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就活で差をつける。
資格取得を
丸ごとサポート！

エクステンションセンター活用ガイド

札幌学院大学は、1998年度から在学生の進路・就職にあたり、その支援のためのキャリアアッ

プを目指すことを目的にエクステンションセンターを設置しました。

センターでは、公務員志望者を支援する「公務員講座」を始め、キャリアアップに役立つ国家資

格、日本商工会議所などの公的機関が実施する諸資格の取得に向けた各種の支援対策講座を開

設してきました。

センターは開設以来、公務員、行政書士、宅地建物取引士、FP技能士、旅行業務取扱管理者、

簿記、保育士、パソコンスキル関連の諸資格などに多くの有資格者を輩出してきました。また、

社会に出て要求される常識としてのサービス接遇検定・MOSなどの実務講座を開講し、ビジ

ネス能力の向上に応えています。

現在、センターの講座運営は、それぞれの分野でもっとも信頼のおける資格専門学校の全面的

な協力のもとに実施しています。

学生の皆さんが授業の合間に積極的にプログラムに参加して、卒業後の可能性をより高められ

るよう支援しています。
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経済学部
経済学科4年

能登 龍二さん

法学部
法律学科4年

佐々木優海さん

経済学部
経済学科4年

大上 黎人さん

経済学部　
経済学科4年

山形 詢さん

人文学部
人間科学科4年

伊藤 永遠さん

経営学部
経営学科4年

古山 晶子さん

法学部　
法律学科4年

木幡 亜美さん

法学部　
法律学科4年

河野 光葵さん

MESSAGE
センターに寄せられた先輩諸氏からの激励、喜びの声の中から、そのいくつかを紹介します。

合 格 者 か ら の メ ッ セ ー ジ （2022年度）
未来へ
あ　   す

STE
PUP

STE
PUP

STE
PUP

STE
PUP

労働基準監督官を目指した理由は、
将来労働環境に苦しんでいる人を
助けたいと思ったからです。学内
講座は、助成制度があり安価で受
講ができます。大学内に講師が来
て授業をするので直接質問ができ、
面接や試験情報も豊富な点が良
かったです。諦めずに頑張れば合
格を手にすることができます。志
望先に向けて頑張ってください。

父が公務員だったこともあり、法
律に関わる仕事で、長く働くこと
ができる公務員を目指しました。
生講義の他にWEB講義もあるの
で、自分のペースで学習を進める
ことができます。法学検定講座か
ら公務員講座と学習を続け第一志
望に合格することができました。
自分が納得した進路に進めるよう
に頑張ってください。

まちづくりや地元の地域活性化に携
わることできるため、地方公務員を
目指しました。学内講座の良かった
点は、筆記試験対策はもちろん、2
次試験の面接やグループディスカッ
ション対策も行ってくれるところで
す。コロナ禍で行政の仕事が増え、
例年よりも公務員の採用数を増やし
ている自治体が多くなっています。
ぜひチャレンジしてみてください。

安定した収入や、やりがいのある仕
事が魅力的だったため公務員を目指
しました。2年生公務員講座から受
講し、基礎固めをすることができま
した。生配信講義やオンデマンドの
WEB講義も活用して、アルバイト
をしながらでも、自分のペースで学
習をすることができました。ガクチ
カを充実させるためにも早くから学
習することがおススメです。

児童虐待のニュースを見たことが
きっかけで、子供達を虐待から守る
児童福祉司に関心を持ち、公務員の
福祉職での受験を決めました、学内
講座では、福祉職の専門講座もあっ
たため、学習の方法に迷うことがあ
りませんでした。コツコツと勉強を
続けた結果合格できました。努力し
た分良い結果が得られます。後悔の
ないよう頑張ってください。

コロナ禍で多くの業界が打撃を受けて
いる中で、安定していて、北海道や地
元に貢献できる公務員に魅力を感じま
した。学内講座は、大学内で受講がで
きるので、授業やサークル、部活等の
両立がしやすく、効率よく学習ができ
ます。不安な事や分からない点は気軽
に聞いて、解消もできます。なりたい
自分に近づくために頑張って欲しいで
す。応援しています。

