
講座ラインナップ 開講方式 掲載ページ

～就職に強い！社会人として求められる必須スキル～
（A-1）MOS〔Word・Excel・PowerPoint〕試験対策講座
　　　　≪E-learning　タイプ≫

E-learning
（Web学習） 別資料

～就職に強い！社会人として求められる必須スキル～
（A-2）MOS〔Word・Excel・PowerPoint〕試験対策講座
　　　　≪学内講座予定　タイプ≫　→E-learningとなりました。

E-learning
（Web学習） 別資料

～マナーの基本を学んで就職に備えよう～
（B） 秘書検定２級試験対策講座

オンライン
（zoomでの受講スタイル）

Ｐ５～Ｐ６

～経理系業務につくための登竜門！～
（C）日商簿記検定3級試験対策講座

オンライン
（zoomでの受講スタイル）

Ｐ７～Ｐ８

（D）色彩検定2・3級試験対策講座
オンライン

（zoomでの受講スタイル）
Ｐ９～Ｐ１０

（E）メンタルヘルス・マネジメントⅢ種対策講座
未定

（学内講座 or オンライン）
Ｐ１１～Ｐ１２

（F）国内旅程管理研修 旅行参加型 Ｐ１３～Ｐ１４

美容・ファッション
出版・広告等

合格率：60％～75％

資格を活かせる職種
大阪樟蔭女子大学

過去合格実績（平均）

一般事務（経理・総務）
インストラクター講師等

合格率：90％～100%

一般事務（経理・総務）
インストラクター講師等

合格率：90％～100%

職種問わず 合格率：50％～65%

営業・販売
サービス職等

合格率：30％～45%

～化粧ファッション学科にお勧め～

～心理学科にお勧め～

職種問わず 合格率：60％～75％

～国際英語学科にお勧め～

旅行業界
ホスピタリティ業界全般

合格率：約90％

大阪樟蔭女子大学 生活協同組合

　　協力：大阪樟蔭女子大学 キャリアセンター、ラーニングサポート

　(A-1)～(E)ヒューマンアカデミー株式会社、(F)株式会社近畿日本ツーリスト

大阪樟蔭女子大学

資格取得対策講座
～ 資 格 取 得 対 策 講 座 ガ イ ド ブ ッ ク ～

(A-1) → 7/22（水）～随時（最大2021/3/31（火）まで）

(B),(D) → 7/29（水）～9/11（金）
（C） → 7/29（水）～8/7（金）
（F） → 7/15（水）～7/31（金）
(A-2),(E) → 申込時期未定（決定次第UNIPAにてご案内）

(A-1) → 7/22（水）～随時（最大2021/3/31（火）まで）

(B),(D) → 7/29（水）～9/11（金）
（C） → 7/29（水）～8/7（金）
（F） → 7/15（水）～7/31（金）
(A-2),(E) → 申込時期未定（決定次第UNIPAにてご案内）

受付終了

受付終了

受付終了

(E) 11/17（水）～2021/1/29（金）15：00



　　

