
北 星 オ ー プ ン ユ ニ バ ー シ テ ィ

Word/Excel

春季オンライン講座で、
パソコン資格を勝ちとる

いま、若者のパソコンスキル低下が社会問題となっています。

仕事で求められる「使い方」を十分に習得できている人は

皆さんが思うよりも意外に少ないのが現実です。

学生のうちに十分な実務パソコン操作スキルを身につけることで、

就職活動はもちろん、大学の勉強･研究にも役立ちます。

パソコン資格

対策講座

完全オンライン講座で実施

新型コロナ感染防止の観点から

対策講座は「オンライン」で開講します

オンデマンド型による配信のため

好きな時間に 自分のペースで

効率的に学習いただけます

受講期間：
2021/2/10～2021/3/29
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なぜ大学生にパソコン資格が必要なのか

■若者のパソコンスキル低下が社会問題化 ～実は危ない「できるつもり」

近年、大学生など若い世代のパソコン操作スキルが

低下傾向にあり、企業などの職場で問題視されている

ことをご存知でしょうか？

『若者のパソコン離れが
深刻』

『若者のパソコン保有率
が先進国で最低レベル』

■１～２年生にも受けやすい､パソコン資格

「資格は就活が始まる3年生になったら」と考えていませんか？

昨年度、北星学園大学では、パソコン資格講座を受けた

１～2年生は全受講者の約81％を占めました。

2019年度 北星学園大学実績(※集合教育で実施)

パソコン操作は早い段階に身につけることで、

就活だけでなく、大学のレポート作成等にも役立ちます！

1年生

2年生

自宅で仕事をする テレワークの普及など、パソコン操作スキルは益々重要に！

■世界共通のパソコンビジネス資格を取ろう！

講座で取得を目指す資格は、世界共通のビジネス資格として有名な

「マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト」（略称MOS）。

WordやExcelなど仕事で使うアプリを使いこなせるかが試されます。

就活やインターンシップを控えた大学生など、若い層に人気です。

3年生

4年生
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合格実績

※MOS公式サイトより抜粋

マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト(MOS) Word2016 スペシャリスト

オンライン講座
＋検定試験

受講方法

機能を駆使することで

正しく美しい文書の

作成スキルが身につきます

スペシャリストWord
ビ ジ ネ ス で 求 め ら れ る 文 書処理 ス キ ル を身 に つ け る

業務において中核的存在と言える文書作成（ワープロ処理）。Wordは日々の業務において欠くことのできないソフトであり、ビジネス・スキルを

証明する本資格は、企業からの評価も高く、就職活動を控えた学生やスキルアップを目指す社会人に人気の資格です。

ビジネスツールとしてのWordをどれだけ使いこなせるかの「実務スキル」を証明してくれます。

合格率 100％（北星学園大学 2019年度の年間実績 ※集合研修で実施）

受講料＋教材料＋検定料金(セット申込)

特別価格：36,850円(税込)

お支払い額：29,480円（税込）※補助は大学院生/留学生は該当しません

講座は全て、インターネット経由での動画配信による「オンライン講座」で実施となります。

①教材/資料の送付(2月上旬)

教材と資料はご自宅へ開講日

までに郵送で届きます

②オンライン学習期間(2021/2/10～3/29迄) ③検定受験(～2021/3/30迄)

検定試験は弊社会場で

受験いただきます

受験日時の都合を
メールにて回答

検定受験
日時の確定

メールにて受験
日時を通知

ご自宅等のインターネットが接続できてWord/Excelアプリ

がインストールされたWindowsパソコンにて受講します

※必ず期間内に受験いただきます

受験日時はオンライン学習が終わって

準備が整った方から順次個別に調整

して決めていきます。

(例：すぐに学習が終わった方は2月

のうちに受験いただくことも可能です)

左記価格には1回分の検定受験料金も含まれています(受験の有効期限2021/3/30迄)。
「受講料」＋「教材（4,400円）」＋「検定料（10,780円→学割8,580 円）」の総額

在学生は大学後援会から”20％補助”がありお支払い額は下記となります
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※MOS公式サイトより抜粋

マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト(MOS) Excel2016 スペシャリスト

学内講座
＋検定試験

苦手 な ま ま に し て お け な い ！表計算 ソ フ ト を 完 全 マ ス タ ー ！

高度な計算を簡単に行うことが出来る表計算ソフト・Excelのスキルを計る資格。最もスタンダードな資格として、就職活動を控えた学生や、

社会人に幅広く人気の資格。苦手な人も少なくないExcelですが、ビジネスの現場で広く普及しており、使いこなすスキルが強く求められています。

どれだけ効率良く・正確に業務に活かせるか？「実務スキル」を証明する資格です。

スペシャリストExcel

Excel苦手な人も多いですが

資格の勉強をつうじて

基礎からシッカリ身につけよう

合格実績

受講方法

合格率 100％（北星学園大学 2019年度の年間実績 ※集合研修で実施）

受講料＋教材料＋検定料金(セット申込)
左記価格には1回分の検定受験料金も含まれています(受験の有効期限2021/3/30迄)。
「受講料」＋「教材（4,400円）」＋「検定料（10,780円→学割8,580 円）」の総額

