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●サービス接遇検定２級
●マイクロ オフィス スペシャリスト
    Word/Excel

●法学検定ベーシック ●宅地建物取引士

●秘書検定２級 ●ビジネスマナースペシャリスト

●旅行業務取扱管理者講座 国内/総合 ●日商簿記検定３級・２級 ●FP技能士３級

北海学園大学・北海商科大学内で実施する資格講座について、
資格の概要、具体的な学習方法、申込方法などを聞くことができます。
講座担当者の説明を聞いて、早めの計画でチャレンジを！

■ガイダンスを視聴できずとも、学内講座の申込・受講は可能です。
■講座のより詳しい内容は各講座の申込期間に大学で行われる、
　個別説明会で聞くことができます。

学園生協G’booKs
@hgu_gbooks

講座情報はコチラ

北海学園大学･北海商科大学キャリア支援センター主催

学内資格講座
オンライン

2021年度

学内資格講座
オンラインガイダンス

学内資格講座まるわかり！
学内資格講座

オンラインガイダンス

学内資格講座まるわかり！
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学内講座
だから、

全学年
対象

視聴方法：下記のＱＲコードより動画をご視聴ください。

視聴期間： まで4 月 18 日（日）

【ガイダンス内容】
●学内資格取得講座のメリット
●オンライン講座の活用法
●受講 /申込方法について
●ラインナップ紹介 https://youtube.com/playlist?list=

PL6zDeTR4I9_-Meb2pr3opoqGkkjDUYHIz



専門力アップ講座

P11.
日商簿記3級・２級

法学検定 ベーシック
P8.

宅地建物取引士
P9.

旅行業務取扱管理者 ( 国内・総合 )
P10.

FP 技能士3級
P12.

お申し込みから受講までの流れ、開講スケジュール
P13～

社会人基礎力アップ講座
秘書検定2級

P3.

P4.
サービス接遇検定2級

P5.

P6.

マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト
Word/Excel

INDEX

お申込み方法 /授業内容、視聴期限

ビジネスマナースペシャリスト

つの
メリット
4

学内講座
だから、

4つのメリット

2021年度は全ての講座がオンライン授業です！

講師は各種専門学校のスペシャリスト。学外のスクールで同じ資格講座を受講する
より安価に学べます。

オンラインで実施なので通学は不要。
自分のペースで学習する事が出来、担当スクールに質問も出来ます。

一人ではなく、同じ目標を持つ仲間と出会えることはモチベーションの維持につな
がり、試験の情報交換や教え合いなど、独学では得られないメリットがあります。

卒業後の進路のイメージが持てなくても、講座受講により様々な専門知識を得る
ことによって、興味や得意な分野が見えてきて、目指す方向が定まってきます。

専門学校の講義が低価格で学べる！

オンライン講座なので自分のペースで学べる！

一緒に目指す、同じ大学の仲間がいる！

目指す進路が明確になってくる！

オンライン学内資格講座

業種や職種に関係なく求められる
「社会人基礎力」を身につける

業界に必須とされる国家資格や
上級資格の基礎となる公的資格

今の自分に合った、資格講座の選び方
　2021年度の講座は全てオンライン授業となります。自宅で自分のペースで学習出来、スクールに質問も出来るというメ
リットがあると同時に、自分で「計画的に学習する」事も求められます。１、２年生での「自分を成長させるチャレンジ」は、
３、４年生の就活時にも活きてきます。「自分を成長させる」、「資格取得を目指す」という、強い意志と目標を持って学習に挑
みましょう。
　また資格を取ったからと言って、それで将来の就職が約束されるわけではありません。資格取得の講座で学んだ知識やス
キルが、興味や目標との関係であなた自身を表現するモノになって、初めて大きな武器となります。
「どの資格が有利か」ではなく、自分自身の興味や得意分野など、様々な視点から検討しましょう。

　就職活動をするということは、両親や先生、同世代の友達以
外の人と「接する・会話する」ということを意味します。学生時
代には「常識」「当たり前」だった言葉や態度が通用しない、場
合によっては自分の評価を傷つけることもありえます。

　「社会人基礎力」に関する資格講座は、社会で常識的とされ
ているマナーや人間関係のあり方・態度を身につける内容で
す。講座で学ぶ知識やスキルは就職活動で役立つのはもちろ
ん、学生生活やアルバイト、インターンシップなどの際にも活
きてきます。
　短期間の講座も多いので、就職活動中や内定後のスキル
アップにも活用できます。

公務員か民間か、将来働きたい業種や職種の目標が
まだ定まっていなくても、できる準備があります。ど
んな職場でも必要な「社会人基礎力」を身につけるこ
とで、就活の場面で役立つだけでなく、学生生活やア
ルバイトでも自身の価値を高める事につながります。

ある程度目指す方向のイメージがある人や、特定の
業界に関心や興味があるなら、それに関連する資格
講座に取り組む事でより目標が鮮明になったり、3級
から2級へ、さらに上級資格へ、といった計画的なス
テップアップを計ることができます。

Skill
UP!

Step
UP!

●法学検定講座 ベーシック

●宅地建物取引士講座

●旅行業務取扱管理者講座 国内/総合

●日商簿記検定講座 3級/2級

●FP技能士講座 　　　　　　　　3級

●ビジネスマナー
　スペシャリスト講座

●マイクロソフト・オフィス・ 
   スペシャリスト
Word/Excel（一般レベル）

●サービス接遇検定講座 2級

●秘書検定講座 2級
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「コミュニケーション能力」とは？

「社会人基礎力」としてのパソコン業務スキル

　就職活動の面接で「何を話すか」以前の問題として、尊敬語や謙譲語など、正しい敬語が身に
ついていない状態では、練習した事は言えても質問に対し自分の考えを説明するのは難しいでし
ょう。コミュニケーション能力とは、話すだけでなく相手の話を聞く態度や挨拶・マナーも含め
たスキルです。
　資格だけなら独学でも取れますが、学内講座では知識だけでなく、実践練習も含め「コミュニ
ケーション能力」を髙める事が出来ます。
※オンライン講座なので、ライブ配信授業で講師との対話実践などを予定しています。

　現在はほぼ、あらゆる職場でPCを使った業務が行われています。近年、新入社員のPCスキ
ルが低下傾向にあり、民間企業や公務員の現場でも動揺が拡がっています。スマホの普及であま
りパソコンに触れてこなかった世代になり、それ以前の新入社員が出来ていたオフィスアプリを
使った業務がスムーズに進まないケースが出てきています。スキルには個人差があるので、オフ
ィスアプリを使いこなせることを客観的に証明できる資格の価値が高まっていると言えます。

注）北海学園大学生のみ受講可能

社会人基礎力アップ講座社会人基礎力アップ講座

業種や職種に関係なく求められる
「社会人基礎力」を身につける講座

公務員・民間ともに必要な社会人基礎力を
１ヶ月で身につける。面接対策にも有効。
秘書になるための資格ではなく、組織で働く上で必要な「お辞儀の

角度と正しいあいさつ」や「敬語の使い方」「上司とのつきあい方」

などが学べる内容です。社会人基礎力が身につくため年々人気が

高まり、男子学生の受講も増えています。

就職活動にも役立つ知識が多く、面接対策にも役立ちます。

ライブ配信授業では、講師との対話実践なども実施予定です。

数回のオンライン授業がとっても楽しかったです。
資格取得のみならず就職活動のマナーも教わったので早
く就活がしたくなりました。
就職してから、どうすれば部下として先輩や上司から嫌わ
れないで済むかとか、まだやりたいことが見つかっていな
い自分でも、こんな風に考えて就活すればやりたいことが
見つかるかもしれないと思えました。
オンライン授業は、とにかく面白くてタメになりました。

