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1.募集講座一覧 

講 座 名 講 師 講座実施方法  

Word2019（一般レベル） 富士通マイゼミナール講師 
オンライン 

（ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ方式） 

Excel2019（一般レベル） 富士通マイゼミナール講師 
オンライン 

（ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ方式） 

社会福祉士・精神保健福祉士 

国家試験受験スタートアップ講座 

福祉計画学科・福祉臨床学科 

専任教員（オムニバス形式） 
対面（予定）※ 

社会福祉士国家試験対策講座 東京アカデミー講師 対面（予定）※ 

サービス接遇検定２級 青山プロダクション講師  
オンライン 

（ﾘｱﾙﾀｲﾑ+ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ方式） 

総合旅行業務取扱管理者 LEC東京リーガルマインド講師  
オンライン 

（ﾘｱﾙﾀｲﾑ+ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ方式） 

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  
オンライン 

（ﾘｱﾙﾀｲﾑ+ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ方式） 

国内旅行業務取扱管理者 LEC東京リーガルマインド講師  
オンライン 

（ﾘｱﾙﾀｲﾑ方式） 

秘書検定２級 青山プロダクション講師  
オンライン 

（ﾘｱﾙﾀｲﾑ+ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ方式） 

３級ＦＰ技能士資格対策講座 LEC東京リーガルマインド講師 
オンライン 

（ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ方式） 

ビジネスマナースペシャリスト 青山プロダクション講師 
オンライン 

（ﾘｱﾙﾀｲﾑ+ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ方式） 

販売接客スペシャリスト 青山プロダクション講師 
オンライン 

（ﾘｱﾙﾀｲﾑ+ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ方式） 

※ 社会福祉士国家試験対策講座（9 月以降開講予定）及び社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受
験スタートアップ講座については現時点では対面を予定していますが、新型コロナウイルス感染拡
大の状況により、オンライン講座となる可能性があります。 

 

2.受講申込期間 
4 月 19 日(月)～5 月 19 日(水) 23:59 まで 

１)北星オープンユニバーシティのＨＰからお申込みください。 

  2)メールは大学の個人アドレス（＠hokusei.ac.jpのアドレス）を登録し、 

必ずご自身のスマホ等へのメール転送設定を行ってください。 

受講生へ緊急連絡をする場合があるため必ずお願いします 



3.結果通知書配付・支払期限 

申込み翌日午後 ～ 5 月 21 日（金） 
       北星学園生協 1 階カウンター営業時間内 
１)申込みをした翌日の午後以降に学生証と受講料（現金のみ）を持参し、社会連携課（C

館１階）に「結果通知書・受講料支払票」を取りに来てください。 

2)受け取った「結果通知書・受講料支払票」を持参し、北星学園生協（大学会館）1 階カウンタ

ーで受講料をお支払いください。 

４.各講座説明会について（オンライン方式） 
１)前期は、オンライン方式での実施です。各講座の説明動画と資料の URL を CGW（ｷｬﾝﾊﾟｽｶﾞ

ｲﾄﾞウェブ）に掲載しています。視聴期間内であれば何度でも視聴できますので、ご都合に合わ

せて利用してください。 

2)一部講座では、ZOOM を使ったリアルタイムの説明会も予定しています。対象講座、日時、ミー

ティングＩＤ・パスコードは、CGＷに掲載しますのでご利用ください。 

５.注意事項 

１)受講料の支払いが完了した時点で「申込手続完了」となりますので、支払期限には十分ご注

意ください。 

※受講料のお支払いは、北星学園生協の営業時間内としていますが、新型コロナウイルス

感染拡大の状況によっては、営業スケジュールが急遽変更となる可能性があります。 

来学前に必ず生協ホームページ(URL : https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/hokusei/)や

電話 (011-891-2313)で確認してください。 

2)やむを得ない事情によりキャンセルを希望する場合は、支払期限前までに社会連携センター

へ連絡してください。 

受講料支払後のキャンセルはできませんので、十分ご注意ください。 

 

 

                                

              ＊窓口での対応時間：8：45-17：00 

（11：30-12：30 を除く ※土・日・祝日休み） 

                 ＊電話番号：（代表）011-891-2731 

＊メール：open.univ@hokusei.ac.jp 

＊北星オープンユニバーシティ HP 

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

 

【重要】 

新型コロナウィルス感染拡大の状況によっては、日程変更などの可能性もあります。 

その際は、登録されている大学の個人アドレス宛にメールで連絡しますので、定期的に

確認をしてください。 



講座No 211320 講師（区分）

開講年度／開講期 2021年度／前期

実施回数 15

定員 60

最少開講人数 5

講座形態 オンライン

在学生 卒業生 一般 高校生

〇

受講料金 36,850円

在学生のみ
後援会補助適用後受講料

29,480円

レベル

講座のねらい

講座詳細

検定

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

テキスト1

978-4-86510-382-3

よくわかる Word 2019基礎

FOM出版

FOM出版

Word2019（一般レベル）

富士通マイゼミナール講師（委託）

曜日・時間帯
オンデマンド配信
（動画配信のため、好きな時間帯で学んでいただ
きます）

受講対象者

学生に人気の資格「マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト（MOS）」Word科目の合格を
目指す講座です。

