
秘書検定講座（準１級）
受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

２１，１００円

５，３００円

検定試験日（一次試験）

6月13日(日)／11月14日(日)
※一次試験合格者は翌月に面接試験（予定）

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

① 社会人に必要不可欠なビジネス知識・マナーの習得を証明
② 新入社員時や就職活動の際にも大いに活用できる

敬語やお辞儀、社会人としてのマナー・接遇といった基礎能力、企業のしくみや企業会計・財務の知識、
文書の作成やファイリング、スケジュール管理等のビジネススキルを習得します。

事務系 営業系 人事 秘書

すべての業界・職種で活かせます。
秘書になるためだけでなく、社会人として必要不可欠なビジネスマナーが身につきます。
就職活動でも、社会に出てからも必ず役に立ちます。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL http://jitsumu-kentei.jp/HS/index

科目

【一次試験】 ①理論：必要とされる資質/職務知識/一般知識
②実技：マナー・接遇/技能

【二次試験（面接）】
態度/振る舞い/話し方の調子/言葉遣い/物腰/しぐさ/身なりなど

時間 【一次試験】 １４０分

問題数 ２３問程度 ※年により異なる

形式 【一次試験】 記述問題、マークシート方式 ※2020年3月よりCBT試験も実施開始。

合格基準 【一次試験】 理論・実技ともに６０％以上

合格率 受験者・合格者数

３９．９
％ 4,857人中

1,936人

ビジネスマナーの知識・スキルを身につけ、周りに差をつけよう！！

2020年 11月試験

春
夏
休

秋
春
休

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



秘書検定講座（２級）
受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

１９，１００円

４，１００円

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL http://jitsumu-kentei.jp/HS/index

科目
①理論（必要とさせる資質/職務知識/一般知識）
②実技（マナー・待遇/技能）

時間 ①、②合わせて１３０分

問題数 ３５問 ※年により異なる

形式 記述問題、マークシート方式 ※2020年3月よりCBT試験も実施開始。

合格基準 理論・実技ともに６０％以上

合格率 受験者・合格者数

６４．１
％ 31,309人中

20,061人

2020年 11月試験

検定試験日（一次試験）

6月13日(日)
11月14日(日)

2022年2月6日(日）

●準１級は「面接試験」がある。
２級はマークシート式の筆記試験のみですが、
準１級は筆記試験を合格した人だけが、面接試験に進むことができます。
２級はビジネスマナーの入門・基礎知識をインプットし、
準１級では、秘書的業務担当者としての、態度・振る舞い・話の仕方・
言葉遣い・物腰・身なりなどの適性を準１級では面接試験で審査されます。
正しい敬語、お辞儀、立ち居振る舞いは１日、２日で身につきませんよね。
ぜひ、インターンシップや就職活動本番までに２級・準１級取得を目指し、
卒業後もビジネスの場で活かしましょう。

準１級と２級の違い

ビジネスマナーの基礎知識を身につけよう！！ 春
夏
休

秋
春
休

男女問わず、全学部・全学年に
おすすめのマナー講座です

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



簿記検定講座（２級）
受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

７１，５００円

４，７２０円

検定試験日

11月21日(日）
2022年2月27日（日）

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

① 会社のお金の流れを記録し、読み取る能力を証明
② どんな業界、職種にも役立つビジネスの基礎知識

経営活動を計算・整理して財務状態を管理できる知識を問われる検定試験です。会計知識やコスト感覚はあらゆる場面でも基本知識となっています。
簿記を学ぶことで、会社の収支の流れが数字でわかるようになり、決算書（損益計算書、貸借対象表）なども学習できます。

事務系 営業系 経理 総務

経理・総務・営業・事務等、さまざまな職種で必要とされるスキルです。
特に金融業界では不可欠な知識です。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL http://www.kentei.jp/bookkeeping

科目 商業簿記/工業簿記（原価計算を含む）

時間 １２０分

問題数 5題以内

形式 記述式 ※2020年度よりCBT試験も導入。

合格基準 ７０％以上（１００点満点）

合格率 受験者・合格者数

１８．２
％ 39,830人中

7,255人

株式会社の経営状態を理解できるようになる！！

2020年 11月試験

春
夏
休

秋
春
休

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



簿記検定講座（３級）
受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

２５，０００円

２，８５０円

検定試験日

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL http://www.kentei.jp/bookkeeping

科目 商業簿記

時間 120分

問題数 5題以内

形式 記述式 ※2020年度よりCBT試験も導入。

合格基準 ７０％以上（１００点満点）

合格率 受験者・合格者数

４７．４
％ 64,655人中

30,654人

2020年 11月試験

商業簿記を学習し、お金の流れの基礎を身につける！！

6月13日(日)
11月21日(日）

2022年2月27日（日）

春
夏
休

秋
春
休

●２級は「工業簿記」も必要
３級は家計管理や経営管理に必要な「商業簿記」を学びますが、
株式会社の経理や財務、会計職を担うためには「工業簿記」が必要です。

◆商業簿記 ・・・ 個人商店や企業の販売活動の帳簿記録を学びます。

◆工業簿記 ・・・ 製造活動についての帳簿記録を学びます。
（ 「原価計算」も習得の範囲 ）

２級では計算や記録の過程が増えるため、３級以上に複雑な内容です。
合格率も３級に比べるとグンと下がり、難易度の高い資格といえます。

２級と３級の違い

難易度の高い資格だからこそ
就職活動でアピールできる！

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



ビジネス会計検定講座（２級）
受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

３２，０００円

７，４８０円

検定試験日

10月17日（日）

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

① 財務諸表を分析し、安全性や収益性などの「企業状況」を把握するスキルが身に付きます。
② 簿記検定と併せて学習することで、お金の動き・分析をしながら仕事をすることができます。