（受講者アンケートより抜粋）

受講料

『秘書検定クイックマスター２級 改訂新版』 1,320円（税込）
『秘書検定試験実問題集２級 2020年度版』 1,540円（税込）

▼テキスト・問題集別

▼検定料別 4,100円（2020年度 参考価格）
（検定申込も生協各店舗で行ってください。）

申込締切 4/30 金
期間
回数

申込締切後、講師からの
案内を受け取り受講開始

試験日は６/13

担当 青山プロダクション

Voice Voice
Voice

受講者の声
担当講師:青山 夕香 先生
株式会社青山プロダクション

学習メリット Advantage advantage
advantage

2 3

【調査実施要領】
(1)調査目的:企業の大卒等新卒者の採用選考活動を
総括することを目的に、 1997 年度より実施
(2)調査対象:経団連企業会員 1,376 社 
(3)実施時期:2018 年7月 20 日～ 9月 7 日 
(4)回答社数:597 社(回答率 43.4%)
*製造業 42.4%、非製造業 55.9%、不明 1.7%
*従業員数 1,000 人以上 71.4%、500 人以上 1,000人未満12.1%
500 人未満 15.7%、不明 0.8%

コミュニケーション能力

誠実性

チャレンジ精神

協調性

主体性

企業が採用選考に当たって重視する学生の要素 
経団連2018年新卒採用に関する企業アンケート（2018年11月22日発表）

コミュニケーション能力が16年連続で第１位、「主体性」が10年連続で第２位
その他項目も２年連続で同じ順位となった。

82.4％

48.9％

47.0％

43.4％

64.3％

●秘書検定２級講座（P3)

●ビジネスマナー
　スペシャリスト講座（P5)

●サービス接遇検定２級講座 (P4)

Wordスペシャリスト/Excelスペシャリスト

●マイクロソフト オフィス 
スペシャリスト (P6)

青山プロダクションの上記 3 講座では独自のメソッドで
検定合格だけでなくコミュニケーション能力を高めます。

「毎回講座が楽しい！」と、受講者満足度が極めて高い講座です。

オンデマンド授業は好きなタイミングで何度も見返せます。

資格取得のみならずアルバイトにも就職してからも役立
つ職場でのマナーについても動画でしっかり解説。

動画で概要をチェック

https://youtu.be/j4OCS7turCs

スマホでも
受講可能

・オンデマンド授業5回
・ライブ配信授業数回実施
（スケジュールは講師から連絡します。）

日 予定



ビジネスマナーの基本から応用まで丸ごと把握できる。

アルバイトでも就職してからも役立つ豊富な知識が身につく。

ライブ配信授業では就活に向けて、エントリーシートや履歴
書の書き方、面接指導も受けられる。

Voice Voice
Voice

受講者の声

航空業界・ホテル業界を始め金融・小売・
サービス業を目指す人に。
航空業界やホテル業界・銀行や証券・保険など人と接し、高度な接客
レベルを求められる業界で社員への取得が求められています。ま
た、官公庁でも取得を進める動きが拡がっています。資格を取得し
てエントリーシートに記載すれば、本気でその業界を志望している
意志をアピールできます。
また、これらの業界に内定した後にも、新人研修の過程で個人評価
を高めることにも繋がります。

テキストを読むだけでも接客で大切なことが理解できまし
た。２級に合格すれば準１級の面接試験にも挑戦することが
できます。学生のうちに準１級まで目指せる資格ということも
魅力的でした。
青山先生のオンライン授業では、めっちゃ笑いました。
おもしろすぎる先生なので、一度受けてみてください。　

（受講者アンケートより抜粋）

受講料

『サービス接遇検定2級公式テキスト』 1,430円（税込）

申込締切

『サービス接遇検定実問題集1-2級』 1,650円（税込）

▼テキスト・問題集別

▼検定料別 3,900円（2020年度 参考価格）
（検定申込も生協各店舗で行ってください。）

申込締切 9/27 月

日試験日は11/7

担当 青山プロダクション

就職活動対策も万全！
マナーの資格も習得できる講座です。
公務員・民間などの就活で必ず伝える「自己紹介」や「自己PR」。
就活対策に不安を抱える先輩学生が「受講したおかげで他の学
生より自信をもって就活に挑めた」と、自信を持って就活ができ
る講座です。就職してからも役立つ名刺交換や来客応対、クレー
ム応対等、学生が苦手とするマナーも学ぶ事が出来ます。
ライブ配信授業では、ESや履歴書の書き方、面接指導なども実
施予定です。

レポートは正直ボリュームがあって大変です。でも、そのレポー
トを書いていくうちに自然とマナーについて理解できていて、
全て書き終わったら「こういうことに気をつけていけば良いん
だ！」と、気づけたことがたくさんで嬉しかったです。
オンライン授業では、履歴書の書き方や就活に関するマナー
も教えてもらえます。テキストの内容が濃くて、今後マナーの
本を買わなくても良さそうです。　　　　　　　　　　　　　

（受講者アンケートより抜粋）

受講料

期間
回数

期間
回数

担当 青山プロダクション

ライブ配信授業も数回用意されているので、
プロの接客者から接客の極意が聞ける。

官公庁やその他サービス業を志望している場合、
面接で業界への本気度をアピールすることができる。

学習メリット Advantage advantage
advantage

Voice Voice
Voice

受講者の声

学習メリット Advantage advantage
advantage
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▼テキスト・問題集込み 1/28 金12/1水 ～
2022年２月開講

担当講師:青山 夕香 先生
株式会社青山プロダクション

担当講師:青山 夕香 先生
株式会社青山プロダクション

動画で概要をチェック

https://youtu.be/EYAO0isqhEU

動画で概要をチェック

https://youtu.be/omEAAcylfhA

申込締切後、講師からの
案内を受け取り受講開始

・オンデマンド授業5回
・ライブ配信授業数回実施
（スケジュールは講師から連絡します。）

（スケジュールは講師から連絡します。）

申込締切後、講師からの
案内を受け取り受講開始

・オンデマンド授業約1.5時間 （テキスト３冊分）
・ライブ配信授業数回実施

スマホでも
受講可能

スマホでも
受講可能

ライブ配信授業では、
就活に向けた内容の実施も予定しています！！

予定
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新卒採用で重視されるPC活用スキルを
客観的に証明できる世界共通の資格。
スマートフォンの普及に伴い、若年層のパソコン活用スキル低下
が課題となっています。とりわけ、急速に普及が進むテレワークな
ど、いまやノートパソコン１つあれば、様々な場所で仕事が可能と
なる反面、 Word や Excel を使いこなすスキルの重要性が高
まっています。この資格は、 Word や Excel の活用スキルを客
観的に証明できる他、レポート作成など大学生活でも活用できる
スキルが身に付くため、早めの取得がオススメです。

（工学部1年：男子）

Voice Voice
Voice

受講者の声

短期間で資格をとることができるのが魅力です。講師の方
の説明がとても分かりやすく丁寧だったおかげで、短期間
でも資格を取ることができました。今後の学校生活だけで
はなく、将来にも役にたつのでとてもオススメです。　　
　　　　　　　　　　　　　　　

