問題攻略11  Cap9.アルゴリズム1

43 分野別午後問題攻略12  Cap9.アルゴリズム2

44 分野別午後問題攻略13  Cap9.アルゴリズム3

表
計
算

※１

45 分野別午後問題攻略14  表計算1

46 分野別午後問題攻略15  表計算2

47 分野別午後問題攻略16  表計算3

48 分野別午後問題攻略17  表計算4

49 分野別午後問題攻略18  表計算5

C
言
語

※１

45 分野別午後問題攻略19  C言語1

46 分野別午後問題攻略20  C言語2

47 分野別午後問題攻略21  C言語3

48 分野別午後問題攻略22  C言語4

49 分野別午後問題攻略23  C言語5

ア
セ
ン
ブ
ラ

※１

45 分野別午後問題攻略24  アセンブラ１

46 分野別午後問題攻略25  アセンブラ２

47 分野別午後問題攻略26  アセンブラ３

48 分野別午後問題攻略27  アセンブラ４

49 分野別午後問題攻略28  アセンブラ５

50 模擬テスト 午前・午後

51 模擬テスト解説 午前

52 模擬テスト解説 午後

※１ 45回～49回は選択科目となり、「表計算」「C言語」「アセンブラ」の
いずれかを受講することになります。

※ スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

情報システムを構築・運用する「技術者」から情報
システムを利用する「エンドユーザ（利用者）」まで、
ITに関係するすべての人が活用できる試験。
内定者に受験を課す企業も多数あります。

システム系 営業系事務系 全業種

①IT業界の登竜門といわれる資格
②ハードウェア、ソフトウェアの基本的な仕組み
や動作を理解する

③プログラム作成時の考え方や命令文を理解する
④会社運営に関わる法律や経営全般に関わる知

識を身につける

経済産業省が、情報処理技術者としての「知識・
技能」が一定以上の水準であることを認定している
国家試験です。
情報技術の背景として知るべき原理や基礎となる
知識・技能について、幅広く総合的に習得できます。
※ITパスポート取得者レベルの講座です。

社会人必須のビジネス基礎知識

IT人材となるために必要な基本的知識・技能
実践的な活用能力を身に付ける

基本情報技術者試験講座

シラバス

私がこの講座を受講した理由は、PCやスマホを利用
することが日常的となり、ITに関する知識を身に付
けたいと思ったからです。授業を収録したWeb講座
で時間に縛られることなく何度でも視聴することが
できます。また分からないことがあればメールで質
問を行ったり、Zoomによる対面授業の時に質問を
することもできます。国家資格であり、就職活動、
社会人になった際にも活かすことができるので、IT
に興味を持っている方はぜひ挑戦してみてください。

総合リハビリテーション学部
４年次生

講座形式について
各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安のスケジュールに沿って、
合格を目指します。遠隔（オンデマンド）講座後、確認テストを行うだ
けでなく、言語選択を行う大事なガイダンスや学習状況確認を兼ねた遠
隔（リアルタイム）講座が定期的（約５回）にあります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対応しています。

資格の特徴

受講生の声

講座一覧

ページへ



私がこの講座を受講した理由は、AIの概念に触れてみよ
うと考えたからです。自分自身これまでAIについて目を
向けずに生きてきましたが、防災学を学んでいた際、近
年ではAIを用いた防災対策がなされていることに気づき、
学ぶ必要性が高いと思いました。何も知識がないままで
したが、講座があると知り、即座に受講しました。講義
も分かりやすく、知識がなくても着実に情報の取得に適
したものになっています。
この講座ではAIの基礎から学ぶことができるため、もし、
今までAIについて学んでこなかった方も、AIの事を深く
知りたいという方は、是非、受講されることをお勧めし
ます。

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

申込期間
前期： 4/1(木)～ 4/29(木)
夏期： 7/1(木)～ 7/29(木)
後期： 10/1(金)～ 10/27(水)

受 講 料
(教材費込・税込)

￥33,000

試 験 料
(税 込)

￥5,000(個人手続き）

試 験 日
前期：7/17(土)、夏期：11/6(土)
後期：3月予定

①AI(人工知能)について体系的に学ぶことができる
②ディープラーニングの基礎知識を身につける
③事業活用する能力や知識を身につけ、ジェネラリストを

目指す

G検定は、ディープラーニング技術に関する最新知識だけで
はなく、AIの歴史や機械学習の基礎、AI利活用時に不可
欠な知識である法的リスクや倫理を取り巻く議論など、幅広
く学ぶ検定です。

NO. 内容

準備 ガイダンス 試験について、本講座の進め方について

1

1章
人工知能の概要

人工知能とは

2 人工知能研究の歴史

3 人工知能の代表的な研究テーマ

4 人工知能の課題

5 1章 確認テスト解説

6

2章
基礎数学と情報理論

データの距離

7 微分と偏微分

8 行列とベクトル

9 確率と情報理論

10 2章 確認テスト解説

11

3章
機械学習の概要

機械学習の概要

12 教師あり学習の概要

13 教師あり学習の種類

14 教師なし学習の概要

15 3章 確認テスト解説

16

4章
ディープラーニングの基礎

ニューラルネットワークの基礎

17 順伝播

18 逆伝播

19 ニューラルネットワーク技術の変遷

20 CNN：畳み込みニューラルネットワーク

21 RNN：リカレントニューラルネットワーク

22 強化学習

23 4章 確認テスト解説

24

5章
ディープラーニングの研究分野

画像分野
（画像分類、物体検出、セグメンテーション）

25 自然言語処理

26 音声処理

27 深層強化学習

28 その他の研究分野

29 5章 確認テスト解説

30

6章
ディープラーニングの利用と実装

教師あり学習と汎化性能

31 予測モデルの性能評価法

32 予測モデルの性能向上法

33 ライブラリとフレームワーク

34 計算リソース

35 その他のオンラインリソース

36 6章 確認テスト解説

37

7章
AIの社会実装に向けて

AIと知的財産権

38 個人情報の取り扱い

39 人工知能の社会展開

40 AIに関するガイドライン・政策

41 産業への展開

42 7章 確認テスト解説

G検定講座

AIやディープラーニングの基礎を学んでみよう
システム系 営業系事務系 全業種

シラバス

現代社会学部 ３年次生

講座形式について

資格の特徴

受講生の声

講座一覧

ページへ

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを
行うだけでなく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リア
ルタイム）講座が複数回あります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対応
しています。



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

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

Excelを使ったデータ分析力を身に付ける

申込期間

前期： 4/1(木)～ 4/29(木)
夏期： 7/1(木)～ 7/29(木)
後期： 10/1(金)～ 10/27(水)
春期：12/15(水)～ 1/20(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

￥19,800

試 験 料
(税 込)