※補助は大学院生/留学生は該当しません

講座は全て、インターネット経由での動画配信による「オンライン講座」で実施となります。

①教材/資料の送付(2月上旬)

教材と資料はご自宅へ開講日

までに郵送で届きます

②オンライン学習期間(2021/2/10～3/29迄) ③検定受験(～2021/3/30迄)

検定試験は弊社会場で

受験いただきます

受験日時の都合を
メールにて回答

検定受験
日時の確定

メールにて受験
日時を通知

ご自宅等のインターネットが接続できてWord/Excelアプリ

がインストールされたWindowsパソコンにて受講します

※必ず期間内に受験いただきます

受験日時はオンライン学習が終わって

準備が整った方から順次個別に調整

して決めていきます。

(例：すぐに学習が終わった方は2月

のうちに受験いただくことも可能です)

特別価格：36,850円(税込)

お支払い額：29,480円（税込）

在学生は大学後援会から”20％補助”がありお支払い額は下記となります
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オンラインでの学習方法（受講イメージ）

① ご自宅にＩＤ、パスワードと教材・補助資料が届きます（2021年2月上旬）

大学に登録している住所以外の場所に送付を希望する方は、

下記へお電話下さい。

富士通エフ・オー・エム株式会社 tel:011-210-5191

（平日 9:00～17:00)

② eラーニングで学習を進めます（解き方を習得！）

ＩＤとパスワードで専用サイトにアクセスすると、左記のように

学習動画の一覧が表示されます。

計画的に学習を進めましょう。

講師の動画 画面解説 ポイント解説

③ 模擬試験を繰り返し行って、試験方法に慣れます（制限時間内に正確に解く！）

受講期間：
2021/2/10～2021/3/29

本番の検定試験ソックリの模擬試験プログラムをＰＣに

インストールし、繰り返し挑戦してください。

弱点がどこなのか、チャートを確認しながら克服していきます！

学習スタイルの例：

タブレットやスマホで講習動画を観ながら

お手元のＰＣで操作

比較的画面が大きいＰＣであれば

講習動画とアプリを分割表示して操作

分からない操作は、サポート窓口にご連絡ください

メール、電話でサポートを受けることができます

④ 試験日を確定して、検定試験を受験

模擬試験で自信がついたら、検定試験日を決定し、受験します。絶対合格を目指しましょう！

tel:011-210-5191
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お申込み方法（W e b サ イ ト に て申込 、生協で支払）

申込期間： 2020年12月7日(月)～2 0 2 1年 1月 1 5日 (金 ) 2 3 : 5 9 ま で

①Webサイトから申込

下記URLをクリック

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

①Webサイトから申込
北星オープンユニバーシティ

Webサイトよりお申込

③生協でお支払い
大学生協１階 カウンターにて

受講料金をお支払

②支払票を入手
申込の翌日午後以降に

社会連携センター窓口で

「受講料支払票」を受け取る

申込手順

④
申込
完了

受講申込には、北星オープンユニバーシティの「ユーザーID」と

「パスワード」が必要です。初めて利用される方は、上記URL内

の〔新規受講者登録〕から手続きして下さい。

既にユーザーIDをお持ちの方はログインし、メニュー〔講座検索・

申込〕から、申込をするコースを選んで手続きしてください。

②支払票を入手

Ｃ館・1階 社会連携センター窓口にて「支払票」を受け取り

①で申込をした翌日の午後以降に、Ｃ館・1階「社会連携セン

ター」窓口に行き、「支払票」を受け取ってください。

※生協での支払時に、この「支払票」が必要となります。

③生協でお支払い

お支払いは、12月8日(火)～1月19日(火)まで ※生協営業時間をWebサイト等で必ずご確認ください

「支払票」を持って、大学生協１階カウンターにて、受講料を

お支払い下さい。各コース 29,480円(税込)となります。

④申込完了

申込完了後、教材およびオンライン講座を受けるための ID／パスワード 等を別途郵送でお送り

します。ご自宅への郵送物到着は2021年2月上旬を予定しています。

※大学に登録している住所以外の場所に送付を希望する方は、下記までお電話下さい。

富士通エフ・オー・エム株式会社 tel:011-210-5191（平日 9:00～17:00)

https://www.open.hokusei.ac.jp/
tel:011-210-5191
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講座について詳しく知りたい方（説明動画）

