
学内
資格取得
講座

MOS(Microsoftofficeスペシャリスト）
ITパスポート

文系のためのプログラミング＆G検定対策
日商簿記3級2級講座

FP（ファイナンシャルプランナー）
宅地建物取引士

ブライダルプランナー（1・2級）
秘書検定
行政書士
色彩検定2級
通関士

貿易実務検定
証券外務員一種
全国通訳案内士

2021年度開講予定講座

お得
一般の

学外講座料金より
安価に設定
されています

便利
学内で

受講できるので
時間のロスなく
受講できます

資格から広がる可
能性！

全学部・全学年対
象

ガイダンスに参加ガイダンスに参加
開 

講

参加費無料！
事前申込不要

※講座受講の有無に関わらず、どなた
でも参加できます。
※ガイダンス参加の都合がつかない方
は生協へお問い合わせください。

申込み申込み

お申込み方法

2021年度資格取得支援講座　開講予定講座

お問合せ／お申し込み窓口

西南大生協購買店でお申込みください

西南学院大学生活協同組合
購買店「講座カウンター」
TEL：092-841-2400
FAX：092-822-5429
E-mail:Seinan.service@univ.coop

西南学院大学 社会連携課
TEL：092-823-3952
E-mail:renkei@seinan-gu.ac.jp

お申込みは、ガイダンスで配付する「申込み用紙」に必要事項を
記入の上、代金を添えて、購買店「講座カウンター」までお越しく
ださい。分割払いもできます。

お支払方法 ● 現金一括  ● 銀行振込  ● 分割払い（ローン）

最新・詳細情報は
ホームページを
ご確認下さい

お問合せ

※各講座ともに、最少人数に満たない場合は開講しないことがあります。その場合は、ご連絡し、全額返金させていただきます。
※各講座の情報は、今後SAINSポータル及び生協ホームページ、生協店舗内の掲示で随時案内します。

講　　座　　名 形　式　 単　価
卒業生

単　価
一　般

日商簿記3級講座　 WEB
(一部対面） 21,500 22,500 

日商簿記3級講座　11月受験対策 WEB
(一部対面） 21,500 22,500 

日商簿記2級講座　11月受験対策 WEB
(一部対面） 79,300 87,300 

日商簿記２＋３級　ダブル受験対策 WEB
(一部対面） 99,000 110,000 

MOS（スペシャリスト）試験対策講座（Eラーニング） Eラーニング － －

ITパスポート講座 WEB
(一部対面） 25,000 26,000 

文系のためのプログラミング講座＆G検定対策講座（Eラーニング） Eラーニング 100,000 120,000 

色彩検定2級対策講座 WEBのみ 40,000 42,000 

秘書検定講座　2級 WEBのみ 23,000 25,000 

宅地建物取引士講座 WEB
(一部対面） 99,000 120,000 

行政書士講座 WEBのみ 108,000 158,000 

FP（ファイナンシャルプランナー）技能士3級講座 WEBのみ 66,000 68,000 

FP（ファイナンシャルプランナー）技能士2級講座 WEBのみ 75,000 77,000 

証券外務員一種講座 WEBのみ 31,000 33,000 

ブライダルプランナー検定2級対策講座 WEBのみ 102,000 112,000 

ブライダルプランナー検定1級対策講座 WEBのみ 152,000 162,000 

通関士講座 WEBのみ 182,000 183,000 

貿易実務講座 WEBのみ 73,000 75,000 

通訳案内士講座 対面 38,000 40,000



MOS(Microsoftofficeスペシャリスト）
情報系

～MicrosoftOffice製品のWordやExcelの利用スキルを証明する資格～～MicrosoftOffice製品のWordやExcelの利用スキルを証明する資格～

2021年度開講予定講座一覧
講座の日程など詳細はホームページをチェック！

受 講 料 本学学生35,000円

開講時期 随時（お申込後受講開始）

○約2ヵ月のプログラム
○Word・Excel・PowerPoint（基礎～MOS対策）
○Eラーニング方式

ITパスポート
～情報技術に関する基礎的な知識を証明できる国家資格～～情報技術に関する基礎的な知識を証明できる国家資格～

受 講 料 本学学生35,000円

開講時期 秋開講10～12月

○約2ヵ月のプログラム（全15回）
○オンデマンド方式+教室演習

文系のためのプログラミング＆G検定対策
～文系でも知っていると役立つプログラミング～～文系でも知っていると役立つプログラミング～

受 講 料 本学学生78,000円

開講時期 随時（お申込後受講開始）

○約2～３ヵ月のプログラム
○Eラーニング方式

日商簿記3級講座
会計系

～初めての人におすすめ！あらゆる企業で役立つ資格～～初めての人におすすめ！あらゆる企業で役立つ資格～

文系だからこそ、IT系資格を武器に！文系だからこそ、IT系資格を武器に！

ガイダンスは
動画でも配信

受 講 料 本学学生17,000円

開講時期 6月試験対策＝4月～6月
11月試験対策＝9月～11月

○全22回
○オンデマンド方式　※初回オリエンテーションと演習は教室実施予定

日商簿記2級講座
～2級以上で自己PRに！あらゆる企業で役立つ資格～～2級以上で自己PRに！あらゆる企業で役立つ資格～

受 講 料 本学学生46,000円

開講時期 6月～11月（11月試験対策）

○全48回
○オンデマンド方式　※初回オリエンテーションと演習は教室実施予定

FP（ファイナンシャルプランナー）
～「お金の知識」を体系的に学習できる国家資格～～「お金の知識」を体系的に学習できる国家資格～

受 講 料 3級本学学生37,000円／2級本学学生43,000円

開講時期 3級８～９月2級1月

○全18コマ
○オンデマンド方式＋教室演習

宅地建物取引士
～不動産に関する法律知識を持った「不動産取引の専門家」～～不動産に関する法律知識を持った「不動産取引の専門家」～

受 講 料 本学学生77,000円

開講時期 5月～10月

○全36回+オプション（直前演習）
○オンデマンド方式＋教室演習

行政書士
受 講 料 88,000円

開講時期 5月～10月

○オンデマンド方式

色彩検定2級
受 講 料 35,000円

開講時期 5月～7月（全15回）

○オンデマンド方式

通関士
受 講 料 70,000円

開講時期 5月～９月（全32回）

○zoomによるオンラインLIVE講座

貿易実務検定
受 講 料 42,000円

開講時期 ９月～（全18回）

○zoomによるオンラインLIVE講座

証券外務員一種
受 講 料 29,000円

開講時期 ９月～（全6回）

○オンデマンド方式

全国通訳案内士
受 講 料 33,000円

開講時期 5月～7月（全11回）

○教室にて対面実施

ブライダルプランナー（1・2級）
～ABC協会（全米ブライダルコンサルタント協会）認定
　ブライダルプランナー検定～
～ABC協会（全米ブライダルコンサルタント協会）認定
　ブライダルプランナー検定～

受 講 料 本学学生2級：50,000円／1級：70,000円

開講時期 2級10月～12月／1級1～3月

○2級全10コマ　1級全12コマ
○zoomによるオンラインLIVE講座

秘書検定2級対策講座
～接遇マナー、電話応対、ビジネス文書など社会人として
　必要度の高い知識の習得を目指します～
～接遇マナー、電話応対、ビジネス文書など社会人として
　必要度の高い知識の習得を目指します～

受 講 料 本学学生21,000円

開講時期 6月試験対策５月～６月／11月試験対策9月～11月

○全12コマ
○オンデマンド方式