￥4,400(団体手続き）

試 験 日 随時試験

NO. 内容 動画番号

準備 ガイダンス
0-1 試験概要説明
0-2 Excel計算式：
関数基本操作確認

1

1.ビジネスデータ
把握力編

1-1 平均値

2 1-2 中央値

3 1-3 最頻値

4 1-4 レンジ

5 1-5 標準偏差

6 1-6 Excel分析ツール

7

2.ビジネス課題発見力編

2-1 外れ値の検出

8 2-2 度数分布表

9 2-3 標準化

10 2-4 移動平均

11 2-5 季節調整

12

3.ビジネス仮説検証力編

3-1 集計①

13 3-2 集計②

14 3-3 散布図

15 3-4 相関

16 3-5 回帰分析①

17 3-6 回帰分析②

18 3-7 最適化

19

4.総まとめ

模擬テストA

20 模擬テストB

21 模擬テストC

システム系 営業系事務系 全業種

①身近に活用できるExcel®を使用したデータ分析技能、
分析結果を正確に理解し、応用する能力が身に付く。

②知識を問う問題とExcel ®の操作をともなう操作問題が
出題

③試験結果がすぐにわかるため、履歴書に即書ける

エクセル分析ベーシックは、平均値や標準偏差など、ビジネ
スデータの基本的な情報を把握したり、エクセルのグラフ機能
や関数を使用してデータの傾向や相関関係などを発見・分
析する基礎的な分析スキルを評価する試験科目です。

この講座を受講して、データをどのように読み取
るかについて、新しい視点を見つけられました。
加えて、伝えたい内容に沿って、データをどのよ
うに活用するのかというのを考えるのにも使える
知識を学べる講座です。
また、講座ではテキストの内容に加えて、
「Shift」+「Ctrl」+「↓」を押すとまとめて範囲
選択できるというような、Excelを使っていく上で
覚えておくと便利な操作や、テストではどのよう
なものが出題されるかを教えてもらえたので受け
てよかったと思います。

人文学部 4年次生

講座形式について

資格の特徴

シラバス

受講生の声

講座一覧

ページへ

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを
行うだけでなく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リアル
タイム）講座が複数回あります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対応
しています。



私は英語の実力をつけたいと思いこの講座を受講しまし
た。私はTOEICを受験したことがなく、勉強といっても
何をしたらいいのかわからない状態でした。しかしこの
講座では英語の基礎の基礎から先生が丁寧に指導してく
れるため教材を元に安心して勉強を頑張ることができま
した。出題傾向もわかるため試験本番では落ち着いて受
けることもできました。TOEICを受けて英語力のスキル
アップをするチャンスだと思います。初めてTOEICを受
けてみたいと思っている人、スコアをさらに伸ばしたい
人は、まずこの講座をぜひ受講してみて下さい。

世界共通の基準として英語力を客観的に証明
旅行業 営業系商社系 事務系観光系 ホテル業系

TOEIC® L＆R TEST対策講座

NO. 内容

準備 TOEICについて

Week 1
日常表現 日時に関する表現

英語の語順 一般動詞
英語の語順 be動詞

Week 2
日常表現 位置に関する表現

時制基礎 一般動詞／時制基礎 be動詞

Week 3
日常表現 数、形に関する表現

受動態／代名詞

Week 4
Part 1 （写真描写問題） 人の姿勢と動作

Part 5 （短文穴埋め問題） 品詞問題基礎1

Week 5
Part 1 （写真描写問題） 物を表現

Part 5 （短文穴埋め問題） 品詞問題基礎２

Week 6
Part 2 （応答問題） When, Where, Why

Part 5 （短文穴埋め問題） 時制

Week 7
Part 2（ 応答問題） Who, What, Which

Part 5（ 短文穴埋め問題） 接続詞関連語句1

Week 8
Part 2（ 応答問題） How

Part 5（ 短文穴埋め問題） 接続詞関連語句2

Week 9
Part 2（ 応答問題） 総合問題

Part 5（ 短文穴埋め問題） 総合問題

Week 10
Part 2（ 応答問題） 提案・依頼

Part 7（ 読解問題） 広告・フォーム

Week 11
Part 3（ 会話問題） 取り組み方

Part 7（ 読解問題） 総合

Week 12
Part 4（ 説明文問題） 取り組み方

Part 7（ 読解問題） 手紙・メール

申 込 期 間

前期： 4/1(木)～ 5/10(月)
夏期： 7/1(木)～ 7/29(木)
後期： 9/1(水)～ 10/7(木)
春期：12/15(水)～ 1/20(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

はじめてのTOEIC®コース
￥20,180

試 験 料
(税 込)

￥5,390（団体手続き）
※春期申込者から 6,710円

試 験 日

前期：9/12(日)予定
夏期：10/24(日)予定
後期：2022/2/27(日)予定
春期：2022/5/29(日)予定

①世界で通用する最も知名度の高い国際的な
英語試験

②ビジネスはもちろん日常まで幅広く活用できる
③近年英語を『社内公用語』に設定する企業も

増加しニーズが高まっている検定

試験問題は全て英語です。問題に慣れ、試験の
解き方やコツを学ぶことができます。

こんな業種・職場で
活用されています！

外資系のみならず、海外とつながりのある航空業
界や旅行・ホテル業界、製造メーカー等では英語
力は必須です。
社内公用語を英語にする等、企業のグローバル化
にあわせて、職種を問わず英語力が求められてい
ます。試験は日本のみならず世界約160か国で
実施されています。
合否ではなく990点満点のスコアで評価されるた
め、企業からの信頼性も高く、エントリーシートでス
コアを問われる事も非常に多いので、面接の際の
アピール材料になります。

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

法学部 ３年次生

講座形式について

資格の特徴

シラバス

受講生の声

はじめてのTOEIC ®コース

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、高得点を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを
行うだけでなく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リアル
タイム）講座が複数回あります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対応
しています。

講座一覧
ページへ



こんな業種・職場で
活用されています！

外資系のみならず、海外とつながりのある航空業界
や旅行・ホテル業界、製造メーカー等では英語力は
必須です。
社内公用語を英語にする等、企業のグローバル化
にあわせて、職種を問わず英語力が求められていま
す。試験は日本のみならず世界約160か国で実施
されています。
合否ではなく990点満点のスコアで評価されるため、
企業からの信頼性も高く、エントリーシートでスコアを
問われる事も非常に多いので、面接の際のアピール
材料になります。

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

講座形式について

NO. 内容

準備 TOEICについて

Week 1
Part 1 （写真描写問題） 人の動作

Part 5 （短文穴埋め問題） 品詞問題基礎1

Week 2
Part 1 （写真描写問題） 物の状態・位置

Part 5 （短文穴埋め問題） 品詞問題基礎２

Week 3
Part 2 （応答問題） 5W1H質問文

Part 5 （短文穴埋め問題） 時制

Week 4
Part 2（ 応答問題） How質問文

Part 5（ 短文穴埋め問題） 接続詞基礎

Week 5
Part 2（ 応答問題） 提案・依頼質問文

Part 5（ 短文穴埋め問題） 接続詞関連語句

Week 6 ハーフ模試

Week 7
質問文の理解

Part 5（ 短文穴埋め問題） 品詞問題総合

Week 8
Part 3（ 会話問題） の取り組み方１

Part 6（ 長文穴埋め問題）

Week 9
Part 3（ 会話問題） の取り組み方２

Part 7（ 読解問題） Web Page

Week 10
Part 4（ 説明文問題） の取り組み方１

Part 7（ 読解問題） short message

Week 11
Part 4（ 説明文問題） の取り組み方２

Part 7（ 読解問題） 広告

Week 12 ハーフ模試

世界共通の基準として英語力を客観的に証明

資格の特徴

シラバス
申 込 期 間

前期： 4/1(木)～ 5/10(月)
夏期： 7/1(木)～ 7/29(木)
後期： 9/1(水)～ 10/7(木)
春期：12/15(水)～ 1/20(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