大学に入学し、沢山のボランティア
を経験する中で、住民の暮らしに貢
献したり、地域を盛り上げていくこ
とにやりがいを感じ北海道職員を目
指しました。講座では、授業に出席
することで理解が進み、悩みがあっ
ても、面談が複数回あり、相談にのっ
てもらえるので安心です。計画どお
りに学習が進まなくても、諦めずに
取り組んでいれば必ず力になります。

公務員は待遇や福利厚生が良いと感
じ志望しました。試験対策は、勉強
以外面接や論文対策など、1人では
どうにもならないと思い、対策がしっ
かりしている学内講座を受講しまし
た。講座で学習すれば、合格ライン
まで到達できます。説明会や職業体
験、インターンに参加した経験はよ
り具体的な志望理由に繋がります。
ぜひ積極的に参加してみてください。

労働基準監督官　合格

国家一般職（北海道開発局内定）合格

苫小牧市・帯広市・十勝町村　合格

小樽市・北海道庁（一般行政）合格

北海道庁（社会福祉）合格

北海道庁（一般行政）合格

北海道庁（一般行政）合格

警視庁・北海道警察・北海道庁（警察行政）合格
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公務員ベーシック講座
対面講座（新札幌キャンパス）※WEB講義付

受講料 	 22,000円	 テキスト代別3,300円

資格概要

公務員試験は大変人気の職種になります。狭き門を突破するには早めに対策をとることが重要です。2年生から学ぶ
メリットは、インターンやボランティア活動など公務員試験につながる活動ができる、余裕のあるスケジュールだか
ら、部活やサークル、アルバイトなど公務員試験対策と並行して続けることができます。
公務員試験のどこを受験するにも必要な科目は一般知能分野と呼ばれる数的処理、文章理解、一般知識分野の社会科
学、つまり数学、英語、国語、社会です。本講座は「楽しく」「わかりやすく」をモットーにこれからの教養対策の講義
をし、高校まで身につけてきた学力の再構築を図ります。この講座を受講すれば、3年生からの講座へスムーズにス
テップアップしていけます。また進路が変わり民間志望になったとしても、就職試験対策やSPI対策にも生かせます。
� 22年度　1次試験合格率88％（判明分）

申込期間 10月16日（月）〜11月2日（木）
全26回　　�数的処理基礎・応用　8回　文章理解英語基礎・応用　4回� �

文章理解現代文基礎・応用　6回　社会科学　8回受講期間 受講期間　
2023年11月～2024年2月

2年生のための入門講座

公務員講座
対面講座（新札幌キャンパス／江別キャンパス）※WEB講義付

受講料

〈教養科目のみ〉道庁・市町村・警官コース　前期納入金72,000円　後期納入金72,000円
〈専門科目ありの〉札幌市・一般行政コース　 前期納入金97,000円　後期納入金97,000円

（通年受講）支払いは2分割

《有料オプション》
前期申込み ◎福祉職、法務教官専門講座〈4万円〉

後期申込み ◎警官・消防官〈各5千円〉
◎労働基準監督官・国税専門官・裁判所事務官一般職〈各2.2万円〉

対面講座（WEB講義付、一部生配信あり）新札幌キャンパス（夏期・春期休暇期間、専門科目は江別キャンパス）

資格概要

公務員試験は主に1次試験の択一試験と2次試験の面接試験から成り立っています。
現在は、2次試験の面接重視の傾向となっていますが、まずは1次の択一試験を突破しないと公務員になることはで
きません。2次試験も見据えながら、まずは択一試験対策をはじめましょう。3年生からの公務員講座は、オリジナ
ルテキストを使用し、前期に基礎から学習をし、後期には応用へ、そして直前期にまとめや演習を行う、無理、無駄
なく学習できるカリキュラムとなっています。そして、予習・復習・欠席補講に東京のトップクラスの講師による講
義がWEB講義で全て受講できます。WEB講義は、インターネットに繋がるパソコン、スマートフォンから受講が
できます。また音声ダウンロードもできますので、学校の講義や通学の合間も無駄なく学習ができます。
公務員講座の詳細は公務員専用パンフレットをご覧になり、4月、5月に実施される説明会に参加してください。説
明会では、公務員試験の種類と仕事内容、試験のスケジュールと流れ、受験データなど、公務員試験の全てが分かる
冊子を配布して説明を行います。� 22年度　1次試験合格率83％　1次合格者数延べ110人（判明分）

