


分野 講座名 募集時期 開講時期 試験日（予定） 受講料※1 講座時間数

会
計
・
税
務

簿記検定対策講座

3級コース ¥22,540※2 約7時間

2級コース ¥56,420※2 約49時間

3級＋2級コース ¥66,310 約57時間

ファイナンシャル・
プランニング(FP)
技能検定対策講座

3級コース ¥40,010※2 約15時間

2級コース ¥49,210※2 約84時間

法
律

宅地建物取引士試験対策講座 ¥56,650 約17時間

行政書士試験対策講座 ¥94,820 約70時間

情
報
・
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス

Microsoft® Office 
Specialist(MOS)
対策講座

2019スペシャリストコース
（Word/Excel®/PowerPoint®）

※お申込み後、受講料のお振込み・受講開始日についてご案内 各¥35,750※2 Word:約11時間 / Excel:約13時間
PowerPoint:約8時間

2019エキスパートコース
（Word/Excel®）

各¥41,360※2 Word:約11時間 / Excel:約8時間

ITパスポート試験対策講座 ¥60,740※2 約29時間

基本情報技術者試験対策講座 ¥89,650 約20時間

G(ジェネラリスト)検定対策講座 ¥40,150 約12時間

ビジネス統計スペシャリスト対策講座 ¥29,150※2 約15時間

語
学

TOEIC®

LISTENING AND
READING TEST 対策講座

500点目標コース
※お申込み後、受講料のお振込み・受講開始日についてご案内 ¥34,320 

約5時間

800点目標コース 約6時間

ビ
ジ
ネ
ス

秘書技能検定対策講座
2級コース ※お申込み後、受講料のお振込み・受講開始日についてご案内 ¥27,090※2 約9時間

準1級コース ¥32,900※2 約11時間

旅行業務取扱管理者試験
対策講座

総合コース ¥76,780 約84時間

国内コース ¥44,330 約55時間

国内有資格者コース ¥43,120 約42時間

通関士試験対策講座 ¥76,780 約70時間

教
養

色彩検定®対策講座

3級コース ¥29,060※2 約11時間

2級コース ¥34,090※2 約18時間

UC級コース ¥31,850※2 約18時間

世界遺産検定対策講座 2級コース ¥36,850 約13時間

※1:受講料は教材費・送料・税込 ※2:試験料込
※2023年3月時点の金額となりますので、最新の情報はホームページ等でご確認ください
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4月 夏 7月 後 9月 春 12月～翌年1月

募集時期

●講座は原則オンラインで実施します（一部対面有） 。詳細はホームページにてご確認ください。
●募集時期はUNIPAにてご案内します。

めざす仕事・業界などが決まっている方は、オススメ資格取得プランをチェック！
業界問わず社会で役立つ基礎的なスキルも、積極的な取得をオススメしています。 資格選びに迷った場合は、資格コーナーへご相談ください。

