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公務員／国家資格／就職支援

資格対策講座
2020

［資格センター］

〒466-8666名古屋市昭和区八事本町101-2
TEL.052-835-7968

〒470-0393豊田市貝津町床立101
TEL.0565-46-1240

名古屋キャンパス

豊田キャンパス

ALBOのメール通知設定を登録してください

講座に関する連絡事項（日程や教室変更、その他重要なお知らせ）は全て ALBO のお知
らせで配信します。お知らせを見落とさないよう、ALBO のメール通知設定を登録してく
ださい。

スマートフォンからの登録方法
ALBOトップページ → メール通知設定 → メールアドレス入力 → 個人伝言種別の「資格」
にチェック → 仮登録
※仮登録後、入力したメールアドレス宛てに確認メールが送信されます。
　メール本文の URL をクリックして、本登録を完了させてください。



公務員合格者（2020年3月卒業）合格実績

公務員

資格・検定

中京大学では、毎年多くの公務員合格者を輩出しています。公務員になるためには、「公務員採用試験」に合格する必要があります。資格セ
ンターでは、公務員を目指す学生のために公務員講座を実施しています。採用試験は決して易しくありませんが、対策を立てて臨めば越えら
れない壁ではありません。公務員を目指すと決めたら、講座を有効活用して将来の道を自分自身の手で切り拓いてください。

資格試験においても多くの学生が、毎年チャレンジしています。資格は「就職活動」のために取得するのではなく、将来の進路を考える
上で必要となる資格があれば取得してください。目的もなく資格を取得することは得策ではありません。また、国家資格に限らず、自分自
身のスキルアップのために身につける資格・検定もあります。本格的な就職活動がスタートする前にしっかり準備をしておきましょう。

■ 国家公務員（一部既卒含む） 474名

総合職 21名

一般職 156名

専門職（国税専門官等） 224名

裁判所職員 22名

刑務官 5名

自衛官（一般幹部候補生等） 46名

■ 地方公務員 870名

都道府県・政令指定都市 225名

市町村役場 175名

警察官 352名

消防官 118名

2017年～2019年実績 1,344名 2019年度実績（現役）
■ 国家公務員
　　総合職 4名

　　一般職 64名

　　専門職 77名
（国税専門官　69名）

（労働基準監督官　  7名）
（法務省専門職員　  1名）

　　裁判所職員 総合職 1名

一般職 9名

　　自衛官（一般幹部候補生等） 16名

　　刑務官 2名

■ 地方公務員
　　都道府県・政令指定都市 87名

　　市町村役場 60名

　　警察官 119名

　　消防官 47名

■ 国家資格・検定等（過去3年実績）

宅地建物取引士 679名

総合・国内旅行業務取扱管理者 108名

通関士 31名

2級FP技能士（AFP） 560名

1級FP技能士 23名

ITパスポート 16名

CFP®（6課目） 40名

日商簿記検定2級 65名

日商簿記検定3級 464名

秘書検定準1級 31名

秘書検定2級 108名

ビジネス能力検定ジョブパス2級 40名
〈2020年3月6日現在判明分〉

※国家公務員に一部既卒含む　〈2020年2月現在判明分〉

※AFPの上位資格

【内訳】
<12月> 内定者相談会

＜6月＞ OB・OG相談会 （2019年3月卒業生）

＜12月＞ 公務員講座開講日

面接では 
印象を残すことが 
NO.1ポイント 
です！

瀬戸市役所

スポーツ科学部　安達 由莉 さん

笑顔で最後まで 
頑張って！

国家一般職（国土交通省本省）

現代社会学部　池田 昂平 さん

諦めないことが 
大切。 
ガンバレ!!

名古屋市役所

現代社会学部　石原 航 さん

最後まで笑顔で 
頑張ってください。

広島市役所

国際英語学部　稲葉 隆寛 さん

あきらめず 
最後まで 
やりきろう。

警視庁

スポーツ科学部　移川 幸仁 さん

愛知県警察本部

国際教養学部　奥村 佳子 さん

Time is money!!!

国家一般職（東海農政局）

経済学部　加藤 汰一 さん

最後まで諦めず 
目標に向かって 
頑張ってください。

愛知県庁

法学部　刈谷 優斗 さん

最後まで自分を 
信じて頑張って 
ください！

国税専門官

心理学部　坂田 瑞帆 さん

焦らずに自分の
ペースで頑張って
ください！

岐阜県庁

総合政策学部　田中 裕瑛 さん

仲間と共に最後まで
頑張ってください！

名古屋市消防局

法学部　藤堂 創士 さん

反省しても 
後悔しないように！ 
夢に向かって 
頑張ってください！

鯖江・丹生消防組合消防本部

スポーツ科学部　中野 可菜 さん

周りに流されず、
自分のペースで 
頑張ってください。

三重県庁

文学部　野間 勇樹 さん

自分に自信を持って 
頑張ってください!!

労働基準監督官

法学部　野村 恭平 さん

大丈夫！ 
自信をもって 
頑張ってください。

福井県警察本部

現代社会学部　牧野 由 さん

最後まで諦めず 
頑張ってください！

東京都特別区（世田谷区）

総合政策学部　松永 佳子 さん

最後まで自分を 
信じて頑張って 
ください！ 
応援しています。

浜松市役所

心理学部　矢部 しず香 さん

出会いを大切に。

国家一般職（名古屋法務局）

総合政策学部　山口 紗季 さん

自分らしく！
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公務員試験対策講座 スケジュール

モデルコース

公務員関連イベント

講座名・講座概要 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 受講料（予定） 教材費（予定）

名　

古　

屋

大学生のための時事入門  NEW 【全学年対象】

9,000円

【SPI対策セット受講者】
7,500円

1,000円
公務員試験はもちろん、民間企業の面接等においても世の中の出来事に対する自分の考えや意見を持っているか聞かれます。この講座では、
大学生が知っておくべき「時事用語」について取り上げ、わかりやすくレクチャーします（全6回）。日頃、新聞を読んだり、ニュースを見る
習慣がない人は、是非受講しておきましょう。（下記講座紹介も参照してください）
※2020年度SPI対策講座とのセットで受講すると割引料金になります。

公務員準備（教養） 【１年生対象】

15,000円 4,000円公務員試験では、行政系・公安系問わず「数的処理（数的推理・判断推理・資料解釈）」と言われる科目があり、出題数も多く、この科目
の得点力が合否の分かれ目となります。出題パターンが決まっているため、正しい対策をすれば「数学」に苦手意識があっても得点源にする
ことが可能です。公務員試験合格のためのファーストステップとして、まずはこの講座で公務員試験必出の「数的処理」を体験しましょう。

