
2020年度前期北星オープンユニバーシティ 

在学生限定資格取得講座 

【 追 加 募 集 案 内 】 
在学生限定の資格取得講座は６月２２日(月)が申込期限でしたが、以下の講座について、 

追加募集をすることとしました。募集期間に申込みができなかった方は、この機会に受講申込

みができます。講座詳細については、北星オープンユニバーシティＨＰをご確認ください。 
 

1.追加募集講座（※すべてオンライン講座として開講） 

サービス接遇検定 2級 （株）青山プロダクション講師  P1 

総合旅行業務取扱管理者 LEC東京リーガルマインド講師  P2～4 

総合[国内有資格者]旅行業務取扱管理者 LEC東京リーガルマインド講師  P5～6 

国内旅行業務取扱管理者 LEC東京リーガルマインド講師  P7～8 

秘書検定 2級 （株）青山プロダクション講師  P9 

 

2.追加申込期間 

6 月 23 日(火)9：00 ～ 6 月 26 日(金)23：59 まで 

1）北星オープンユニバーシティの HP http://www.open.hokusei.ac.jp/ からお申込みく

ださい。 

2）登録したメールアドレスは、ご自身のスマホや携帯へのメール転送設定を行ってくださ

い。緊急連絡をする場合があるため必ずお願いします。 
 

3.結果通知配付・支払期限 

  申込翌日午後 ～ 6 月 30 日（火）北星学園生協 1 階カウンター営業時間内 

1）Webでの申し込みが完了したら、翌日の午後以降に、学生証を持参のうえ、社会連携課

（C館 1階）に結果通知書を取りに来てください。 

2）結果通知書と受講料を持って生協（大学会館）１階カウンターで受講料をお支払いくだ

さい。支払が完了した時点で受講確定となりますので、結果通知書を受け取ったら、そ

の日のうちに生協１階に行き、受講料をお支払いください。 
   

4.注意事項 

 やむを得ない事情によりキャンセルする場合は、受講料支払前までに社会連携課に必ず連絡 

を入れてください。受講料支払い後のキャンセルはできません。 

 

メール open.univ@hokusei.ac.jp 

電 話 011-891-2731  

平 日 8:45-17:00 (11:30-12:30 を除く)  

北星オープンユニバーシティ 

ホームページ QR コード 

 

http://www.open.hokusei.ac.jp/


講座No

講師

回数 日程

1 ＷＥＢ受講

2 ＷＥＢ受講

3 ＷＥＢ受講

4 ＷＥＢ受講

5 ＷＥＢ受講

第4章「対人能力（接遇知識・話し方）」 
顧客心理を理解し、能力を発揮することができることと、一般的なマナーや接遇者としての
マナーについて学びます。 
また、接遇用語、接遇者としての話し方、提示の仕方や説明の仕方も学びます。

第5章「実務技能」 
問題処理・環境整備・金品管理・金品搬送・社交業務について実問題を解きながら学びま
す。

なし245500

講義内容

第1章「サービススタッフの資質」
接客者に求められている資質「明るさ」「適切な判断と表現」「身だしなみ」のほか、素直
な態度がとれるか、適切な行動と協調性、清潔感、忍耐力のある行動について学びます。

第2章「専門知識（サービスの知識、従業知識）」 
サービスの意義の理解と、サービスの機能の理解、サービスの種類の理解について学びま
す。また、商業活動や経済活動、商業用語、経済用語も理解します。

第3章「一般知識」 
社会常識と時事問題について学びます。

（本学在学生は本学後援会から受講料18,000円の20％が補助されています）

本学在学生／14,400円

備考

【テキストについて】
北星学園生協で販売します。

【検定試験について】
新型コロナウイルス感染症の状況が日々変化しているため、検定試験実施の有無については各自、「公益財
団法人 実務技能検定協会（https://www.jitsumu-kentei.jp/pc/inquiry.php）」で確認の上、北星学園生
協でお申込みください。
①試験日：11月8日（日）
②申込期間：9月2日（水）～10月5日（月）
③検定料：3,900円

【面接練習について】
動画配信で学ぶだけではなく全２回のオンライン授業を行います。
資格講座のみならず、就職活動でも活かせるオンライン面接のマナーや履歴書・エントリーシートの書き方
もお伝えします。
日程は後日連絡します。