★「財務諸表」とは・・・損益計算書、貸借早退表などの「決算書」のことを指します。

職種を問わず、ビジネスに必要な会計知識と会計リテラシーを身に付けることができます。
事務、営業、企画関係、財務・経理関係はもちろん、
将来的に管理職や経営者を目指すかたにおすすめの資格です。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL https://www.b-accounting.jp/

科目

①財務諸表の構造や読み方、財務諸表を取り巻く諸法令に関する知識
・会計の意義と制度 ・連結財務諸表の構造と読み方

②財務諸表の応用的な分析
・基本分析 ・安全性の分析 ・収益性の分析 ・キャッシュ･フローの分析
・セグメント情報の分析 ・連単倍率と規模倍率 ・損益分岐点分析
・1株当たり分析 ・1人当たり分析

時間 ２時間

形式 マークシート方式

合格基準 100点満点で、70点以上の得点

合格率 受験者・合格者数

４６.３
％ 1,774人中

822人

「財務諸表理解力検定」。仕事に役立つ会計スキルが身につく！！

2020年 10月試験

事務系 営業系 経理 総務

春
夏
休

秋
春
休

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



ビジネス会計検定講座（３級）

受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

２５，０００円

４，９５０円

検定試験日

10月17日（日）

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL

合格率 受験者・合格者数

７０.５
％ 3,937人中

2,774人

財務諸表を分析する基礎を身につける！！

2020年 10月試験

科目

①財務諸表の構造や読み方に関する基礎知識
・財務諸表とは
・貸借対照表、損益計算書、キャッシュ･フロー計算書の構造と読み方

②財務諸表の基本的な分析
・基本分析 ・成長率および伸び率の分析
・安全性の分析 ・キャッシュ・フロー情報の利用
・収益性の分析 ・1株当たり分析 ・1人当たり分析

時間 ２時間

形式 マークシート方式

合格基準 100点満点で、70点以上の得点

https://www.b-accounting.jp/

春
夏
休

秋
春
休

●２級との違い
3級は財務諸表の基礎的な知識を広く浅く学ぶことを目標とし、
2級は3級で習得した基礎力をベースに、さらに一歩踏み込んだ専門知識を
学びつつ、財務諸表を分析するための応用（実践）力を身に付けます。

●ビジネス会計検定と簿記検定
◆ビジネス会計検定
財務諸表を分析し、「安全性」や「収益性」などの企業状況を把握する能力

◆簿記検定
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

お金の動きを理解、
分析するチカラがつく！

２級と３級／簿記検定との違い

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



Microsoft Office Specialist 2016講座
Word/Excel®/PowerPoint®

受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

Word／Excel®：21,200円
PowerPoint®：18,300円

８，５８０円

検定試験日

随時

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

①パソコン関連の資格で、人気・知名度ともに№１！

②学生・社会人問わず不可欠なパソコンスキルを証明できる

マイクロソフト社が認定する資格制度であり、Word、Excel®等のアプリケーションの操作スキルを証明します。
認知度も高く、試験後にその場で合否がわかるため履歴書にもすぐ記載することができます。
この講座ではマイクロソフトオフィス2016バージョンでの取得を目指します。

今やどんな仕事でも必要と言えるのがパソコンスキル。特に文書作成等に用いるWord、表計算を行うExcel®は
仕事上で使う機会が多いので学生のうちにしっかりと身につけておきましょう。
PowerPoint®は、プレゼンテーション資料の他にも会議資料や企画書等の書類作成をする際に用いられるので、
Word、Excel®を学んだ次のステップとしてチャレンジしましょう。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL http://mos.odyssey-com.co.jp

科目

●Word 2016 （Specialist）
文書の書式を設定する/文書のオプションと表示をカスタマイズする/文字列や段落を挿入する/表を作成、変更する 等

●Excel® 2016 （Specialist）
ワークシートやブックの書式を設定する/テーブルを作成する、整理する関数の適用/グラフを作成する 等

●PowerPoint® 2016 （Specialist）
プレゼンテーションを作成する/スライドを挿入する/図形やテキストボックスを挿入する、書式設定する
スライドのコンテンツにアニメーションを設定する 等