受講料 テキスト・検定料込み 

期間
回数

担当 富士通マイゼミナール

Wordスペシャリスト 

Excelスペシャリスト 

申込締切
夏休み講座 7/1　～7/23木 金

春休み講座 12/1　～1/28 金

advantage
advantage

学習メリット Advantage

7

大学生のパソコン操作スキル低下が社会問題化されて
いる昨今、苦手だったWordやExcelを得意に変える
チャンス！

就職活動は勿論、インターンシップや大学でのレポート
作成や勉強にも役立つスキルが身に付く！

（テキスト4,510円、検定料8,580円が含まれています。）
検定申込については、別途受講生にお知らせします。

水

業界に必須とされる国家資格や
上級資格の基礎となる公的資格
国家資格や公的資格には「旅行」や「宅建」のように特定の業界や業務に直結するものだけではなく、「簿記」のように幅広い業種や公認会計
士・税理士のような専業独占資格の基礎となる知識を学ぶ資格もあります。難易度の高い資格もあるので、有利がどうかだけでは無く、興味
を持てる分野を重視して選びましょう。

専門力アップ講座専門力アップ講座

●旅行業務取扱管理者講座（P10）
国家資格

旅行業界

観光業界

（P11）●日商簿記検定講座
日本商工会議所認定資格

国税専門官
（公 務 員）

公認会計士
（国家資格）

税理士
（国家資格）民間企業全般

●FP技能士講座 （P12）
国家資格

金融業界

保険業界

●宅地建物取引士講座（P9）
国家資格

不動産鑑定士
（国家資格）

金融業界

不動産・建設業界

（P8）●法学検定講座 
日弁連法務研究財団認定資格

行政書士
（国家資格）

司法書士
（国家資格）

公務員

講座や資格と
関連の深い業種

講座の知識
が基礎となる資格

・オンデマンド授業（約15～18時間分）
試験日は、申込締切後スクールと調整
（指定された期間で１回受験出来ます。）

申込締切後、スクールからの案内を受け取り受講開始

対策講座はパソコン、スマホ、タブレットで使用できます。
パソコンをお持ちでない方は、学内コンピューター実習室をご利用ください。

担当講師:澤谷 盛子 先生ほか
富士通マイゼミナール

動画で概要をチェック

 https://youtu.be/h8piK_mfv78 

※受講イメージ



公務員志望者と法学部1年生にオススメ。
法学検定は法学の知識・学力を客観的に判断する唯一の検定
試験です。ベーシック試験の内容は基礎的知識の習得で、合格
すると法学部2年時終了程度の法学知識をもつことを証明で
きます。法学部1年生にとっては学部の授業の理解を助ける役
割も果たします。法学部以外の学生で公務員を目指す人は、法
律科目の基礎固めを早期にできるため、公務員の学習が有利
になります。

法学の基礎を学習をすることで、公務員試験の足掛かりになると思い受験
しました。法学検定で学習した内容は、大学の試験範囲と同じだったためと
ても役に立ちました。　　　　　　　　　

（法学部１年D.Aさん）

（法学部1年C.Sさん）

大学の授業がほぼオンラインだったので、課題のない時に動画を見て、試験
前は毎日問題集を解きました。講座はとてもわかりやすく、大学の授業の理
解にも繋がったのでオススメです。　　　　　　　　

公務員志望者は、法律科目の基礎固めを早期に出来る。

法学部生は、学部の授業の予習・復習となり授業の理解が深め
ることが出来る。

担当 LEC東京リーガルマインド

受講料

各申込締切毎に、受講開始となります。

法学検定試験委員会編
『2020年法学検定試験問題集ベーシック（基礎）コース』 2,420円（税込）
※２０２１年度の法学検定試験公式問題集は2020年度の問題集となります。

▼問題集別

（受験申込については別途受講生にお知らせします。）
▼検定料別 4,400円

単元ごとの確認テストを実施！

申込締切
木

木

木

木

試験日は11/28 予定

Voice Voice
Voice

受講者の声

宅建士資格では民法が主要科目です。
民法は全ての法律の基礎となるにも
かかわらず、量が膨大であり、抽象的
なので苦手とされる方が多いです。講
座では具体的にかつ、わかりやすく説
明しますので、1，2年生の方も安心し
て受講してください。

年間約２7万人が受験する国家資格。
金融・不動産業界への強い味方。
不動産取引の専門家である宅建士資格は、さまざまな場面で「強い武器」

となります。就職の武器として不動産会社はもちろん、銀行・建設会社な

どでも「宅建業」の登録を受けた企業は、５人に１人の割合で必ず宅建士を

設置する義務が定められています。一般企業においても、店舗展開や保有

不動産の管理等の場面で不動産に関する知識が重要となります。公務員

を目指す学生は、１次試験の民法の基礎固めに、また官公庁では不動産の

知識を要する部署がありますので、面接の際の自己PRにもなります。司法

書士を目指す学生にも登記法の入門にもなるのでオススメです。

担当 LEC東京リーガルマインド

Voice Voice
Voice

受講者の声

学習メリット Advantage advantage
advantage学習メリット Advantage advantage

advantage

試験科目

マークシート

権利関係（民法など）宅建業法、法令上の制限・税・その他法令

試験科目

マークシート/多肢択一方式

法学検定（10問）憲法（15問）民法（20問）刑法（15問）　計60問

公務員志望者は、１次試験の民法・行政法の基礎固めにもなる。

不動産会社はもちろん、銀行・建設・官公庁などでの、
面接の際に強力な武器になる。

重要ポイントに絞った講義なので効率的に勉強ができ、公務員試
験の基礎固めにもなるのでオススメです。
またWEB講師の話が面白く楽しみながら進めることができまし
た。毎日コツコツと計画的に行うことで、大学の勉強と両立するこ
ともでき合格できました。

（法学部法律学科2年福島龍誠さん）

https://youtu.be/
yii4u9AMLN8

動画で概要を
チェック

担当講師:大内 亮 先生
LEC東京リーガルマインド

法学検定ベーシックの試験科目は、基
礎法学、憲法、民法、刑法の４科目で
す。初めて法律を学習する方に向けて
わかりやすく「読んで納得する」講義を
行っていきます。一緒に合格に向けて
頑張りましょう。

https://youtu.be/
xrjCr-aYqf8

動画で概要を
チェック

・オンデマンド授業15回
・ZOOM質問会 2回

スマホでも
受講可能

スマホでも
受講可能

受講料

各申込締切毎に、受講開始となります。

申込締切
木

木

木

木

期間
回数

期間
回数

日日 試験日は10/17 予定

・オンデマンド授業全５８回

再受講

（受験申込は各自で行ってください。）
▼検定料別 7,000円 （2020年度参考価格）

オンデマンド授業は、好きな時に受講可能で
音声はダウンロードできます。スマホでの受講も可能。

※申込時期に関わらず、全て同様の講座内容になります。

※申込時期に関わらず、全て同様の講座内容になります。

8 9



Voice Voice
Voice

受講者の声

国内旅行のみを取り扱う「国内旅行業務取扱管理者」と、海外旅行まで取

り扱う「総合旅行業務取扱管理者」の2種類あり、旅行代理店や主催旅行

会社では1つの営業所につき1人以上の有資格者配置が義務づけられて

いる国家資格です。旅行業界以外にCAなどの航空業界、ホテルなどの宿

泊業やブライダル業界など幅広く活躍できる資格です。

国内・総合ともに効率的に学習できるようなカリキュラムのため、同時受

験が可能です。

何度も繰り返しオンデマンド講義を見ることができた事と質問がしやすかったので、最後まで頑張る
ことができました。  　　　　　　　

（国内合格者：北海学園人文学部3年Oさん）

観光業界を目指して大学で学んできました、その成果として、国家資格を手にしたいと思い旅行講座
を受講しました。覚える量が多い科目もあるので、早めに勉強を始めて頑張って下さい。