【動画視聴期間について】
動画視聴期間は、10月31日（土）までとなっております。

【在学生限定】

2020年11月8日（日）に実施される文部科学省後援サービス接遇検定2級合格を目指す講座です。
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。
エアライン業界や旅行会社をはじめ、高度な接客が必要なハイレベルな業界に就職したい学生の強い味方に
なってくれる資格です。準1級合格のための面接練習も行います。

テキスト
サービス接遇検定公式テキスト(早稲田教育出版／公益財団法人 実務技能検定協会 編)：1,430円（税込）
サービス接遇検定実問題集　1-2級（第43回～第47回）(早稲田教育出版／公益財団法人 実務技能検定協会
編)：1,650円（税込）

サービス接遇検定2級

曜日・時間帯

講座
内容

回数・定員

（株）青山プロダクション講師 

受講料

定員5 回全

オンデマンド講義（好きな時間帯にWeb上で
何度でも受講できます。）
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講座No

講師

全 66 回 なし

総合旅行業務取扱管理者

曜日・時間帯

講座
内容

回数・定員

LEC東京リーガルマインド講師 

定員250000

オンデマンド講義
（好きな時間帯にWeb上で何度でも受講できます。）

備考

【テキストについて】
北星学園生協で支払と交換でテキストをお渡しします。
すぐに講座受講可能です。
※再受講の方へは、テキストを自宅へ郵送いたします。

【国家試験について】
・別途、国家試験受験料「国内」5,800円「総合」6,500円がかかります。
・「国内」「総合」各試験とも個人申込。申込は「国内」7月6日（月）、「総合」7月中（予定）になり
ますので、各自試験実施団体「国内」は全国旅行業協会（ANTA）、「総合」は日本旅行業協会（JATA）の
HP等で確認して下さい。
※国内については、試験申込日が近づいていますので、ご留意ください。

【講義会場について】
講義は全てWEB講義になります。インターネットに繋がるパソコンやスマートフォンで受講ができます。
　
【WEB講座の動作環境について】動作環境については、
「http：//www.lec-jp.com/onlinestudy/check/」にてご確認ください。
講義動画のデータ容量は１時間あたり「約160MB」です。
無線LAN(Wi-Fi)環境をお勧め致します。
　
【実施・運営について】
LEC東京リーガルマインド札幌校
TEL：011-210-5002　mail：sap-houjin@lec-jp.com　担当：服部・大西・若林

【動画視聴期間について】
動画視聴期間は、10月31日（土）までとなっております。

※【再受講料について】
再受講者の方は、63,600円で受講できます。

【在学生限定】

この資格は、旅行会社の営業所には必ず1人以上の旅行業務取扱管理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。9月6日（日）（予定）に試験が行われる「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、10月4日（日）（予定）に試験が行われる「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。
国内旅行業務取扱管理者の有資格者は、翌年以降の総合旅行業務取扱管理者受験の際、一部科目の試験が
免除されます。当講座では、「国内」・「総合」共に、効率的に学習できるようなカリキュラムを組んで
いますので、短期集中でW合格を目指しましょう。
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、航空関係やホテル・旅館などの宿泊業、ブライダル業界など幅広く活躍できる資
格です。

テキスト オリジナルテキスト(受講料に含まれます)