大学生活でレポート作成等にとても活用するWordのスキルをこの機会に身につけましょう。
講座では、仕事においても重要視される実践的な文書作成スキルが身につきます。
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操作スキルは「入社前、あるい
は入社後早い段階で基本的な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。
　
講座では、確実にスキルアップしていくことで操作が苦手な方でも無理なく学習いただけま
す。
受講料の他に「テキスト」と「検定料」がセットとなった点も特徴です。

【講座実施方法】
本講座は、動画配信（オンデマンド）方式によるオンライン講座です。

【学習内容】
・文書の管理
・文字、段落、セクションの挿入と書式設定
・表やリストの管理
・参考資料の作成と管理
・グラフィック要素の挿入と書式設定
などについて、確実に学んでいける講座です。

各コマの詳しい日程表については、オープンユニバーシティHPの全体お知らせに掲載しており
ますので、各自ご確認ください。

Word2019スペシャリスト

テキストは受講料に含まれます。



ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

その他注意事項

テキスト2

978-4-86510-430-1

MOS Word 365&2019 対策テキスト&問題集

FOM出版

FOM出版

テキストは受講料に含まれます。

【後援会補助】
在学生（後援会会員の子弟）の受講料支払額は、大学後援会から20％の補助があり、29,480円
となります。

【テキストについて】
テキストは、オープンユニバーシティHPに登録されている住所へ講師から直接郵送いたしま
す。
郵送される教材の中にオンデマンド受講のためのURLも入っております。

【動画視聴期間について】
動画視聴期間は、2021年6月7日（月）～ 2021年7月21日（水）までとなっております。
動画視聴時間は合計約15時間です。

【検定試験について】
検定試験は講座最終受講日から１週間を目安にしておりますが、受験日時は受講者の学習進捗
状況と、ご都合をお聞きし個別に連絡した上で調整いたします。
受験期間は2021年8月31日までです。

【検定試験会場】
富士通エフ・オー・エム （札幌市中央区北1条西2丁目札幌時計台ビル7階）

◎使用ソフト
バージョンは2019です。



講座No 211420 講師（区分）

開講年度／開講期 2021年度／前期

実施回数 15

定員 60

最少開講人数 5

講座形態 オンライン

在学生 卒業生 一般 高校生

〇

受講料金 36,850円

在学生のみ
後援会補助適用後受講料

29,480円

レベル

講座のねらい

講座詳細

検定

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考 テキストは受講料に含まれます。

学生に人気の資格「マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト（MOS）」Excel科目の合格を
目指す講座です。

馴染み難くて苦手な人も多い、表計算アプリのExcelですが、仕事では「表計算」や「グラ
フ」を活用したデータ分析は広く使われるため、苦手なままにはしておけません！
MOS資格は企業からの評価も高く、仕事に必須とも言えるExcel操作スキルは「入社前、あるい
は入社後早い段階で基本的な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。
　
講座では、確実にスキルアップしていくことで操作が苦手な方でも無理なく学習いただけま
す。
受講料の他に「テキスト」と「検定料」がセットとなった点も特徴です。

【講座実施方法】
本講座は、動画配信（オンデマンド）方式によるオンライン講座です。

【学習内容】
・ワークシートやブックの作成と管理
・セルやセル範囲のデータの管理
・テーブルの作成
・数式や関数を使用した演算の実行
・グラフやオブジェクトの作成
などについて、確実に学んでいける講座です。

各コマの詳しい日程表については、オープンユニバーシティHPの全体お知らせに掲載しており
ますので、各自ご確認ください。

Excel2019スペシャリスト

テキスト1

978-4-86510-380-9

よくわかる Excel 2019基礎

FOM出版

FOM出版

Excel2019一般レベル

富士通マイゼミナール講師（委託）

曜日・時間帯
オンデマンド配信
（動画配信のため、好きな時間帯で学んでいただ
きます）

受講対象者



ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

その他注意事項

テキストは受講料に含まれます。

【後援会補助】
在学生（後援会会員の子弟）の受講料支払額は、大学後援会から20％の補助があり、29,480円
となります。

【テキストについて】
テキストは、オープンユニバーシティHPに登録されている住所へ講師から直接郵送いたしま
す。
郵送される教材の中にオンデマンド受講のためのURLも入っております。

【動画視聴期間について】
動画視聴期間は、2021年6月7日（月）～ 2021年7月21日（水）までとなっております。
動画視聴時間は合計約15時間です。

【検定試験について】
検定試験は講座最終受講日から１週間を目安にしておりますが、受験日時は受講者の学習進捗
状況と、ご都合をお聞きし個別に連絡した上で調整いたします。
受験期間は2021年8月31日までです。