「どのような資格なの？」、「どんなスキルが身に付くの？」など

気になる部分をご紹介する動画をYouTubeで限定配信しています。

←ＱＲコードもしくは下記URLをクリックして動画をご覧ください。

https://youtu.be/262_lMRpoFM

講座の学習環境

講座を受けるには、Windowsパソコン、インターネット回線、アプリのWord、Excelが必要となります。

ご自宅にパソコンのある方

①Windowsパソコン (Windows8 または 10)

②Wordアプリ (Word2016,2019,または365)※

③Excelアプリ (Word2016,2019,または365)※

④インターネット回線 (動画視聴)

※Macは非対応(模擬試験アプリが非対応)

(例)ノートPCと、スマホ/タブレットで学習

(例)大きいディスプレイを持つPCでの学習

講座動画の
視聴

講座動画をスマホやタブレットで

観てながら、パソコンで操作する

など柔軟な学習スタイルも可能です

画面の大きなパソコンでは

講座動画とアプリを並べて配置して

動画を見ながらパソコン操作をする

と効率的に学習いただけます

ご自宅にパソコンが無い方

大学のパソコンが設置された情報実習室にて、学習が

可能です。情報実習室の利用可能日(開館日)は、

下記URLをクリックしてご確認ください。

https://cgw.hokusei.ac.jp/ipc/

情報実習室のパソコンは画面が大きいため

講義動画の画面とアプリを並べて配置して

動画を見ながら操作すると

効率的に学習いただけます

(模擬試験アプリも対応しています)

〔注意〕 情報実習室ではWiFiは使えません

※模擬試験アプリには「デスクトップアプリ版」が必要です

Officeアプリ(WordやExcel)は、「ストアアプリ版」と「デスクトップア

プリ版」の2種類があり模試の実施にデスクトップアプリ版が必要です
【確認方法】Windowsの《スタート》→《設定》→《アプリ》→《アプリと機能》の一覧で「Microsoft 

Office Desktop Apps」と表示されていたら、ストアアプリ版です。デスクトップアプリ版の場合は、

「Microsoft Office XXXX 2016-ja-jp」と表示されます。ストアアプリ版のライセンスをお持ちの方

は、一般的にデスクトップアプリ版に切り替えることが可能です。詳しくは受講者にご案内いたします。

★模擬試験アプリとは

MOS検定試験は、パソコン操作による実技試験です。この試験出題方式に慣れていただく為に、講習内では本番試験に似た出題画面を再現する、

模擬試験アプリを用いて練習します。このアプリは皆さんが学習するパソコンにインストールして使います(＝模試アプリはMac非対応です)。

（例）自分のタブレットをWiFiで繋いで教材を見ながら、教室ＰＣで操作ができません

https://youtu.be/262_lMRpoFM
https://cgw.hokusei.ac.jp/ipc/
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在学生は最新アプリをダウンロードできます

北星学園大学の在学生は、学生が所有するパソコンで、最新のOfficeアプリ(WordやExcel等)が

使えるようになりました。

ご自宅のパソコンで、MOS対策講座を受講を考えている方の中で、Officeアプリをお持ちでない方は、

アプリをダウンロードしてお使いいただけます！

★アプリのダウンロード方法は下記を参照ください（クリックで開きます）

https://cgw.hokusei.ac.jp/ipc_news/12497/

【試験会場】

札幌市中央区北1条西2丁目1 札幌時計台ビル7階

富士通エフ・オー・エム 時計台ビル教室

JR札幌駅より徒歩10分/札幌市営地下鉄・大通駅より徒歩5分

札幌時計台ビル
７階→

講習はオンライン講座で実施いたしますが、検定試験は下記会場で実施します。

検定試験の会場（全コース共通）

・検定の受験日時は教材発送時(2021年2月上旬)に、案内を同封させていただきます。

・弊社が設定する検定試験の候補日時(複数アリ)を前述の案内にてお知らせいたしますが、

もし、それら候補日時では、都合が悪い場合､最長で2021年3月30日迄の期間内で個別に

受験日時の調整を行いますのでご安心ください。

(※勉強が早く終わってスグにでも受験したい！等の際も調整可能です)

(※一度確定した受験日時は変更ができませんのでご注意ください)

札幌時計台

富士通エフ・オー・エム株式会社 北海道支社

札幌市中央区北2条西4丁目1番地 jp.fujitsu.com/fom

お問い合せ 富士通マイゼミナール札幌会場

電話: 011-210-5191 Eメール miki.yoshihito@fujitsu.com （担当：三木）

検定試験は「50分間」の実技試験です。

タイピング(キーボードを打つ速さ)は問われません。打つのが苦手でも大丈夫！

※試験会場は感染対策をしています

https://cgw.hokusei.ac.jp/ipc_news/12497/
mailto:miki.yoshihito@fujitsu.com?subject=Hokusei%20Univ%20QA