公務員準備（専門） 【１年生対象】 3月～11月
49,000円

【TOEIC対策受講者】
44,000円

30,000円行政系の公務員では出題数の多い「憲法・民法・行政法」を中心に択一試験レベルの力を養成します（行政書士試験合格を目指します）。
公務員志望の方は、この講座からスタートすることで、「憲法・民法・行政法」を少なくとも2回学習でき、断然有利になります。また、公務
員か民間企業か迷っている人は、この講座を受講して公務員を本格的に目指すかどうかを見極めましょう。

公務員準備（人物＋作文） 【２年生対象】 ～4年生　試験直前 46,000円

【公務員準備（専門）受講者】
31,000円

―作文や面接試験突破のための「思考力」・「記述力」・「コミュニケーション力」を養成します（全35回）。
※2年生の12月からは公務員（専門＋教養）を併行受講していただきます。

公務員（専門＋教養） ※次年度大学院進学
　（予定）者も可　　 � 【２年生対象】 ～4年生　試験直前 124,000円

【公務員準備（専門）受講者】
114,000円

60,000円「専門科目」まで課される公務員試験の対策講座です。毎年、多くの先輩が、国家公務員や地方公務員に合格しています。1年半かけてじっ
くり学習します。※教材はオリジナル教材ですが一部市販教材も使用します。

公務員（教養）※大学院1年生も受講可� 【３年生対象】 ～4年生　試験直前
58,000円 18,000円「教養科目」のみを課す公務員試験の対策講座です。講座では、「面接対策」や「作文対策」も実施します。

対象となる公務員は、警察官・消防官・入国警備官・刑務官等です。

豊　

田

公務員入門Ⅰ（数的処理＋作文対策） 【１年生対象】

各7,500円
4,000円

※ 公務員入門Ⅰ・Ⅱとも
同一教材です。

公務員入門Ⅱ（数的処理＋面接対策） 【２年生対象】

公務員試験では、行政系・公安系問わず「数的処理（数的推理・判断推理・資料解釈）」と言われる科目があり、出題数も多く、この科目
の得点力が合否の分かれ目となります。出題パターンが決まっているため、正しい対策をすれば「数学」に苦手意識があっても得点源にする
ことが可能です。
1年次に、公務員入門Ⅰの未受講者は、併せて公務員入門Ⅰも受講してください（「Ⅰ」と「Ⅱ」では扱う内容が違います）。

公務員（教養）※大学院1年生も受講可� 【3年生対象】 ～4年生�試験直前
58,000円 18,000円「教養科目」のみを課す公務員試験の対策講座です。講座では、「面接対策」や「作文対策」も実施します。

対象となる公務員は、警察官・消防官・入国警備官・刑務官等です。

大学院生で講座の受講を希望する場合は資格センター窓口までご相談ください。 上記の受講料、教材費はおおよその金額です。

がある講座は、TAが講座を録画しますので、欠席した場合はDVDコピーサービスが受けられます。

●  講座の申込にあたっては、開講説明会に参加し、納得の上で申し込みをしてください。
●  開講説明会は、日程が確定次第大学ホームページ、ALBO、資格センター前掲示板等でお知らせします。

業務説明会

講座受講生対象イベント

在学生ならだれでも参加可能（参加機関によっては在職中のOBにも来ていただいています）

公務員（専門＋教養）講座等の受講者対象のイベントです

各種公務員を目指すためのモデルコース（あくまでも一つのモデルコースです）

合格者の声

時期 イベント 内容

3月 霞が関OPENゼミ 東京霞が関で開催される説明会へ参加（例年　参加者100名程度）

6月 OB・OG相談会 前年、公務員試験に合格した卒業生を呼んで2次の面接に向けての相談・アドバイスを受けます

10月 内閣官房内閣人事局主催イベント 外務省・環境省・金融庁の方によるパネルデスカッション等による業務説明会

12月 内定者相談会 今年、公務員に合格した4年生による個別相談会

2月 実務教育出版講演会 実務教育出版「公務員ジャーナル」元編集長（現在は情報分析室室長）による講演会

参考　以下は 2019 年度に実施したものです。

富永 早衣子 さん

法学部

　私は、大学入学後に公務員講座の存在を知り、多くの合格者を出してい
ることから自分も挑戦してみようと思い、勉強を始めました。公務員講座
のおかげで勉強の習慣が身についたことに加え、合格に向けて一緒に努力
できる友人に出会えたことで大きく合格に近付けました。民間での就職活
動と比べ、結果が出るのが遅いため、諦めてしまいそうに何度もなります
が、諦めずに努力し続けることが大事だと思います。日々の勉強の積み重
ねが必ず本試験に生かされます。本試験に向けて、一つでも多く知識を増
やしていくことが大切だと思います。心が折れそうになることは何度もあ
ると思いますが、公務員講座で出会う友人たちと最後に笑い合うことので
きるように頑張ってください。応援しています。

国家一般職（名古屋出入国在留管理局）

NEW！　大学生のための時事入門〔全学年対象〕

「時事」と聞いたときに、「苦手！」と思った人は要注意‼
採用試験では、「筆記試験」「面接試験」を通して「時事」の知識が問われます。常日頃から「情報収集を
しているか」「世の中の出来事に関心を持っているか」あるいは、「政治・国際・社会問題などについて、
自分の考えが言えるか」を試されていると思ってください。

以下に挙げたような時事用語について「聞いたことがない」「聞いたことはあるけど正しく説明できない」
という人は「要注意！」　しっかり時事の知識を身につけておきましょう。

BREXIT・改正健康増進法・IoT・クラウド・働き方改革・インバウンド・海洋プラスチック問題・
暗号資産・G20・ 日米FTA・幼保無償化法・異業種再編

時期 参加機関

4月 愛知県警察本部

5月 警視庁&愛知・岐阜・三重県警察本部合同

6月
東海北陸厚生局・麻薬取締部

東海農政局

7月

名古屋税関

中部地方整備局

名古屋出入国在留管理局

時期 参加機関

11月

名古屋税関

名古屋市役所

東海北陸厚生局・麻薬取締部

中部運輸局

中部地方整備局

愛知県庁

12月 公正取引委員会

時期 参加機関

12月
東海防衛支局

名古屋地方裁判所

1月

東京都特別区

名古屋出入国在留管理局

名古屋国税局

名古屋市消防局

東海財務局

渡邉 将圭 さん

心理学部

　私は、広く様々な人と関わりたいと思ったので公務員を志望しました。
公務員試験は多くの科目の知識が必要になりますが、宅建・公務員準備

（専門）講座で法律科目の基礎知識を固めることで、公務員（専門＋教養）
講座では余裕を持って学習することができました。法学部ではない私が法
律科目の多い裁判所に合格できたのも、先生方や資格センターの手厚いサ
ポートのおかげだと考えています。それに加え、講座を通じて出会った友
人たちと同じ目標に向かって競い合い、助け合うことで多くの苦難を乗り
越えることができました。
　簡単な試験ではありませんが、最高の環境は整っています。あとは自分
のやる気次第で、どんな目標も達成できると思います。