【検定試験会場】
富士通エフ・オー・エム （札幌市中央区北1条西2丁目札幌時計台ビル7階）

◎使用ソフト
バージョンは2019です。

テキスト2

978-4-86510-429-5

MOS Excel 365&2019 対策テキスト&問題集

FOM出版

FOM出版



講座No 240003 講師（区分）

開講年度／開講期 2021年度／前期

実施回数 6

定員 70

最少開講人数 30

講座形態 対面（予定）

在学生 卒業生 一般 高校生

〇

受講料金 2,000円

在学生のみ
後援会補助適用後受講料

1,600円

レベル

講座のねらい

講座詳細

検定

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

その他注意事項

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験　スタートアップ講座

田中耕一郎、佐橋克彦、畑亮輔、
松岡是伸、吉田竜平（専任教員）

曜日・時間帯
金曜日
18：15～20：00

受講対象者

テキスト

講義用レジュメ

テキストは講師作成のレジュメ配付となります。

【後援会補助】
在学生（後援会会員の子弟）の受講料支払額は、大学後援会から20％の補助があり、1,600円と
なります。

【開講期間について】
開講期間は、2021年5月28日（金）～ 2021年7月2日（金）です。

【対面実施の場合の欠席について】
欠席の連絡等は不要ですが、欠席した回の録画の提供等はありませんので、あらかじめご了承
ください。

【４年生優先対象講座】
３年生以下での申し込みも可能ですが、原則は４年生を対象にした講座です。

本講座は、2022年2月に実施される社会福祉士・精神保健福祉士国家試験の受験予定者（在学
生）を対象とし、国家試験対策の基本的内容と共通科目5科目について要点解説と問題演習を行
います。

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験の現役合格に向け、基本的な勉強方法を理解するととも
に、受験予定者の動機づけを高めることを目的としたスタートアップ講座です。 全6回のう
ち、第1回は国家試験の概要紹介と基本的な受験勉強の方法、第2回から第6回は、社会福祉士・
精神保健福祉士国家試験の「共通科目」5科目について、ポイント解説と問題演習を行います。
これらを通して、社会福祉士・精神保健福祉士の現役合格に向けた受験勉強をスムーズにス
タートできるようサポートすることを目指します。

【講座実施方法】
対面での実施を予定しておりますが、欠席した回の録画提供等はありませんので、あらかじめ
ご了承ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、直前でオンライン講座となる可能性がありま
すので、併せてご了承ください。

【学習内容】
・国家試験に向けての準備の要点と方法のほか、共通科目のポイント解説及び問題演習を行い
ます。

各コマの詳しい日程表については、オープンユニバーシティHPの全体お知らせに掲載しており
ますので、各自ご確認ください。

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験



講座No 240150 講師（区分）

開講年度／開講期 2021年度／前期

実施回数 24

定員 なし

最少開講人数 45

講座形態 対面（予定）

在学生 卒業生 一般 高校生

〇

受講料金 40,000円

在学生のみ
後援会補助適用後受講料

32,000円

レベル

講座のねらい

講座詳細

検定

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

その他注意事項

社会福祉士国家試験対策講座

東京アカデミー講師（委託）

曜日・時間帯

水曜日
16:20-17:50、18:00-19:30

日曜日　直前演習講義
10:00～17:10

受講対象者

テキスト

実践問題集・直前演習テキスト　

東京アカデミー

テーエーネットワーク

テキストは受講料に含まれます。

【後援会補助】
在学生（後援会会員の子弟）の受講料支払額は、大学後援会から20％の補助があり、32,000円
となります。

【テキストについて】
テキストは、開講初日にお渡しします。
オンライン講座となった場合には、オープンユニバーシティHPに登録されている住所へ講師か
ら直接郵送いたします。

【開講期間について】
開講期間は、9月29日（水）～12月19日（日）までの予定です。
※新型コロナウイルス感染症の影響により変更の可能性があります。

【受講者特典】
3,100円相当の東京アカデミー全国公開模試が無料で受けられます。
会場は東京アカデミーで、12月5日（日）実施予定です。
※日程は後日変更になる可能性があります。

社会福祉士国家試験合格のための講座です。

国家試験の出題傾向を熟知した東京アカデミースタッフが作成したオリジナルテキストを使用
し、試験で狙われやすい重要・頻出事項を効率よく解説し、知識の整理・確認を行います。
（10月～12月）
直前期には総仕上げとして予想問題演習を実施し、実践力を身に着けます。

【講座実施方法】
本講座は、9月開講のため、現段階では対面での実施を予定しています。新型コロナウイルス
感染症の影響により、直前でオンライン講座となる可能性がありますので、ご了承ください。