時間 ５０分

問題数 非公開

形式 コンピュータを使った実技試験（CBT）

合格基準 非公開 約７０％（１０００点満点）

合格率 受験者・合格者数

非公開

通称“MOS（モス）”。大学生のうちに身につけたいパソコンスキル！！

過去の試験結果

事務系 営業系 システム系経理総務広報

非公開

春
夏
休

秋
春
休

大学内のPCは
「2016」ver.です。

ご自宅や大学など
ご自身が学習されるPC環境が2016or2019かを

確認したうえでお申込みください。

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



Microsoft Office Specialist 2016講座
Word Expert/Excel® Expert

受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

Word Expert：34,080円
Excel Expert：36,880円

１０,７８０円

検定試験日

随時

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

① Specialistは基礎。Expertは実務レベルまで学べる上級資格！
② 多くの資料を効率よく作成、分析できるような力がつきます。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL https://mos.odyssey-com.co.jp

科目

●Word 2016 （Expert）
文書とテンプレートを管理する／高度な編集や書式設定を行う／フォーム、フィールド、差し込み印刷を管理する／
文書パーツ、マクロ、コントロールを作成する、変更する／ユーザー設定のスタイルセットとテンプレートを作成する 等

●ExcelⓇ 2016 （Expert）
ブックを管理する／ユーザー定義の表示形式と入力規則をデータに適用する／詳細な条件付き書式やフィルターを適用する／
関数を使用してデータを検索する／データ分析、ビジネス分析を行う／ピボットテーブルを作成する、管理する 等

時間 ５０分

問題数 非公開

形式 コンピュータを使った実技試験（CBT）

合格基準 非公開 約７０％（１０００点満点）

合格率 受験者・合格者数

Word、Excelを使いこなせることを証明しよう！
春

夏
休

秋
春
休

事務系 営業系 システム系経理総務広報

非公開 非公開

過去の試験結果

文書作成等に用いるWord、表計算を行うExcel®は、仕事上で使う機会が多く、
大学生のうちに「使いこなす」レベルまで定着していれば社会人になってから
効率よく、スピーディーに業務を遂行できるはず。
Specialistで基礎を学んだあと、ぜひステップアップしてほしい資格です。

大学内のPCは
「2016」ver.です。

ご自宅や大学など
ご自身が学習されるPC環境が2016or2019かを

確認したうえでお申込みください。

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



Microsoft Office Specialist 2019講座
Word/Excel®/PowerPoint®

受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

Word/Excel®：21,200円
PowerPoint®：18,300円

８，５８０円

検定試験日

随時

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

春
夏
休

秋
春
休

事務系 営業系 システム系経理総務広報

通称“MOS（モス）”。大学生のうちに身につけたいパソコンスキル！！

①パソコン関連の資格で、人気・知名度ともに№１！

②学生・社会人問わず不可欠なパソコンスキルを証明できる

マイクロソフト社が認定する資格制度であり、Word、Excel®等のアプリケーションの操作スキルを証明します。
認知度も高く、試験後にその場で合否がわかるため履歴書にもすぐ記載することができます。
この講座ではマイクロソフトオフィス2016バージョンでの取得を目指します。

今やどんな仕事でも必要と言えるのがパソコンスキル。特に文書作成等に用いるWord、表計算を行うExcel®は
仕事上で使う機会が多いので学生のうちにしっかりと身につけておきましょう。
PowerPoint®は、プレゼンテーション資料の他にも会議資料や企画書等の書類作成をする際に用いられるので、
Word、Excel®を学んだ次のステップとしてチャレンジしましょう。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL http://mos.odyssey-com.co.jp

科目

●Word 2019 （Specialist）
文書の書式を設定する/文字列や段落を挿入する/表を作成、変更する/図やテキストボックスを書式設定する 等

●Excel® 2019 （Specialist）
ワークシートやブックの書式を設定する/セルやセル範囲の書式を設定する/グラフを作成する 等

●PowerPoint® 2019 （Specialist）
スライドショーを設定する、実行する/スライドを挿入する/グラフィック要素を挿入する、書式設定する
スライドのコンテンツにアニメーションを設定する 等

時間 ５０分

問題数 非公開

形式 コンピュータを使った実技試験（CBT）

合格基準 非公開 約７０％（１０００点満点）

合格率 受験者・合格者数

非公開

過去の試験結果

非公開

大学内のPCは
「2016」ver.です。

ご自宅や大学など
ご自身が学習されるPC環境が2016or2019かを

確認したうえでお申込みください。

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



Microsoft Office Specialist 2019講座
Word Expert/Excel® Expert

受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

Word expert：34,080円
Excel expert：36,880円

１０,７８０円

検定試験日

随時

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

春
夏
休

秋
春
休

Word、Excelを使いこなせることを証明しよう！

大学内のPCは
「2016」ver.です。

ご自宅や大学など
ご自身が学習されるPC環境が2016or2019かを

確認したうえでお申込みください。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

① Specialistは基礎。Expertは実務レベルまで学べる上級資格！
② 多くの資料を効率よく作成、分析できるような力がつきます。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL https://mos.odyssey-com.co.jp

科目

●Word 2019 （Expert）
文書とテンプレートを管理する／文書のコンテンツを検索する、置換する、貼り付ける／スタイルを作成する、管理する／
文書パーツを作成する、変更する／ユーザー設定のデザイン要素を作成する 等

●ExcelⓇ 2019 （Expert）
ブックを管理する／詳細な条件付き書式やフィルターを適用する／関数で論理演算を行う／
関数を使用してデータを検索する／データ分析を行う／ピボットテーブルを作成する、管理する 等