会計・税務・法律 金融・不動産 IT

●簿記＜3級・2級＞

●宅地建物取引士

●行政書士

●ファイナンシャル・

プランニング(FP) ＜3級・2級＞ ●ITパスポート

●G(ジェネラリスト)検定

●基本情報技術者

社会で役立つ
基本スキル

就活に役立つ
資格ランキング上位に
ランクイン！

簿記＜3級・2級＞

世界共通の基準で
英語力を証明できる

TOEIC® LISTENING AND 

READING TEST

分析を通して
データに強い人材をめざす

ビジネス統計

スペシャリスト

デザインや制作、
商品開発等の仕事にオススメ！

色彩＜3級・2級・UC級＞

在学中に習得しておきたい
基本のPCスキル

MOS

ビジネスシーンでの
一般常識を幅広く習得

秘書＜2級・準1級＞

Microsoft® Office Specialist

5-8月 8-11月 11月-翌年2月 翌年2-3月

6-11月 9月-翌年2月 翌年1-6月

5月-翌年2月

6-9月 10月-翌年1月 翌年2-5月

10月-翌年1月

5-10月

11月-翌年11月

5-8月 翌年2-3月

5-9月 8-12月 10月-翌年2月

6-11月 11月-翌年4月

9-11月 12月-翌年3月

5-8月 8-11月 11月-翌年2月

4-6月 9-11月

5-10月

5-9月

7-10月

5-10月

5-6月 9-11月

5-6月 9-11月

5-6月 9-11月

5-7月

8月 11月 翌年2月 翌年3月

11月 翌年2月 翌年6月

3級：8月、2級：翌年2月

9月 翌年1月 翌年5月

翌年1月

10月

翌年11月

8月 翌年3月

9月 12月 翌年2月

11月 翌年4月

11月 翌年3月

8月 11月 翌年2月

【筆記】6月／【面接】7月 【筆記】11月／【面接】翌年1月

【国内】9月／【総合】10月

9月

10月

10月

6月 11月

6月 11月

6月 11月

7月

随時

講座の詳細は
こちらから講座名を
選んでチェック！

●簿記＜3級・2級＞

●宅地建物取引士

※TOEICはETSの登録商標です。この印刷物はESTの検討を受け、またはその承認を得たものではありません。

随時

随時



資格コーナーでは、公務員を目指す学生の皆さんを応援するために、
新しいサポート制度を設けました。詳しくは資格コーナーにお問い合わせください。

見事公務員に内定された受講生（先輩達）からのメッセージ

キャリアセンターに就職先や国家資格についての相談をしたとこ
ろ、公務員という選択肢があることを知り、同時に学内の公務員
講座の存在を教えてもらいました。そのときは難しそうという不
安がありましたが、学内の講座なら相談もしやすいと思い、迷わ
ず受講を希望しました。公務員試験に精通している先生が科目毎
にいらっしゃるので、色々な視点からアドバイスを頂けたのが非
常に有難かったです。疑問に思ったことは先生に質問すれば解決
できるという安心から、勉強の途中で躓くことが少なく、幅広く
知識を取り入れることができました。知識だけでなくモチベー
ションを高めてくれたり、勉強スケジュールの設定をしてくれた
りと様々な形で支えてくれたことが、合格に繋がったと思います。

これから公務員を目指そうと思っている方々へ1番伝えたいことは、公務員試験は
そんなに簡単な試験ではないということです。不安が募る時や諦めたくなる時が
僕もありました。しかし、振り返ると合格を目指して勉強した期間は非常に充実し
ていましたし、何より合格を頂いてからも満足感と達成感があり、残りの大学生活
も楽しく過ごせています！公務員を目指す皆さん、ぜひ公務員試験合格を目指して、
充実した大学生活を‼

講座を受講しようと思ったのは、大学の中にあるので何かあって
も行きやすいことと、予備校に比べて圧倒的に安いことが理由で
す。先生やスタッフの方がフレンドリーで話しやすく、相談がし
やすいので、不安があってもすぐに解消することができました。
面談では前向きになれる言葉をたくさんかけてくれたり、面談
カードを親身になって添削してくれたり、質問への対応も早かっ
たりと本当に感謝しています。先生との距離が近く、授業を受け
ていてすごく楽しかったです。特に直前の対策授業は、知識が自
分の身に付くものだったと確信しています。先生、スタッフの方、
一緒に受講していた仲間たちのおかげです。

3回生の春から講座を受講し、あまり公務員試験の制度について知らないまま始め
たことや、勉強範囲が広いこともあり、合格できるのか不安な時期もありましたが、
講座のサポートを受けて合格まで辿り着くことができました。他の予備校と比べて
費用が安いにもかかわらず、しっかりサポートしてもらえて良かったです。公務員
を目指すかどうか迷っている人もいるかと思いますが、少しでも興味があればチャ
レンジしてみてください！

受講生喜びの声

末松 千佳さん
(経済学部4年生)

●受講講座：地方上級・国家一般職対策講座

堺市役所 内定!

東原 圭吾さん
(法学部4年生)

国家専門職(大阪国税局) 内定!
●受講講座：地方上級・国家一般職対策講座

講座の詳細は
こちらから

講座名を選んで
チェック！

対象講座を受講後、公務員試験を受験し、万が一すべての1次試験で不合格の場合、受講料の半分を返金いたします。

合格保証返金制度に必要な条件

●対面講座の出席率が70％以上※であること
※オンデマンド講座は対象外

合格保証返金制度の返金率について

すべての
1次試験で

不合格の場合
受講料の50％を返金

1年生・2年生向け講座を受講の方は、次年度の2年生・3年生向け講座を割引価格で受講することができます。
各学年、受講料の20%OFFでお申込みが可能です。低学年からの受講がオススメ！
※受講料の割引時に10円未満の端数が生じる場合は、原則切り上げた金額となります。

3年生・大学院生向け講座対象

1年生・2年生向け講座対象

1年生向け
講座

・手続き完了後は、原則受講料などの返金はできません。※合格保証金制度を除く
・申込者が一定数に満たない場合は、不開講となることがあります。予めご了承ください。
・「通信教育部生」で受講を希望される方は、通信教育部の窓口で受講許可を受けてください。許可を得た後に、HPから講座をお申込みください。
・受講に関する連絡は、原則大学から付与されている「KindaiMail」宛(@kindai.ac.jp)にお送りします。

●お問合せは資格コーナーへ

お申込みから受講までの流れ

STEP １

HPから
お申込み

ステップアップ割引制度

合格保証返金制度

祝

NEW

●月末定期模擬試験の受験率が70％以上※であること
※全12回中8回以上受験

●受験された公務員試験の受験票のコピー
●試験結果もしくは、成績開示のコピー

2年生向け
講座

2年生向け
講座の受講料

20％OFF

2年生向け
講座

3年生向け
講座

3年生向け
講座の受講料

20％OFF

後輩への応援メッセージ 後輩への応援メッセージ

STEP 2

受講料
お支払い

STEP 3

視聴ID
発行

STEP 4

テキスト
到着

STEP 5

START

近畿大学 キャリアセンター 資格コーナー
〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3-4-1

アカデミックシアター2号館2階

(06)4307-3107 shikaku@kindai-shikaku.jp

奈良・和歌山・広島・福岡キャンパスの方へ

電話・メール・オンラインにて個別に相談を受け
付けています。お気軽にお問い合わせください。

祝

講座を受講して万が一試験に不合格となった場合、
次回、同一コースの受講料(再受講)が50％OFFで受講可能。

●注意事項●
リトライ受講制度をご利用の場合は、申込み前に、資格試験の「合否通知書」または「受験票」の写真を添付のうえ、メールにて
資格コーナー（shikaku@kindai-shikaku.jp）までお問い合わせください。上記の講座以外は対象外です。