　　①開講後の授業見学はお断りしています。興味のある講座に関しては説明会に是非ご参加ください。

　　①学事日程に合わせていますので、学園祭・集中講義・補講・春期・秋期試験等には開催しません。

　　　※新型コロナウイルス感染症の影響などで学事日程が変更になった場合はご容赦ください。

　　②樟蔭生のみの生協組合員価格で実施します。

　　　(一般の資格取得講座受講料のおよそ４0～50%OFF）　お申込みは生協ご加入済みの方に限ります。

　　③各専門分野で経験と実績を備えた講師陣が丁寧に指導します。

　講座によってお申込み先が異なります。

　最終ページの「お申込み方法」をご確認のうえお申込みください。

　①遅刻や欠席の連絡は必要ありませんが、あらかじめわかっている場合は事前に講師に申し出てください。

　②学内で行う講座については、台風や交通スト（大学規定に準ずる）等でやむを得ず休講になった場合、後日補講を行います。

　③学内で行う講座については、大学キャンパス内を予定しておりますが、学内の状況などに応じて、ヒューマンアカデミーの

　　校舎にて行う場合や、オンライン形式などへの開講方式の変更をする場合がございますのであらかじめご了承ください。

　④実施教室やオンライン講義の受講IDなどは後日、生協購買店頭・ラーニングサポートからの UNIVERSAL PASSPORT

　　（ユニパ）でお知らせしますので、必ず各自確認してください。

１

資格取得はみなさんの学びの可能性を広げてくれます

勉強・サークル活動・アルバイトなど、大学生活では今まで以上に活動の幅が広がることでしょう。
そして大学生活での様々な経験のすべてが、あなたの「学びの成果」となり、成長につながっていきます。

そのような学びの成果の一つに「資格取得」や各学科の授業以外の勉強（サブスクール）があります。
資格取得のための勉強は、あなたの学びの成果を公的に証明してくれるだけでなく、学科で学んでいる領域をより広
げてくれたり、勉強の過程そのものが成長の機会となっていきます。また、一つの目標に対して最後までやり遂げた
という自信は、あなたにとって大きな財産となることでしょう。

生協がご提供させていただく「資格取得対策講座」は、大阪樟蔭女子大学ラーニングサポートとヒューマンアカデ
ミー株式会社（(A-1)～(E)講座）、株式会社近畿日本ツーリスト（(F)講座）の協力を得て、大阪樟蔭女子大学生の
ためだけに作り上げられた特別講座です。