（本学在学生は本学後援会から受講料99,000円の20％が補助されています）

本学在学生／79,200円
受講料
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回数 日程

1～20 ＷＥＢ受講

21～25 ＷＥＢ受講

26～32 ＷＥＢ受講

33

34

35

36

37

38

39

自宅受験

ＷＥＢ受講
１～３２を受
講してから演
習を受講して
ください。

※８月以降配
信予定 【国内演習６】 分野別演習 観光地理

【国内演習７】 総まとめ

各２．５Ｈ
【国内演習４】 国内実務JRまとめ

【国内演習５】 分野別演習 JR運賃計算

【国内演習２】 分野別演習　旅行業法

【国内演習３】 分野別演習　旅行業約款★

各１．５Ｈ 【旅行業約款】全７回

総則・募集型企画旅行契約①(契約の締結・変
更）★

募集型企画旅行契約②契約の解除・旅程管理・
旅行者の責任・特別補償★

募集型企画旅行契約③旅程保証・旅行者の責
任・受注型企画旅行契約★

国内航空運送約款・モデル宿泊約款・貸切バス
運送約款・フェリー標準約款★

【国内演習１】 模試

各１．５Ｈ 【旅行業法】全５回

目的・登録制度・営業保証金制度

旅行業務取扱料金・旅行業約款・取引条件の説
明・書面の交付・広告・旅程管理

標識の掲示・外務員証の携帯・旅行業者代理業
者・受託契約・旅行業協会・禁止行為・監督・
雑則・罰則

時間

各１．５Ｈ 【国内実務】全２０回

国内観光地理①北海道地方②東北地方③関東地
方④中部地方

国内観光地理⑤近畿地方⑥中国・四国地方⑦九
州・沖縄地方

JR営業規則・運賃計算の基本・運賃計算の特例
①運賃計算の特例②・割引運賃・往復運賃

JRの料金①②③、有効期間・払戻し・団体旅
客・特別企画乗車券・JR時刻表

国内航空運賃.料金・宿泊料金・貸切バス・
フェリー運賃・料金

講義内容
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40～59 ＷＥＢ受講

60

61

62

63

64

65

66

各２．５Ｈ

自宅受験

分野別演習②

【総合演習７】 まとめ

ＷＥＢ受講
４０～５９を
受講してから
演習を受講し
てください。
※８月以降配

信予定

【総合演習５】 分野別演習③

【総合演習２】 【模試２】国内実務・海外実務

【総合演習６】 分野別演習④

【総合演習３】 分野別演習①

【総合演習４】

各１．５Ｈ 【海外実務】全２０回

海外旅行実務①（航空会社、都市・空港のコー
ド、ＯＡＧの見方）

海外旅行実務②（海外の交通・ホテル・レスト
ラン、現地通貨、保険）

国際航空運賃①（基礎知識、基本ルール①）②
（基本ルール②、特別運賃、eチケット）

出入国関係法令①（出入国の流れ、旅券法、査
証）②（検疫、出入国管理、関税、外国の出入
国）

海外観光地理　東アジア、東南アジア、　南ア
ジア、中近東、ヨーロッパ、アフリカ

海外観光地理　北アメリカ、 中・南アメリ
カ、 オセアニア

語学、国際航空運送約款

【総合演習１】 【模試１】業法・約款
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講座No

講師
オンデマンド講義

（好きな時間帯にWeb上で何度でも受講できます。）

全 35 回 なし

総合[国内有資格者]旅行業務取扱管理者

曜日・時間帯

講座
内容

回数・定員

LEC東京リーガルマインド講師 

定員250010

備考

【テキストについて】
テキストはLEC東京リーガルマインドから自宅へ郵送いたします。

【国家試験について】
・別途、国家試験受験料「総合」6,500円がかかります。
・試験は個人申込。申込は7月中（予定）になりますので、各自、試験実施団体　日本旅行業協会
（JATA）のHP等で確認して下さい。

【講義場所について】
講義は全てWEB講義になります。インターネットに繋がるパソコンやスマートフォンで受講ができます。
　
 【WEB講座の動作環境について】動作環境については、
「http：//www.lec-jp.com/onlinestudy/check/」にてご確認ください。
講義動画のデータ容量は１時間あたり「約160MB」です。
無線LAN(Wi-Fi)環境をお勧め致します。

【実施・運営について】
LEC東京リーガルマインド札幌校
※TEL：011-210-5002　　mail：sap-houjin@lec-jp.com　　担当：服部・大西・若林

【動画視聴期間について】
動画視聴期間は、10月31日（土）までとなっております。

※【再受講料について】
再受講者の方は、46,000円で受講できます。

【在学生限定】

すでに国内旅行業務取扱管理者試験に合格された方が、10月4日（日）（予定）に行われる「総合旅行業
務取扱管理者」試験の合格を目指す講座です。
国内合格者の方は、「総合旅行業務取扱管理者試験」を一部科目が免除となるため、国内有資格者の皆様
のために必要な科目のみの学習を行います。
総合旅行業務取扱管理者資格の取得は、国内旅行のみならず、海外旅行を含めたすべての旅行を取り扱う
ことができるため、皆様の今後の活躍の場をより広げることが可能となります。
国内本試験の上級資格である「総合旅行業務取扱管理者」資格取得に向け、短期間で効率良く学習し合格
を目指します。
※受験科目「約款」「海外旅行実務」の2科目

テキスト オリジナルテキスト(受講料に含まれます)