【学習内容】
現代社会と福祉、社会保障、福祉行財政など国家試験合格のために必要な科目について効率よ
く学習できます。

各コマの詳しい日程表については、オープンユニバーシティHPの全体お知らせに掲載しており
ますので、各自ご確認ください。

社会福祉士国家試験



講座No 245500 講師（区分）

開講年度／開講期 2021年度／前期

実施回数 5

定員 なし

最少開講人数 なし

講座形態 オンライン

在学生 卒業生 一般 高校生

〇

受講料金 18,000円

在学生のみ
後援会補助適用後受講料

14,400円

レベル

講座のねらい

講座詳細

検定

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

テキスト1

978-4-7766-1306-0

サービス接遇検定2級公式テキスト

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

サービス接遇検定２級

（株）青山プロダクション講師（委託）

曜日・時間帯

オンデマンド配信
（動画配信のため、好きな時間帯で学んでいただき
ます）

zoom配信は別途日程調整

受講対象者

テキスト2

978-4-7766-1295-7

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

文部科学省後援サービス接遇検定２級の合格を目指す講座です。

2021年11月7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。

【講座実施方法】
本講座は、5本の動画配信（オンデマンド）方式によるオンライン講座です。
また全５回（各回60分前後）のオンライン講座（zoom）も実施します。過去問への取組み・解
説や講師の実体験を踏まえた説明講座になります。こちらについては、受講確定後、講師から
直接日程調整の連絡があります。

【学習内容】
・サービススタッフの資質、サービスの専門知識そのほか接遇用語・接遇者としての話し方等
の対人能力などについて学びます。

各コマの詳しい日程表については、オープンユニバーシティHPの全体お知らせに掲載しており
ますので、各自ご確認ください。

サービス接遇検定２級



その他注意事項

【後援会補助】
在学生（後援会会員の子弟）の受講料支払額は、大学後援会から20％の補助があり、14,400円
となります。

【テキストについて】
別途購入が必要です。大学生協で購入できます。
受講者確定後に人数分発注しますので、入荷になり次第別途社会連携課からメールでご連絡し
ます。

【検定試験について（2021年11月7日（日）実施）】
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://jitsumu-kentei.jp/kentei-info）」で確認
の上、受験される方は2021年9月1日(水)～10月4日(月)までに申し込んでください。
大学生協でも申し込むことができます。
検定料は4,100円です。

【動画視聴期間について】
動画視聴期間は、5月28日（金）～ 8月31日（火）までとなります。
※視聴するためのURLは受講者確定後、まとめて社会連携課からメールでお知らせします。

【動画視聴とzoom講義について】
動画配信のものは全部で５本になります。（各回25分程度の解説動画です。）
zoom講義については、動画配信とは別で受講者と講師が日程調整の上、別途開催されるもので
す。全5回で各回60分前後の講義となります。
※日程調整については、講師から直接メールで連絡があります。



講座No 250000 講師（区分）

開講年度／開講期 2021年度／前期

実施回数 56

定員 なし

最少開講人数 なし

講座形態 オンライン

在学生 卒業生 一般 高校生

〇

受講料金 99,000円

在学生のみ
後援会補助適用後受講料

79,200円

レベル

講座のねらい

講座詳細

検定

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

テキスト1

オリジナルテキスト

テキスト2

総合旅行業務取扱管理者試験　科目別速習問題集2021

JTB総合研究所発行

2,640円

問題集は５月発売予定です。
大学生協で発注しますので、入荷になりましたら別途社会連携課からお知らせします。

国家資格「総合旅行業務取扱管理者」試験の合格を目指す講座です。

この資格は、旅行会社の営業所には必ず1人以上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、9月試験（予定）の「国内」は国内
旅行のみですが10月試験（予定）の「総合」旅行業務取扱管理者は、国内、海外両方を担当す
ることができます。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、4ヶ月間の短期集中で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、航空会
社や鉄道・ホテル・ブライダルなど幅広く活躍できる資格です。

【講座実施方法】
本講座は、動画配信（オンデマンド）方式とzoomを利用したリアルタイム方式によるオンライ
ン講座です。

【学習内容】
・国内旅行業務取扱管理者と総合旅行業務取扱管理者試験合格に向けて、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。

各コマの詳しい日程表については、オープンユニバーシティHPの全体お知らせに掲載しており
ますので、各自ご確認ください。

総合旅行業務取扱管理者

テキストは受講料に含まれます。

総合旅行業務取扱管理者

LEC東京リーガルマインド講師（委託）

曜日・時間帯

火曜日、木曜日

10:00～12:30、13:00～15:30、18:30～21:00
オンデマンド講義については、好きな時間帯にWeb
上で何度でも受講できます。

受講対象者



【後援会補助】
在学生（後援会会員の子弟）の受講料支払額は、大学後援会から20％の補助があり、79,200円
となります。

【テキスト・問題集について】
・テキストについては、受講料に含まれています。受講料払い込み完了後、1週刊～10日程度
でオンデマンド視聴方法やZOOMアドレスと一緒に送付いたします。
・問題集については、別売りとなりますので、各自大学生協で購入してください。こちらは５
月発売予定となりますので、入荷になりましたら社会連携課から別途メールでお知らせしま
す。