少人数制によるこまやかな指導、大阪樟蔭女子大学生のみの特別価格

(一般の資格取得講座受講料のおよそ４0～50%OFF)など、多くのメリットがあります。
ぜひ、この講座を活用し、あなたの可能性を広げてください。



　　生協「資格取得対策講座」は例年、学内の教室にて授業を開催いたしておりましたが、本年は新型コロナウイルス感染症の影響による

　　学事日程の変更学内状況の変化や、感染予防の観点から、本年は以下の方式を主にご提供させていただきます。

　　①E-learning（Web学習方式）：（A-1）講座　　

　　②リアルタイムオンライン講座：（B）～（D）講座　

　　③E-learning or 学内講座（予定）：（A-2）

　　④学内講座 orリアルオンライン講座（予定）：（E）講座

　　それぞれの実施方法をご確認のうえお申込みください。 ※（F)講座は学外実習方式となります。

・Microsoft Office Specialist(MOS)講座 ～学生取得率ＮＯ１！ＰＣスキルを身に付けて社会へ！～

　　①開講後の授業見学はお断りしています。興味のある講座に関しては説明会に是非ご参加ください。

　　②開講後に途中から講座を申込みたい場合、講座により受け付ける場合もございます。

　　　その際受講料の割引は一切ございませんので、ご了承ください。

　　③申込後、やむを得ない理由でキャンセルされる場合は、開講の１０日前までに各お申込み先に

　　　お申し出ください。

　　　※講座開講後のお申し出につきましては、一切返金出来ませんのであらかじめご了承ください。

　　④各講座、申込み人数が10人未満の場合は、開講を中止させていただく場合もございます。その際は、

　　　お預かりしました講座受講料は全額返還いたします。ただし、講座代金お振込み時の振り込み手数料は

　　　ご本人ご負担となります。不開講時も講座代金のみのご返金となります。あらかじめご了承お願い申し上げます。

　　⑤各受講料に「検定料」は含まれておりません。

　　　講座により個人で検定の申込をして頂く場合もございますので、各講座内で検定申請方法を告知します。

　　⑥申込期間終了後も、申込を受付ける講座もございます。その際は生協購買までご相談ください。

　　①受講料にテキスト代を含んでいますので、各自で購入して頂く必要はありません。

　　②使用テキストは、オンライン式の講座は、開講が決定次第ご自宅にテキストを郵送いたします。

　　　対面式の講座は、各講座の開講初日に教室で配布します。

　　③在校生で生協組合員の方のみの生協組合員価格で実施します。

　　お申込時に頂いた個人情報につきましては、以下の場合に限り使用させていただきます。

　　①講座実施に伴う受講者資料（受講生名簿・出席簿）の作成

　　②受講講座に関する連絡及び講座資料の送付

　　大阪樟蔭女子大学生協 学内講座担当 　　　　　　　

　　〒５７７－８５５０　大阪府東大阪市菱屋西４－２－２６　大阪樟蔭女子大学内

　　TEL：０６－６７３０－６５７７　

　　E-mail：seikyo@ex.bw.dream.jp

　　※ご質問・お問い合わせは、土日祝を除く、１０：００～１5：0０でお願いします。

　　　営業体制によってはお電話がつながりにくい場合や、臨時休業の場合がございます。

２

※(A-1)～(E)の講座に該当いたします。

(F)講座の注意事項に関しましてはお申込みの方へ別途

ご案内いたします。



資格を活かせる職種
　①　事務一般（経理・総務・営業）

　②　営業・販売職

　③　インストラクター／講師など

押さえててほしいPOINT！！

講座の特徴

実施方法
　E-learning or 学内講座

　※今後の学内の状況などに応じて、形式が変更や中止になる場合が

　　ございます。あらかじめご了承ください。

検定情報

（A）学生取得率ＮＯ１！世界基準のパソコン資格

MOSの資格ってなに？？
MOS資格というのは、正式には「マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト」と言います。
会社などで使う「エクセル」「ワード」「パワーポイント」と言ったオフィスソフトが
正しく使いこなせるか？というスキルレベルを証明する為の資格試験です。
全世界で、実施が行なわれており、パソコンの資格の中で最もメジャーな資格になります。

                                                                                    ３

試験日程：講座内にてご案内致します
検定料　：各科目（Word・Excel・PowerPoint） 8,580円
合格率　： 90％～100％

大学生が取得する

資格の第一歩です

アプリケーションソフトをコンピュータ

上で操作する実技試験なので、対策学習に

よってパソコンを使う実務力がつけられ

ます。

就職時の

実力アピールに

社会人に必須資格のため、就職時に、

社内パソコンスキルのアピールに

効果的です。

世界で通じる

国際資格

約200の国と地域で実施されている

グローバルな認定資格。世界共通な

ので認定されたスキルは世界で通用

します。

例年、ほとんどの方が

合格します。決して簡単で

はありませんが、講師が丁

寧に教えてくれる成果です。

通常のパソコンスクールで受

講すると10万円以上する講座

が、樟蔭生はほぼ1/5程度の

金額で受講可能です！

ほとんどの受講生を合格
へと導く人気・実力を兼
ね備えた講師が親切・丁
寧に教えてくれます。
勉強が楽しくなりますよ。



教程 日　程 教程 日　程

1 8月31日(月) 1 2月12日(金)

2 9月1日(火) 2 2月15日(月)

3 9月2日(水) 3 2月16日(火)

4 9月3日(木) 4 2月17日(水)

5 9月4日(金) 5 2月18日(木)

試験日 試験日

教程 日　程 教程 日　程

1 9月7日(月) 1 2月19日(金)

2 9月8日(火) 2 2月22日(月)

3 9月9日(水) 3 2月24日(水)

4 9月10日(木) 4 2月25日(木)

5 9月11日(金) 5 2月26日(金)

試験日 試験日

教程 日　程 教程 日　程

1 9月14日(月) 1 3月1日(月)

2 9月15日(火) 2 3月2日(火)

3 9月16日(水) 3 3月3日(水)

4 9月17日(木) 4 3月4日(木)