申込期間 5月12日（金）締切 ※まずはガイダンス（公務員説明会）に参加しよう！

受講内容
開講日・
時間

道庁・市町村・
警官コース

平日17：20～19：50　土曜日10：00～12：30　13：00～15：30　週2～3回程度（1回150分）
夏期・春期休暇期間10：00～12：30　13：00～15：30

全168回
〈教養科目〉数的処理（基礎の基礎）10回、数的処理35回、数的処理フォロー講義17回、過去問
解説7回、文章理解9回、社会科学18回、人文科学23回、自然科学16回（自然科学の一部は
WEBのみとなります）〈直前講座〉時事4回、論文講座9回、模試10回、面接講義2回、SPI対策
SCOA対策講座8回、2次面接対策無制限

札幌市・
一般行政コース

教養科目は上記道庁・市町村・警官コースと同じ。専門科目は平日17：20～19：50　週2回程度（1回150分）、
夏期・春期休暇期間10：00～12：30　13：00～15：30

全281回
上記の教養科目に加え、憲法12回、民法20回、経済原論25回、経済原論演習10回（WEB）、
経済原論導入7回（WEB）
※行政法11回、経営学6回、行政学6回、政治学8回、財政学6回、経済事情2回はLEC札幌校へ通学（生講義・生配信）

3年生から4年生
最終合格までしっかりサポート

在学中合格プラン
大学2年生 大学3年生 大学4年生

「ベーシック講座」
（入門期）

「3年生公務員講座」
（基礎応用期） （直前期） 最

終
合
格1次択一教養試験の

重要科目を基礎から対策
1次択一試験　教養・専門試験
必須科目・選択科目を対策 論文・面接など2次試験対策
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法学検定ベーシック講座
対面講座（江別キャンパス）

受講生からのメッセージ
法学部法律学科　1年
渡部ひかるさん
私は、友人とお互いに高め合い、分からないことなども助け合
えると思い受講しました。先生が明るく声も聞きやすいので、
分かりやすく、法律初学者でも楽しく受講できました。また、
問題の解説だけではなく、問題を解く上でのポイントなども教
えてくれます。授業内で、本試験の出題予想問題のプリントが
配布され、本試験は殆どそのプリントから出題されたので、講
座を受けていて本当に良かったと思いました。法学部1年生の方
におススメの講座です。

受講料 31,000円
問題集別　2,420円

資格概要

法学部1年生と全学部の公務員志望者におススメ
法学検定は法学の知識・学力を客観的に評価する
唯一の検定試験です。ベーシック試験の内容は基
本法の基礎的知識の習得で、合格すると法学部2
年次終了程度の法学知識を持つことを証明できま
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、後々の公
務員の学習が有利になります。直前対策講座では
過去問題集を重点的に行い合格への実力を高める
演習を行います。特に、法律学をきちんと勉強し
てきたとアピールしたい方、公務員受験を考えて
いる方、今後、司法試験、司法書士、行政書士な
ど法律専門職に就くことを考えてる方などにおス
スメです。2022年度受講生の合格率は82％（8
割以上出席者）、法学検定ベーシック合格者数2
年連続全国1位となりました。

担当校 LEC東京リーガルマインド/
大内亮先生

詳細は
コチラ

申込期間 4月10日（月）締切

受講期間 全40回（基礎法学3回、憲法10回、
民法12回、刑法9回、直前対策6回）

試験日 2023年11月26日（日）（予定）
合格率 全国63％

　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科目からなり、合格するた
めの王道の方法は試験問題集をしっかり演習し
て自分のものにすることです。
　しかしながら、簡単にそれができればこのよ
うな講座はないわけです。この試験問題集をこ
なすために必要なことは解説を「読んで納得」す
ることです。人は理解できないものを読んで納
得することはできません。日本語で書かれてい
ても、専門用語で構成されている文章は読んで