【動画視聴期間について】
動画視聴期間は、2021年9月21日（火）までとなっております。

講座受講の方は、早めの申込みをおすすめいたします。申込みが早く済んだ方は、5月18日
（火）からの生配信講義を受講できます。
詳細日程表にてご確認いただけますが、1回目～4回目の講座については、録画配信で受講する
ことができます。

【国家試験について】
・別途、国家試験受験料
　「国内」９/５（日）予定 5,800円
　「総合」１０/３（日）予定 6,500円
がかかります。
「国内」「総合」各試験とも個人申込。申込締切は「国内」7月上旬（予定）「総合」8月上旬
（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。

【WEB受講について】
講義はZOOMのオンラインとオンデマンド講義なります。受講料払い込み完了後、1週間～10日
程度でテキスト等送付時にオンデマンド視聴方法やZOOMアドレスをお知らせします。オンデマ
ンド講義はオンライン講義日程に関わらず受講可能です。

Web講義は、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。
　

※【再受講料について】※
昨年同講座を受けた方で再度受講する方は、63,600円（後援会補助適用後）で受講できます。

その他注意事項



講座No 250010 講師（区分）

開講年度／開講期 2021年度/前期

実施回数 32

定員 なし

最少開講人数 なし

講座形態 オンライン

在学生 卒業生 一般 高校生

〇

受講料金 72,000円

在学生のみ
後援会補助適用後受講料

57,600円

レベル

講座のねらい

講座詳細

検定

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

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（委託）

曜日・時間帯

火曜日、木曜日

10:00～12:30、13:00～15:30、18:30～21:00  オ
ンデマンド講義については、好きな時間帯にWeb上
で何度でも受講できます。

受講対象者

国内旅行業務取扱管理者の有資格者で国家資格「総合旅行業務取扱管理者」試験の合格を目指
す講座です。

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 (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、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。
※受験科目は「約款」「海外旅行実務」の2科目です。

【講座実施方法】
本講座は、動画配信（オンデマンド）方式とzoomを利用したリアルタイム方式によるオンライ
ン講座です。

【学習内容】
・すでに国内旅行業務取扱管理者試験に合格された方が、総合旅行業務取扱管理者試験合格に
向けて、必要な科目の学習を行います。

各コマの詳しい日程表については、オープンユニバーシティHPの全体お知らせに掲載しており
ますので、各自ご確認ください。

総合旅行業務取扱管理者（国内有資格者）

テキスト1

オリジナルテキスト

テキストは受講料に含まれます。

テキスト2

総合旅行業務取扱管理者試験　科目別速習問題集2021

JTB総合研究所発行

2,640円



テキスト備考
問題集は５月発売予定です。
大学生協で発注しますので、入荷になりましたら別途社会連携課からお知らせします。

その他注意事項

【後援会補助】
在学生（後援会会員の子弟）の受講料支払額は、大学後援会から20％の補助があり、57,600円
となります。

【テキスト・問題集について】
・テキストについては、受講料に含まれています。受講料払い込み完了後、1週間～10日程度
でオンデマンド視聴方法やZOOMアドレスと一緒に送付致します。
・問題集については、別売りとなりますので、各自大学生協で購入してください。こちらは５
月発売予定となりますので、入荷になりましたら社会連携課から別途メールでお知らせしま
す。

【動画視聴期間について】
動画視聴期間は、2021年7月8日（木）～ 2021年9月21日（火）までとなっております。

【国家試験について】
・別途、国家試験受験料
　「総合」１０/３（日）予定 6,500円
がかかり、個人申込みになります。申込締切は8月上旬（予定）になりますので、各自試験実
施団体の日本旅行業協会（JATA）のHP等で確認して下さい。

【WEB受講について】
講義はZOOMのオンラインとオンデマンド講義なります。受講料払い込み完了後、1週間～10日
程度でテキスト等送付時にオンデマンド視聴方法やZOOMアドレスをお知らせします。オンデマ
ンド講義はオンライン講義日程に関わらず受講可能です。

Web講義は、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。
　

※【再受講料について】※
昨年同講座を受けた方で再度受講する方は、46,000円（後援会補助適用後）で受講できます。



講座No 250100 講師（区分）

開講年度／開講期 2021年度/前期

実施回数 29

定員 なし

最少開講人数 なし

講座形態 オンライン

在学生 卒業生 一般 高校生

〇

受講料金 57,250円

在学生のみ
後援会補助適用後受講料

45,800円

レベル

講座のねらい

講座詳細

検定

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

国内旅行業務取扱管理者

LEC東京リーガルマインド講師（委託）

曜日・時間帯

火曜日、木曜日

10:00～12:30、13:00～15:30、18:30～21:00  オ
ンデマンド講義については、好きな時間帯にWeb上
で何度でも受講できます。

受講対象者

国家資格「国内旅行業務取扱管理者」試験の合格を目指す講座です。

9月(予定)に行われる国家試験「国内旅行業務取扱管理者」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、航空関連・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、3ヶ月間という短期
間で効率良く学習し合格を目指します。