500点コース￥20,180

試 験 料
(税 込)

￥5,390（団体手続き）
※春期申込者から 6,710円

試 験 日

前期：9/12(日)予定
夏期：10/24(日)予定
後期：2022/2/27(日)予定
春期：2022/5/29(日)予定

TOEIC®500点は、英会話や英語を読み書きす
る機会があるような会社に、新卒で入社の際に求
められるレベルの英語力と言われています。

①世界で通用する最も知名度の高い国際的な
英語試験

②ビジネスはもちろん日常まで幅広く活用できる
③近年英語を『社内公用語』に設定する企業も

増加しニーズが高まる検定

試験問題は全て英語です。問題に慣れ、試験の
解き方やコツを学ぶことができます。

500点コース

旅行業 営業系商社系 事務系観光系 ホテル業系

TOEIC® L＆R TEST対策講座

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安のスケジュー
ルに沿って、高得点を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを行うだけで
なく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リアルタイム）講座が複
数回あります。パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンに
も対応しています。

講座一覧

ページへ



NO. 内容

準備 TOEICについて

Week 1
Part 1（ 写真描写問題） 1

Part 5（ 短文穴埋め問題） 品詞問題

Week 2
Part 1（ 写真描写問題） 2

Part 5（ 短文穴埋め問題） 動詞の形

Week 3
Part 2（ 応答問題） 5W1H 質問文

Part 5（ 短文穴埋め問題） 時制（副詞と構文）

Week 4
Part 2（ 応答問題） 提案・依頼

Part 5（ 短文穴埋め問題） 接続詞関連語句

Week 5
Part 2（ 応答問題） 付加疑問文と否定疑問文

Part 5（ 短文穴埋め問題） 総合問題

Week 6 ミニ模試

Week 7
Part 3（会話問題）1

Part 6（ 長文穴埋め問題）

Week 8
Part 3（会話問題）2

Part 7（ 読解問題） 広告

Week 9
Part 3（会話問題）様々な形式の問題

Part 7（ 読解問題） Online Chat

Week 10
Part 4（説明文問題）1

Part 7（ 読解問題） 手紙・メール

Week 11
Part 4（説明文問題）2

Part 7（ 読解問題） 記事

Week 12 ミニ模試

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

世界共通の基準として英語力を客観的に証明

申 込 期 間

前期： 4/1(木)～ 5/10(月)
夏期： 7/1(木)～ 7/29(木)
後期： 10/1(金)～10/27(水)
春期：12/15(水)～ 1/20(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

650点コース￥29,700

試 験 料
(税 込)

￥5,390（団体手続き）
※春期申込者から 6,710円

試 験 日

前期：9/12(日)予定
夏期：10/24(日)予定
後期：2022/2/27(日)予定
春期：2022/5/29(日)予定

シラバス

650点コース

旅行業 営業系商社系 事務系観光系 ホテル業系

TOEIC® L＆R TEST対策講座

こんな業種・職場で
活用されています！

外資系のみならず、海外とつながりのある航空業界
や旅行・ホテル業界、製造メーカー等では英語力は
必須です。
社内公用語を英語にする等、企業のグローバル化
にあわせて、職種を問わず英語力が求められていま
す。試験は日本のみならず世界約160か国で実施
されています。
合否ではなく990点満点のスコアで評価されるため、
企業からの信頼性も高く、エントリーシートでスコアを
問われる事も非常に多いので、面接の際のアピール
材料になります。

講座形式について

資格の特徴

TOEIC®650点は、海外留学などの場面でも通
用するレベルと言われており、採用試験などでも評
価されるレベルの英語力と言われています。

①世界で通用する最も知名度の高い国際的な
英語試験

②ビジネスはもちろん日常まで幅広く活用できる
③近年英語を『社内公用語』に設定する企業も

増加しニーズが高まっている検定

試験問題は全て英語です。問題に慣れ、試験の
解き方やコツを学ぶことができます。

講座一覧

ページへ

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安のスケジュー
ルに沿って、高得点を目指します。遠隔（オンデマンド）講
座視聴後、確認テストを行うだけでなく、学習状況確認を兼
ねた遠隔（リアルタイム）講座が複数回あります。パソコンだ
けでなく、タブレット、スマートフォンにも対応しています。



統計検定講座

身近な問題解決に活かすことができる
統計的問題解決力を身につける

システム系 営業系事務系 全業種

大学基礎統計学の知識として求められる統計活用力
を評価し、認証するための検定試験です。

①「統計リテラシー」
基本的な用語や概念の定義を問う問題

②「統計的推論」
不確実な事象の理解、２つ以上の用語や
概念の関連性を問う問題

③「統計的思考」
具体的な文脈に基づいて統計の活用を問う問題

統計学は、大学における文系・理系の多くの学部で専
門科目の基礎となる不可欠の素養です。実験、調査、
観察研究によって得られたデータに基づいて統計的に正
しく推論を行う力は、すべての学問分野で必要とされて
います。
また、企業では、データに基づいて経営戦略を決めたり、
商品企画や生産管理を行うことが求められます。企業
が新入社員に学んできて欲しい分野の1つです。

講座形式について

資格の特徴

シラバス申込期間 後期：9/1(水)～10/7(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

3級 ￥28,000

試 験 料
(税 込)

￥4,000(個人手続き）

最少催行
人数

15名
※最少催行人数に達しない場合は開講できません。
ご了承ください。

試 験 日 2022年２月（予定）

３級コース

講座一覧

ページへ

遠隔（リアルタイム）講座です。

パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対

応しています。

※通信費は個人での負担となります。

回 日程 課目名 学習内容

1 12月16日(木) A

統計学の目的

統計学で扱うデータの種類 質的データと量的データ

グラフの表現 棒グラフ、割合

2 12月21日(火) A グラフの表現

棒グラフ

折れ線グラフ

クロス集計

3 1月6日(木) A

グラフの表現 前回の復習

ヒストグラム
階級と階級値

度数と相対度数

4 1月13日(木) A ヒストグラム

ヒストグラム

箱ひげ図

四分位範囲

5 1月18日(火) A

ヒストグラム 前回の復習

データの指標・代表値
平均値

中央値、最頻値

6 1月20日(木) A データの指標・代表値

偏差、標準偏差

分散と標準偏差

外れ値

7 2月8日(火) B

データの指標・代表値 前回の復習

散布図と回帰分析
相関関係

正・負の相関

8 2月10日(木) B 散布図と回帰分析

共分散

回帰係数

最小二乗法

9 2月15日(火) B

散布図と回帰分析 前回の復習

確率と確率変数
独立試行の定理・条件付き確率

確率変数と確率分布

10 2月17日(木) B

確率と確率変数 前回の復習

実験と観察・統計的な推計
国税調査

推定と仮説検定

11 
2月22日(火)