対象3講座は、随時(いつでも)受講の開始が可能！
受講したいタイミングでいつでも受講できます。

※お申込み後、受講料のお振込み・受講開始日についてご案内

資格対策講座を
受講したが試験に

不合格

次回、同一コースを再受講

受講料50％OFF

ファイナンシャル・プランニング(FP)技能検定

人生に欠かせない「お金」のエキスパート

受講生
合格率 92.3％3級

全国合格率

84.4％
※2022年9月受験

広告業界、デザイナー等、幅広い分野で活かせる資格

受講生
合格率

全国合格率

76.8％
※2022年11月受験

色彩検定

全国平均を上回る高い合格率！

輪野 日和さん
（国際学部3年生）

簿記についての基礎が全くなかったため、市販のテキストだけ
では限界があると思い、受講を決めました。オンデマンドで、
いつでもどこでも自分のスケジュールで講義を受けられる点が
私に合っていました。教材だけでなく、過去問も提供され、問
題の数をこなすなど対策ができました。簿記の仕組みを理解す
るまでは大変ですが、計算がピタリと合ったときは、とても嬉
しかったです。就職活動では「取得した資格」として書けるこ
とはもちろん、勉強をしたというエピソードも面接の話の材料
となっています。

「簿記ってなんだか難しそう」と感じる方もいるかもしれませんが、地道に
問題を解き続ければ必ず合格できる資格だと私は思います。絶対に取って損
はない資格なので、ぜひチャレンジしてみてください。応援しています。

中谷 文香さん
（国際学部4年生）

受講しようと思った理由は、IT企業への就職に向けて、社会人
になる前に少し知識を身に付けておきたかったからです。ITパ
スポート試験範囲は広く、技術的な知識の基礎はもちろんです
が、社会人として知っておくべき一般常識も学べるためとても
良かったです。ただ範囲が広いだけあり、覚えることが多くあ
り苦労しました。しかし、30分から1時間程の時間を毎日少し
ずつ費やせば、必ず合格できると思います。この計画を立てて
毎日やる習慣付けが現在でも役に立っています。

多少なりとも興味のあることは、結果がどうなっても、挑戦してみることが
後々の経験に活かせると思います。これから受講するみなさん、ぜひ頑張って
ください！

対象講座
・Microsoft® Office Specialist対策講座

（Word/Excel®/PowerPoint®）

・秘書技能検定対策講座(2級コース)

・TOEIC® LISTENING AND READING TEST

対策講座(500点目標コース/800点目標コース)

100％2級

近畿大学 キャリアセンター 資格コーナー
〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3-4-1

アカデミックシアター2号館2階

(06)4307-3107 shikaku@kindai-shikaku.jp

奈良・和歌山・広島・福岡キャンパスの方へ

NEW

随時(いつでも)受講可能制度

サポート制度の
詳細はこちら
からチェック！

リトライ受講制度

・行政書士試験対策講座

・宅地建物取引士試験対策講座

・簿記検定対策講座(3級コース)

次こそ
＼絶対／

合格!!

対象講座

見事試験に内定された受講生（先輩達）からのメッセージ受講生喜びの声

受講生 合格実績

後輩への応援メッセージ 後輩への応援メッセージ

●受講講座：ITパスポート試験対策講座

ITパスポート試験合格!
●受講講座：簿記検定対策講座(3級コース)

簿記検定3級合格!

・手続き完了後は、原則受講料などの返金はできません。※合格保証金制度を除く
・申込者が一定数に満たない場合は、不開講となることがあります。予めご了承ください。
・「通信教育部生」で受講を希望される方は、通信教育部の窓口で受講許可を受けてください。許可を得た後に、HPから講座をお申込みください。
・受講に関する連絡は、原則大学から付与されている「KindaiMail」宛(@kindai.ac.jp)にお送りします。

●お問い合わせは資格コーナーへ

お申込みから受講までの流れ

STEP １

HPから
お申込み

STEP 2

受講料
お支払い

STEP 3

視聴ID
発行

STEP 4

テキスト
到着

STEP 5

START

電話・メール・オンラインにて個別に相談を受け
付けています。お気軽にお問い合わせください。

※その他の合格実績についてはホームページにてご確認ください

合
格

合
格


	komuinA4P1
	【近大】資格講座2ori_A4_yoko編集中0317.pdf
	shikakuA4P4