（国内合格者：北海商科商学部観光産業学科　3年Sさん）

学習メリット Advantage advantage
advantage

担当 LEC東京リーガルマインド

国内 国内  

受講料 受講料

▼テキスト、国内観光地理ノート・模試代込み

申込締切

期間
回数

・ライブ配信授業29回
日

日

担当講師:小山 順子 先生
LEC東京リーガルマインド

試験科目 

マークシート

国内：旅行業法・約款・国内実務
総合：旅行業法・約款・国内実務・海外実務

四肢択一・複数選択
合格基準：各科目60％以上
2020年度全国合格率 
国内36,1%、総合18,5%（国内有資格者38,6％）

※国内旅行業務取扱管理者の有資格者は、翌年以降の総合旅行業
務取扱管理者受験の際、一部科目免除になります。
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一度取得すると生涯有効で、旅行・観光業界を目指すなら、就職活動で有利に。

商科大学で授業を受けている学生も、直前演習は講義の補助として受講すると効率がよく、直前対策

で模試がついているので力試しにも。

旅行業界以外に航空業界・宿泊業など幅広く活用できる資格。

『科目別速習問題集』２，640円（税込）
▼問題集別

※直前演習講座も含まれます。

申込締切 8/5 木
期間
回数

火 開講(ライブ配信授業全7回)

試験日は9/5 予定

8/17▼受験料別 5,800円 （2020年度 参考価格）

（受験申込は各自で行ってください。）

▼受験料別 5,800円 （2020年度 参考価格）
（受験申込は各自で行ってください。手続きは7月上旬）

動画で概要を
チェック

https://youtu.be/
puUSxC45ONg

再受講 木 木

総合

受講料

▼テキスト、国内観光地理ノート・模試代込み

▼テキスト、模試代込み

申込締切

期間
回数

火

火

・ライブ配信授業 国内29回
・オンデマンド授業 海外20回、国内32回
・演習ライブ配信授業7回

『科目別速習問題集』２，640円（税込）
▼問題集別

※直前演習講座も含まれます。

▼受験料別 6,500円 （2020年度 参考価格）

（受験申込は各自で行ってください。）

再受講 木 木※国内有資格者は
39,400円 ( 税込）

日

日

私は3級を受講しましたが、丁寧に教えてくれるので効率よく計画的に学
べました。また、直前対策や模擬試験なども実施されるので自信をもって
本番に挑むことができました！　　

（経営学部1年：横濱 美紀さん）

3級に比べて2級の内容は、多くて難しい部分もありましたが、3級の延長
でもあり計画的に勉強すれば理解できるようになります。また、先生方は
優しく気さくなので、気軽に質問もでき、安心して取り組むことができま
す。大学受験とは違い一回きりの試験ではないので、在学中に挑戦すると
良いと思います！　

（経営学部2年：野呂 耕平さん）

担当講師:松浦 弥槻 先生
資格の大原 札幌校

簿記3級から2級へ。
さらに国家資格である税理士や
公認会計士を一緒に目指そう！

(国内/総合)

担当 資格の大原

Voice Voice
Voice受講者の声

学習メリット Advantage advantage
advantage

動画で概要をチェック

https://youtu.be/04LtvmOE9s8

ビジネスにおいて必要不可欠なコスト感覚が身に付きます！
公認会計士、税理士、国税専門官等を目指す際の必要な基礎知識です。

あらゆる企業や団体は決まった簿記のルールに基づいて運営さ
れています。簿記を学ぶことにより経営が理解できます。「経済
学部・経営学部・商学部卒なら、簿記3級くらいは持っていて当
たり前」と考えている企業も少なくありません。経済活動の基盤
である簿記を早い段階で学ぶ事によって、学部の講義の理解を
助けるだけでなく、難度の高い税理士・公認会計士・国税専門官
等の資格や職種へのステップアップの土台となります。

スマホでも
受講可能

スマホでも
受講可能

※申込時期に関わらず、全て同様の授業内容になります。
※第2期受講生の受講開始以前のライブ配信授業は、
　収録講義で受講可能です。

※第2期受講生の受講開始以前のライブ配信授業は、
　収録講義で受講可能です。

※申込時期に関わらず、全て同様の授業内容になります。

受講料

▼検定料 3,400円（事務手数料550円が含まれております。）

※受験申込方法：ネット申込（詳細は講義内でご案内します。）

期間
回数

水 開講（ライブ配信授業)

試験日：目安12月下旬

10/13

期間
回数

水 開講（ライブ配信授業)

試験日：目安7月中旬

5/19
申込締切

4/28 水

申込締切

10/1金

7月受験目標コース

12月受験目標コース

・ライブ配信授業4回
・オンデマンド授業17回

・ライブ配信授業4回
・オンデマンド授業17回

受講料

▼検定料 5,270円（事務手数料550円が含まれております。）

※受験申込方法：ネット申込（詳細は講義内でご案内します。）

期間
回数

水 開講（ライブ配信授業)

試験日：目安12月下旬

8/11

期間
回数

水 開講（ライブ配信授業)

試験日：目安10月下旬

5/26
申込締切

4/28水

申込締切

7/20 火

10月受験目標コース

12月受験目標コース

・ライブ配信授業7回
・オンデマンド授業39回

・ライブ配信授業7回
・オンデマンド授業39回

〈3級〉 〈2級〉

https://youtu.be/yeaJ7keBEpc
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銀行・証券・保険など金融業界に
必須の国家資格

受講料

▼受験料別 6,000円
※受験申込方法は、講座申し込み時に受け取るプリントでご確認ください。

期間
回数

土

・ライブ配信授業2回
・オンデマンド授業8回

日

8/7

夏休み中かつ短期間集中で勉強で
きます！FP知識は社会人のキホ
ン！一緒にがんばりましょう。

申込締切 7/16 金

担当 資格の大原

（経済学部2年：井上 遥さん）

FP３級の内容は、普段の生活に置き換えて考えることができる内
容なので、楽しく勉強できました。 試験前には先生が重要なポイ
ントを連絡してくださり、安心して試験に臨むことができました。
　　　　　　　　　　　　　

Voice Voice
Voice

受講者の声

学習メリット Advantage advantage
advantage

夏休みの1ヵ月で国家資格に合格できるチャンス！
社会人としての一般常識とビジネス用語を学べる！ 

銀行・証券・保険のみならず様々な業界でFP（ファイナンシャル・プラ

ンナー）の有資格者が求められています。特に、金融機関や保険会社

で、顧客に対し自社で取り扱う商品を提案する際に、FPで学んだお金

の知識やライフ･プランニング能力、相談能力が活かせます。また、金

融業界に内定後、入社までに取得しておくよう推奨されるケースもあ

り、学生時代に取得していれば選考段階でも有利です。ＦＰ３級は、１年

生でも短期間の学習で十分合格可能です！

子の独立 老後の生活 相続

就職 結婚 子の誕生 マイホーム
の取得

子の教育

担当講師:永井 もとみ 先生
資格の大原 札幌校

コスト

運用 保障

相続対策

金融資産運用

不動産運用

年金対策

保険関係

税金対策

FP の知識は業界・業種問わず役

立つ知識を学べ、ライフイベント

の際にも役立ちます。

動画で概要をチェック

https://youtu.be/1HuSta5uIVQ

お申込み方法→受講までの流れ
「学内資格講座説明会」で話を聞いてみる

受講を決めたら申込み・受講料のお支払い

受講方法、スケジュールなどを確認し受講する

学内講座の申込は、学園大生は豊平キャンパスの
G’booKsで、商科大生はMetCoopで受け付けます。
締切日までに受講料をお支払いください。 講座で使
うテキストの購入や、検定試験の申込も生協各店舗で
行えます。講座によっては講座内でテキストを販売す
る場合や検定料を徴収する場合があります。詳細は申
込締切後の各スクールからの案内をご確認下さい。 ※工学部生は山鼻キャンパス学園生協G’eNeでお申し込み可能です。