時間 ５０分

問題数 非公開

形式 コンピュータを使った実技試験（CBT）

合格基準 非公開 約７０％（１０００点満点）

事務系 営業系 システム系経理総務広報

文書作成等に用いるWord、表計算を行うExcel®は、仕事上で使う機会が多く、
大学生のうちに「使いこなす」レベルまで定着していれば社会人になってから
効率よく、スピーディーに業務を遂行できるはず。
Specialistで基礎を学んだあと、ぜひステップアップしてほしい資格です。

合格率 受験者・合格者数

非公開 非公開

過去の試験結果

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



ITパスポート試験講座
受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

３７，１００円

５，７００円

検定試験日

随時

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

① ITの基礎知識を証明できる国家資格
② 情報セキュリティや経営全般知識等、実務におけるITを活用する知識を証明できる

ITネットワーク、パソコンの基礎構造等、情報処理技術の基礎知識から経営全般まで、ITに関わる知識を幅広く習得します。官公庁
（特に警察）や企業研修でも活用されている、IT基礎力の証明となる資格です。

事務系 営業系 総務 システム系

ITの基礎知識は、どの業界・職種においても身につけておくべきスキル。この資格を取得することで、社会人
に必要とされる能力を身につけることができます。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/index.html

科目
①ストラテジ系（経営全般）
②マネジメント系（IT管理）
➂テクノロジ系（IT技術）

時間 １２０分

問題数
ストラテジ系：約３５問程度
マネジメント系：約２０問程度
テクノロジ系：約４５問程度

形式 四肢択一式（CBT)

合格基準

・ストラテジ系：３００/１，０００点
・マネジメント系：３００/１，０００点
・テクノロジ系：３００/１，０００点
・総合評価：６００/１，０００点 ※総合評価点６００点以上であり、かつ分野別評価点もそれぞれ３００点以上であること

合格率 受験者・合格者数

６３．５
％ 47,371人中

30,080人

社会人に必要不可欠なIT力を証明する国家資格！！

2020年度 上期

春
夏
休

秋
春
休

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



G(ｼﾞｪﾈﾗﾘｽﾄ)検定講座
受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

３５，０００円

５，５００円

検定試験日

7月17日（土）／11月6日（土）
※3月試験は未公開のため追ってご案内

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

①AIって何、を知り活用することができる
②AI初学者がAIの知識をカタチにできる資格
③名称から高度で理系資格の印象が強いが、文系学生でも合格できる！

G検定は、ディープラーニング技術に関する最新知識だけではなく、AIの歴史や機械学習の基礎、AI利活用
時に不可欠な知識である法的リスクや倫理を取り巻く議論など、幅広く学ぶことができます。

事務系 営業系 システム系

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL https://www.jdla.org/certificate/general

科目
人工知能をめぐる動向/人工知能分野の問題/ディープラーニングの概要/
ディープラーニングの手法/ディープラーニングの研究分野

時間 １２０分

問題数 知識問題（多肢選択式・220問程度）

形式 オンライン形式

合格基準 非公開

合格率 受験者・合格者数

６８．９
％ 12,552人中

8,656人

文理問わずAI（人工知能）の知識を習得できる！！！

2020年 7月試験

春
夏
休

秋
春
休

これからの時代、文系人材だからこそ把握しておくべきAI（人工知能）の知識。
G＝ジェネラリストとは、AIの基礎知識を有し適切な活用方針を決定して事業へ応用する能力を持つ人材と定義され
ています。将来、自分が進みたい業界や職業でどんな風にAI化が進められているか、広く学べます。

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



ビジネス統計スペシャリスト講座

受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

２１，０００円

４，４００円

検定試験日

随時

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

① Excel®プラス「統計知識」で差をつける
② IT化が進む時代の就活において文系の学生の武器になる
③ 業界の実データを操作しながら学ぶので業界研究になる

エクセル分析ベーシックは、平均値や標準偏差など、ビジネスデータの基本的な情報を把握したり、
エクセルのグラフ機能や関数を使用してデータの傾向や相関関係などを発見・分析する
基礎的な分析スキルを評価する試験科目です。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL https://stat.odyssey-com.co.jp

科目
●ビジネスデータ把握力： 平均、中央値、最頻値、レンジ、標準偏差
●ビジネス課題発見力： 外れ値の検出、度数分布表、標準化、移動平均、季節調整
●ビジネス仮説検証力： 集計、散布図、相関分析、回帰分析、最適値

時間 ６０分

問題数 ４０問前後

形式 コンピュータを使った実技試験（CBT）

合格基準 ７００点以上（１０００点満点）

合格率 受験者・合格者数

非公開

Excel®＋統計でデータに強いとアピールできる！ 春
夏
休

秋
春
休

非公開

過去の試験結果

事務系 営業系 システム系経理総務広報

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



色彩検定講座（２級）
受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

３５，３００円

１０，０００円

検定試験日

6月27日(日）／11月14日(日)

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

① ファッションやインテリア、企画や営業、事務にまで役立つ色の資格
② 色の見え方、印象を理論に基づいた知識が学べる
③ 配色などのデザイン知識を仕事だけでなく、日常シーンにも活用できる