B

実験と観察・統計的な推計 前回の復習

今までの総復習 問題集実施、解説

時間帯：A 17:15～19:55 B 9:30～12:40



知的財産管理技能検定講座
知財マネジメントスキルを測る国家試験

システム系 営業系事務系 全業種

申込期間 夏期：7/1(木)～7/29(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

3級 ￥27,000

試 験 料
(税 込)

3級 ￥11,000（個人手続き）
（学科 ¥5,500 実技 ¥5,500）

試 験 日 11/7(日)

「知的財産（知財）」とは、人間が生み出したアイデ
アやブランドなど「かたち（形）」はないけれども価値
のあるものを指します。

技術をはじめ、コンテンツ・デザイン・ブランドといった
「知的財産」をいかにマネジメントするかがビジネスの
鍵となっています。
「誰に」、「どのような価値を」、「どのように提供し」、「ど
のように利益を出して継続していくか」という、企業等
の新たな競争力の源泉となる「ビジネスモデル」を支え
るのが「知財マネジメント」です。

3級試験レベル
知的財産管理に関する業務上の課題を発見し、そ
の課題を解決することができる技能及びこれに関する
初歩的な知識を有するもの。

講座形式について

資格の特徴

シラバス

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

NO. 内容

準備 ガイダンス 試験について 勉強方法

1 知的財産とは？

2 特許法① 特許法の目的と保護対象

3 特許法② 特許要件

4 特許法③ 特許出願の手続き/特許出願後の手続き

5 特許法④ 特許権の管理と活用/特許権の侵害と救済

6 実用新案法 実用新案法

7 確認テスト① 特許法・実用新案法

8 意匠法① 意匠法の保護対象と登録要件

9 意匠法② 意匠登録を受けるための手続き

10 意匠法③ 意匠権の管理と活用/意匠権の侵害と救済

11 確認テスト② 意匠法

12 商標法① 商標法の保護対象と登録要件

13 商標法② 商標登録を受けるための手続き

14 商標法③ 商標権の管理と活用/商標権の侵害と救済

15 確認テスト③ 商標法

16 条約 条約

17 確認テスト④ 条約

18 著作権法① 著作権法の目的と著作物

19 著作権法② 著作者/著作者人格権

20 著作権法③ 著作（財産）権

21 著作権法④ 著作権の制限/著作隣接権

３級コース

講座一覧

ページへ

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを
行うだけでなく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リア
ルタイム）講座が複数回あります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対応
しています。



流通や販売の専門知識を幅広く習得できる

ﾘﾃｰﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(販売士)検定講座

申 込 期 間 前期： 4/1(木)～4/29(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

3級 ￥24,480

試 験 料
(税 込)

3級 ￥4,200(個人手続き）

試 験 日 受験会場ごとに異なる

NO. 内容 回数

準備 オリエンテーション 1

1 流通における小売業の基本 1

2 組織形態別小売業の基本 3

3 店舗形態別小売業の基本的役割 3

4 商業集積の基本 1

5 商品の基本 2

6 マーチャンダイジングの基本 2

7 商品・販売・仕入 計画の基本 1

8 価格設定の基本 2

9 在庫管理の基本 1

10 販売管理の基本 1

11 ストアオペレーションの基本 2

12 包装技術の基本 1

13 ディスプレイの基本 3

14 小売業のマーケティングの基本 2

15 顧客満足経営の基本 2

16 商圏の設定と出店の基本 1

17 リージョナルプロモーションの基本 3

18 顧客志向型売り場づくりの基本 1

19 販売員の役割の基本 1

20 販売員の法令知識 3

21 小売業の計数管理 2

22 店舗管理の基本 1

23 問題演習 10

講座形式について

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを
行うだけでなく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リア
ルタイム）講座が複数回あります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対
応しています。

①流通業界唯一の公的資格
②マーケティング等、販売技術の即戦力となる専

門知識を習得できる

販売員の資質・サービス向上を目的に行われてい
る検定試験です。仕入や在庫の知識だけでなく、
お客様に対応する上で必要なマナー、従業員成
や指導、さらに販売促進のための経営戦略いった
消費者ニーズに応えるための実践的な知識・技術
が問われます。

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

販売員としての知識と技術を
身につける

ホテルや百貨店等のサービス業に関わらず、流通
業・小売業・運輸業等幅広い分野で活用されてい
ます。流通業・小売業・サービス業などで就職を考
える方は、早めにチャレンジしましょう。

営業系 ブライダル系出版系 アパレル系小売系

資格の特徴

シラバス

３級コース

講座一覧

ページへ



流通や販売の専門知識を幅広く習得できる

ﾘﾃｰﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(販売士)検定講座

申 込 期 間 後期： 9/1(水)～10/7(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

2級 ￥37,900

試 験 料
(税 込)

2級 ￥5,770(個人手続き）

試 験 日 2022年2月（予定）

NO. 内容 回数

準備 オリエンテーション 1

1 流通と小売業の役割 3

2 組織形態別小売業の運営特性 3

3 店舗形態別小売業の運営特性 4

4 マーチャンダイジングの戦略的展開 1

5 商品計画の戦略的立案 1

6 販売計画の戦略的立案 3

7 仕入計画の策定と仕入活動の戦略的展開 3

8 販売政策の戦略的展開 4

9 商品管理政策の戦略的展開 2

10 店舗運営サイクルの実践と管理 3

11 戦略的ディスプレイの実施方法 5

12 作業割当の基本 1

13 レイバースケジューリングプログラムの役割と仕組み 1

14 人的販売の実践と管理 1

15 リテールマーケティング戦略の考え方 4

16
リテールマーケティングの展開に必要な商圏分析と
出店戦略の実践

1

17 マーケットリサーチ（市場調査）の方法と進め方 1

18
リテールマーケティングの展開に必要なリージョナル
プロモーションの実践

3

19 顧客戦略の展開方法 2

20 販売管理者の法令知識 4

21 小売店経営における計数管理と計算実務 3

22 販売活動に求められる決算データと経営分析 3

23 小売業における組織の基本原則と従業員管理 2

講座形式について

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを
行うだけでなく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リア
ルタイム）講座が複数回あります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対
応しています。

①流通業界唯一の公的資格
②マーケティング等、販売技術の即戦力となる専

門知識を習得できる

販売員の資質・サービス向上を目的に行われてい
る検定試験です。仕入や在庫の知識だけでなく、
お客様に対応する上で必要なマナー、従業員成
や指導、さらに販売促進のための経営戦略いった
消費者ニーズに応えるための実践的な知識・技術
が問われます。

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

販売員としての知識と技術を
身につける

ホテルや百貨店等のサービス業に関わらず、流通
業・小売業・運輸業等幅広い分野で活用されてい
ます。流通業・小売業・サービス業などで就職を考
える方は、早めにチャレンジしましょう。

営業系 ブライダル系出版系 アパレル系小売系

資格の特徴

シラバス

2級コース

講座一覧

ページへ



インテリアやファッション、企画・販売等広く役立つ「色」の検定

申 込 期 間 夏期： 7/1(木)～7/29(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

2級 ￥20,510

試 験 料
(税 込)

2級 ￥10,000（団体手続き）

試 験 日 11/14(日)