受講方法は、申込締切後に担当スクールから教材の郵送、またはメー
ルなどでご連絡致します。
※本試験の申込方法なども、忘れずに確認しておきましょう。
また、各講座のオンデマンド授業の回数、視聴期限、授業内容などは
次ページで確認する事が出来ます。
スケジュールをしっかり確認し、本試験まで計画的に学習を進めま
しょう。
※スマートフォンでの受講も可能ですが、データ通信量などにご注
意下さい。

※学内資格講座受講料・検定料はG’payでのお支払いは出来ません。必ず現金でお支払いください。

学内講座の内容について詳しく聞ける説明会を実施します。
オンライン説明会の日時と場所は、裏表紙をご覧ください。
対面での個別説明会を実施する際は、キャリア支援センター掲
示板および学園生協ホームページ、G’booKs Twitterでもお
知らせします。

学園生協G’booKs

@hgu_gbooks
北海学園生協
ホームページ

https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/hokkai/

学園生協G’booKs 学園生協MetCoop
教育会館2Ｆ 商科大学地下1Ｆ

2021年度学内講座受講スケジュール

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

●法学検定講座 
●宅地建物取引士講座
●旅行業務取扱管理者講座
●FP技能士3級講座 

●日商簿記検定講座

●秘書検定2級講座
●ビジネスマナースペシャリスト講座
●サービス接遇検定2級講座
●マイクロソフトオフィス

国内
総合

ベーシック

3級
2級

2級

3級

スマホでも
受講可能

オンデマンド授業の視聴開始から、本試験まで（視聴終了）までの目安の期間です。

開講（ライブ配信授業)
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授業内容と視聴期限
申込締切後、各スクールからの受講案内を受け取り（メール又は教材をご自宅へ郵送）、受講開始となります。
講座毎に視聴期限が異なりますので、必ず確認をしながら学習を進めてください。
※スケジュールなどに変更がある場合は、担当スクールからご連絡いたします。