裁判所総合職

兼子 勝詳 さん

経済学部

　私は将来を考えるにあたって民間企業に就職という道も考えましたが、
自分の適性は公務員の方が向いていると考え、公務員を志望しました。た
だ公務員と言っても幅広い仕事が存在するため、あまり興味がない所でも
説明会に積極的に参加し、質問をして自分の適性に合う仕事を見つけてい
きました。公務員講座は数ある講座の中で群を抜いてキツイものでした
が、その分得られたものも大きいです。同じ志を持った受講生たちはとて
も刺激になりました。そして、講師や資格センターの手厚いサポートは中
京大学独自の強みだと思います。
　公務員試験は最後まで諦めない人が合格します。頑張ってください。

国税専門官

渡辺 愛菜 さん

心理学部

　公務員講座を受ける前、私はなんとなく公務員になれたらいいなという
軽い気持ちでいました。しかし、同じ目的を持つ多くの仲間たちと講座を
受けていくうちに、絶対公務員になる！という強い気持ちになりました。
辛いときもありましたが、周りの頑張っている仲間たちを見て、やる気を
奮い立たせることができました。一口に公務員といっても、国家公務員や
地方公務員など様々な種類があります。たくさん悩むと思いますが、説明
会や先輩の話を聞いて自分に合うものを見つけてください。公務員を志す
人は是非、公務員講座を受けて仲間たちと鼓舞し合いながら頑張って欲し
いです。みなさんが第一希望の職に就くことができるよう祈っています。

愛知県庁

春日部 貴紀 さん

総合政策学部

　私は社会貢献ができる公務員になりたいと思い、大学の公務員対策講
座を受講しました。実際に受講して良かったと思うことが２つあります。
１つ目は講義の質が高いことです。講義は大変分かりやすく、わからない
ところはすぐに質問をすることができます。そのおかげで、法学部でない
私でも、試験で法律科目を得点源にすることができました。２つ目は共に
公務員を志望する友人を作ることできることです。公務員試験は長丁場で
不安を感じることもありました。しかし、友人と切磋琢磨することで乗り
越えることができました。試験対策は大変ですが、努力すれば結果はでる
と思います。頑張ってください。応援しています。

名古屋市役所

久保 茜 さん

現代社会学部

　私は学内で行われた豊田市役所の説明会をきっかけに、公務員講座の受
講を決めました。講座の先生は優しくて面白く、試験に出やすいポイン
トや間違えやすい所を丁寧に解説してくださったので勉強が捗りました。
また、講座の教室には朝早くから勉強する仲間・講義が終わった後も勉強
する仲間がおり、お互い良い刺激を受けながら試験対策ができました。過
去の高校・大学受験でなかなか良い結果を出せなかった私が今回、第1志
望の豊田市役所から内定を頂けたのは、公務員講座を受講していたからだ
と思います。他の受験生と自分を比べてあせる時もあるかと思いますが、
講座で得たものを信じ、志望先で働く未来の自分を想像して頑張ってくだ
さい。

豊田市役所

原田 崇裕 さん

法学部

　私が警察を志望したのは、周りの人の多くが警察に就職しており、実際
になった人から話を聞く機会があり、自分も受けてみたいと思うように
なったのがきっかけです。公務員講座では、講義も分かりやすく、面接対
策もしていただき、非常にプラスになりました。私は、部活とアルバイト
も勉強と並行してやっていたので、すき間の時間を使って勉強するように
していました。面接は、キャリア支援課で練習しました。警察の試験では
特に面接が重視されるので、少しでも練習しておくと落ち着いてできると
思うで、頑張ってください。

愛知県警察本部

伊藤 拓海 さん

経営学部

　私は、部活動を通して、丈夫な体を作り上げてきました。そのため身体
を資本として、人のために働きたいと考え公務員を目指しました。最初は
自力で試験対策を行っていたのですが限界を感じ、公務員講座を受講しま
した。中京大学の公務員講座は手厚いサポートが充実しており、公務員を
目指すための環境は全て整っています。そのため、効率よく勉強ができ、
自分自身の頑張り次第で必ず合格を勝ち取ることができます。また、公務
員講座を受講することによって同じ公務員を目指す仲間をつくることがで
き、協力し合いながら高いモチベーションを持って試験まで対策をするこ
とができます。最後まで諦めずに頑張ってください。

豊田市消防本部

＜1月＞ 東京都特別区業務説明会

STEP 1（1年生） STEP 2（2年生） STEP 3（3年生）
国家公務員（総合職・一般職・専門職）
裁判所職員
地方公務員（県庁・市役所等）　他

国家公務員
（入国警備官・刑務官・自衛官・皇宮護衛官等）
地方公務員（警察官・消防官・市役所等）　

公務員（専門+教養）

公務員（教養）

宅地建物取引士

公務員準備（人物+作文）公務員準備（教養）

公務員入門Ⅱ
公務員入門Ⅰ+Ⅱ

公務員準備（専門）

公務員入門Ⅰ
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吉田 裕美 講師

通関士講座

船井 保尚 講師

2級FP・CFP® 講座

石丸 淑子 講師

旅行業務取扱管理者講座

国家資格・検定試験対策講座 スケジュール ●  講座の申込にあたっては、開講説明会に参加し、納得の上で申し込みをしてください。
●  開講説明会は、日程が確定次第大学ホームページ、ALBO、資格センター前掲示板等でお知らせします。 担当講師からのメッセージ

IT パスポート試験とは？
※2019年度より、AI、ビックデータ、Iotなどの新技術に対応した出題が強化されました。
ITは私たちの社会の隅々まで深く浸透し、どのようなビジネスにおいてもITなくして成立しません。
　○ どのような業種・職種でも、IT と経営全般に関する総合的知識が不可欠です。
　○ 事務系・技術系、文系・理系を問わず、IT の基礎知識を持ち合わせていなければ、

企業の戦力にはなりえません。
　○ グローバル化、ITの高度化はますます加速し、「英語力」と共に、「IT力」を持った

人材を企業は求めています。
IT パスポート資格は、IT社会で働く上で必要となる IT に関する基礎知識を習得しているこ
とを証明する国家試験です。

石川 貴志 講師

宅地建物取引士講座

IT パスポート試験結果（2019.4～12実施分）

社会人
62.1％

IT系
40.0％

非IT系
60.0％学生

37.9％
応募者全体
82,897人 社会人

51,497人
社会人
70.9％

IT系
38.3％

非IT系
61.7％

学生
29.1％

合格者
39,766人 社会人

28,192人

※ 社会人では、応募者・合格者ともに非 IT 系の会社員の割合が高い！

講座名・講座概要 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 受講料（予定） 教材費（予定）

名　

古　

屋

宅地建物取引士 【全学年対象】 試
験

36,000円 28,000円公務員を目指す人のベースになっている講座です。勉強の習慣を身につけたい人や銀行・不動産・住宅・建設業界を考えている人への受講を
お勧めします。合格率15％の難関資格に例年7割以上の合格率で200名以上が合格して大きな自信をつけています。