試験日 試験日

（A）MOS〔Word・Excel・PowerPoint〕試験対策講座

Word 夏休み集中コース カリキュラム Word 春休み集中コース  カリキュラム

時　間 時　間

10：00～13：00 13:40～16:40 10：00～13：00 13:40～16:40

試験日時は別途お知らせします 試験日時は別途お知らせします

時　間 時　間

　Excel 夏休み集中コース  カリキュラム Excel 春休み集中コース  カリキュラム

時　間 時　間

10：00～13：00 13:40～16:40 10：00～13：00 13:40～16:40

試験日時は別途お知らせします 試験日時は別途お知らせします

PowerPoint 夏休み集中コース  カリキュラム PowerPoint 春休み集中コース  カリキュラム

10：00～13：00 13:40～16:40 10：00～13：00 13:40～16:40

試験日時は別途お知らせします 試験日時は別途お知らせします

4

検定試験受験料 Word・Excel・PowerPoint　各８，５８０円 検定試験受験料 Word・Excel・PowerPoint　各８，５８０円

１科目（Word、Excel、PowerPointのいずれか） 受講料：１7,０００円（教材費込）

２科目（Word、Excel、PowerPointの内２科目）受講料：３０,０００円（教材費込）

３科目（Word、Excel、PowerPoint）受講料：４２,０００円（教材費込）

３科目（Word、Excel、PowerPoint）受講料：４２,０００円（教材費込）

夏休み集中コースは、新型

コロナウイルスの影響によ

り、集合での講義は実施し

ません。

夏休み集中コースは、

e-learning講座で提供いた

します。

春休み集中コースについて

は、今後の状況を見て、集

合での講義、もうしくは、

e-learning講座での提供を

検討中です。

e-learningについては、

別途UNIPAでご案内の

MOS講座の説明会（7/22、

8/1）にて詳しく説明致し

ます。
または別資料をご覧ください。

春休み集中コースも、新型

コロナウイルスの影響によ

り、集合での講義は実施せ

ず、

e-learning講座で提供とな

りました（10/13決定）。

e-learningについては、
別資料と説明会の動画をご確

認ください。



資格を活かせる職種
　　職種は問いません！！

　　ビジネスパーソンとして活かせます

押さえててほしいPOINT！！

講座の特徴

実施方法
　リアルタイムオンライン授業方式（ZOOM使用）

検定情報

秘書検定の資格ってなに？？
秘書検定は、文部科学省後援で信頼度が高い資格です。
就職活動を控えた学生や社会人に人気で、年間に約14万人が受験しています。
冠婚葬祭や電話応対、文書作成などマナーの基礎を学べるたり、「秘書技能検定試験2級合格」と
履歴書に書ける資格です！