【講座実施方法】
本講座は、zoomを利用したリアルタイム方式によるオンライン講座です。

【学習内容】
・国内旅行業務取扱管理者試験合格に向けて、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。

各コマの詳しい日程表については、オープンユニバーシティHPの全体お知らせに掲載しており
ますので、各自ご確認ください。

国内旅行業務取扱管理者

テキスト1

オリジナルテキスト

問題集は５月発売予定です。
大学生協で発注しますので、入荷になりましたら別途社会連携課からお知らせします。

テキストは受講料に含まれます。

テキスト2

総合旅行業務取扱管理者試験　科目別速習問題集2021

JTB総合研究所発行

2,640円



その他注意事項

【後援会補助】
在学生（後援会会員の子弟）の受講料支払額は、大学後援会から20％の補助があり、45,800円
となります。

【テキスト・問題集について】
・テキストについては、受講料に含まれています。受講料払い込み完了後、1週間～10日程度
でオンデマンド視聴方法やZOOMアドレスと一緒に送付致します。
・問題集については、別売りとなりますので、各自大学生協で購入してください。こちらは５
月発売予定となりますので、入荷になりましたら社会連携課から別途メールでお知らせしま
す。

【動画視聴期間について】
動画視聴期間は、2021年8月31日（火）までとなっております。

講座受講の方は、早めの申込みをおすすめいたします。申込みが早く済んだ方は、5月18日
（火）からの生配信講義を受講できます。
詳細日程表にてご確認いただけますが、1回目～4回目の講座については、録画配信で受講する
ことができます。

【国家試験について】
・別途、国家試験受験料
　「国内」９/５（日）予定 5,800円
がかかり、個人申込みです。申込締切は7月上旬になりますので、各自試験実施団体の全国旅
行業協会（ANTA）のHP等で確認して下さい。

【WEB受講について】
講義はZOOMのオンラインとなります。受講料払い込み完了後、1週間～10日程度でテキスト等
送付時に視聴方法やZOOMアドレスをお知らせします。

欠席補講や予習復習用にWeb講義（オンデマンド）３２コマ（１コマ１．５H）も併せて受講が
できます。Web講義は、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。
　
※【再受講料について】※
昨年同講座を受けた方で再度受講する方は、36,600円（後援会補助適用後）で受講できます。



講座No 251600 講師（区分）

開講年度／開講期 2021年度/前期

実施回数 5

定員 なし

最少開講人数 なし

講座形態 オンライン

在学生 卒業生 一般 高校生

〇

受講料金 18,000円

在学生のみ
後援会補助適用後受講料

14,400円

レベル

講座のねらい

講座詳細

検定

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

秘書検定2級

（株）青山プロダクション講師（委託）

曜日・時間帯

オンデマンド配信
（動画配信のため、好きな時間帯で学んでいただ
きます）

zoom配信は別途日程調整

受講対象者

文部科学省後援秘書検定２級の合格を目指す講座です。

2021年11月14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。

【講座実施方法】
本講座は、5本の動画配信（オンデマンド）方式によるオンライン講座です。
また全５回（各回60分前後）のオンライン講座（zoom）も実施します。過去問への取組み・解
説や講師の実体験を踏まえた説明講座になります。こちらについては、受講確定後、講師から
直接日程調整の連絡があります。

【学習内容】
・社会人として必要とされる資質や職務知識・一般知識、そのほかマナー・接遇などについて
学びます。

各コマの詳しい日程表については、オープンユニバーシティHPの全体お知らせに掲載しており
ますので、各自ご確認ください。

秘書検定２級

テキスト1

978-4-7766-1444-9

秘書検定実問題集２級　2021年度版（第116回〜第122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

テキスト2

978-4-7766-1016-8

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



その他注意事項

【後援会補助】
在学生（後援会会員の子弟）の受講料支払額は、大学後援会から20％の補助があり、14,400円
となります。

【テキストについて】
別途購入が必要です。大学生協で購入できます。
受講者確定後に人数分発注しますので、入荷になり次第別途社会連携課からメールでご連絡し
ます。

【検定試験について（2021年11月14日（日）実施）】
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、受験される方は2021年9月1日(水)～10月12日(火)
までに申し込んでください。大学生協でも申し込むことができます。
検定料は4,100円です。

【動画視聴期間について】
動画視聴期間は、5月28日（金）～ 8月31日（火）までとなります。
※視聴するためのURLは受講者確定後、まとめて社会連携課からメールでお知らせします。

【動画視聴とzoom講義について】
動画配信のものは全部で５本になります。（各回25分程度の解説動画です。）
zoom講義については、動画配信とは別で受講者と講師が日程調整の上、別途開催されるもので
す。全5回で各回60分前後の講義となります。
※日程調整については、講師から直接メールで連絡があります。