（本学在学生は本学後援会から受講料72,000円の20％が補助されています）

本学在学生／57,600円
受講料
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回数 講義日程

1～7 ＷＥＢ受講

8 ＷＥＢ受講

9～28 ＷＥＢ受講

29

30

31

32

33

34

35

各２．５Ｈ

自宅受験

【総合演習７】 まとめ

ＷＥＢ受講
９～２８を受
講してから演
習を受講して
ください。

※８月以降配
信予定

【総合演習５】 分野別演習③

【総合演習６】

【総合演習２】 【模試２】国内実務・海外実務

分野別演習④

【総合演習３】 分野別演習①～④とまとめ

【総合演習４】 分野別演習②

各１．５Ｈ 【海外実務】全２０回

海外旅行実務①（航空会社、都市・空港のコー
ド、ＯＡＧの見方）

海外旅行実務②（海外の交通・ホテル・レスト
ラン、現地通貨、保険）

国際航空運賃①（基礎知識、基本ルール①）②
（基本ルール②、特別運賃、eチケット）

出入国関係法令①（出入国の流れ、旅券法、査
証）②（検疫、出入国管理、関税、外国の出入
国）

海外観光地理　東アジア、東南アジア、　南ア
ジア、中近東、ヨーロッパ、アフリカ

海外観光地理　北アメリカ、 中・南アメリ
カ、 オセアニア

語学、国際航空運送約款

【総合演習１】 【模試１】業法・約款

２．５Ｈ 【国内演習３】
分野別演習　旅行業約款★
※８月以降配信予定

講義内容時間

各１．５Ｈ 【旅行業約款】全７回

総則・募集型企画旅行契約①(契約の締結・変
更）★

募集型企画旅行契約②契約の解除・旅程管理・
旅行者の責任・特別補償★

募集型企画旅行契約③旅程保証・旅行者の責
任・受注型企画旅行契約★

国内航空運送約款・モデル宿泊約款・貸切バス
運送約款・フェリー標準約款★
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講座No

講師

39 回 定員 なし

オンデマンド講義
（好きな時間帯にWeb上で何度でも受講できます。）

全

国内旅行業務取扱管理者

曜日・時間帯

講座
内容

回数・定員

LEC東京リーガルマインド講師 

250100

備考

【テキストについて】
北星学園生協で支払と交換でテキストをお渡しします。
すぐに講座受講可能です。
※再受講の方へは、テキストを自宅へ郵送いたします。

【国家試験について】
・別途、国家試験受験料5,800円がかかります。
・試験は個人申込。申込は「国内」7月6日（月）になりますので、各自試験実施団体全国旅行業協会
（ANTA）のHP等で確認して下さい。
※国内については、試験申込日が近づいていますので、ご留意ください。

【講義場所について】
講義は全てWEB講義になります。インターネットに繋がるパソコンやスマートフォンで受講ができます。
　
【WEB講座の動作環境について】動作環境については、
「http：//www.lec-jp.com/onlinestudy/check/」にてご確認ください。
講義動画のデータ容量は１時間あたり「約160MB」です。
無線LAN(Wi-Fi)環境をお勧め致します。

【実施・運営について】
LEC東京リーガルマインド札幌校
※TEL：011-210-5002　　mail：sap-houjin@lec-jp.com　　担当：服部・大西・若林

【動画視聴期間について】
 動画視聴期間は、9月30日（水）までとなっております。

※【再受講料について】
再受講の方は、36,600円で受講できます。

【在学生限定】

9月6日（日）（予定）に行われる国家試験「国内旅行業務取扱管理者」試験の合格を目指す講座です。
「国内旅行のみ」を取り扱う旅行業者では、総合旅行業務取扱管理者又は国内旅行業務取扱管理者のいず
れかを一営業所につき必ず一名以上選任することが義務付けられています。
当資格は旅行業界唯一の国家資格であり、観光関連企業への就職を目指す際には周囲との差をつけること
ができます。
また、上級資格である「総合旅行業務取扱管理者」へのステップとして、短期間で効率良く学習し合格を
目指します。

テキスト オリジナルテキスト(受講料に含まれます)