通関士 【全学年対象】 試
験

【新規】
41,000円

【再受講者】
20,500円

17,000円商社・メーカー・流通・倉庫・貨物・物流業界への就職を希望し、輸出入時の通関手続きを学びたいと考えている方への受講をお勧めします。
かなりの難関資格ですが、資格取得者の8割以上が、関連業界に就職しており、卒業後の進路に繋がる資格の一つです。

2級FP技能士【AFP】 【全学年対象】
試
験 【新規】

36,000円

【再受講】
33.000円

【一部合格】
15,000円

【新規】
20,000円

【再受講・一部合格】
教材費なし

試
験

銀行・証券・保険・不動産業界への就職を希望し、金融に関する専門知識を身につけたいと考えている方への受講をお勧めします。講座では、
税金、生命・傷害保険、金融商品、相続、不動産等と、今後、人生100年時代を生き抜くために知っておいた方が有利な知識を学ぶため、
現状では、金融業界以外の方の資格取得も増加傾向にあります。

CFPⓇ（AFP上位資格）
【全学年対象】 試

験

6課目
33,000円

6課目
28,000円

【1～3年生対象】 試
験

CFPは社会人5年目以降の人が主に取得する資格ですが、銀行・証券・保険・不動産業界への就職を希望しているならば、在学中に高度な
専門知識を身につけることで、社会人1年目から、即戦力として活躍できます。現役の大学生の取得は全国的にもごくわずかですが、中京大
学では、CFP6課目合格者を100名以上輩出しています。6課目合格者は無料で1級FP対策講座が受講でき、中京大学での1級FP合格
者は62名です。6課目合格者の約9割が関連業界に就職しています。

旅行業務取扱管理者 【全学年対象】 国
内
総
合

【新規】
41,000円
【国内合格】
20,500円
【約款のみ】
1,500円

【新規】
20,000円
【国内合格】
14,000円
【約款のみ】
教材費なし

旅行・鉄道・航空・ホテル業界等への就職を希望し、旅行・観光に関する様々な知識を学びたいと考えている方への受講をお勧めします。決
して易しい試験ではありませんが、科目免除の制度があるので、あきらめずに挑戦してください。インバウンドにより、訪日外国人が増加し、
旅行業界もよりニーズが高まっています。在学中に「実務」を学んで就職後、即戦力として活躍しましょう。

豊　

田

ITパスポート 【全学年対象】 試
験

22,000円 4,700円経営やITの利活用に関する知識は現代人に不可欠です。本講座では、経営戦略、マーケティングなどに関する知識と、セキュリティ、ネットワークな
どのITの知識の両方を身につけます。この資格は、宅建やFP同様国家資格ですが、決まった試験日に受験するのではなく、自分の都合のよい日に
受験できます。講座で知識だけしっかりインプットしておけば自分のタイミングで受験でき、年に何回でも挑戦（検定料はその都度必要）できます。

※各講座とも最低開講人数は15名です。 上記の受講料、教材費はおおよその金額です。

合格者の声

加藤 千寿 さん

経済学部 4年

　CFPⓇ資格は世界24カ国・地域で導入されており、税金、年金、株式、
保険、不動産、相続などライフプランを設計する上で欠かせない知識を求
められる資格です。そのような難関資格だからそこ、勉強を通じて自己成
長することができます。そして講座では FP の知識以上に得られるものが
多くありますので、楽しんで受講しましょう。楽しむことが合格へと繋が
ります。また、中京大学は CFPⓇだけではなく1級 FP 技能士の対策講座
もあります。船井先生や資格センターのサポートは手厚く、最適な環境で
勉学に励むことができます。自己成長したい方、難関資格に挑戦してみた
いという方、是非受講してみてください。

1級 FP 技能士、CFPⓇ

神谷 茉菜さん

経営学部 3年

　私は大学1年生のときに不動産関連の資格を取得したのがきっかけで、
FP 講座の受講を決めました。2級 FP では年金制度や保険制度の仕組み
が複雑で理解するのに時間がかかりましたが、船井先生の丁寧な質問対
応のおかげで最後までモチベーションを維持することができました。こ
の講座では、生きていくなかで必要なお金に関する基礎知識を身につけ、
自分の人生設計に役立てることができます。また FP は6つの科目に分か
れているため、幅広い分野の知識を学ぶことができ、新たな分野に興味を
持つきっかけとなることもあります。大学生のうちに何かに挑戦してみた
い方、ぜひ受講してみてください。

2級 FP 技能士（AFP）

吉田 汐里 さん

国際教養学部 4年

　私は留学をきっかけに旅行に関して興味があったので、受講しました。
この資格試験では、法律や地理、英語、計算問題などと広範囲にわたる問
題が出題されます。そのため、全ての科目で平均的に点数を取れるよう、
一通り勉強してから自分の苦手な科目に比重を置いて勉強しました。私は
JR の運賃計算が苦手でしたが、同じテキストの問題を何度も繰り返し解
くことによって克服しました。また、観光資源などは友達と問題を出し合
いながら勉強をすると、頭に残りやすいのでおすすめです。簡単に合格で
きる資格ではありませんが、最後まで諦めずに努力した半年間は私の誇り
です。大学生活の中で何か挑戦してみたいと思う方はぜひ受講してみてく
ださい！

総合旅行業務取扱管理者

東條 茜 さん

国際英語学部 4年

　私は就職活動を行う上で自分に強みがほしいと思い、数ある資格の中で
合格率が低く、取得した時に強力な武器になると考えた通関士資格の取
得を目指しました。5月の講座開始から10月の受験までの約5か月間、先
生が丁寧に教えて下さった合格するためのステップに従って自分の時間
を計画的にやりくりして勉強にあてました。前半は主に関税法等の専門的
な知識の習得、後半はひたすら問題を解く訓練でした。自分にとっては初
めての国家資格挑戦であり、決して楽なものではありませんでしたが、先
生や友達の助けを借りて目標達成できたことで大きな自信になりました。
ぜひ皆さんも学生の今だからこそ失敗を恐れず本気の挑戦をしてみてくだ
さい。

通関士

高山 紗希 さん

文学部 2年

　私は、講座の説明会に参加してから宅建講座を受講しました。
　友達と行った説明会で、石川先生が「この半年を全力でやり抜けば自分
を変えられる」と仰ったのを聞いて受講を決めました。しかし、楽して変
わることができる訳などなく、講座の復習と学校の課題に追われる日が
続きました。モチベーションが維持できず苦労した時期もありましたが、
そんな中でも頑張れたのは友達や受講生の仲間がいてくれたからです。宅
建は仲間に恵まれる素敵な場所だと思います。また、宅建で得られるもの
は資格だけではありません。やり抜く力、仲間、就職の話など、未来で糧
になるものばかりです。常に全力の先生と仲間が傍にいます！ぜひ挑戦し
てみてください！