商品開発 WEB開発 販売系 建築系

実務に応用できるレベルの色彩調和について学びたい方におすすめです。
ファッションやインテリア、エクステリアなど各分野でのカラーコーディネートの基礎についても
学ぶことができ、幅広い業界、職種で活かすことのできる資格です。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL http://www.aft.or.jp

科目 色名/配色イメージ/ビジュアルデザイン/ファッション/プロダクト/エクステリア 等

時間 ８０分

問題数 年により異なる

形式 マークシート方式 ※一部記述式

合格基準 満点の７０％前後 ※問題の難易度により多少変動

合格率 受験者・合格者数

７７．６
％ ８，７２７人中

６，７７４人

どの業界でも活かせる色彩コーディネート力が身に付く！！

2020年度試験

春
夏
休

秋
春
休

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



色彩検定講座（３級）
受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

２７，４００円

７，０００円

検定試験日

6月27日(日）／11月14日(日)

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL http://www.aft.or.jp

科目
色のはたらき／光と色／色の表示／色彩心理／インテリア／色彩調和／
配色イメージ／ファッション／慣用色名 等

時間 ７０分

問題数 年により異なる

形式 マークシート形式

合格基準 満点の７０％前後 ※問題の難易度により多少変動

合格率 受験者・合格者数

７６．３
％ 21,086人中

16,086人

どの業界でも活かせる色彩コーディネート力が身に付く！！

2020年度試験

春
夏
休

秋
春
休

●２級と３級の違い
両級とも合格すれば「色彩コーディネーター」の資格証を取得できます。
出題分野に大きな違いはありませんが、
例えば、３級で「目のしくみ」を学習します。
これは２級になると、「視覚系の構造と色」と変わり、
人間の目が色を捉える大まかな仕組みから発展し、
細胞レベルの知識まで学ぶことになります。
ファッション界の歴史やトレンド、小売業における陳列の仕方まで
勉強できるため、２級は実務に活かせる知識を身につけることができます。

●UC級：色覚の多様性に配慮した、誰もが見やすい色使いを学ぶ
「特定の色の組み合わせが判別しにくい」人が、日本では300万人存在するそうです。
「色に携わる全ての人が色覚多様性について正しい知識を持ち、配慮をすることができる社会の実現」を
大きな目標とし、2019年から全ての都道府県で実施されている級です。

世の中は「色」で溢れています。
色彩検定で仕事や生活に

役立つ知識を身につけましょう

２級と３級の違い／・UC級とは？

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



色彩検定UC級講座
受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

２２，０００円

６，０００円

検定試験日

6月27日(日）／11月14日(日)

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

① 色覚多様性についての正しい知識を知り、配慮できる知識が身につく
② 多くの人が見やすい色使いを学び、色の機能的役割を知る
③ 「UCアドバイザー」が取得できる

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL http://www.aft.or.jp

科目
色の見えるしくみ/ユニバーサルデザイン/色覚の多様性/
高齢者の見え方/色覚の多様性や高齢者に配慮した配色方法

時間 ６０分

問題数 年により異なる

形式
マークシート方式
一部記述式

合格基準 満点の７０％前後

合格率 受験者数

８７．３
％

2,226人

色彩のユニバーサルデザインの考え方を学び活用する！！

2020年度試験

春
夏
休

秋
春
休

商品開発 WEB開発 販売系 建築系公務員・福祉系

UC級では、「色覚の多様性」について正しく知り、
誰にとっても見やすい色彩設計を、社会に生かすための知識を学びます。
この知識は、多くの企業、福祉医療現場、都道府県・市区町村でも活かすことができ、
仕事や社会への貢献に繋がる資格です。

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



カラーコーディネーター検定試験®講座
（スタンダードクラス）

受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

２４，９００円

５，５００円

検定試験日

2021年3月現在 未発表
※講座申込時期にご案内いたします。

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

① 「もの」や「環境」の用途・目的に応じて、ふさわしい色彩設計を行う
② デザイン・インテリア等の仕事だけでなく、プライベートでも活かせる

色を学問的に捉え、人の心をつかむ色の活かし方を提案しアドバイスをするのがカラーコーディネーターの仕事。ファッ
ションはもちろん、ホテルやレストランのインテリア、企業での商品開発や販売にも活かせます。

商品開発 WEB開発 販売系 建築系

ブライダル、インテリア、デザイン、WEB等、他の資格と関連づけることで活躍の場が広がります。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL http://www.kentei.org/color

科目

・生活と色の効用
・色を自在に操る方法
・きれいな配色をつくる
・色を美しく見せる光のマジック
・背景色を上手に使って色の見えを変えてみよう
・色で売上をアップするために

時間 １２０分

問題数 非公開

形式 マークシート式 ※2021年度よりIBT(インターネット経由)形式を導入予定

合格基準 ７０点以上/１００点満点

合格率 受験者・合格者数

７２．３
％ 4,210人中

3,044人

色に関する知識から表現までを学習！！

2020年度試験

春
夏
休

秋
春
休

2021年3月現在 未発表

検定協会からの正式発表後
ご案内いたします。

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



国内旅行業務取扱管理者試験対策講座

受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

５８，２００円

５，８００円

検定試験日

9月上旬日曜日予定

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

① 観光庁が認める旅行業界で必須の国家資格！
② 旅行業務全般の法律や地理等の知識が認定される
➂ 営業所では有資格者を最低１名以上置く義務があるためニーズは高い