NO. 内容

１

オリエンテーション

色彩の基礎

色の表示①

2 色彩調和①

3 色の表示②

4 色の表示③

5 色彩調和②

6
色彩調和③

配色イメージ

7 光と色①

8
光と色②

生活と色

9
ビジュアル

混色

10 ファッション

11 インテリア

12 エクステリア環境①

13

エクステリア環境②

プロダクト

まとめ

14
模擬試験

直前対策

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。講座形式について

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを
行うだけでなく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リア
ルタイム）講座が複数回あります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対
応しています。

①理論に基づく色彩知識を証明
②商品開発や建築物の色彩プラン、ファッション等

にも活用
③色彩コーディネート力は、ビジネスシーンはもちろ

んプライベートでも発揮

色彩検定®は、色に関する幅広い知識や技能を
認定する検定試験です。生活に密着している
「色」の知識は、公私ともに活かすことができます。

絵を描くことが趣味で、もっと色について学びたい
と思いこの講座を受講しました。授業はオンライン
でしたが、録画がされてあるので、後で何度も復習
ができました。また出題傾向や間違いやすい部分の
丁寧な解説があり、試験当日も落ちついて解くこと
が出来ました。色彩検定は、日頃のファッションや
授業資料・ポスターの作成など、様々な場面で活か
すことができます。少しでも興味のある人は、ぜひ
チャレンジしてみてください。

心理学部 3年次生

色の効果を活用する

2級コースは実務に応用できるレベルの色彩調和
について学びたい方におすすめです。ファッションやイ
ンテリア、エクステリアなど各分野でのカラーコーディ
ネートの基礎についても学ぶことができ、さらに応用
範囲が広がります。

ブライダル系 企画系出版系 アパレル系

色彩検定®講座

資格の特徴

シラバス

色彩

2級コース

受講生の声

講座一覧

ページへ



サービス接遇検定講座

接客・サービスのプロフェッショナルを目指す

申 込 期 間 夏期： 7/1(木)～7/29(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

2級・準1級 ￥17,430

試 験 料
(税 込)

2級 ￥3,900(団体手続き）

準1級 ￥4,700(団体手続き）

試 験 日
2級 11/7(日)

準1級 12月中旬予定

※2級、準1級どちらの講座も受講していただきます。
2級講座のみの受講はできません。

No. 内容

準備 学習の進め方

1 サービススタッフの資質

2 サービススタッフの資質

確認テスト①

3 専門知識

4 専門知識

確認テスト①

5 対人技能

6 対人技能

7 対人技能

8 実務技能

9 実務技能

10 実務技能

確認テスト①

11 過去問題

12 過去問題

13 過去問題

14 面接対策

15 面接対策

講座形式について

①接客応対やコミュニケーション能力を認定する
資格

②サービス業務の基本である対応技術や心構え
が学べる

③接客の際に役立つ力は業界問わず活かせる

サービス・接遇のプロになろう

「顧客の気持ちを理解するため」の実務スキルや
知識はホテル業界やブライダル業界、アパレル業
界、小売業界だけにとどまらず、医療、介護など
人と接する仕事など、多彩な業界で活かせます。

営業系 ホテル業系アパレル系 ブライダル系サービス系

資格の特徴

シラバス

２級・準１級コース

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

講座一覧

ページへ

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを
行うだけでなく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リア
ルタイム）講座が複数回あります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対応
しています。



旅行業界のエキスパートを目指す国家資格

申 込 期 間 前期(本コース） ： 4/1(木)～4/29(木)
前期（国内免除コース）： 4/1(木)～5/10(月)

受 講 料
(教材費込・税込)

本コース ￥56,040
国内免除コース￥30,250

試 験 料
(税 込)

国内旅行 ￥5,800(個人手続き）
総合旅行 ￥6,500(個人手続き）

試 験 日
国内旅行 9月初旬
総合旅行 10月中旬

各回ごとに複数の動画を観て、問題に取り組みます。
定期的に確認問題の提出を行います。

講座形式について

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安のスケジュー
ルに沿って、合格を目指します。遠隔（オンデマンド）講座
視聴後、確認テストを行うだけでなく、言語選択を行う大事
なガイダンスや学習状況確認を兼ねた遠隔（リアルタイム）
講座が定期的（約８回）にあります。パソコンだけでなく、タ
ブレット、スマートフォンにも対応しています。

①観光庁が認める旅行業界で必須の国家資格
②旅行業務全般の法律や地理等の知識が認定

される
③旅行会社の各営業所では有資格者を最低

1名以上置く義務があるためニーズは高い

※スケジュールは変更になる場合がございます。
ご了承ください。

家にいる時間が増えたこと、観光について学ぶゼミに所
属していることからこの資格に興味があり、受講しよう
と思いました。資格サポート室の方から難しい資格だと
聞きましたが、オンデマンドで好きな時間に学習でき、
ライブ講義に参加することで知識を身につけ、問題を解
くことが出来るようになりました。試験までの期間が長
い中で正課の授業と両立しながら暗記することは難し
かったですが、受講して良かったと実感しています。

グローバル・コミュニケーション学部
３年次生

旅行業界では必須の国家資格

法令により、旅行会社は営業所ごとに１名以上の
有資格者を置くことが義務付けられています。
一般企業でも、出張手配等の際に、この資格が
活かされます。

旅行系 鉄道系航空系観光系 ホテル系

資格の特徴

シラバス

受講生の声

本コース、国内免除コース

ツアーの企画、添乗、予約、手配、運賃計算、発
券、コンサルティング等、旅行業務全般の手続きを
行います。旅行業界を目指す方は、ぜひ取得して
おきたい資格です。

※国内免除コースは、国内旅行業務取扱管理者試験に
合格している方しか受講できません。

講座一覧

ページへ

NO. 内容 国内免除
コース

１ 『国内地理テキスト③』の前に

2 『旅行業法令テキスト①』

3 総則

4 登録制度

5 営業保証金制度

6 旅行業務取扱管理者

7 取引の公正の確保のための措置

8 企画旅行の実施と旅程管理

9 旅行業協会

10 禁止行為

11 登録の取消し等・雑則及び罰則

12 旅行サービス手配業定義

13 『約款テキスト②』の前に

14 募集型企画旅行契約の部 ★

15 受注型企画旅行契約の部 ★

16 別紙特別補償規程 ★

17 手配旅行契約の部 ★

18 運送・宿泊約款の前に ★

19 航空運送約款 ★

20 宿泊約款 ★

21 貸切バス ★

22 フェリー ★

23 JR ★

24 『国内実務テキスト④』の前に

25 JR運賃・料金の基礎

26 JR運賃の計算(普通運賃)

27 JR特急・グリーン料金の計算

28 JRその他の料金の知識

29 JR割引計算

30 JRその他試験で問われる知識

31 国内航空運賃・料金

32 その他の運賃料金など

NO. 内容 国内免除
コース

33 テキスト⑤の学習内容について ★

34 海外旅行実務 ★

35 出入国法令・手続実務 ★

36 語学・旅行英語 ★

37 テキスト⑥の学習内容について ★

38 ヨーロッパ ★

39 中東 ★

40 アジア ★

41 南北アメリカ ★

42 その他の地域 ★

43
テキスト⑦の学習内容と基礎知
識 ★

44 普通運賃 ★

45 特別運賃 ★

※国内免除コースのシラバスは
★印のついている内容になります。



貿易実務検定®講座

貿易実務のエキスパートになれる！

C級コース

申込期間 春期：12/15(水)～1/20(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

C級 ￥19,280

試 験 料
(税 込)