宅地建物取引士

川田 達裕 さん

経営学部 3年

　私は資格とかやったことがありませんでしたが、友達と軽い気持ちで
やってみようとなり始めることになりました。
　大学生活で遊びとバイトしかしていなくだらだらな生活をしていた自分
にとってとても大変でした。
　しかし、周りの人達の点数が高く自分も頑張らないといけないという気
持ちにさせてくれたり、先生がとてもわかりやすく授業を行ってくれたの
で合格することができました。
　宅建の知識だけでなく他のことについても多く学べました。今となって
はとても濃い半年間を過ごせたと思います。

宅地建物取引士

貿易に関する唯一の国家資格を取得して
活躍のフィールドを広げましょう。
　通関士はその名の通り輸出入通関のスペシャリストです。世界規模で貿易
の自由化が進む中、迅速で確実な通関手続は、国内のみならず世界各国から
求められており、貿易商社や国際物流関連の業界では必須の資格です。この
試験に合格するためには関税法や外為法等の法律を学ばねばなりませんが、
法律の条文を理解するのは苦手という人でも分かりやすい用語で法令の成立
ちから学習していくので心配は要りません。直前期には断片的に習得してい
る知識を相互に関連づけ、より確実な知識にすることでひっかけ問題にも対
応できるようになります。国際人として活躍していきたい、就活に大きな武
器が欲しいという方は是非挑戦してみてください。

国家資格で旅のスペシャリストになろう！

　旅行業法で各店舗に１人の選任が義務付けられている旅行業務取扱管理
者の資格を取得するのは範囲が多岐に渡り大変ではありますが、自身の国
内外の旅行に役立つ法律や実務、国内外の観光や文化知識などを旅行会社
勤務体験者の講師がわかりやすく解説するので旅行のみならず観光関連産
業に役立つ国家資格と共に旅に関する情報も手に入れることが出来ます。

「FPのプロ」になって大活躍しましょう！！

　FPは、所得税や相続税などの税金、あるいは年金や株式、投資信託に生命保
険、不動産など、より豊かに生きていく上で誰もが必要な知識を体系的に学びま
す。これらFPの知識は業務に必須のものとして、銀行、保険、証券などの金融機
関はもちろん、不動産やハウスメーカーから官公庁まで、取得を奨励する企業等
の範囲は広範囲にわたります。また金融機関を中心に昇進・昇格の条件にする企
業も増えており、資格を生かして活躍するチャンスはますます広がっています。さ
らに中京大学は、最上級の CFP®（国際ライセンス）や１級 FP 技能士まで対策
講座があり、成果を上げています。CFP® や1級は、学生はもちろん、金融機関で
も保有者は限られます。将来飛躍するために高い志を持って参加してください。

何かにチャレンジしたい人へ

　宅建は、毎年20万人が受験する人気の国家資格で、民法や建築に関する
法律、税金などの知識が問われます。最近では、多くの大学で開講されるよ
うになり、不動産や金融機関への就職を希望する学生や公務員試験の準備と
して受験するケースが増えています。当講座は学生に合わせた独自の指導法
とカリキュラムによって毎年70～80% 超の高い合格率を実現しています。
宅建合格という明確な目標を設定し、それを達成することでの成功体験が自
己成長の一助となると思います。この機会に是非チャレンジしてください。

宅地建物取引士試験 合格者数と合格率［過去5年］

年　度 2019 2018 2017 2016 2015
合 格 者 数 219名 186名 274名 238名 260名
本学合格率 72.0％ 71.0％ 82.8％ 74.8％ 78.5％
本学受験率 88.0％ 84.5％ 83.8％ 83.9％ 82.8％
全国合格率 17.0％ 15.6％ 15.6％ 15.4％ 15.4％

★中京大学のここがスゴイ!!
毎年20万人を超える受験者があり、そのうちの8割が不合格になる「難関資格」ですが、中
京大学では、毎年7～8割の合格率で多くの学生が合格しています。さらにスゴイのは受験率
の高さ！　多くの受講生を最後まで導いて合格させる講師の面倒見の良さも人気の理由です。

中京大学のここがスゴイ !!
通関士試験 合格者数推移［過去5年］

年　度 2019 2018 2017 2016 2015
合 格 者 数 10名 11名 10名 4名 1名
本学合格率 12.2％ 22.9％ 37.0％ 9.5％ 2.9％
全国合格率 13.7％ 14.6％ 21.3％ 9.8％ 10.1％

過去5年の合格者の関連業界への就職率　84.6％

★中京大学のここがスゴイ!!
通関士試験は難易度の高さから敬遠され、通関士講座を開講しない大学が増えている中、就
職に繋がる資格として、中京大学では開講し続けています。最近、合格率も少し緩和されて
きたものの実務経験のない学生には厳しい試験です。しかし、その分、資格取得者へのニー
ズは高く、合格者の8割が物流・輸送・倉庫・メーカー・商社といった関連業界に就職してい
ます。頑張った甲斐がある資格です。

2級 FP技能士試験 合格者数及び合格率［過去5年］

年　度 2019 2018 2017 2016 2015
試 験 月 5月 1月 5月 1月 5月 1月 5月 1月 5月 1月
本学合格者数＊1 58名 91名 114名 129名 71名 86名 67名 67名 67名 74名
本学合格率＊2 77.6％ 74.6％ 81.5％ 65.8％ 68.3％ 70.3％ 53.3％ 52.4％ 54.9％ 65.5％
全国合格率 40.7％ 40.4％ 39.6％ 42.2％ 36.1％ 39.4％ 39.3％ 32.3％ 40.1％ 34.8％

・上記の合格者以外に9月試験の再チャレンジで合格した者［19名］がいます。
＊1 合格者数　学科試験と実技試験の両方に合格した者　　＊2 合格率　実技試験と学科試験の両方に合格した者の合格率

★中京大学のここがスゴイ!!
一般的に、学生の FP 資格取得は「3級」が主流のため、

「2級」取得は決して多くありませんが、中京大学では、
近年、特に高い合格率で、多くの2級 FP 資格の合格者を
輩出しています。更に合格後は上位資格である CFP 資
格に挑戦し、在学中に CFP6課目合格や1級 FP 資格ま
で取得する者も少なくありません！