法令により、旅行会社は営業所ごとに１名以上の有資格者を置くことが義務付けられています。
一般企業でも出張手配等の際にこの資格が活かされています。

観光業 航空業 ホテル業 鉄道業

この資格を持っていると、就職活動等でのアピールポイントになります。
また、仕事だけでなく海外旅行などの趣味を活かした生涯学習としてもおすすめです。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL http://www.anta.or.jp/exam/shaken/setsumei.html

科目
①旅行業法及びこれに基づく命令
②旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
③国内旅行実務

時間 １２０分

問題数
①約２５問 ②約２５問 ➂約３８問
（➂のみ年によって異なる）

形式 マークシート式

合格基準 各科目：６０点以上/１００点満点

合格率 受験者・合格者数

３７．９
％ 11,881人中

4,499人

旅行業界のエキスパートを目指す国家資格！！

2020年度試験

春
夏
休

秋
春
休

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能検定講座（２級）
＋AFPコース

受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

６１，７００円

学科：４，２００円
実技：４，５００円

検定試験日

2022年1月23日(日)

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

① 個人の資産運用や生涯設計に関する保険・不動産・年金・税金・相続等について総合的に学ぶ
② 金融・保険・証券・不動産業界で働く方には持っていて欲しい国家資格

日常生活におけるお金の流れやしくみを学び、トータルな資産運用をアドバイスできるスキルを身につけます。
顧客へのアドバイスはもちろん、自分の人生設計に役立てることができるおすすめの資格です。

金融業 保険業 証券業 不動産業

金融機関や不動産会社・会計事務所等、さまざまな業界で活かせます。
また自分の将来的なライフプランニングにも役立てることができます。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL http://www.jafb.or.jp

科目
①学科（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）
②実技（資産設計提案業務）

時間
学科：１２０分
実技：９０分

問題数
学科：６０問
実技：４０問

形式
学科：筆記（マークシート）
実技：筆記（記述式）

合格基準
学科：３６点以上/６０点満点
実技：６０点以上/１００点満点

合格率 受験者・合格者数

４１．９
％ 17,613人中

7,379人

生涯設計を考えるお金のプロになる！！

2020年 1月試験

春
夏
休

秋
春
休

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能検定講座（３級）

受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

３７，０００円

＜学科＞3,000円
＜実技＞3,000円

検定試験日

9月12日(日）
2022年1月23日(日)

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL http://www.jafb.or.jp

科目
①学科（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）
②実技（資産設計提案業務）

時間
学科：１２０分
実技：６０分

問題数
学科：６０問
実技：２０問

形式 筆記（マークシート）

合格基準
学科：３６点以上/６０点満点
実技：６０点以上/１００点満点

合格率 受験者・合格者数

７６．７
％ 22,999人中

17,643人

生涯設計を考えるお金のプロになる！！

2020年 1月試験

春
夏
休

秋
春
休

●３級との違い
出題内容は3級よりも2級の方がより専門的となります。
3級では基礎知識、全体の仕組みを学びますが、2級では運用や給付など、
より実務的で詳しい内容が範囲として加わります。
FP3級が、それぞれのファイナンシャル・プランニングの項目の“概要”、
FP2級が、“計算を含めた、更に詳しい内容”というイメージです。
実務的なファイナンシャル・プランニングを目指すなら、
ぜひFP2級までチャレンジしてみてください。

●「AFP」とは？
相談者に対し適切な提案・助言をできることを証明する資格です。
２級コースではAFP資格の認定を、２級取得と同時に目指すことができます。

３級との違い＆「AFP」とは？

仕事にも生活にも活かせる！
どの時代にも強いお金の知識。

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



リテールマーケティング（販売士）検定講座（２級）

受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

３７，４００円

５，７７０円

検定試験日

2021年7月より
ネットでの随時試験予定

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

① 流通業界唯一の公的資格
② 販売に必要な専門知識を習得し、即戦力に！
マーケティングや商品の仕入れなど幅広く実践的な内容を問われる検定試験です。流通業界では、多様化・専門化した顧客ニーズを捉え、消費者満
足度の高い接客や情報提供ができる人材が必要とされています。合格者は知識取得を証明し、様々な業界で能力・技術を発揮できます。

小売業 家電量販店 アパレル業 百貨店業

流通・小売・アパレル・百貨店等、活躍できる業界は多岐にわたります。
また購買心理も学ぶため、営業職にも活かすことができます。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL http://www.kentei.ne.jp/retailsales

科目

①小売業の類型
②マーチャンダイジング
➂ストアオペレーション
④マーケティング
⑤販売・経営管理

時間
科目①②６０分
科目➂④⑤９０分

問題数 １科目あたり７題

形式 マークシート式

合格基準
筆記試験の得点が平均７０％以上で、
１科目ごとの得点が５０％以上

合格率 受験者・合格者数

６０．６
％ 4,916人中

2,979人

流通や販売の専門知識を幅広く習得！！

2020年 7月試験

春
夏
休

秋
春
休

2021年3月現在 未発表

検定協会からの正式発表後
ご案内いたします。

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



リテールマーケティング（販売士）検定講座（３級）

受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

２７，６００円

４，２００円

検定試験日

2021年7月より
ネットでの随時試験予定

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL http://www.kentei.ne.jp/retailsales