試験日程：2020年11月15日(日)
検定料　：2級は4,100円
合格率　：おおむね50％前後

（B）就職対策として学生人気ＮＯ１資格！

5

全国平均でも比較的合格

率の高い資格になります

が、毎年全国平均を上回

る合格実績を残していま

す。

教育スクールに通うより、

価格は断然お得！！また大

学内で受講できます。

大阪樟蔭女子大学で毎年
担当している講師が登壇
致します。学生様の特徴
を掴みながら資格合格へ
導きます。

社会の実践的

マナーが学べる！

社会に出た時にさまざまな場面に

即応できる力･技能を身につけ、

秘書としての能力･センス･魅力を

磨きましょう。

就活時、面接対策に

バッチリ！

秘書検定は社会からも広く認知され

ており、企業からも好評価！履歴書

に書けるアピールポイントにしま

しょう。

受験者の４０％が

大学生！

秘書検定は、働く際にだれでも備

えていなければならない基本的な

実務知識を学ぶことが出来ます。



教程 日　程 時　間 講　義　内　容 教程 日　程 時　間 講　義　内　容

1 5月1日(金) 18:00～19:30 　オリエンテーション
　秘書の資質①

1
　オリエンテーション
　秘書の資質①

2 5月8日(金) 18:00～19:30 　職務知識① 2 　職務知識①

3 5月12日(火) 18:00～19:30 　職務知識② 3 　職務知識②

4 5月15日(金) 18:00～19:30 　マナー・接遇① 4 　マナー・接遇①

5 5月19日(火) 18:00～19:30 　マナー・接遇② 5 　マナー・接遇②

6 5月22日(金) 18:00～19:30 　マナー・接遇③ 6 　マナー・接遇③

7 5月26日(火) 18:00～19:30 　マナー・接遇④ 7 　マナー・接遇④

8 5月29日(金) 18:00～19:30 　技能① 8 　技能①

9 6月2日(火) 18:00～19:30 　技能② 9 　技能②

10 6月5日(金) 18:00～19:30 　秘書としての一般常識① 10 　秘書としての一般常識①

11 6月9日(火) 18:00～20:00 　秘書としての一般常識② 11 　秘書としての一般常識②

12 6月12日(金) 18:00～20:00 　秘書としての一般常識③ 12 　秘書としての一般常識③

13

14

教程 日程

4 11月7日(土)

（B）秘書検定2級試験対策講座

６月受験 平日コース　カリキュラム ６月受験 土曜集中コース カリキュラム

5月16日(土)

10:00～13:00
13:40～16:405月23日(土)

5月30日(土)

１１月受験　土曜集中コース　カリキュラム

13 6月2日(火) 18:00～20:00 　問題演習・総まとめ 6月6日(土) 10:00～13:00 　問題演習・総まとめ

試験日：2020年6月14日(日) 試験日：2020年6月14日(日) 

　　　　願書受付期間：2020年4月8日(水)～5月13日(水)
　　　　受　験　料　：4,100円

　　　願書受付期間：2020年4月8日(水)～5月13日(水)
　　　受　験　料　：4,100円

時　間 講　義　内　容

1 10月10日(土)

10:00～13:00
13:40～16:40

 オリエンテーション　秘書の資質①

 職務知識①②

2 10月17日(土)
 マナー・接遇①②③④

試験日：2020年11月15日(日) 

　　　　　　　　　　　願書受付期間：2020年9月2日(水)～10月14日(水)
　　　　　　　　　　　受　験　料　：4,100円

受講料：２５,０００円 （教材費込）
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 技能①②

3 10月31日(土)
 秘書としての一般常識①②③

 問題演習

10:00～13:00  総まとめ

6月受験コースは、

新型コロナウイルスの影響により、

講座実施を見送りいたしました。

以下の11月コースを

ご確認ください。

↓



資格を活かせる職種
　①　営業・販売

　②　一般事務（経理）

　③　小売り・サービス業等

押さえててほしいPOINT！！

講座の特徴

実施方法
　リアルタイムオンライン授業方式（ZOOM使用）

検定情報

日商簿記検定の資格ってなに？？
商品の仕入・販売をするなどの際に必ずお金の出し入れが伴います。
お金の出し入れは、個人なら通帳や家計簿で自分や家族が分かるように管理すれば済みますが、
企業ともなると、お金の出し入れが頻繁に行われるため、効率よく誰もがわかる一定のルールに
基づいて記録しなければなりません。その一定のルールに基づいて記録するのが、簿記の技術です。
それを証明する資格が「簿記検定」なのです。

試験日程：2020年6月14日(日)
検定料　：2,850円
合格率　：おおむね50％前後

（C）会計知識の基本資格！！
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全国平均でも合格実績が

50％を下回る資格ですが、

例年ヒューマンアカデミー

では全国平均を上回る合格

実績を残しています。

教育スクールに通うより、

価格は断然お得！！また大

学内で受講できる。

大阪樟蔭女子大学で毎年担
当している講師が登壇致し
ます。学生様の特徴を掴み
ながら資格合格へ導きます。

企業･経済や社会を

見る眼が養えます！

企業の活動を適切かつ正確に情報

公開し、経営管理能力を身につけ

るために、簿記は必須の知識です。

すべての社会人に！

コストを意識した仕事ができ、取引

先の経営状況を把握できるために、

全ての社会人に役立ちます。

就職の際にも

好印象！

履歴書に｢簿記3級｣と書かれていれ

ば、経理の基礎が分かっている人

と見られ、就職時に好印象。



教程 日　程 時　間 講　　義　　内　　容

1 　簿記の基本①

2 　簿記の基本②

3 　有形固定資産の購入

4 　商品売買

5 　現金と当座預金

6 　手形と現金過不足

7 　その他の取引

8 　帳簿①

9 　帳簿②

10 　伝票①

11 9月29日(火) 　伝票②

12 10月1日(木) 　試算表①

13 10月6日(火) 　試算表②

14 10月8日(木) 　決算整理①

15 10月13日(火) 　決算整理②

16 10月15日(木) 　決算①

17 10月20日(火) 　決算②

18 10月22日(木) 　検定対策演習

19 10月27日(火) 　直前対策

20 10月29日(木) 　直前対策

21 11月5日(木) 　直前対策
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18:00～19:30