C級 ￥6,270(個人受験）

試 験 日 2022/3/6（日）

講座形式について

①貿易業務を行う上で必要な基本知識を習得
②法律知識や国際ルールといった貿易の流れを
把握し、輸送機関の手配や方法、為替の動き
等を習得

貿易実務検定とは、貿易取引に関する実務、貿易
書類、貿易業務に必要な英語の能力や汎用的な
知識がどのくらい身に付いているかを客観的に測るた
めの民間の検定試験です。

こんな業種・職場で
活用されています！

貿易／流通／商社／小売／空運

貿易の自由化とともに、様々な業界でニーズが高
まっています。国際化により幅広い業種での活躍が
可能。日本でも今後ますます多くの貿易実務のエ
キスパートが求められます。

資格の特徴

シラバス

航空系商社系

講座一覧

ページへ

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを
行うだけでなく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リア
ルタイム）講座が複数回あります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対応
しています。

NO. 内容

１ 貿易と国内取引の違い

2 貿易にかかる費用

3 取引相手探し

4 信用調査と与信管理

5 契約交渉の流れ

6 契約内容 －商品条件－

7 契約内容 －運送条件－

8 契約内容 －保険条件－

9 契約内容 －価格条件－

10 契約内容 －決済条件／前編

11 契約内容 －決済条件／後編

12 契約内容 －船積書類－

13 契約成立

14 契約成立－契約書作成演習

15 輸出者の許認可の取得

16 輸入者の許認可の取得

17 為替予約

18 信用状発行依頼 －輸入者－

19 信用状の受領 －輸出者－

20 貨物保険の付保

21 船積準備－貨物と書類－

22
船積準備－船積作業と通関
手続－

NO. 内容

23 輸出通関

24 船積作業

25 船積書類の準備

26
輸出代金決済－送金決済、
D/P、D/A

27 輸出代金決済－L/C決済－

28
輸入代金決済と貨物の引取
り－通常の場合－

29
輸入代金決済と貨物の引取
り－船積書類未着の場合－

30 荷降し（荷受け）作業

31 輸入通関

32
輸出／輸入決済の為替レー
ト

33
トラブルへの対応－運送ト
ラブルと保険クレーム

34

トラブルへの対応－取引ク
レーム、市場クレームへの
対応

35
トラブルへの対応－PL責任
への対応、紛争解決の手段

36 貿易金融

37 貿易保険

38 輸出通関の迅速化・効率化

39 輸入通関の迅速化・効率化

40 貿易の様々な形態

41 貿易マーケティング

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。



申込期間
前期： 4/1(木)～5/10(月)
後期：10/1(金)～10/27(水)

受 講 料
(教材費込・税込)

3級 ￥39,820

試 験 料
(税 込)

3級 ￥5,250(団体手続き）

試 験 日 未定

セクションごとに動画を視聴し、課題を提出します。

NO. 内容

1 保険診療と診療報酬について

2 基本診療料１

3 基本診療料２

4 投薬

5 検査１

6 検査２

7 検査３

8 画像診断

9 注射料

10 医学管理料

11 処置

12 手術・麻酔

13

リハビリテーション

在宅医療

精神科専門療法
放射線治療

14 総括1～6

講座形式について

①会計業務、カルテ管理等の知識が身につく
②病院や診療所で必要とされる専門知識を証明
③業務内容が全国共通のため、職場を選ばず活かせる

私がこの講座を受けた理由は、就職先の一つと
して医療事務を考えているからです。また、合
格率などを見ても頑張れそうで、資格取得する
ことで少しでも自分に自信がつくと思いました。
覚えることはたくさんありますが練習問題など
を解いていくと自然に身につくのでだんだんと
楽しくなってきます。分からない箇所は先生が
優しく教えて下さるので安心です。就活に向け
て資格を取っておくための、第一歩としておす
すめの資格なのでぜひ挑戦してみてください。

心理学部 3年次生

医療/介護/福祉

受付やカルテ管理業務など、医療機関での事務業務
において必要とされている専門知識を証明する検定試
験です。
病院や診療所においてニーズが高く、医療の現場を事
務の立場からサポート。

医療関係での就職を考えている方

医科医療事務講座
事務系医療系

資格の特徴

シラバス

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

受講生の声

３級コース

こんな業種・職場で
活用されています！

講座一覧

ページへ

各自に配布されるテキストやシラバスの進行目安の
スケジュールに沿って、合格を目指します。
遠隔（オンデマンド）講座視聴後、確認テストを
行うだけでなく、学習状況確認を兼ねた遠隔（リア
ルタイム）講座が複数回あります。
パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対応
しています。



教員を目指す人の対策講座

■試験対策に精通した講師陣が講義を担当します。

学外の予備校などと比べると圧倒的にリーズナブルで

す。

■きめ細やかなサポート体制

最新の試験情報を踏まえ、教職教養や一般教養の

講義を実施する他、筆記試験対策に留まらない

様々なサポートを経験豊富な講師から指導を受ける

ことができる講座設定となっています。

■現場経験豊富な講師陣が不安を解消

元中学校の校長など現場経験が豊富な講師陣が単

に勉強方法を指導するのではなく、教育現場での学

生の状況を踏まえて説明。様々な疑問や不安にこた

えます。

【筆記試験】 ＊主に1次試験
①教職教養
②一般教養 国語・数学・理科・社会・英語
（ほぼ全員が受験する教養基礎）

③専門科目（各教員免許に応じた専門試験）

【筆記試験以外】
＊自治体により実施しない試験も有り
④面接
⑤小論文
⑥模擬授業
⑦場面指導
⑧集団討論
⑨実技（校種による）

試験内容例

申込期間 春期：12/15(水)～1/20(木)

受 講 料
(教材費込・税込)

基礎コース ￥19,500
直前対策コース ￥18,300

教職

スケジュール

1.2年次生（基礎コース）
3年次生 （直前対策コース）

教員採用試験対策講座

3年次生（直前対策コース）

1・2年次生（基礎コース）

10:00～
11:30

11:40～
13:10

14:00～
15:30

15:40～
17:10

3/7(月) 教職教養 教職教養 教職教養

3/9(水) 国語1 国語2 社会1 社会2

3/11(金) 英語1 英語2 数学1 数学2

講座形式について
遠隔（リアルタイム）講座です。

パソコンだけでなく、タブレット、スマートフォンにも対

応しています。

※通信費は個人での負担となります。

中学校教員になることが夢で、採用試験に向けてどのような勉強
をしていけば良いのかを学ぶために受講しました。講座では、テ
キストを使って重要箇所を押さえたり、過去問の解説をしていた
だきました。さらに、学校現場での先生方の経験談を聞くことも
でき、自分の理想の教師像をイメージすることができました。
講座後も、いただいた資料を使って勉強しました。この講座が、
自分なりの勉強リズムを組み立てるきっかけとなって良かったで
す。