科目

①小売業の類型
②マーチャンダイジング
➂ストアオペレーション
④マーケティング
⑤販売・経営管理

時間 １００分

問題数 １科目あたり７題

形式 マークシート式

合格基準
筆記試験の得点が平均７０％以上で、
１科目ごとの得点が５０％以上

合格率 受験者・合格者数

６７．５
％ 7,534人中

5,082人

流通や販売の専門知識を幅広く習得！！

2020年 7月試験

春
夏
休

秋
春
休

●学習範囲と専門性
主に３級は「売り場担当者」、２級は「管理者」を対象とした学習内容です。
過去の全国合格率を見ていただければ分かるとおり
２級と３級の難易度に大差はなく、併願受験や２級から始める方もいます。
ただし、リテールマーケティングの勉強に限らず、
「基礎」は大切ですので、３級からもしくは併願受講・受験がおすすめです。

なお、「１級」については「店長・経営者レベルの知識」が身につきます。
経営戦略立案、細かなマーケティング分析に基づく販売計画など、
「経営者」としての資質の有無を問う試験のため難問が多く、
合格すれば2級・3級と比較しても格段の違いが認められます。
講座はご用意していませんが、将来的に１級の取得を考えてみてくださいね。

２級と３級の違い

「販売のプロ」として
現場から経営までの知識を

身につけよう！

2021年3月現在 未発表

検定協会からの正式発表後
ご案内いたします。

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



宅地建物取引士資格試験対策講座

受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※非課税

総合コース ６６，３００円
答練コース ３４，０００円

７,０００円

検定試験日

１０月１７日（日）

※【答練コース】は、過去に総合コースを受講していたことがあるまたは宅建をひととおり学習された方のみに限ります。
なお、答練コースの募集時期は「６月中」を予定しています。詳細は先端なびまたは資格・検定コーナーHPでご確認ください。

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

① 公正な不動産取引を行う専門家
② 学生の間に取得することで就職活動にも役立つ

不動産業の事務所では５人に１人の割合で有資格者の設置が義務づけられる等、不動産取引時の必須資格のため、
不動産業界へ就職を考えている人には特におすすめです。また身近な法律が学べるので不動産業界だけでなく、活躍の場が広がります。

不動産業 金融業 外食業 小売業

不動産業界以外に一般企業の総務・経理部門、または店舗立地が重要な営業戦略となる
小売業や外食産業、金融機関等でも宅建の知識は活かされます。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL http://www.retio.or.jp/

科目
土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること/
土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること/
土地及び建物についての法令上の制限に関すること等

時間 １２０分

問題数 ５０問

形式 四肢択一式

合格基準 ５０問中３７点（2020年度合格ライン） ※年度により異なる

合格率 受験者・合格者数

１３．１
％ 35,258人中

4,609人

不動産取引に欠かせない国家資格！！

2020年 12月試験

春
夏
休

秋
春
休

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



TOEIC® LISTENING AND READING TEST対策講座

受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

400点コース：24,400円
500点コース：24,400円
650点コース：29,480円
800点コース：32,000円

3,400円

検定試験日

・春学期講座 ：9月13日(月)～9月30日(木)
・夏休み集中講座 ：12月中旬～下旬
・秋学期講座 ：2022年2月初旬～中旬
・春休み集中講座 ：2022年6月初旬～中旬

※春学期以外の試験時期は募集時にご案内いたします。

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

① 多くの企業で採用、年間２５０万人が受験
② もっとも知名度の高い世界共通の英語力を測るテスト

近年、一部の企業では「社内公用語」が英語になっており、ますます英語の必要性が認識されています。

受験者も年々増加し、企業での信頼性も高く、就職活動でもエントリーシートにスコアの記入を求める企業が増えています。

航空業 旅行業 通訳・翻訳 貿易業 ホテル業

企業のグローバル化によって、職種を問わず英語力が求められています。
特に、海外と繋がりのある航空業界や旅行・ホテル業界、貿易業界は必須です。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL http://www.iibc-global.org/toeic.html

科目
①リスニング（写真描写/応答/会話/説明文)
②リーディング（短文穴埋め/長文穴埋め/文書）

時間 約６０分（リスニング：約２５分／リーディング：約３７分）

問題数 リスニング：４５問／リーディング：４５問

形式 オンライン形式

合格基準 点数評価（１０～９９０点）

世界共通の基準で英語力を証明できる！！

新入社員、
内定者の

平均スコア

2019年4月
新入社員平均

（35,552名受験）

2018年秋
内定者平均
（8,892名受験）

488点 547点

2019年度 公式試験データ

春
夏
休

秋
春
休

当講座の試験は
「団体申請」です。

試験方式はオンラインで、ご自宅でも可能ですが
受験の申請は「団体」となりますので

受講料と併せて検定試験料も振込いただきます。

▲協会HP「新入社員 TOEIC Listening & Reading 最新データ」より抜粋

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



危険物取扱者試験対策講座
（乙種第４種）

受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

１７，８００円

４，６００円

検定試験日
都道府県により試験日、申請期間が異なります。

一般社団法人 消防試験研究センターのHPを
各自必ずご確認ください。

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。
※検定試験は、「個人受験」です。受検手続き等はご自身でお早目に進めていただきますようお願いします。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