試験日：2020年6月14日(日)

　　　　　　　　　　　願書受付期間：講座内にてご案内致します
　　　　　　　　　　　　　　受験料：2,800円

受講料：３５,０００円（教材費込み）

（C）日商簿記検定３級試験対策講座

カリキュラム

9月3日(木)

10:00～13:00

9月8日(火)

9月10日(木)

9月15日(火)

9月24日(木)



資格を活かせる職種
　①　美容・ファッション

　②　出版・広告

　③　レジャー・イベント／冠婚葬祭

押さえててほしいPOINT！！

講座の特徴

実施方法
　リアルタイムオンライン授業方式（ZOOM使用）

検定情報

色彩検定の資格ってなに？？

「色彩検定」は1990年の開催より累計140万人以上の方が受検した文部科学省後援の
公的資格です。「色」は世の中のあらゆるものに使われ、私達は常にその影響を受けています。
色彩検定では色の基礎から、配色技法(色の組み合わせ方)、専門分野における利用などを
証明する資格です。

試験日程：2020年11月8日（日）
検定料　：3級７,０００円／２級１０,０００円
合格率　：おおむね６０％～７５％

（F）あなたの色彩活用能力を証明します！

9

ヒューマンアカデミーでは

例年全国平均を上回る合格

実績です。
教育スクールに通うより、

価格は断然お得！！また大

学内で受講できる。

大阪樟蔭女子大学で毎年
担当している講師が登壇
致します。楽しく学べる
講座です。

幅広い分野の色彩の

知識が身につく

色彩を全般的に扱っていますので、

幅広い分野で活用できる色彩の知

識を身につけることができます。

自分の感性を

確かなものに！

服のセンスもインテリアのセンスも、

色の知識をもつことでそれが自信と

なり、新しい自分の感性を開花でき

ます。

より説得力のある

カラーコーディネート

が可能

広く活かせる利用価値の高い検定試

験です。｢色彩の勉強を始めたい｣と

いう方は、色彩検定にチャレンジ！



教程 日　程 時　間 講　義　内　容

1 9月26日(土)

　オリエンテーション
　色彩概論
　マンセルシステム
　光と色
　光・照明

2 10月3日(土)
　色の表示・目の動き
　色名・配色・色、配色のイメージ
　色彩心理/色彩調和／美的構成

3 10月10日(土)

　中間テスト
　技術色彩心理
　対比／同化／視認性
　ユニバーサルデザイ

4 10月17日(土)
　ファッション／商品陳列
　ファッション概論

5 10月31日(土)

　インテリアデザインと色彩／配色
　エレメント／照明方法
　エクステリア環境色彩
　環境色彩計画

6 11月7日(土) 　模擬試験　総まとめ
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　　　　　　　　　願書受付期間：2020年8月3日（月）～10月1日（木）
　　　　　　　　　　　　受験料：３級 7,000円／２級 10,000円

受講料：38,000円（教材費込み）

（F）色彩検定２・３級試験対策講座

カリキュラム

10:00～13:00
13:40～16:40

試験日：2020年11月8日（日）　 



資格を活かせる職種
　　職種は問いません！！

　　ビジネスパーソンとして活かせます

押さえててほしいPOINT！！

講座の特徴

実施方法
　学内講座 orリアルオンライン講座

　※今後の学内の状況などに応じて、形式や開催場所の変更や

　　開催が中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

検定情報

メンタルヘルス・マネジメントの資格ってなに？？

メンタルヘルス・マネジメント検定試験は働く人たちの心の不調を未然に防ぎ、
活力ある職場づくりを目指すために、職場での役割に応じて「メンタルヘルスケア」
の基礎的知識や、対処方法について学ぶ試験です。