/Word マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト

マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト/Excel

秘書検定 2 級
回数 授業内容 視聴期限

1

2

3

4

5

本試験

※ZOOMを使ったリアルタイム型講義も行います。日程は講師から別途連絡します。

Ⅰ 秘書の素質

秘書として備えるべき要件、要求される人柄

Ⅱ 職務知識 秘書の役割と機能

Ⅲ 一般知識 社会常識、経営学、一般会計・財務

Ⅳ マナー・接遇

人間関係、マナー、話し方・接遇、交際の業務

Ⅴ 技能

会議、文書の作成、文書の取り扱い、事務機器、ファイリ

ング、資料管理、スケジュール管理、

環境の整、事務用備品・事務用品

6月末日まで

視聴可能

6月13日(日) 予定

サービス接遇検定 2 級
回数 授業内容 視聴期限

1

2

3

4

5

本試験

※ZOOMを使ったリアルタイム型講義も行います。日程は講師から別途連絡します。

Ⅰ サービススタッフの資質

　　　　　　 (1)必要とされる要件 (2)従業要件

Ⅱ 専門知識　(1)サービス知識 (2)従業要件

Ⅲ 一般知識　(1)社会常識

Ⅳ 対人技能　(1)人間関係 (2)接遇知識

　　　　　　 (3)話し方 (4)服装

Ⅴ 実務技能　(1)問題処理 (2)環境整備

　　　　　　 (3)金品管理 (4)金品搬送 (5)社交業務

11月末日まで

視聴可能

11月7日(日) 予定

ビジネスマナースペシャリスト
回数 授業内容 視聴期限

※ZOOMを使ったリアルタイム型講義も行います。日程は講師から別途連絡します。

動画時間

約1.5時間

（テキスト

３冊分）

下記参照

2022年

4月末日まで

視聴可能

１. いつの時代でもなぜ「ビジネスマナー」が必要なのか　２. 会社が果たすべき６つの責任

３. 社会人に必要な７つの意識　４. 社会人の常識・マナー　５. 非言語コミュニケーション　６. 第一印象

７. 身だしなみ　８. 笑顔の効果　９. あいさつ　10. お辞儀　11. 握手　12. 立ち居振る舞い　13. 目線の配り方

14. 言葉遣い　15. ビジネス会話　16. 聴き方のマナー　17. 質問の仕方　18. 話の進ませ方　19. 会話の弾ま

せ方　20.「報告」「連絡」「相談」　21. 断り方　22. 謝り方の基本応対　23. 注意・忠告の仕方と受け方

24. 褒め方　25. セクハラ・パワハラ問題　26. ビジネス電話応対　27. 携帯電話のマナー

28. ビジネスメールのマナー　29. FAX のマナー　30. 来客応対　31. 席次　32. 名刺交換のマナー

33. 紹介のルール　34. 訪問・面談のマナー　35. 長寿のお祝い　36. 贈り物のマナー

回数 授業内容 視聴期限

1 文書の管理

2 文字、段落、セクションの挿入と書式設定

3 表やリストの管理

4 参考資料の作成と管理

5 グラフィック要素の挿入と書式設定

6 試験対策

7 試験攻略ポイント

8 総括

本試験

2021/8下旬～2021/9末までに複数回実施

※受講開始後スクールと別途日程を個別に調整。

試験会場：富士通FOM試験会場（札幌市中央区北１西２）

2021年8月15日(日)～

2021年9月30日(木)まで

視聴可能

想定学習時間：約18時間

回数 授業内容 視聴期限

1 ワークシートやブックの管理

2 セルやセル範囲のデータの管理

3 テーブルとテーブルのデータ管理

4 数式や関数を使用した演算の実行

5 グラフの管理

6 試験対策

7 試験攻略ポイント

8 総括

本試験

2021年8月15日(日)～

2021年9月30日(木)まで

視聴可能

想定学習時間：約18時間

2021/8下旬～2021/9末までに複数回実施

※受講開始後スクールと別途日程を個別に調整。

試験会場：富士通FOM試験会場（札幌市中央区北１西２）

回数 授業内容 視聴期限

1 文書の管理

2 文字、段落、セクションの挿入と書式設定

3 表やリストの管理

4 参考資料の作成と管理

5 グラフィック要素の挿入と書式設定

6 試験対策

7 試験攻略ポイント

8 総括

本試験

2022年2月14日(月)～

2022年3月31日(木)まで

視聴可能

想定学習時間：約18時間

2022/2下旬～2022/3末までに複数回実施

※受講開始後スクールと別途日程を個別に調整。

試験会場：富士通FOM試験会場（札幌市中央区北１西２）

回数 授業内容 視聴期限

1 ワークシートやブックの管理

2 セルやセル範囲のデータの管理

3 テーブルとテーブルのデータ管理

4 数式や関数を使用した演算の実行

5 グラフの管理

6 試験対策

7 試験攻略ポイント

8 総括

本試験

2022/2下旬～2022/3末までに複数回実施

※受講開始後スクールと別途日程を個別に調整。

試験会場：富士通FOM試験会場（札幌市中央区北１西２）

2022年2月14日(月)～

2022年3月31日(木)まで

視聴可能

想定学習時間：約18時間

回数 実施日 時間 授業内容 視聴期限等

国内観光地理①北海道地方②東北地方③関東地方④中部地方⑤近畿地方⑥中国・四国地方⑦九州・沖縄地方

JR営業規則・運賃計算の基本・運賃計算の特例①・運賃計算の特例②・割引運賃・往復運賃

JRの料金①・JRの料金②(新幹線）・JRの料金③(在来線・特別車両）

乗継割引・有効期間・払戻し・団体旅客・特別企画乗車券

JR時刻表・国内航空運賃.料金・宿泊料金・貸切バス・フェリー運賃・料金

目的・登録制度・営業保証金制度

旅行業務取扱料金・旅行業約款・取引条件の説明・書面の交付・広告・旅程管理

標識の掲示・外務員証の携帯・旅行業者代理業者・受託契約・旅行業協会・禁止行為・監督・雑則・罰則

総則・国内航空運送約款・モデル宿泊約款・貸切バス運送約款・フェリー標準約款

募集型企画旅行契約①(契約の締結・変更・募集型企画旅行契約②契約の解除・旅程管理・旅行業者の責任・特別補償

募集型企画旅行契約③旅程保証・旅行者の責任・受注型企画旅行契約

1～20

オンデマンド授業(各1.5H)

国内実務　20回

9月30日(木)

まで

視聴可能21～25 旅行業法　5回

26～32 旅行業約款　7回　★

国 

内 

オ 

ン 

デ 

マ 

ン 

ド 

授 

業

回数 ライブ配信授業 実施日 時間 授業内容 視聴期限等

1 5月18日(火) 18:30～21:00 【国内実務1】国内観光地理①北海道地方

2 5月20日(木) 18:30～21:00 【国内実務2】国内観光地理②東北地方

3 5月25日(火) 18:30～21:00 【国内実務3】国内観光地理③関東地方

4 5月27日(木) 18:30～21:00 【国内実務4】国内観光地理④中部地方

5 6月1日(火) 18:30～21:00 【国内実務5】国内観光地理⑤近畿地方

6 6月3日(木) 18:30～21:00 【国内実務6】国内観光地理⑥中国・四国地方

7 6月8日(火) 18:30～21:00 【国内実務7】国内観光地理⑦九州・沖縄地方

8 6月10日(木) 18:30～21:00 【旅行業法1】目的・登録制度

9 6月15日(火) 18:30～21:00 【国内実務8】 JR営業規則・運賃計算の基本・経路と運賃

10 6月17日(木) 18:30～21:00 【旅行業法2】 営業保証金制度・旅行業務取扱料金・旅行業約款

11 6月22日(火) 18:30～21:00 【国内実務9】運賃計算の特例・割引運賃

12 6月24日(木) 18:30～21:00 【旅行業法3】 取引条件の説明・書面の交付・広告・旅程管理・標識の掲示

13 6月29日(火) 18:30～21:00 【国内実務10】JRの料金①(新幹線・在来線の特急料金)

14 7月1日(木) 18:30～21:00 【旅行業法4】外務員証の携帯・旅行業者代理業者・受託契約・旅行業協会・禁止行為・監督・雑則・罰則

15 7月6日(火) 18:30～21:00 【国内実務11】JRの料金②(急行・特別車両・指定席・寝台・個室料金)

16 7月8日(木) 18:30～21:00 【旅行業約款1】総則・募集型企画旅行契約①(契約の締結・変更)　★

17 7月13日(火) 18:30～21:00 【国内実務12】JRの料金③(乗継割引)・有効期間・払戻し

18 7月15日(木) 18:30～21:00 【旅行業約款2】募集型企画旅行契約②契約の解除・旅程管理・旅行業者の責任・特別補償　★

19 7月20日(火) 18:30～21:00 【国内実務13】 団体旅客・特別企画乗車券・JR時刻表

20 7月27日(火) 18:30～21:00 【旅行業約款3】募集型企画旅行契約③旅程保証・旅行者の責任・受注型企画旅行契約　★

21 7月29日(木) 18:30～21:00 【国内実務14】 国内航空運賃・料金・宿泊料金・貸切バス・フェリー運賃・料金

22 8月3日(火) 18:30～21:00 【旅行業約款4】国内航空運送約款・モデル宿泊約款・貸切バス運送約款・フェリー標準約款　★

23 【国内演習1】模試　 自宅に郵送
24 8月17日(火) 13:00～15:30 【国内演習2】分野別演習　旅行業法

25 8月19日(木) 10:00～12:30 【国内演習3】分野別演習　旅行業約款　★

26 8月19日(木) 13:00～15:30 【国内実務15】国内実務JRまとめ

27 8月24日(火) 10:00～12:30 【国内演習4】分野別演習 JR運賃計算

28 8月24日(火) 13:00～15:30 【国内演習5】分野別演習　地理

29 8月31日(火) 13:00～15:30 【国内演習6】総まとめ

ZOOM生配信

各自で実施

ZOOM生配信

本試験 9月5日(日)予定

基

　礎

　講

　座

直

　前

　演

　習

宅地建物取引士
回数 授業内容 内容

1～7 権利関係A

8～14 権利関係B

15 ～19 マスター演習講座 権利関係

20～23 宅建業法A

24～27 宅建業法B

28～32 マスター演習講座 宅建業法

33～37 法令上の制限･税･他A

38～43 法令上の制限･税･他B

44～48 マスター演習講座 法令上の制限･税･他

49 基礎講義(スーパー合格講座) 免除科目

50 権利関係

51 宅建業法

52 法令上の制限･税･他

1
入力期間

7/20(火)～8/3(火)

2
入力期間

8/3(火)～8/17(火)

3
入力期間

8/24(火)～9/7(火)

4
入力期間

8/31(火)～9/14(火)

5
入力期間

9/7(火)～9/21(火)

6
入力期間

9/17(金)～9/28(火)

本試験 10月17日(日) 予定

全日本宅建公開模試　　基礎編1回(WEB）

全日本宅建公開模試　　基礎編2回(WEB）

全日本宅建公開模試　　実践編1回(WEB）

全日本宅建公開模試　　実践編2回(WEB）

全日本宅建公開模試　　実践編3回(WEB）

全日本宅建公開模試　　ファイナル1回(WEB）

基礎講義(スーパー合格講座)

10月16日(土)まで

視聴可能

基礎講義(スーパー合格講座)

基礎講義(スーパー合格講座)

分野別演習総まとめ講座

基

　礎

　講

　義

　＋

　演

　習

直

　前

　対

　策
（ 

模

　試 
）

視聴期限等

回数 ライブ配信授業 実施日 時間 授業内容

1 【国内演習1】模試　 自宅に郵送
2 8月17日(火) 13:00～15:30 【国内演習2】分野別演習　旅行業法

3 8月19日(木) 10:00～12:30 【国内演習3】分野別演習　旅行業約款　★

4 8月19日(木) 13:00～15:30 【国内実務15】国内実務JRまとめ

5 8月24日(火) 10:00～12:30 【国内演習4】分野別演習 JR運賃計算

6 8月24日(火) 13:00～15:30 【国内演習5】分野別演習　地理

7 8月31日(火) 13:00～15:30 【国内演習6】総まとめ

各自で実施

ZOOM生配信

本試験 9月5日(日)予定

直

　前

　演

　習

視聴期限等

法学検定ベーシック
回 数 授業内容

1

2

3

4

5

6 法学入門と憲法の確認テスト

7 ZOOM質問会 生配信

8

9

10

11

12

13 民法の確認テスト

14

15

16

17 総まとめとZOOM質問会 生配信

本試験 11月28日(日)予定　　

　