納得できないものです。読んで納得できないものを覚えるのは、これま
た大変な労力が必要です。数字は読めるけど円周率を覚えることが難し
いのはこのためです。だから、覚えるためには「読んで納得」することは
とても大事なのです。
　私の講座では、初めて法律を学習する方に向けて、どこよりもわかり
やすくこの「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
て頑張っていきましょう。

ADVICE

担当講師からのアドバイス

法学検定 
ベーシック講座

大内　亮�先生

宅地建物取引士　講座
WEB講座

受講生からのメッセージ
法学部法律学科　3年
北谷爽瑠さん
大学で得た民法の知識の習得度を図ることができることと、国家資
格なので就活時に話のネタになると思い受講しました。また、受講
料補助制度があるのも受講した理由です。講師の先生がフランクで、
講義を気楽に視聴できたところが一番良かったです。難しい内容で
も具体例等をふまえながら、噛み砕いて教わることができたので理
解しやすかったです。模試を受けて問題の解く順番など、本番を想
定して試行錯誤しながら自分のやりやすい方法で学習することをお
ススメします。ぜひチャレンジしてみてください！

受講料 65,000円
教材費込み・検定料別

資格概要

金融・不動産業界への強い味方となる国家資格
エクステンションセンター開設以来112名の合格者を輩
出。不動産業界をはじめ、有力企業に多数の即戦力を送り
ました。年間20万人以上が受験する国家資格で、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。不動産会社は、もちろん銀行・建設会
社等でも「宅建業」の登録を受けた企業は、従業員の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る
ので必須の資格といえます。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。公務員志望者には、一次試験の民法・行
政法の基礎固めに、また官公庁では不動産の知識を要する
部署もありますので、面接の際の自己PRになります。短
期一発合格のためには、年々変わる試験傾向を踏まえた効
率的な学習が必須です。近年は1、2年生の受講や合格も多
くなっています。2022年度受講生の合格率は42％でした。

担当校 LEC東京リーガルマインド/
水野健先生

詳細は
コチラ

申込期間 5月12日（金）締切

受講期間 全58回

試験日 2023年10月15日（日）予定
合格率 全国17.0％

　モットーは「勉強嫌いを、勉強好きに」。宅建
講師、行政書士、不動産業経営者などなど、様々
な顔を持つ、唯一無二のカリスマ。スーパー合
格講座など多くの講座の収録講師を担当。豊富
な経験から展開される講義は一見の価値アリ。
　「皆さん、宅建合格したいですか？」って、そ
りゃ誰だって合格したいですよね。でも、「合格
したいなー」「ワンチャンあるかも…」とかでは難
しいでしょう。そこで、まずは「合格すると決（め
て）断（つ）」することが第一歩です。決めるだけ

ではなく、決めた以上は他の誘惑を断って勉強するという決意が必要な
んです。しかし、世の中には様々な誘惑があり、一人では決心が鈍るこ
とがあると思います。そんなときに皆さんを支えるのが私たちプロの講
師です。知識や受験テクニックだけならYouTuberでも教えられます。
私たちプロ講師は皆さんの決意をより強くするために、「わかる！解け
る！」を実感してもらう講義や、今すべきことリアルタイムで伝えてい
きます。私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう！

ADVICE

担当講師からのアドバイス

宅建士講座

水野　健�先生
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国内・総合旅行業務取扱管理者�講座
ZOOM生配信（総合はZOOM生配信＋オンデマンド講義）