試験日程：2021年3月14日（日）
検定料   ：4,400円
合格率　：おおむね６０％～７５％

（G）現代社会のストレス対処法を学びます！
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ヒューマンアカデミーで

は例年全国平均を上回る

合格実績です。
教育スクールに通うより、

価格は断然お得！！また大

学内で受講できる。

大阪樟蔭女子大学で毎年
担当している講師が登壇
致します。楽しく学べる
講座です。

働く人の心の

健康を守る！

職場での役割･階層に応じて必要

なメンタルヘルス対策知識や技術

を習得しているかを判定する試験

です。

資格取得で

自己管理能力アップ！

自己管理能力がぐんとアップします。

自分のメンタル不調に気づくことが

できます。

人間関係の構築に

役立つ！

「この人はこういう人なんだ」と

受け止められ、人間関係の構築に

も役立ちます。



教程 日　程 時　間

1 2月13日(土)

2 2月20日(土)

3 2月27日(土)

4 3月6日(土)

5

6

10:00～13:00

10:00～13:00
14:00～17:00
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（G）メンタルヘルス・マネジメント  Ⅲ種試験対策講座

試験日：2021年3月14日（日）　 

　　　　　　　　　願書受付期間：講座内にてご案内致します
　　　　　　　　　　　　受験料：4,440円

受講料：22,000円（教材費込み）

カリキュラム

講　義　内　容

　メンタルヘルスケアの意義
　ストレスおよびメンタルヘルスに関する基礎知識①

　ストレスおよびメンタルヘルスに関する基礎知識②
　セルフケアの重要性①

　セルフケアの重要性②
　ストレスの気づき方①

　ストレスの気づき方②
　ストレスの対処・軽減方法①

3月13日(土)

　ストレスへの対処・軽減方法②
　模擬試験
　総まとめ
　グループワーク



資格を活かせる職種
　①　旅行業界

　②　ホスピタリティ業界全般

押さえててほしいPOINT！！

講座の特徴

研修情報

（H）旅行業の添乗員になるための資格を取得します！

ツアーコンダクター研修の資格ってなに？？
「ツアーコンダクター研修」は全５日間の座学、実務研修を通して添乗員（＝旅程管理主任者）に
なる資格が取れる研修です。旅行業界やホスピタリティー業界の就職活動にアピールできます。近
畿日本ツーリストに入社した新人添乗員が毎年入社後に実際に受けている研修を学生向けにアレン
ジしています。華やかな旅行業界を夢見る添乗員の卵たちが、旅行業界の厳しさを身をもって感じ
ながら、ホスピタリティを学ぶ研修です。

研修日程①：2020年８月17日(月)～8月21日(金)（５日間）
研修日程②：2020年８月31日(月)～9月4日(金)（５日間）
資格合格率：約90％

13

3日間の国内講習と2日間の実務

研修を行います。国内講習の最

終日に試験を行い合格すれば資

格取得が可能。旅行業界・添乗

員の裏側を知ることできます。

現場での生きた情報に基づくオ

リジナル講義を実施。

大阪・奈良の観光スポットを巡

り、旅行業やホテル業の仕事内

容などの理解を深めます。

プロの現役添乗員の指導の元、

実際に添乗員として業務して

いただきます。観光知識・お

もてなし等今後社会で必要に

なってくる能力について学ぶ

ことができます。

近畿日本ツーリストの

新人添乗員研修を実体験

社会に出る前に旅行業界の実務を

体験し、ホスピタリティ業界の楽

しさと厳しさを学びます。

「旅程管理研修」

「実務研修」を受講

プロの添乗員になるために必要な資

格取得のための講座を一度に二つ受

講することができます。

社会で通用する

ホスピタリティを学ぶ

社会全般で通用するおもてなしの精神

とマナーをプロの視点から学ぶことが

できます。



教程 日　程 時　間 講　　義　　内　　容

1 1日目 　基礎研修/業法・約款

2 2日目 　国内実務

3 3日目 　国内実務/修了試験
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5 ２日目 終日

ホテルにて朝食
◇観光スポット(あべのハルカス)にて
　　　　　　　　　　　　ホスピタリティ研究、
なんばへ移動後、各自昼食
昼食後、なんば付近自由行動
◇旅行会社視察
　
お疲れ様でした。