① 危険物の取り扱い、立会いに必ず必要な国家資格
② 引火性液体（ガソリン・灯油・軽油・エタノール等）の取り扱いと立会いができる

一定数量以上の危険物を貯蔵、または取り扱う工場やガソリンスタンド等の施設には、危険物を取り扱うために
必ず危険物取扱者を置かなければいけません。

製造業 運輸業 メーカー ガソリンスタンド

この資格を持っていると、指定の類の危険物について、取扱いと定期点検、保安の監督ができます。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL http://www.shoubo-shaken.or.jp/kikenbutsu

科目
① 危険物に関する法令
② 基礎的な物理学及び基礎的な化学
➂ 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法

時間 １２０分

問題数 計３５問（①１５問 ②１０問 ➂１０問）

形式 五肢択一式

合格基準 科目ごとの成績がそれぞれ６０％以上

合格率 受験者・合格者数

３９．２
％ 137,465人中

53,818人

技術系国家資格の登竜門！！

2020年度試験

春
夏
休

秋
春
休

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



医科医療事務検定講座（3級）
受講料（教材費含む） ※税込

検定試験料 ※税込

６６，３７０円

５,２５０円

検定試験日

春学期：7月下旬～8月上旬
秋学期：1月中旬

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。

学習・資格内容

こんな業界・職種・シーンで活用！

医療系 介護系

病院や診療所で必要とされる知識を勉強する資格のため、
医療関係で就職を考えている方、事務職での就職を考えている方におすすめです。
患者さんへのサービスから会計・経理部門、医師や看護師のサポート等、
医療機関での事務全般で活かすことができます。

試験概要 ※2021年2月末時点情報

詳細URL http://www.j-medical.org/examination.html

試験領域 外来診療における診療報酬点数請求の基礎を理解している

時間 90分

問題数 外来カルテ２枚(内１枚は穴埋形式)を出題

形式 オンライン形式

合格基準 学科・実技分野ともに60％以上

合格率 受験者・合格者数

医療業界で活躍できる事務スキルを身につける！

① 技能認定振興協会（JSMA）が実施・認定する、
国内で初めて創設された医療事務の資格試験。

② 合格者には「医療事務管理士®」の称号が付与される。
③ 医療事務資格として初の商標登録認定。

国内最大規模の医療事務資格試験として知名度も抜群！

受付やカルテ管理業務など、医療機関での事務業務において必要とされている専門知識を証明する検定試験です。
医療保険制度等の理解や基本的な治療内容の把握ができることが求められます。
会計業務、カルテ管理等の知識が身に付きます。

福祉系 専門サービス関連

春
夏
休

秋
春
休

当講座の試験は
「団体申請」です。
試験方式はオンライン形式ですが、
受験の申請は「団体」となりますので

受講料と併せて検定試験料も振込いただきます。

2018年度総計

９１．０
％ 1,858人中

1,690人

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ



SPI実践・WEBテスト対策講座

受講料（教材費含む） ※税込 ２１，０００円

※受講料（教材費含む）は、指定口座へ振込いただきます。振込手数料はご負担となりますのでご了承ください。

学習・資格内容

①民間企業への就職を希望する3年生のためのSPI、玉手箱の対策講座です。
②就職試験で出題される問題に詳しく解説し、就職試験に必要な知識や勉強のコツを習得できます。

多くの企業で採用されている筆記試験。
合格ラインを突破しなければ面接に進めず、就職活動が長期化してしまいます。
自信を持って就職活動をスタートさせるためにも、ぜひ取り組んでほしい対策講座です。

＝＝ 講座の学習分野 ＝＝
割合・比 ／ 濃度算 ／年齢算、分割払い・代金の精算 ／ 速度算 ／ 推理／グラフの領域 など

就職活動の準備はまずこれから！！

就活対策に欠かせない！！
特に、算数・数学へ苦手意識を持っている人は必見の講座！

2020年度 受講生の声 ※受講生アンケートより

申込をした理由は、SPIに対する苦手意識がとても強かったためです。
小学校から高校にかけて算数・数学がとても苦手だったので、絶対できないと思っていま
したが、動画で解説を聞くことで、分からなかった問題に対して解決力がアップしました。

特に苦手と感じていた「分割払い」や「代金の清算」の理解が深まり、最終的に解け
るようになりました。
効率よく問題を解くテクニックを知ることで、苦手意識がなくなりました。

一生懸命エントリーシートの準備や面接対策をしても、筆記試験を突破できなければ
努力が無駄になってしまうと思い、受講しました。
独学だと悩む時間が多かったと思いますが、講座を受講し、解説を聞くことで効率よく
学習することができました。

春
夏
休

秋
春
休

京都先端 資格検定

お申込み等の詳細は

資格・検定コーナーHPへ