講座No 252000 講師（区分）

開講年度／開講期 2021年度/前期

実施回数 13

定員 なし

最少開講人数 なし

講座形態 オンライン

在学生 卒業生 一般 高校生

〇

受講料金 16,250円

在学生のみ
後援会補助適用後受講料

13,000円

レベル

講座のねらい

講座詳細

検定

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

3級FP技能士資格対策講座

LEC東京リーガルマインド講師（委託）

曜日・時間帯
オンデマンド配信
（動画配信のため、好きな時間帯で学んでいただき
ます）

受講対象者

2021年9月12日（日）(予定）実施の国家資格　3級ＦＰ技能士試験の合格を目指す講座です。

FP資格は、いまや金融・証券・不動産業界のみならず、企業内でのキャリアアップや、就職活
動でアピール出来る人気資格となっています。また、講座で学ぶ内容は、一般社会において最
低限知っておくべき内容ですので、総務・人事・経理担当はもちろん、あらゆる仕事の業務や
日常生活で役立つ知識が身につきます。
本講座では、各科目を基礎から応用まで、3級FP技能士試験合格に必要な知識を無駄なく学習で
きる講座となっています。

【講座実施方法】
本講座は、動画配信（オンデマンド）方式によるオンライン講座です。

【学習内容】
・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
などについて、無駄なく学んでいける講座です。

各コマの詳しい日程表については、オープンユニバーシティHPの全体お知らせに掲載しており
ますので、各自ご確認ください。

３級FP技能士試験

テキスト1

3級FPスピードマスターテキスト

LEC

テキストは受講料に含まれます。

テキストは受講料に含まれます。

テキスト2

3級FPスピードマスター問題集

LEC



その他注意事項

【後援会補助】
在学生（後援会会員の子弟）の受講料支払額は、大学後援会から20％の補助があり、13,000円
となります。

【テキストについて】
テキストは、受講料払い込み完了後１週間～１０日程度でオープンユニバーシティHPに登録さ
れている住所へ講師から直接郵送いたします。
テキストとは別にオンデマンド受講についての詳細案内を郵送いたします。

【動画視聴期間について】
動画視聴期間については、2021年9月30日（木）までとなっております。
Web講義は、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。

【検定試験について】
別途、学科試験：3,000円、実技試験：3,000円の受験料がかかります。受験の申込について
は、オンデマンド資料郵送の際に併せて案内を送付しますので、かならずご確認ください。

【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。



講座No 253600 講師（区分）

開講年度／開講期 2021年/前期

実施回数 7

定員 なし

最少開講人数 なし

講座形態 オンライン

在学生 卒業生 一般 高校生

〇

受講料金 30,000円

在学生のみ
後援会補助適用後受講料

24,000円

レベル

講座のねらい

講座詳細

検定

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

ビジネスマナースペシャリスト

（株）青山プロダクション講師（委託）

曜日・時間帯

オンデマンド配信
（動画配信のため、好きな時間帯で学んでいただ
きます）

zoom配信は別途日程調整

受講対象者

日本教育実務協会認定「ビジネスマナースペシャリスト」を目指す講座です。

アルバイト、就職活動、就職してから、一生の知的財産となるマナーが身につきます。
学べる内容は、第一印象、身だしなみ、笑顔の効果、あいさつ、お辞儀、立ち居振る舞い、目
線の配り方、言葉遣い、ビジネス会話の進め方、聴き方、質問の仕方、「報告」「連絡」「相
談」、断り方、謝り方、褒め方、セクハラ・パワハラ問題、ビジネス電話（携帯電話のマナー
含む）・ビジネスメール、来客の案内、お茶の出し方、名刺の交換の仕方、紹介のルール、訪
問・面談のマナー、長寿のお祝い、贈り物等、３５項目にわたって社会人のマナーがすべて学
べます。
「マナーもわかっていないのか」「常識を知らないなんて恥ずかしい」と、言わせないために
ビジネスマナースペシャリストという、自信が持てる資格を取得してみませんか？

【講座実施方法】
本講座は、3本の動画配信（オンデマンド）方式によるオンライン講座です。
また全5回（各回60分前後）のオンライン講座（zoom）も実施します。講師の実体験を踏まえ
た説明・解説が聞くことができる講座になります。こちらについては、受講確定後、講師から
直接日程調整の連絡があります。

【学習内容】
・身だしなみ、笑顔の効果、あいさつ、お辞儀、立ち居振る舞い、目線の配り方、言葉遣い、
ビジネス会話の進め方、名刺の交換の仕方、紹介のルール、訪問・面談のマナー、長寿のお祝
い、贈り物等、３５項目にわたって社会人のマナーがすべて学べます。