　

　

 

　

　

Ⅰ.法学入門

法とは何か(法体系の基礎)

条文･判例の読み方の基礎(法解釈の基礎)

法的考え方(法解釈の基礎)

法制度論の基礎
11月30日(火)まで

視聴可能Ⅱ.憲　法

憲法総論

人権総論

人権各論

統治機構

Ⅲ.民法

総則

物権

債権総論

債権各論

親族･相続 11月30日(火)まで

視聴可能

Ⅳ.刑法

刑法の基礎

刑法総論

刑法各論

刑法の確認テスト

基

　礎

　講

　座

　＋

　演

　習

視聴期限等
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総合 旅行業務取扱管理者（国内有資格者）

ファイナンシャル・プランナー 3 級

総合 旅行業務取扱管理者
回数 ライブ配信授業 実施日 時間 授業内容

1 5月18日(火) 18:30～21:00 【国内実務1】国内観光地理①北海道地方

2 5月20日(木) 18:30～21:00 【国内実務2】国内観光地理②東北地方

3 5月25日(火) 18:30～21:00 【国内実務3】国内観光地理③関東地方

4 5月27日(木) 18:30～21:00 【国内実務4】国内観光地理④中部地方

5 6月1日(火) 18:30～21:00 【国内実務5】国内観光地理⑤近畿地方

6 6月3日(木) 18:30～21:00 【国内実務6】国内観光地理⑥中国・四国地方

7 6月8日(火) 18:30～21:00 【国内実務7】国内観光地理⑦九州・沖縄地方

8 6月10日(木) 18:30～21:00 【旅行業法1】 目的・登録制度

9 6月15日(火) 18:30～21:00 【国内実務8】 JR営業規則・運賃計算の基本・経路と運賃

10 6月17日(木) 18:30～21:00 【旅行業法2】 営業保証金制度・旅行業務取扱料金・旅行業約款

11 6月22日(火) 18:30～21:00 【国内実務9】運賃計算の特例・割引運賃

12 6月24日(木) 18:30～21:00 【旅行業法3】 取引条件の説明・書面の交付・広告・旅程管理・標識の掲示

13 6月29日(火) 18:30～21:00 【国内実務10】JRの料金①(新幹線・在来線の特急料金)

14 7月1日(木) 18:30～21:00 【旅行業法4】外務員証の携帯・旅行業者代理業者・受託契約・旅行業協会・禁止行為・監督・雑則・罰則

15 7月6日(火) 18:30～21:00 【国内実務11】JRの料金②(急行・特別車両・指定席・寝台・個室料金)

16 7月8日(木) 18:30～21:00 【旅行業約款1】総則・募集型企画旅行契約①(契約の締結・変更)　★

17 7月13日(火) 18:30～21:00 【国内実務12】JRの料金③(乗継割引)・有効期間・払戻し

18 7月15日(木) 18:30～21:00 【旅行業約款2】募集型企画旅行契約②契約の解除・旅程管理・旅行業者の責任・特別補償　★

19 7月20日(火) 18:30～21:00 【国内実務13】 団体旅客・特別企画乗車券・JR時刻表

20 7月27日(火) 18:30～21:00 【旅行業約款3】募集型企画旅行契約③旅程保証・旅行者の責任・受注型企画旅行契約　★

21 7月29日(木) 18:30～21:00 【国内実務14】 国内航空運賃・料金・宿泊料金・貸切バス・フェリー運賃・料金

22 8月3日(火) 18:30～21:00 【旅行業約款4】国内航空運送約款・モデル宿泊約款・貸切バス運送約款・フェリー標準約款　★

23 【国内演習1】模試　 自宅に郵送
24 8月17日(火) 13:00～15:30 【国内演習2】分野別演習　旅行業法

25 8月19日(木) 10:00～12:30 【国内演習3】分野別演習　旅行業約款　★

26 8月19日(木) 13:00～15:30 【国内実務15】国内実務JRまとめ

27 8月24日(火) 10:00～12:30 【国内演習4】分野別演習 JR運賃計算

28 8月24日(火) 13:00～15:30 【国内演習5】分野別演習　地理

29 8月31日(火) 13:00～15:30 【国内演習6】総まとめ

【海外実務1】海外旅行実務①(航空会社、都市・空港のコード、ＯＡＧの見方)

【海外実務2】海外旅行実務②(海外の交通・ホテル・レストラン、現地通貨、保険)

【海外実務3】国際航空運賃①(基礎知識、基本ルール①)

【海外実務4】国際航空運賃②(基本ルール②、特別運賃、eチケット)

【海外実務5】出入国関係法令①(出入国の流れ、旅券法、査証)

【海外実務6】出入国関係法令②(検疫、出入国管理、関税、外国の出入国)

【海外実務7】海外観光地理①　東アジア、東南アジア

【海外実務8】海外観光地理②　南アジア、中近東

【海外実務9】海外観光地理③　ヨーロッパ①

【海外実務10】海外観光地理④　ヨーロッパ②、アフリカ

【海外実務11】海外観光地理⑤　北アメリカ

【海外実務12】海外観光地理⑥　中・南アメリカ

【海外実務13】海外観光地理⑦　オセアニア

【海外実務14】語学

【海外実務15】国際航空運送約款①

50 9月7日(火) 10:00～12:30 【総合演習1】分野別演習①

51 9月7日(火) 13:00～15:30 【総合演習2】分野別演習②

52 9月9日(木) 10:00～12:30 【総合演習3】分野別演習③

53 9月9日(木) 13:00～15:30 【総合演習4】分野別演習④

54 【総合模試1】業法・約款

55 【総合模試2】国内実務・海外実務

56 9月21日(火) 18:30～21:00 【総合演習5】まとめ ZOOM生配信

10月3日(日)予定

各自で実施

ZOOM生配信

30～49 オンデマンド授業(各1.5H)
海外実務

1～20回

10月31日(日)

まで

視聴可能

ZOOM生配信

各自で実施 自宅に郵送

国内本試験 9月5日(日)予定

総合本試験

ZOOM生配信

国

　内

　基

　礎

　講

　座

直

　前

　演

　習

総

　合

　基

　礎

　講

　座

視聴期限等

回数 ライブ配信授業 実施日 時間 授業内容

1 7月8日(木) 18:30～21:00 【旅行業約款1】総則・募集型企画旅行契約①(契約の締結・変更)　★

2 7月15日(木) 18:30～21:00 【旅行業約款2】募集型企画旅行契約②契約の解除・旅程管理・旅行業者の責任・特別補償　★

3 7月27日(火) 18:30～21:00 【旅行業約款3】募集型企画旅行契約③旅程保証・旅行者の責任・受注型企画旅行契約　★

4 8月3日(火) 18:30～21:00 【旅行業約款4】国内航空運送約款・モデル宿泊約款・貸切バス運送約款・フェリー標準約款　★

5 8月19日(木) 10:00～12:30 【国内演習3】分野別演習　旅行業約款　★

【海外実務1】海外旅行実務①(航空会社、都市・空港のコード、ＯＡＧの見方)

【海外実務2】海外旅行実務②(海外の交通・ホテル・レストラン、現地通貨、保険)

【海外実務3】国際航空運賃①(基礎知識、基本ルール①)

【海外実務4】国際航空運賃②(基本ルール②、特別運賃、eチケット)

【海外実務5】出入国関係法令①(出入国の流れ、旅券法、査証)