受講料
国内45,000円　総合79,500円

（国内有資格者57,000円）
一部別売教材　JR時刻表1,205円あり・検定料別

資格概要

旅行・観光業界に必須の国家資格
旅行会社の営業所には必ず1人以上の有資格者を置くことが
法律で義務付けられている旅行業界唯一の国家資格です。旅
行管理者の資格は2種類あります。「国内」旅行業務取扱管理
者は国内旅行のみを扱う営業所を、「総合」旅行業務取扱管理
者は、国内旅行のみ、または海外旅行も扱う営業所のいずれ
も担当することができます。試験内容は単なる法令関係の学
習だけでなく、JRや飛行機、バスなどの運賃計算や宿泊、
観光地理まで幅広く学習しますので、より実践的な「使える」
資格とも言えます。旅行関係にとどまらず、ホテルや旅館な
どの宿泊業やブライダル業界など幅広く活躍できる国家資格
です。講義は、ZOOM生配信なので一人で学習するよりペー
スが守れます。また質問ができ、疑問はその場で解消するこ
とができます。オンデマンド講義も受講できます。

担当校 LEC東京リーガルマインド/小山順子先生 詳細はコチラ
申込期間 5月9日（火）締切 国内

総合

受講期間
5月16日（火）開講
国内：生配信授業29回
総合：生配信授業36回＋オンデ
マンド20回　計56回

試験日 国内：2023年9月3日（日）予定
総合：2023年10月22日（日）予定

合格率 全国　国内33％　総合14％（国内有資格者35％）

介護職員初任者研修講座
（旧ホームヘルパー2級）

対面講座（大原学園札幌校）

受講料 59,000円
教材費込み

資格概要

福祉・医療機関への即戦力資格！
介護職員初任者研修とは、高齢者や体に障害を持
つ人の日常生活を支援し、自立した人生を送るた
めに必要なサポートを行う、社会的な意義の高い
とても重要な仕事です。専門的な知識と技術を身
につける事で、より安全で安心した介護を行い、
高齢者や体に障害を持つ人が生き生きと充実した
生活ができるように支援する事ができます。なお、
この資格は介護福祉士や介護支援専門員（ケアマ
ネジャー）へのキャリアアップにつながり、生涯
働き続けることができるという、展望をもてる将
来性のある資格です。初任者研修では、在宅・施
設を問わず、介護職として働く上で必要な、基本
となる知識・技術を習得します。

担当校 大原学園 詳細はコチラ
申込期間 11月24日（金）締切

受講期間
12月2日（土）開講（予定）
自宅学習（レポート4回提出）
スクーリング15回
筆記試験（修了試験）

開講会場 大原学園札幌校（札幌市北区北6条西8丁目）

その他 全課程を修了することで介護職員初任者研修
修了者となります。

保育士　講座
WEB講座

受講料
全科目受講30,000円　
科目別受講4,300円（1科目）

教材費込み・検定料別
保育のスペシャリスト！
保育士の仕事といえば、一般的に保育園の先生で民間や株
式会社・各自治体（公務員）があります。また、保育園以外
にも例えば児童会館などの児童厚生施設や児童養護施設、
児童発達支援センター、放課後等デイサービスなどの活躍
の場はたくさんあります。では、保育士になるためにはど
のような方法があるのかというと、大きく分けて2つあり
ます。一つ目は大学、短大や専門学校など保育士養成学校
を卒業すること、二つ目は年2回行われる保育士資格試験
に合格することです。この講座では保育士資格試験に合格
することを目標としています。いつからでも始められるの
で受験月に合わせ計画的に受講しましょう。

担当校 LEC東京リーガルマインド
申込期間 5月1日（月）～　随時申込み可能

受講期間
全32回
社会福祉4回　児童家庭福祉4回　保育の心理学4回　
子どもの保健4回　子どもの食と栄養4回　保育原理4
回　教育原理・社会的養護4回　保育実習理論4回