受講料＋国内実地研修：７８,０００円

4 １日目 終日

大阪駅前にて集合。
貸切バスにて奈良公園へ移動
◇旅程管理/添乗員の仕事体験
奈良市内観光研修(奈良公園・東大寺・平城宮跡な
ど)
各自、昼食
大阪へ移動後、
◇シェラトン都ホテル大阪にてホテル業研修視察
各自、夕食

（H）国内旅程管理研修

カリキュラム

国内座学研修（会場：なんば）

講義
10：00～12：00

休憩
12：00～13：00

講義
13：00～17：00

国内実地研修（大阪・奈良）



※１、各講座最低人数に満たない場合は、開講しない場合がございます。その際は全額返金いたします。

　　　開講・不開講のご連絡は開講の約1週間程前にご連絡いたします。

※２、講座代金のお振込み時の振込手数料はご本人負担となります。

　　　不開講となった場合のご返金は、講座代金のみのご返金となります。あらかじめご了承をお願い申し上げます。
　 ※３、定員を超えた場合は受付を停止する場合がございますので、お早めにお申し込みください。

お申込み方法
必ずP1～2「受講に関して」や「注意事項」を

よくご確認のうえお申込みください。

講座ごとのお申込み先について※講座によってお申込み方法が異なります。

講座代金お支払い方法について

１．本個人情報は講座運営（不開講時返金・カリキュラム変更・資格試験申込・教室の変更・休講のお知らせなど）以外には使用致しません。
２．講義実施教室の案内、休講情報、時間変更、不開講のお知らせなど講座に関わる連絡をします。
３．試験の際の受験票の到着連絡や試験結果到着の案内（生協到着分のみ）などもお知らせいたします。

大阪樟蔭女子大学生活協同組合　seikyo@ex.bw.dream.jp               TEL：06-6730-6577

（F）国内旅程管理研修　お申込み先

近畿日本ツーリストWebページをご確認ください。
　 https://www.knt.co.jp/dantai/0239/tourdata/tour_conductor.html

（B）秘書,（C）日商簿記,（D）色彩　お申込み先

生協WEBページ　にてお申込みください。
　 https://www.u-coop.net/webform/kh/shoin_koza/

（E）メンタルヘルス　お申込み先

店舗にてお申込みの際は、お申込み時に店舗にてお支払いください。

（A-1）（A-2）Mos　≪e-learning≫　お申込み先

↓以下へ直接ご連絡にてお申込みください。↓

※申込みについては、一度ご連絡ください！直接詳しくご説明いたします　

（入校可能時は）学内の生協購買店へご来店にて
または

生協WEBページ　よりお申込みください。
　 https://www.u-coop.net/webform/kh/shoin_koza/

（F）国内旅程管理研修　お支払い先

→近畿日本ツーリストからのお申込み後のご案内の通りご入金ください。

 ヒューマンアカデミー株式会社　　担当：藤村
 連絡先：06-6258-5339
 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：m-fujimura@athuman.com

（A-1）（A-2）Mos　≪e-learning≫　お支払い先

（E）メンタルヘルス　お支払い先

→ヒューマンアカデミーからのお申込み時のご案内の通りご入金ください。

振込でのお支払いをご希望の方は、お申込み後7日以内に以下の口座へお振込みください。↓

　　　　　　　　　　　　三井住友銀行　小阪支店　普通　６７９１６２５
　　　　　　　　　　　　大阪樟蔭女子大学生活協同組合

受付終了いたしました

受付終了いたしました