CFPⓇ6課目及び1級 FP技能士試験 合格者数推移［過去5年］

年度 2019 2018 2017 2016 2015 計

CFP Ⓡ

6課目＊1
22名 11名 7名 15名 5名 60名
過去5年の合格者の関連業界への就職率 86.0％

1級
FP 技能士＊2

13名 3名 7名 6名 2名 31名
過去5年の合格者の関連業界への就職率 77.8％

＊1 CFPⓇは課目ごとに判定されるため、6課目の合格率は算出できません。

＊2  CFPⓇ6課目合格者は、学科試験が免除（実技試験のみ）のため2級FPから直接
1級FP試験を狙うより合格しやすいです。

★中京大学のここがスゴイ!!
CFP 資格の認定には、まず6課目の試験に合格する必要があります。試験
内容も2級 FP 資格より高度になります（1級 FP 資格相当）。そのため、
実務に従事している人でも入社5年目以降の人が狙う資格です。学生が2
級 FP 資格に合格するだけでも稀ですが、更に、CFP6課目、1級 FP 資
格に合格するケースは非常に稀です。その資格に、開講以来、CFP6課
目は110名、1級 FP 資格（メガバンク支店長への職能要件とも言われて
います）には62名の合格者を輩出しています。採用時にも注目され、資
格取得者の関連業界への就職率は8～9割と非常に高くなっています。
※全合格者の関連業界への就職率　CFP6課目合格 89.1％、1級FP技能士 87.5％

上記表中（通関士・CFPⓇ・1級FP）の就職率は2020年1月現在判明分です。

＜7月＞ 1級FP対策講座受講者
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就職支援対策講座 スケジュール

英語力向上プログラム

簿記はビジネスの共通言語です！

　簿記は、企業の経営成績と財政状態を明らかにする技能です。簿記で身に

ついたコスト感覚は、経理担当者だけではなく、営業担当者、企画担当者、

人事・総務担当者、生産管理担当者など、すべてのビジネスパーソンに役立

ちます。取得後はステップアップとして税理士や公認会計士といった高度な

専門資格を目指したり IT パスポートなどの情報系資格や、公務員試験の国

税専門官での会計学対策にも有効です。計算が苦手でも大丈夫。段階的に学

べるテキストとトレーニングによって合格までしっかりサポートします。一

生使える簿記の資格を在学中に取得して、スキルアップを目指しましょう。

担当講師からのメッセージ

仲村 真澄 講師

簿記講座

社会人としての知識だけでなく
実践的なスキルも身につけましょう。
　ビジネス能力検定ジョブパス2級は、企業全般に通用する資格であり、社

会人として必要なビジネス知識や社会常識、マナー、そしてスキルなどを学

習します。また、就職試験の筆記試験、面接試験対策にもなり、就職を希望

する学生のレベルアップにも繋がります。検定の合格を目指すことは勿論で

すが、毎回、グループディスカッションやグループワークを交えて進めま

すので、コミュニケーション力の向上にも役立ちます。3、4年生はもちろ

ん、1、2年生のみなさんも早い時期から仲間とともに楽しみながら知識だ

けでなく実践的なスキルを身につけましょう。
滝 良子 講師

ビジネス能力検定
ジョブパス2級講座

授業の空き時間を有効活用しながら、毎日英会話学習を学内で受講できます。1回40分の外国人講
師による講座を週5回受講することに加え、フリーディスカッション等にも自由に参加することが可能
です。少人数によるレッスンに毎日、欠かさず参加し続けることで、着実な英会話能力の伸びを実感
することができます。

毎日学べる
英会話

［期　　間］5月～12月（夏期休暇中を除く）　名古屋・豊田両キャンパス
［受講料金］140,800円

この講座では、TOEIC® 試験のスコアアップ対策を重点的に実施しています。試験の中身を十分に
理解し、それぞれの試験分野で確実に得点を上げていくことで総合的にスコアアップさせることが
最大の目的です。経験豊富な日本人講師が担当します。受講者の受験経験、現時点での英語能力
別にクラス編成も行います。（但し、豊田キャンパスは1クラス設定のため、春学期は500点目標、
秋学期は600点を目標とするクラスとします）

※ 本講座は、1回のみの受講にとどまらず、継続的に受講することで更なる高得点を目指すことが
可能です。

TOEIC®

対策講座

本学では、学生の英語能力向上を目的に、TOEIC® 団体試験を年2回実施しています。（春・秋学期）
TOEIC®

団体試験 ■2020年度実施日　6月27日（土）・12月12日（土）　13:30～15:30
■申込方法はALBOにてお知らせします。

●  講座の申込にあたっては、開講説明会に参加し、納得の上で申し込みをしてください。
●  開講説明会は、日程が確定次第大学ホームページ、ALBO、資格センター前掲示板等でお知らせします。

会計入門
（簿記＋ビジネス会計）

ビジネス能力
検定
ジョブパス2級

今の時代、いかなる業界においても会計の知識を身につけることは不可
欠となっています。仕事では、常にコスト意識を持ってあたることが求
められます。それは、経理や財務担当のみならず、営業やその他の部門
においても必要です。

「簿記」と「ビジネス会計」ですが、簿記では、主に財務諸表を作成するための帳簿記帳
技術等を学習しますが、財務諸表の実際の使い方、分析の仕方はビジネス会計の学習を
通じて習得することが出来ます。つまり、両方の知識を持ち合わせてこそ、現代のビジ
ネスパーソンと言えるのです。また、この知識がベースとなり、簿記2級　公認会計士　
税理士へのステップとなります。

「会計のプロ」を目指す人はもちろん、「会計」の基礎を学びたい人も是非、「会計入門講座」
を受講してください。

あなたが社会人になったと想像してく
ださい。会議の議事録を先輩から頼
まれました。議事録をはじめとしてビ
ジネス文書の書き方を知ってますか？　

日頃、スマホでメールは多用しているかも知れませんが
ビジネスにおけるメールの送り方は知ってますか？　本
講座は、こういった社会人として身につけるべき知識

（ビジネスマナー・常識等）の習得を目的としています。
今後、皆さんに必ずや訪れるであろうビジネスシーンを
想定して、実際にグループワーク等を通して実践的にス
キルを身につけます。社会人になって恥をかかないよう
在学中に必要最低限のスキルは身につけておきましょう。