試験日 筆記試験：2023年10月21日（土）・22日（日）
実技試験：2023年12月10日（日）

詳細はコチラ

受験資格
大学生は学部・学科不問で在学2年
以上もしくは62単位修得済み（見込
み）詳細は保育士試験の手引き等参照

行政書士
映像講座（大原学園札幌校）	※WEB講義付

受講料 61,000円（再受講料36,000円）
教材費込み・検定料別

法律系試験の登竜門！
年々難易度の上がる行政書士試験。未だに「法律系の
入門資格」という印象が根強くあり、それ故、独学で
気軽に本試験に臨まれる方が多いのですが、それが本
試験合格率を下げる原因の一端となっています。試験
で問われる内容が法律から一般知識までと幅広く、確
実に合格するためには、まず直近の試験傾向に合致し
た教材やカリキュラムで勉強を進めることが必要不可
欠です。しかし、一般知識からも出題されると言うこ
とは、それが皆さんのような大学生にとって非常に大
きなアドバンテージになることも事実です。国語や社
会といった科目から、ずっと遠ざかっていた受験生と、
つい最近まで勉強をしていた受験生の差は歴然です。
このアドバンテージを活かさない手はありません。

担当校 大原学園
申込期間 5月9日（火）締切

受講期間

全69回
基本講義（一般知識）6回、基本講
義（法令）48回、直前対策15回

詳細はコチラ

開講期間5月～11月
試験日 2023年11月12日（日）

2024対策 2023年11月～2024年11月に開講
する2024年対策講座もあります。
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ITパスポート講座
WEB講座

受講料 20,000円
教材費込み・検定料別

資格概要

ITに関する基礎的な知識が証明できる国会資格です。
ITパスポートは、職業人として備えておくべき情
報技術に関する共通的な基礎知識を習得したこと
を証明する国家資格です。プログラマーやSEな
どIT系業界を目指す方が導入として学習するの
に役立つのはもちろんですが、IT化された社会で
は今やどのような業種・職種でもITの知識は必
要不可欠となっており、ITなくしてビジネスは成
立しない時代となっています。AI・ビックデー
タ・IoTなどの最新情報を学び、情報セキュリ
ティや情報モラルに関する知識の強化にも役立た
せることができます。
就活の際には履歴書やESに書いてアピールでき
ます。また、国家公務員の採用試験に活用されて
いるため、市役所などの地方公務員の面接の際に
もアピールできます。他には、警察官採用試験（道
警・警視庁他）の資格加点にもなります。

担当校 LEC東京リーガルマインド
申込期間 通年 詳細はコチラ

受講期間
講義：全75回　1コマ20分、合
計約25時間
他確認テスト、模試

試験日 ネット試験
各試験会場の開催スケジュールによる

MOS講座マイクロソフト・
オフィス・スペシャリスト
WEB講座　Word/Excel

受講料 29,800円
教材費込み・検定料込

資格概要

仕事で必要とされるパソコンの操作スキルを証明
できる資格
累計受験者数480万人を超えるMOS資格は企業からの
評価も高く、仕事に必須とも言えるWord・Excelの操
作スキルは「入社前/入社後早い段階で基本操作はこなせ
るように」と期待されています。そのため、就活を控え
た学生にも人気の資格です。
資格試験はパソコン上で操作を行う実技形式です。安心
して試験にのぞめるように、使用する教材には本番の試
験と同じような画面で操作ができる「模擬試験」がついて
います。本試験と同じ環境で練習ができるだけでなく、
操作結果の○×や正答率も自動判定されますので、自身
の理解度を把握しながらスキルを身につけられます。
※オンライン・パソコンを使った講座のため、ご自宅で学
習するにはWindowsパソコン、インターネット回線、
Word/Excelアプリが必要です。アプリをお持ちでない方
は、大学からダウンロードして利用いただけます。