各コマの詳しい日程表については、オープンユニバーシティHPの全体お知らせに掲載しており
ますので、各自ご確認ください。

テキスト1

ビジネスマナーの基本

日本教育実務協会

日本教育実務協会

データで送信します。
テキストは受講料に含まれています。



ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

その他注意事項

テキスト2

オフィスマナー

日本教育実務協会

日本教育実務協会

データで送信します。
テキストは受講料に含まれています。

【後援会補助】
在学生（後援会会員の子弟）の受講料支払額は、大学後援会から20％の補助があり、24,000円
となります。

【テキストについて】
受講確定後に、講師からテキストのデータを送信します。
※紙媒体での販売はありません。データでの送信のみとなりますが、別料金はかかりません。

【検定試験について】
検定試験等はありません。また、別途の検定料等もかかりません。
指定のレポートを提出いただきます。
レポート提出の際７０点以上で「ビジネスマナースペシャリスト」の認定証を授与します。
７０点に満たなかった場合でも追試があり、合格まで指導しますので安心してください。

【動画視聴期間について】
動画視聴期間は、5月28日（金）～ 8月31日（火）までとなります。
※視聴するためのURLは受講者確定後、まとめて社会連携課からメールでお知らせします。

【動画視聴とzoom講義について】
動画配信のものは全部で3本になります。（合計約２時間となります。）
zoom講義については、動画配信とは別で受講者と講師が日程調整の上、別途開催されるもので
す。全5回で各回60分前後の講義となります。
※日程調整については、講師から直接メールで連絡があります。

データで送信します。
テキストは受講料に含まれています。

テキスト3

接遇スキル

日本教育実務協会

日本教育実務協会



講座No 253900 講師（区分）

開講年度／開講期 2021年度/前期

実施回数 5

定員 なし

最少開講人数 なし

講座形態 オンライン

在学生 卒業生 一般 高校生

〇

受講料金 30,000円

在学生のみ
後援会補助適用後受講料

24,000円

レベル

講座のねらい

講座詳細

検定

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

販売接客スペシャリスト

（株）青山プロダクション講師（委託）

曜日・時間帯

オンデマンド配信（動画配信のため、好きな時間
帯で学んでいただきます）

zoom配信は別途日程調整

受講対象者

日本教育実務協会認定「販売接客スペシャリスト」を目指す講座です。

アルバイト、就職活動、就職してから、一生の知的財産となるマナーが身につきます。
テキストは４冊あり、学べる内容は、販売員や接客者として「売れる人売れない人の違い」
や、パーソナルスペース、会話力、売るためのスキル、提案力といった仕事で役立つ実務的な
スキルが学べます。
他にも、シニア接客のルールや、お客様のタイプ別接客、スタッフ教育に自信が持てる教え
方、クレーム（ご指摘）応対と、幅広い知識が学べます。
接客や販売の仕事をする際にはすぐに活用できる内容が人気です。接客に自信が持てる資格を
取得してみませんか？

【講座実施方法】
本講座は、3本の動画配信（オンデマンド）方式によるオンライン講座です。
また全5回（各回60分前後）のオンライン講座（zoom）も実施します。講師の実体験を踏まえ
た説明・解説が聞くことができる講座になります。こちらについては、受講確定後、講師から
直接日程調整の連絡があります。

【学習内容】
・販売員や接客者として「売れる人売れない人の違い」や、パーソナルスペース、会話力、売
るためのスキル、提案力といった仕事で役立つ実務的なスキルが学べます。

各コマの詳しい日程表については、オープンユニバーシティHPの全体お知らせに掲載しており
ますので、各自ご確認ください。

テキスト1

最高のおもてなしをする接客の心構え

日本教育実務協会

日本教育実務協会

データで送信します。
テキストは受講料に含まれています。

テキスト2

信者的ファンができるお客様戦略法

日本教育実務協会

日本教育実務協会

データで送信します。
テキストは受講料に含まれています。



ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

ISBN

書名

出版社

著者

価格（税込み）

テキスト備考

その他注意事項

テキスト3

スタッフ教育に自信が持てる教え方

日本教育実務協会

日本教育実務協会

データで送信します。
テキストは受講料に含まれています。

【後援会補助】
在学生（後援会会員の子弟）の受講料支払額は、大学後援会から20％の補助があり、24,000円
となります。

【テキストについて】
受講確定後に、講師からテキストのデータを送信します。
※紙媒体での販売はありません。データでの送信のみとなりますが、別料金はかかりません。

【検定試験について】
検定試験等はありません。また、別途の検定料等もかかりません。
指定のレポートを提出いただきます。
レポート提出の際７０点以上で「販売接客スペシャリスト」の認定証を授与します。
７０点に満たなかった場合でも追試があり、合格まで指導しますので安心してください。

【動画視聴期間について】
動画視聴期間は、5月28日（金）～ 8月31日（火）までとなります。
※視聴するためのURLは受講者確定後、まとめて社会連携課からメールでお知らせします。

【動画視聴とzoom講義について】
動画配信のものは全部で4本になります。（合計約4時間となります。）
zoom講義については、動画配信とは別で受講者と講師が日程調整の上、別途開催されるもので
す。全5回で各回60分前後の講義となります。
※日程調整については、講師から直接メールで連絡があります。

データで送信します。
テキストは受講料に含まれています。

テキスト4

もう怖くない！クレーム応対

日本教育実務協会

日本教育実務協会