「簿記」と「ビジネス会計」の違い

「簿記」は日々の取引を記録し、仕訳などを通して「財務諸表」
を作成する能力を身につけます。「ビジネス会計」とセット
で学ぶことでより理解が深まります。

「ビジネス会計」は財務諸表を分析し、安全性や収益性など
の企業状況（財務分析・経営分析）を把握する能力を身につ
けます。

＊ ビジネス会計検定試験は、財務諸表に関する知識や
分析力を問うもので、「財務諸表」が表す数値を理解し、
ビジネスに役立てていくことに重点が置かれています。

2019年度受講者の声

〇教科書だけでは学べない実践的な知識を学べた【文2年　国英1年】

〇ビジネス関係の事やマナーそして社会人としての基礎を学べた【現社4年　法2年】

〇グループワークが楽しかった。大切なことが学べた【総政2年】

〇 インプットだけでなく、実践的に行って身につけるアウトプットもすることができ、
とても実りあるものだった【国英3年】

〇グループワークを通じて、自分の意見の言い方、タイミングが掴めてきた【工3年】

〇学んだ知識をバイトでも活かせた【工3年】

〇主体性が身についた【総政2年】

〇一人で飛び込んで受講したことで、来年から社会人として少し自信がついた【現社4年】

〇説明が丁寧でわかりやすかった。人前で発表する能力が身についた【経営2年】

〇グループで問題解決するゲームが印象に残っている【文2年】

おススメの
ポイント

おススメ講座紹介

田辺 茂樹 講師

簿記講座

夢を現実に引き寄せる第一歩を踏み出そう！

　簿記は企業活動を数字の上で管理分析するために必要不可欠な知識であ

り、パソコンや英語と並んで、実務で最低限必要とされるスキルの一つで

す。日本商工会議所主催簿記検定試験に対応する本講座は、3級・2級と簿

記のレベルに合わせて合格までの最短ルートで合格まで導いていきます。ま

た、簿記は公認会計士・税理士などの会計の最高峰の資格へ繋がり、それら

の難関資格の基礎となる学問です。将来、会計のスペシャリストとして働き

たい方にとっても最適な資格なのです。迷っているならチャレンジしてみま

しょう。講義室で皆さんとご一緒できることを楽しみにしています。
近藤 千恵子 講師

エアライン講座

エアライン業界への就職は早期からの
対策が鍵。
　政府が推し進める観光立国政策は順調に進み、2020年の訪日外国人旅行

客数目標4000万人も達成するとみられています。それを支えるエアライン業

界も益々活況を呈し、パイロット・総合職・キャビンクルー・グランドスタッフな

ど全ての職種で採用も積極的です。

　あなたの「なりたい」を現実の目標にするために3年生はもちろん1、2年生

の早いうちから共に考え、学び、就職への不安を確実な一歩に変えましょう。

　エアラインの採用試験は、エントリーシートと教養試験、英語、複数回の面接と

多角的に行われるため総合力が必要です。この講座では航空業界の現況から職

種の研究を通して、各社に求められるパーソナリティや能力をアドバイスします。

講座名・講座概要 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 受講料（予定） 教材費（予定）

名　

古　

屋

大学生のための時事入門  NEW 【全学年対象】
9,000円

【SPI対策セット受講者】
7,500円

1,000円公務員試験はもちろん、民間企業の面接等においても世の中の出来事に対する自分の考えや意見を聞かれます。この講座では、大学生が知っ
ておくべき「時事用語」について取り上げ、わかりやすくレクチャーします（全6回）。日頃、新聞を読んだりニュースを見る習慣がない人は、
是非受講しておきましょう。【4P下段参照】※2020年度SPI対策講座とのセットで受講すると割引料金になります。

会計入門（簿記＋ビジネス会計）  NEW 【全学年対象】 試
験

15,000円 6,000円「簿記3級」と「ビジネス会計3級」の両方を学ぶことで、より会計の知識を深めます。【下記おススメ講座紹介参照】
受講後、簿記2級、公認会計士、税理士などを目指すためのベースとなる講座です。

日商簿記3級 【全学年対象】 試
験

試
験 11,000円 4,500円

簿記の仕組みを知ることによって、社会人として必要とされる財務の基礎を身につけたい方への受講をお勧めします。

日商簿記2級 & 日商簿記3・2級セット 【全学年対象】 ３
級

２
級 【２　級】22,000円

【セット】30,000円
【２　級】10,500円
【セット】15,000円【簿記2級】簿記3級取得者または、同程度の知識を持ち、更に専門的な会計の知識を身につけたい方への受講をお勧めします。

【簿記3・2級セット】簿記初学者で簿記2級をまで一気に取得したい人へお勧めします（セット割引料金が適用されます）

ビジネス能力検定ジョブパス2級 【全学年対象】 試
験

12,500円 4,000円「ビジネス常識、知識、コミュニケーション能力、情報の利活用」など、卒業後、仕事に活かせるスキルを身につけます。毎年、受講生から
「わかりやすかった」「ためになった」と大変好評な講座です。社会人として身につけておきたいスキルを楽しく学べます。
【下記おススメ講座紹介参照】

秘書検定2級 【全学年対象】 試
験

試
験 17,000円 3,000円

実社会に出る前に、秘書業務の知識・マナーを身につけたいと考えている方への受講をお勧めします。

エアライン業界入門 【1～3年対象】

18,500円 1,000円空港で働きたい、客室乗務員やグランドスタッフ等に興味がある人に、業界・業種研究、採用されるための面接のコツや教養試験の傾向など
についてレクチャーします。航空業界への就職を「あこがれ」だけで終わらせず、早期から対策を取ることで十分可能性が増します。まずは
「入門講座」を受けてみましょう。

豊　

田

ビジネス会計3級　　簿記の知識不要！ 【全学年対象】

9,000円 3,500円「財務諸表」を作成するためのスキルが「簿記」であるのに対して、「ビジネス会計」は、「財務諸表」の数値を理解・分析し、ビジネスに
役立てていくスキルを身につけます。貸借対照表、損益計算書、およびキャッシュ・フロー計算書がわかるようになります！

名
古
屋
・
豊
田

SPI対策 【全学年対象】

4,500円 1,500円「非言語」を中心に扱います。希望の会社に「SPI」で得点できず面接に進めなかったということがないよう就職活動が本格化する前に対策
を取っておきましょう。　新聞を読んだり、ニュースを見る習慣のない人は「新設・大学生のための時事入門」をセットで受講することをお勧
めします。

TOEICⓇ対策　＊講座終了後にTOEICIPテスト受験 【全学年対象】
春学期 秋学期 春

期
集
中

32,500円

スコア保持者
28,500円

受講料に含む春学期 秋学期

英語能力の評価基準とされるTOEICのスコアを確実に伸ばしたい方にお勧めします。
経験豊富な講師がスコアアップのためのテクニックを伝授します。（2月は春期集中）

※各講座とも最低開講人数は15名です。 上記の受講料、教材費はおおよその金額です。
※毎日学べる英会話【名古屋・豊田両キャンパス開催】については、9ページをご覧ください。