担当校 富士通ラーニングメディア 詳細はコチラ

申込期間 夏休み講座　6月12日（月）～7月13日（木）
春休み講座　12月1日（金）～1月18日（木）

受講期間 各コース約18時間（オンデマンド授業）
試験日 指定された期間に1回受験できます

日商簿記（3級）（2級）講座
WEB講座

受講料 3級14,000円　2級37,000円　
教材費込み・検定料別

あらゆる企業・業界で役立つスキル！ネット試験対応！
3級…初めて簿記を学ぶ学生を対象に、簿記の基礎的原理と初歩的
な実務知識の修得をめざします。簿記の資格は一般企業のみならず
公務員試験、市町村試験のESや面接カードに記載することができ、
2次試験の際には自己アピールに繋がります。3級合格率全国41％
2級…商業簿記と工業簿記の基本知識の修得をめざします。単なる
記帳だけでなく、経理部門のスペシャリストに欠かせない財務的な
見方を育てるため、株式会社の簿記を中心に展開されます。また、
簿記2級は教職免許「商業」をめざしている学生にとって、全員が取
得しなければならない資格となっています。税理士や公認会計士、
国税専門官へのステップアップにも最適です。2級合格率全国38％

担当校 LEC東京リーガルマインド
申込期間 通年

受講期間

3級　全19回　�完全マスター講座　3H×10回　演習講座　2.5H×3回�
答練　2.5H×4回　公開模試　1回　WEB模試　1回

2級　全34回　�完全マスター講座　3H×全25回（商業簿記15回、工
業簿記10回）演習講座　3H×2回　答練　3H×5回�
公開模試　1回　WEB模試　1回

試験日 ペーパー試験：年3回　6月　11月　2月　
ネット試験：随時受験可能

その他
いつからでも始め
られ受験月に合わ
せたWEB講座を
受講できます。

3級 2級

FPファイナンシャル・プランナー
（3級）（2級）講座���WEB講座
受講料 3級14,000円　2級51,000円

教材費込み・検定料別

資格概要

金融業界（銀行・証券・保険）への強い味方！国家資格！
FP（Financial�planner）は、保険、貯蓄、不動産、税金、年金、
法務などの幅広い知識を駆使し、顧客の収入や資産・負債等のデー
タを集め、同時に要望・希望を聞き、現状を分析した上でそれに
基づき顧客のこれからの貯蓄計画・保険・税金対策・投資対策な
ど包括的な資産設計の立案、実行をお手伝いする専門家です。金
融機関（銀行・証券・生命・損害保険）、住宅・不動産関連会社、
信販会社、商社、生協などは顧客獲得、他社との差別化を図るな
どから有資格者を求めています。
在学中の資格取得は、こうした分野の企業を目指して就職活動を
する学生には、自分をアピールする武器として最高のものと言え
ます。
3級合格率全国　学科80％ /実技84％

担当校 LEC東京リーガルマインド
申込期間 通年

受講期間

3級　全13回　講義2.5H×12回　模試3H×1回
2級　全30回　基礎講義2.5H×21回　マスター講座8回（科目
別答練　2.5H×6回、総合演習2回4.5H）模試3.5H×1回　ラ
イフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タッ
クスプランニング、不動産、相続・事業承継・模試

試験日 年3回　5月　9月　1月

その他 いつからでも始められ受験月に合
わせたWEB講座を受講できます。
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サービス接遇検定2級講座
対面講座（新札幌キャンパス）

受講料 25,000円
教材費込み・検定料別（5,200円）

資格概要

航空業界・観光・営業・医療・介護などサービス業
を目指す人に
サービス接遇検定2級合格者を目指す講座です。サービス接
遇検定は、実務検定協会が文部科学省の後援を受け主催して
いる検定です。
2級に合格すると「サービス接遇実務について理解を持ち、一
般的なサービスを行うのに必要な知識、技能を持っている」
ということの証明になり、履歴書にも書ける検定です。
サービス業務に対する心構え、対人心理の理解、応対の技術、
話し方、態度・振舞いなどが身につきます。また、検定試験
対策に加え、元航空会社勤務の講師が接客に必要な極意につ
いてもお伝えします。
おもてなしの心や臨機応変なコミュニケーションなど、お客
様と接する際に必要な接遇力を一緒に学びませんか？
性別を問わず、航空業界・観光・営業・医療・介護など人と
接するお仕事に進みたい人にお勧めです。
講師は、サービス接遇検定講座をはじめ、「秘書検定」「医療
系コミュニケーション検定」「就職面接指導」など大学や専門
学校で指導。現役企業アテンド業務としても活躍中。