（本学在学生は本学後援会から受講料57,250円の20％が補助されています）

本学在学生／45,800円
受講料
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回数 講義

1～20 ＷＥＢ受講

21～25 ＷＥＢ受講

26～32 ＷＥＢ受講

33

34

35

36

37

38

39

各２．５Ｈ

講義内容

自宅受験

【国内演習７】 総まとめ

ＷＥＢ受講
１～３２を受
講してから演
習を受講して
ください。

※８月以降配
信予定

【国内演習５】 分野別演習 JR運賃計算

【国内演習６】

【国内演習２】 分野別演習　旅行業法

分野別演習 観光地理

【国内演習３】 分野別演習　旅行業約款★

【国内演習４】 国内実務JRまとめ

各１．５Ｈ 【旅行業約款】全７回

総則・募集型企画旅行契約①(契約の締結・変
更）★

募集型企画旅行契約②契約の解除・旅程管理・
旅行者の責任・特別補償★

募集型企画旅行契約③旅程保証・旅行者の責
任・受注型企画旅行契約★

国内航空運送約款・モデル宿泊約款・貸切バス
運送約款・フェリー標準約款★

【国内演習１】 模試

各１．５Ｈ 【旅行業法】全５回

目的・登録制度・営業保証金制度

旅行業務取扱料金・旅行業約款・取引条件の説
明・書面の交付・広告・旅程管理

標識の掲示・外務員証の携帯・旅行業者代理業
者・受託契約・旅行業協会・禁止行為・監督・
雑則・罰則

時間

各１．５Ｈ 【国内実務】全２０回

国内観光地理①北海道地方②東北地方③関東地
方④中部地方

国内観光地理⑤近畿地方⑥中国・四国地方⑦九
州・沖縄地方

JR営業規則・運賃計算の基本・運賃計算の特例
①運賃計算の特例②・割引運賃・往復運賃

JRの料金①②③、有効期間・払戻し・団体旅
客・特別企画乗車券・JR時刻表

国内航空運賃.料金・宿泊料金・貸切バス・
フェリー運賃・料金
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講座No

講師

回数 日程

1 ＷＥＢ受講

2 ＷＥＢ受講

3 ＷＥＢ受講

4 ＷＥＢ受講

5 ＷＥＢ受講

第4章「マナー・接遇」 
人間関係の重要性について、話し方や聞き方、敬語の使い方、間違い言葉といった言葉遣
いを理解します。 
また、報告、説明、説得、注意と忠告の仕方、苦情処理、断り方についても学びます。 
電話応対や接遇、慶事や弔事のマナーも学びます。

第5章「技能」 
会議の知識、ビジネス文書の作成、文書の取り扱いの注意点、文書や資料管理、オフィス
管理を学びます。

なし251600

講義内容

第1章「必要とされる資質」 
社会人としての心構えを学びます。会社はどのような会社員を必要としているのか、求め
られているのかが理解できます。 
処理能力や行動力、判断力、理解力、洞察力、人間関係処理能力について学びます。

第2章「職務知識」 
組織の中で若手社員はどのような振る舞いをしなければならないのかが理解できます。定
型業務、非定型業務、効率的な仕事の進め方を学びます。

第3章「一般知識」 
人事や労務、会計財務、手形と小切手、金融、税務、生産管理、マーケティング、会社を
めぐる法律などを理解していきます。

（本学在学生は本学後援会から受講料18,000円の20％が補助されています）

本学在学生／14,400円

備考

【テキストについて】
北星学園生協で販売します。

【検定試験について】
新型コロナウイルス感染症の状況が日々変化しているため、検定試験実施の有無については各自、「公益
財団法人 実務技能検定協会（https://www.jitsumu-kentei.jp/pc/inquiry.php）」で確認の上、北星学
園生協でお申込みください。
①試験日：11月15日（日）
②申込期間：9月2日（水）～10月14日（水）
③検定料：4,100円

【動画視聴期間について】
動画視聴期間は、10月31日（土）までとなっております。

【在学生限定】

2020年11月15日（日）に実施される文部科学省後援秘書検定2級合格を目指す講座です。
『あいさつがきちんとできる』『感じの良い来客応対ができる』『ビジネスマナーが身につく』『正しい
敬語の使い方ができる』『電話の受け方・かけ方に間違いがない』『上司への接し方をわきまえられる』
『気配り・目配り・心配りが身につく』などといったことが学べる内容です。
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。

テキスト

秘書検定実問題集2級　2020年度版（第114回〜第119回）(早稲田教育出版／公益財団法人　実務技能検定
協会　編)：1,540円（税込）
秘書検定クイックマスター2級　改訂新版(早稲田教育出版／公益財団法人　実務技能検定協会　編)：
1,320円（税込）

秘書検定2級

曜日・時間帯

講座
内容

回数・定員

（株）青山プロダクション講師

受講料

定員5 回全

オンデマンド講義（好きな時間帯にWeb上で
何度でも受講できます。）
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