就職活動の準備として時事対策は必須です！

　就職試験で出題される時事問題の対策を行います。時事対策のカギは「浅

く、広く、興味・関心をもつこと」です。一つ一つは難しい出題ではありま

せんが、幅広い知識が必要なため、ひとりでは思うように対策が進みませ

ん。また、単に言葉や数字を覚えればよいというものでもなく、その経緯

や背景、仕組みなどの知識も必要です。講座では政治、経済、社会、自然、

国際など幅広い分野を基礎からしっかり説明します。毎回の確認テストで知

識の定着も図ります。公務員試験の時事問題対策としても有効です。就職活

動を控えた3年生はもちろん、1・2年生も大歓迎です。時事に強くなり就

職活動を一歩リードしましょう！

加藤 耕司 講師

時事対策講座

おススメの
ポイント

梶田 政人 講師

SPI 対策講座

敵を知る！for�SPI、玉手箱、TG-WEB.etc

　就職試験では今なおリクルート社の SPI 試験が主流で、科目は言語と非
言語に分かれます。
　言語は国語で、非言語は算数・数学です。その難易度は決して高いもので
はありません。言語なら、類義語・対義語や故事成語など、いわゆる語句を
マスターし、非言語なら中学までの算数・数学ができれば OK です。そう
は言っても特に文系の大学生にとって数学は縁遠くなりがちで、学習塾でア
ルバイトでもしていない限り、頭から抜けている人も多いのではないでしょ
うか？そこでこの講座を利用し、数学の記憶を今一度呼び起こしましょう。
同時に、SPI 独自の出題傾向にも慣れていただきます。また、近時の傾向で
ある「SPI 離れ」に対応するべく、リクルート社以外の「玉手箱」や「TG-
WEB」といった特殊傾向の対策も行います。

その他、交換留学に必要な『TOEFLⓇ』のスコアアップのための対策講座を開講しています。
こちらの詳細は「グローバル教育センター【（前）国際センター】」へ直接お問い合わせください。

pick up
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■ 教材料金

■ 個人情報の取扱い

■ その他

■ 受講上の注意

● 講座ごとに異なります。詳しくは、講座開講説明会で配布される申込要項をご覧ください。
● 教材料金には、講座内で配布するレジュメ等の代金も含まれています。

● 講座申込時に記入いただいた個人情報については、適切に管理し、講座の管理運営のために使用します。

● 講座によっては、最少開講人数（10～15名以下）に満たない場合は講座を開講しない場合があります。
　その場合は、学内掲示板（ALBO）等でお知らせします。
● その他受講にあたっての不明な点は資格センターまでお尋ねください。

〈日程・教室変更等、各種お知らせ〉
● 連絡は、学内掲示板（ALBO）等で行います。受講者は必ずALBOのメール通知設定を登録してください。（裏表紙参照）

未登録による不利益はすべて自己責任となります。

〈緊急時における講座の取扱い〉
● 原則、通常授業の取扱いと同じです。休講の場合は、中京大学公式ホームページに掲載されます。

● 講座の受講にあたっては、大学の授業を最優先してください。

講座申込の流れ

講座開講説明会

講座申込

受講料金の支払い

講座概要の説明、試験対策の話、講座スケジュールなどをお伝えします。
講座の詳細が記載された各種資料（申込要項・申込用紙等）を配布します。

申込用紙に必要事項を記入し、申込期間中に資格センターへ提出してください。
申込用紙提出後のキャンセルは、原則できませんので、保護者の方と相談の上、
よく考えてから申込をしてください。
講座申込後、病気や怪我などやむを得ない事情が発生した場合は、早急に資格センターへ
申し出てください。

申込受付時に、受講料金払込用紙を
発行します。払込用紙受け取り後、一
週間以内（但し、開講間近の場合は、
講座開講の前々日まで）にコンビニエ
ンスストアにてお支払いください。一
旦納入された受講料の返金は、原則
できません。

24

振込取扱票

講 座 申 込 書

24

振込取扱票

講 座 申 込 書

24

振込取扱票

講 座 申 込 書
24

振込取扱票

講 座 申 込 書

講座開講説明会 申込書記入・提出 払込取扱票発行 コンビニにて支払い

名古屋・豊田キャンパスで開講される講座受講に利用できます。乗車時に学生証を呈示してください。
キャンパス間連絡バスについて

　公務員試験の論文試験や人物試
験の対策を早いうちからしっかり
と行いたいと考え、この講座を受
講しました。講座では論作文の基
礎や構成、内容を教わります。そ
して、実際に書いた論文を講師の
方が１人１人丁寧に添削してくだ
さるので、アドバイスに従い練習を重ねていけば試験に十分
通用する論作文が書けるようになります。また、集団討論
練習や面接練習などのグループワークを通し、人物試験の
対策をしつつ一緒に頑張る仲間を作ることができます。公
務員試験において同じ志の仲間を持ち切磋琢磨することは
モチベーション維持に繋がり重要です。早くから2次試験対
策に取り組みたいと考えている人にはおすすめの講座です。
ぜひ受講してみてください。

　エアラインパイロットという夢
を実現させるため、この講座を受
講しました。この講座はエアライ
ンの実態を、元 CA である講師の
方の実体験から学ぶことができ、
日常生活からは得られない貴重
な情報を得ることができます。ま
た、航空業界が求める高い基準の社会人能力を学ぶこと
で、私たち学生が今するべきことが明確になり、視野を広
げることができます。エアライン、そして人事採用のプロ
フェッショナルから多くの事を学べる大変貴重な機会だ
と思いました。エアライン関係に興味がある方はもちろ
ん、そうでなくても受講しておくべき講座だと思います。

　私は大学生活の中で本気で何
かに取り組みたいと思い CFP 講
座を受講しました。2級 FP と比
べ、出題範囲の広さや必要とされ
る知識量、計算問題の複雑さなど
難易度が非常に高い資格ですが、
学ぶ内容はどれも自分の身にな
るものばかりで、とてもやりがいのある講座です。幅広い
分野について深く知識を身につけるため、今まで関心の無
かったことに触れ、視野を広げることもできます。船井先
生の授業は分かりやすく授業外でもわかないところの解説
をしていただけるので、理解せず次へと進んでしまう心配
もありません。また、CFP の先輩方も多くのサポートを
してくださり、チームとして合格に向かう雰囲気もこの講
座の魅力です。みなさんもぜひ受講してみてください。

　社会人になる前に何か身に付
けておきたいと思い、ジョブパス
講座を受講しました。この講座
は、習ったことをふまえてグルー
プワークをするので、ゲーム感覚
で実践出来る上に、他学部や他学
年の方とも仲良くなれます！先
生やみんなとの距離が近く、温かい雰囲気なので話しやす
いです。また、講義のたびにたくさんの体験談やアドバイ
スも聴くことができて面白かったです。試験のためだけで
なく、アルバイトなどですぐにでも使えるようなことも学
べるので、少しでも気になる方は是非受講してみてくださ
い！

おススメ講座

公務員準備（人物＋作文）講座

グループワークを通して、一緒に頑張る仲間を
作ることができます。

今するべきことが明確になります！

人生の選択肢が増えました！

他学部他学年の方とも�
仲良くなれました！

エアライン業界入門講座

CFP® 講座

ジョブパス2級講座

北沢 文那 さん

現代社会学部 4年

高橋 一矢 さん

国際英語学部 2年

服部 陸 さん

経済学部 3年

安原 ふみ菜 さん

文学部 3年

私の
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