担当講師 金子奈津子先生 詳細はコチラ
申込期間 4月25日（火）締切

受講期間 全4回　10：30－15：30
5月13日（土）20日（土）27日（土）6月3日（土）

試験日 6月11日（日）
合格率 81.3％（2022年度6月実施全国合格率）

秘書検定2級講座
対面講座（新札幌キャンパス）

受講料 25,000円
教材費込み・検定料別（5,200円）

資格概要

面接対策にもなる有効な社会人基礎力を1か月で
身につける短期集中で
「秘書検定2級」の合格を目指す講座です。秘書検定は、実務
検定協会が文部科学省の後援を受け主催している検定です。
2級に合格すると「一般事務職としての職能が普通の水準を超
えている」ということの証明になり、履歴書にも書ける検定
です。
近年では女性受講者だけでなく、公務員・金融業・営業・小
売業・医療業界にすすみたいから、就職時に他の人と差別化
のできるスキルを目指したいから、といった理由で男性受講
者も増えてきています。
コミュニケーションスキルも磨かれ人間力もアップするの
で、就職等の面接対策にも役立ちます。学ぶ内容は性別に関
係なく身につけたい「必要とされる資質」「職務知識」「一般知
識」「マナー・接遇」「技能」などです。上司と応接室に入った
とき、車に乗ったときに、どこに座ればよいか案内できる社
会人を目指しませんか？　新入社員教育で一歩先のマナー力
を磨きませんか？　航空業界のCAやグランドスタッフを目
指す方にもお勧めです。

担当講師 金子奈津子先生 詳細はコチラ
申込期間 9月27日（水）締切

受講期間 全4回　10：30－15：30
10月14日（土）21日（土）28日（土）11月4日（土）

試験日 11月12日（日）
合格率 58.5％（2021年度11月実施全国合格率）

通常のエクステンション講座とは申込方法の異なる講座もあります。
申込時期が近くなりましたら、情報ポータルからご案内します。
ANAエアラインスクールはTOEICスコア500点以上で3年生の方について、学内の受講料
補助の対象となる予定です。

TOEIC対策講座
2023年夏休み開催予定

全国の大学生対象のオンライン講座です。

ANAエアラインスクール
2024年2月〜3月頃
（春休み期間中）

《エクステンションセンター検定について》
エクステンションセンターでは以下の検定の団体申込も受付しています。
申込期間等の詳細については各キャンパスの掲示板またはこちらからご確認ください。

　・日商簿記検定
　・FP技能検定
　・法学検定



お申込み方法☞受講までの流れ
①各講座の詳細をCheck！

各講座のQRコードで最新の情報をご確認ください

②ガイダンスに参加
キャンパス内で開催されるガイダンスに参加しましょう。
中にはZOOM開催されるものもあります。
※ガイダンスが開催されない講座もあります。

③受講を決めたら申込み、受講料のお支払い
エクステンション講座・検定の申込は札幌学院大学生協F館1F江別キャンパ
スのキャリアサービス店で受付けます。締切日までに受講料をお支払いくだ
さい。講座によっては別途テキストや問題集の購入が必要な場合があります。
お申込みの際にご確認ください。（受講希望者が所定の人数に達しない場合は
開講されませんので、あらかじめご了承ください。）

④受講方法、スケジュールなどを確認し受講する
受講方法は、申込締切後に担当スクール（または生協）から教材の発送、また
はメールなどでご連絡いたします。

※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。
　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。

制作：� ●ご質問・お問い合わせは●
� 札幌学院大学　生活協同組合
� 江別キャンパス・キャリアサービス店
� E-mail　sgu-career@hokkaido.seikyou.ne.jp
� TEL　011-386-6536

発行：� 札幌学院大学エクステンションセンター
� 〒069-8555　江別市文京台11番地

※�エクステンション講座受講料は生協電子マネーでのお支払いは
できません。現金、またはクレジットカードでお支払いください。

営業時間はコチラ

ガイダンスに参加できなかった場合
でも、講座の申込、受講はできます。