【海外実務6】出入国関係法令②(検疫、出入国管理、関税、外国の出入国)

【海外実務7】海外観光地理①　東アジア、東南アジア

【海外実務8】海外観光地理②　南アジア、中近東

【海外実務9】海外観光地理③　ヨーロッパ①

【海外実務10】海外観光地理④　ヨーロッパ②、アフリカ

【海外実務11】海外観光地理⑤　北アメリカ

【海外実務12】海外観光地理⑥　中・南アメリカ

【海外実務13】海外観光地理⑦　オセアニア

【海外実務14】語学

【海外実務15】国際航空運送約款①

26 9月7日(火) 10:00～12:30 【総合演習1】分野別演習①

27 9月7日(火) 13:00～15:30 【総合演習2】分野別演習②

28 9月9日(木) 10:00～12:30 【総合演習3】分野別演習③

29 9月9日(木) 13:00～15:30 【総合演習4】分野別演習④

30 【総合模試1】業法・約款

31 【総合模試2】国内実務・海外実務

32 9月21日(火) 18:30～21:00 【総合演習5】まとめ ZOOM生配信
本試験 10月3日(日)予定

6～25 オンデマンド授業(各1.5H)
海外実務

1～20回

10月31日(日)

まで

視聴可能

ZOOM生配信

各自で実施 自宅に郵送

ZOOM生配信

総

　合

　基

　礎

　講

　座

国

　内

　基

　礎

　講

　座

　と

　演

　習

視聴期限等

日商簿記検定 3 級

7月受験目標コース 12月受験目標コース

1 ライブ配信授業①
5月19日(水)

17:00～18:00

10月13日(水)

17:00～18:00

2

3

4

5

6

7 ライブ配信授業②
6月2日(水)

17:00～18:00

10月27日(水)

17:00～18:00

8

9

10

11

12

13 ライブ配信授業③
6月16日(水)

17:00～18:00

11月10日(水)

17:00～18:00

14

15

16

17 ライブ配信授業④
6月30日(水)

17:00～18:00

12月1日(水)

17:00～18:00

18

19

20

21

7月中旬予定

＜目安は7月18日(日)＞

12月下旬予定

＜目安は12月19日(日)＞
本試験＜ネット試験を推奨＞

(オンデマンド授業)

直前対策講義①～③

7月31日(土)まで

視聴可能

※1回3時間

12月31日(金)まで

視聴可能

※1回3時間

(オンデマンド授業)

直前模擬試験①～③

全国統一公開模擬試験

7月31日(土)まで

視聴可能

※1回3時間

12月31日(金)まで

視聴可能

※1回3時間

7月31日(土)まで

視聴可能

※1回3時間

12月31日(金)まで

視聴可能

※1回3時間

(オンデマンド授業)

基本講義⑥～⑩

7月31日(土)まで

視聴可能

※1回3時間

12月31日(金)まで

視聴可能

※1回3時間

回数 授業内容
視聴期限等

(オンデマンド授業)

基本講義①～⑤

回数 授業内容 視聴期限等

1 ライブ配信授業①
8月7日(土)

13:00～13:45

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ライブ配信授業②
8月30日(月)

13:00～14:30

本試験

9月12日(日)まで

視聴可能

※1回3時間

9月12日(日)

(オンデマンド授業)

基本講義①～⑧

日商簿記検定 2 級

10月受験目標コース 12月受験目標コース

1 ライブ配信授業①
5月26日(水)

17:00～18:00

8月11日(水)

17:00～18:00

2

3

4

5

6 ライブ配信授業②
6月12日(土)

15:00～16:00

8月28日(土)

15:00～16:00

7

8

9

10

11 ライブ配信授業③
6月23日(水)

17:00～18:00

9月8日(水)

17:00～18:00

12

13

14

15

16

17

18

19

20 ライブ配信授業④
7月24日(土)

15:00～16:00

10月2日(土)

15:00～16:00

21

22

23

24

25

26

27 ライブ配信授業⑤
8月25日(水)

17:00～18:00

10月20日(水)

17:00～18:00

28

29

30

31

32

33

34 ライブ配信授業⑥
9月11日(土)

15:00～16:00

11月6日(土)

15:00～16:00

35

36

37 ライブ配信授業⑦
9月18日(土)

15:00～16:00

11月13日(土)

15:00～16:00

38

39

40

41

42

43

44

45

46

10月下旬予定

＜目安は10月24日(日)＞

12月下旬予定

＜目安は12月19日(日)＞
本試験＜ネット試験を推奨＞

10月31日(日)まで

視聴可能

※1回3時間

(オンデマンド授業)

基本講義　商業簿記①②

　　　　　工業簿記①②

10月31日(日)まで

視聴可能

※1回3時間

12月31日(金)まで

視聴可能

※1回3時間

(オンデマンド授業)

基本講義　商業簿記③④

　　　　　工業簿記③④

10月31日(日)まで

視聴可能

※1回3時間

12月31日(金)まで

視聴可能

※1回3時間

回数 授業内容
視聴期限等

(オンデマンド授業)

基本講義　商業簿記⑤～⑧

　　　　　工業簿記⑤～⑧

10月31日(日)まで

視聴可能

※1回3時間

12月31日(金)まで

視聴可能

※1回3時間

(オンデマンド授業)

基本講義　商業簿記⑨～⑪

　　　　　工業簿記⑨～⑪

10月31日(日)まで

視聴可能

※1回3時間

12月31日(金)まで

視聴可能

※1回3時間

(オンデマンド授業)

基本講義　商業簿記⑫～⑭

　　　　　工業簿記⑫～⑭

(オンデマンド授業)

基本講義　商業簿記⑮⑯

10月31日(日)まで

視聴可能

※1回3時間

12月31日(金)まで

視聴可能

※1回3時間

(オンデマンド授業)

直前模擬試験①～⑧

全国統一公開模擬試験

10月31日(日)まで

視聴可能

※1回3時間

12月31日(金)まで

視聴可能

※1回3時間

12月31日(金)まで

視聴可能

※1回3時間
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●サービス接遇検定２級
●マイクロ オフィス スペシャリスト
    Word/Excel

●法学検定ベーシック ●宅地建物取引士

●秘書検定２級 ●ビジネスマナースペシャリスト

●旅行業務取扱管理者講座 国内/総合 ●日商簿記検定３級・２級 ●FP技能士３級

北海学園大学・北海商科大学内で実施する資格講座について、
資格の概要、具体的な学習方法、申込方法などを聞くことができます。
講座担当者の説明を聞いて、早めの計画でチャレンジを！

■ガイダンスを視聴できずとも、学内講座の申込・受講は可能です。
■講座のより詳しい内容は各講座の申込期間に大学で行われる、
　個別説明会で聞くことができます。

学園生協G’booKs
@hgu_gbooks

講座情報はコチラ

北海学園大学･北海商科大学キャリア支援センター主催

学内資格講座
オンライン

2021年度

学内資格講座
オンラインガイダンス

学内資格講座まるわかり！
学内資格講座

オンラインガイダンス

学内資格講座まるわかり！

つの
メリット
4

学内講座
だから、

全学年
対象

視聴方法：下記のＱＲコードより動画をご視聴ください。

視聴期間： まで4 月 18 日（日）

【ガイダンス内容】
●学内資格取得講座のメリット
●オンライン講座の活用法
●受講 /申込方法について
●ラインナップ紹介 https://youtube.com/playlist?list=

PL6zDeTR4I9_-Meb2pr3opoqGkkjDUYHIz
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