人文学部
柴折 采希さん
2021年3月卒業

資格の特徴

教員採用試験対策

受講生の声

講座一覧

ページへ

※スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。

10:00～
11:30

11:40～
13:10

14:00～
15:30

3/16(水) 教職教養 教職教養 教職教養

3/18(金) 教職教養 教職教養 教職教養



資格取得で
なりたい自分に近づく

全業界共通
●MOS（Word, Excel ®, PowerPoint ® ）

●秘書検定 2級
●簿記検定 3級
●TOEIC®

●ITパスポート
●ビジネス統計スペシャリスト

流通・販売を目指す

●リテールマーケティング
（販売士）3級／2級

●簿記検定 ３級
●秘書検定 準１級
●色彩検定®２級

金融を目指す

●FP検定 ２級
●宅地建物取引士
●簿記検定 ２級
●秘書検定

準１級

メーカー・商社
を目指す

●ITパスポート
●貿易実務検定®

●簿記検定 ３級

業界別 おすすめ資格！

マスコミ・サービスを目指す

●サービス接遇検定
２級／準１級

●秘書検定 準１級
●色彩検定®２級
●総合旅行業務取扱管理者

医療・福祉を目指す

●医科医療事務
●MOS（Word,Excel ®)
●色彩検定® ２級

旅行・観光を目指す

●総合旅行業務取扱管理者
●TOEIC®

●秘書検定 準１級
●サービス接遇検定

２級／準１級

ITを目指す

●ITパスポート
●MOS（Word,Excel®)
●TOEIC®

●G検定
●基本情報技術者試験

営業系

アパレル系 小売系

秘書

営業系

事務系

システム系

保険系

金融系証券系

商社系 不動産系

医療系観光系

ホテル系 航空系

鉄道系

旅行系

商社系

ブライダル系 企画系

出版系



Q1 申し込みはどうすればよいですか？
A インターネットにてお申し込みください。

また、講座料・検定料（団体手続き）銀行振込にて入金となります。

Q2 申込後にキャンセルできますか？
A 原則できません。また入金後の返金もできませんので、

申込いただく際に、日程等を十分に確認の上お申込ください。

Q3 講座は対面ですか？WEB講座ですか？
A 原則、WEB講座でオンデマンド形式の講義となります。

いつでも、どこでも、また、スマホでもPCでも受講可能です。
講座によってはライブでの質問会や特別講座等開催されることがあります。

Q4 各講座の教材はどのように入手すればよいのですか？
A すべての講座の教材はご登録の住所に郵送となります。

Q5 検定試験の受験はどのようにすればよいですか？
試験の申し込みは団体手続きと個人手続きの二種類あります。
コースガイド講座ページの検定料の横に個人・団体の種別を記載していますので、ご確認ください。
また、講座開始時にお申込時期や試験日のお知らせをいたします。

Q6 途中からの申込はできますか？
A 原則、募集期間にお申し込みください。

受験にかかる手続きの都合上、お断りする場合もありますが、受講希望の講座がある場合は、
課外講座・資格サポート室までご相談ください。
なお、視聴期限の延長や受講料の割引等の対応はいたしませんので、ご了承ください。

Q7 講座が、休講になることはありますか？
A 天災、講師の緊急の都合などのやむを得ない理由により休講になることがあります。

また、スケジュールは諸事情により変更になる場合があります。

●2020年度受講者で、2021年度も継続して新たな講座にチャレンジする学生を支援します。割引内容および条件

申込・受講に関するQ＆A

ステップアップ講座 割引制度について

割引種別 割引条件 対象講座名 ステップアップ詳細

ステップA
（受講料6％割引）

前年度に
課外講座を受講

全講座対象

ステップB
（受講料10％割引）

前年度に受講した講座の
資格・検定試験に合格

あるいは
講座が掲げる目標を達成

ファイナンシャル・プランニング技能検定講座
（2級）

ファイナンシャル・プランニング技能検定試験（3級）
からのステップアップ

簿記検定講座（2級） 簿記検定（3級）からのステップアップ

行政書士講座 宅地建物取引士からのステップアップ

公務員基礎講座（2年次） 宅地建物取引士からのステップアップ

秘書検定講座（準1級） 秘書検定（2級）からのステップアップ

総合旅行業務取扱管理者講座 国内旅行業務取扱管理者からのステップアップ

Microsoft Office Specialist Word Expert講座 MOS Word Specialist からのステップアップ

Microsoft Office Specialist Excel® Expert講座 MOS Excel® Specialistからのステップアップ

ITパスポート講座 MOS Specialist／Expert 各種からのステップアップ

リテールマーケティング（販売士）講座（2級） リテールマーケティング（3級）からのステップアップ

基本情報技術者試験講座 MOS Specialist／Expert 各種からのステップアップ

TOEIC® L&R TEST対策講座（500点目標） 400点目標からのステップアップ

TOEIC® L&R TEST対策講座（650点目標） 400点／500点／550点目標からのステップアップ

G検定講座 MOS Specialist／Expert 各種からのステップアップ

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

MOS Excel® Specialist／Expert からのステップアップ

特別ステップ
（受講料10％割引）

公務員対策講座（3年次） 公務員基礎講座（2年次）からのステップアップ

公務員対策講座（3年次） 行政書士講座からのステップアップ

申込はコチラ

https://shikaku-form.info/courses/0011000000U2d0bAAB
https://shikaku-form.info/courses/0011000000U2d0bAAB


（注１） ステップアップ講座割引は、教材費を除く受講料を割り引いた金額です。
（注２） 教材は全員購入いただきます。
（注３） 教員採用試験対策講座は、最小開講人数に満たない場合は原則「不開講」になります。
（注４） ステップアップ講座割引制度は在学生対象となり、卒業生の方は対象外です。ご了承ください。
（注５） 公務員単科コースの受講料は、公務員試験対策講座のページをご確認ください。

講座受講料一覧

No. 講座名 開講時期
受講料

（税込）

ステップアップ講座割引
受講料（在校生対象）

A B 特別

1 公務員試験対策講座 基礎講座 後期 ¥31,900 ¥30,200 ¥29,100

2 公務員試験対策講座 地方上級・国家一般職コース 前期 ¥151,800 ¥146,400 ¥142,700

3 公務員試験対策講座 教養科目コース 前期 ¥66,000 ¥63,700 ¥62,200

4 公務員試験対策講座 警察官・消防官コース 前期 ¥71,500 ¥68,800 ¥66,900

5 就職対策（筆記試験）講座 初級コース 夏期・後期・春期 ¥8,000 ¥7,700

6 就職対策（筆記試験）講座 中級コース 夏期・後期・春期 ¥8,000 ¥7,700

7 就職対策（筆記試験）講座 上級コース 後期・春期 ¥8,000 ¥7,700

8 就職対策（WEBテスト）講座 夏期・後期・春期 ¥12,000 ¥11,400

9 行政書士講座
前期

※募集は終了
¥91,000 ¥87,900 ¥85,800

10 宅地建物取引士講座 前期 ¥83,000 ¥79,800

11 ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能検定講座（3級・2級+AFPコース） 前期 ¥95,580 ¥90,480

12 ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能検定講座（3級コース） 後期 ¥18,730 ¥17,730

13 ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能検定講座（2級+AFPコース） 夏期 ¥80,550 ¥76,250 ¥73,350

14 簿記検定講座（3級コース) 前期・夏期・後期 ¥19,290 ¥18,390

15 簿記検定講座（2級コース) 前期・後期 ¥37,690 ¥36,490 ¥35,590

16 秘書検定講座（2級コース) 前期・夏期・後期 ¥12,810 ¥12,210

17 秘書検定講座（準1級コース) 前期・夏期 ¥23,970 ¥22,770 ¥21,970

18
Microsoft Office Specialist （MOS） Word
365＆2019  講座

前期・夏期・後期・春期 ¥18,800 ¥17,800

19
Microsoft Office Specialist （MOS） Excel®

365＆2019 講座
前期・夏期・後期・春期 ¥18,800 ¥17,800

20
Microsoft Office Specialist （MOS） PowerPoint®

365＆2019 講座
前期・夏期・後期・春期 ¥18,800 ¥17,800

21
Microsoft Office Specialist （MOS） Word Expert
365＆2019 講座

後期・春期 ¥23,100 ¥22,000 ¥21,200

22
Microsoft Office Specialist （MOS） Excel® Expert
365＆2019 講座

後期・春期 ¥23,100 ¥22,000 ¥21,200

23 ITパスポート講座 前期・後期 ¥40,610 ¥38,410 ¥37,010

24 基本情報技術者試験講座 後期 ¥80,000 ¥75,600 ¥72,700

25 Ｇ検定講座 前期・夏期・後期 ¥33,000 ¥31,200 ¥30,000

26 ビジネス統計スペシャリスト（エクセルl分析ベーシック）講座 前期・夏期・後期・春期 ¥19,800 ¥18,900 ¥18,200

27 TOEIC®L＆R TEST対策講座（はじめてのTOEIC®コース） 前期・夏期・後期・春期 ¥20,180 ¥19,280

28 TOEIC®L＆R TEST対策講座（500点コース） 前期・夏期・後期・春期 ¥20,180 ¥19,280 ¥18,680

29 TOEIC®L＆R TEST対策講座（650点コース） 前期・夏期・後期・春期 ¥29,700 ¥28,300 ¥27,400

30 統計検定講座（3級コース) 後期 ¥28,000 ¥26,300 ¥25,200

31 知的財産管理技能検定講座（3級コース) 夏期 ¥27,000 ¥25,600 ¥24,600

32 ﾘﾃｰﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ（販売士）検定講座（3級コース） 前期 ¥24,480 ¥23,380

33 ﾘﾃｰﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ（販売士）検定講座（2級コース） 後期 ¥37,900 ¥36,200 ¥35,100

34 色彩検定®講座（2級コース） 夏期 ¥20,510 ¥19,710

35 サービス接遇検定講座(2級・準1級コース) 夏期 ¥17,430 ¥16,530

36 総合旅行業務取扱管理者講座（本コース） 前期 ¥56,040 ¥53,540

37 総合旅行業務取扱管理者講座（国内免除コース） 前期 ¥30,250 ¥28,950 ¥28,050

38 貿易実務検定®講座（Ｃ級コース） 春期 ¥19,280 ¥18,380

39 医科医療事務講座（3級コース） 前期・後期 ¥39,820 ¥37,820

40 教員採用試験対策講座 1.2年次生（基礎コース） 春期 ¥19,500 ¥18,500

41 教員採用試験対策講座 3年次生（直前対策コース） 春期 ¥18,300 ¥17,400



◆各種検定試験の団体申込を学内において受付しています。課外講座の受講に関係なく受付します。
◆学内で受験できる試験や、個人申込をするよりも受験料が安くなる試験もあります。
◆大学行事・入試等により、学内での実施ができなくなる場合があります。予めご了承ください。

団体申込試験一覧

検定試験 試験料 試験日 団体申込受付期間（予定）

Microsoft Office Specialist Office365
＆2019

Associate：Word/Excel®/ 
PowerPoint®

Expert：Word/Excel®

Associate：8,580円(学割)/
Expert：10,780円(学割)

7/17(土)
7/18(日)

6/1(火)～6/11(金)

10/2(土)
10/3(日)

8/2(月)～8/19(木)

12/18(土)
12/19(日)

10/1(金)～10/21(木)

2022/3/26(土)
2022/3/28(月)

1/6(木)～1/20(木)

TOEIC® Listening＆Reading
公開テスト

10名以上：5,390円/
10名以下：7,810円
※注１
※注２

2022年より
10名以上：6,710円/
10名以下：7,810円

9/12(日) 7/1(木)～7/9(金)

10/24(日) 8/2(月)～8/19(木)

2022/2/27(日) 12/1(水)～12/15(水)

2022/5/29(日) 未定

秘書検定試験(2級・準1級)
2級 4,100円

準1級 5,300円

6/13(日)
準1級面接：翌月

4/1(木)～4/22(木)

11/14(日)
準1級面接：翌月

9/13(月)～9/30(木)

2022/2/6(日)
準1級面接：翌月

12/6(月)～12/20(月)

サービス接遇検定試験(2級・準1級)
2級 3,900円

準1級 4,700円
2級 11/7(日)  
準1級 12/中旬予定

未定

日商簿記検定試験(3級・2級)
(神戸商工会議所分)

3級 2,850円
2級 4,720円

6/13(日) 4/1(木)～4/15(木)

11/21(日) 9/1(水)～9/27(月)

2022/2/27(日) 12/6(月)～12/20(月)

色彩検定®(2級) 2級 10,000円 11/14(日) 9/13(月)～9/30(木)

ファイナンシャル・プランニング
技能検定（3級・2級）

3級 (学科)3,000円
(実技)3,000円

2級 (学科) 4,200円
(実技) 4,500円

9/12(日) 6/28(月)～7/8(木)

2022/1/23(日) 11/8(月)～11/18(木)

福祉住環境コーディネーター
検定試験®(2級)

2級 6,600円
※注３

11月末 今年度受付なし

ビジネス統計スペシャリスト検定
（エクセル分析ベーシック）

4,400円 随時 未定

ITパスポート検定 5,700円 随時 未定

法学検定試験(基礎・中級・上級)

ベーシック(基礎)コース 3,960円
スタンダード(中級)コース 5,940円
アドバンスト(上級)コース 8,910円

※注４

12月頃 9月頃～

医科医療事務試験(3級) 3級 5,250円 8/25(水)予定 7/1(木)～7/21(水)

学内受験申込について

※注1 TOEIC® Listening＆Reading公開テストの受験料は団体料金です。10名に満たない場合は、7,810円で個人申込になります。
「抽選方式」による申込となります。抽選の結果、受験できない可能性があります。抽選の結果は、TOEIC申込サイトに登録したメールアドレスに届きます。

※注2 TOEIC® Listening＆Reading公開テストの受験料が10月より変更されます。団体受験料は2021年度中の変更はありませんが、個人受験料は7,810円に改定されます。

※注3 福祉住環境コーディネーター検定試験®の申込者が50名に満たない場合には、学外試験及び個人申込になります。

※注4 法学検定試験のみ証紙でのお支払いになります。

学内での申込期間は早まる可能性があります。HPや掲示等をご確認ください。掲載金額は2021年11月現在のものです。



キャリア教育センター 課外講座・資格サポート室

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

kagai.shikaku@j.kobegakuin.ac.jp https://kobegakuin.manabi-support.jp/


