
OMA受講方法

★ 「資格・ライセンス取得コース」に、2020年度から新たに加わったのが、

「ビジネス能力検定対策講座」「宅地建物取引士養成講座」「ダイエット検

定対策講座」「フォーマルウエア入門講座」の4講座です。

★ これらを含めて、本年度のOMAでは、資格取得を目指す講座が24講座

開講されます（具体的なラインアップは下記リストの通り）。

★ この中でビジネス系資格人気トップ3の「日商簿記」「宅建」「ＦＰ」は、全制

覇を目指して各時点においては１つの資格に全力集中できるよう、以下

の通り、万全の年間スケジュールが組まれています。

①日商簿記検定対策講座（４月～６月） ⇒検定試験（６月１４日）

②宅地建物取引士養成講座（６月～１０月） ⇒資格試験（１０月１８日）

③ＦＰ技能士養成講座（１０月～１月） ⇒検定試験（１月２４日）

≪経営全般・ＩＴ≫
ビジネス能力検定対策講座

インターネット検定対策講座

ニュース検定対策講座

≪観光・イベント≫
ホテルインスペクター養成講座

東京シティガイド検定対策講座

初級ビジネス韓国語講座

スポーツボランティア養成講座

イベント検定対策講座

≪色彩≫
色彩スペシャリスト養成講座

パーソナルカラリスト養成講座

≪ヘルスマネジメント≫
ヘルスマネジメント講座

ダイエット検定対策講座

≪不動産・財務・金融≫
宅地建物取引士養成講座

日商簿記検定対策講座

ＦＰ技能士養成講座

≪マナー≫
フォーマルウエア入門講座

マナー・プロトコール講座

≪リベラルアーツ≫
数学的思考力養成講座

ナチュラル敬語力講座

≪営業≫
営業基礎講座

営業ヒアリング力養成講座

営業提案力養成講座

営業クロージング力養成講座

価格設定士養成講座



敬語力  ナチュラル敬語力講座 14 F P  ＦＰ技能士養成講座 33

思考力  数学的思考力養成講座 15 ビジ検  ビジネス能力検定対策講座 33

営業基礎  営業基礎講座 16 マナー  マナー・プロトコール講座 34

営業ヒア  営業ヒアリング力養成講座 16 フォーマル  フォーマルウエア入門講座 34

営業提案  営業提案力養成講座 16 色彩  色彩スペシャリスト養成講座 34

営業クロ  営業クロージング力養成講座 16 パソカラ  パーソナルカラリスト養成講座 35

価格  価格設定士養成講座 17 ダイエット  ダイエット検定対策講座 35

ニュース  ニュース検定対策講座 19 スポボラ  スポーツボランティア養成講座 35

I T  インターネット検定対策講座 20 ホテル  ホテルインスペクター養成講座 36

ヘルス  ヘルスマネジメント講座 25 東京  東京シティガイド検定対策講座 36

宅建  宅地建物取引士養成講座 32 韓国語  初級ビジネス韓国語講座 36

簿記  日商簿記検定対策講座 32 イベント  イベント検定対策講座 37

≪資格・ライセンス取得コース≫

次ページ以降で紹介されている講座の中で、
「資格・ライセンス取得コース」の講座には、
このマークが付されています。

資格

ライセンス

取得



●教材費／なし ●【春】【秋】【冬】はすべて同じ内容です。

【春】 【春】

【秋】 【秋】

【冬】

●教材費／なし ●受検料／１回：４,０００円（税込）　インターネットを介しての受検

●教材費／なし

 敬語力演習Ⅰ・Ⅱ 5/3 日 5限・6限  敬語力演習Ⅰ・Ⅱ 5/4 月 3限・４限

 文章表現力Ⅰ・Ⅱ 5/30 土 ４限・５限

リベラルアーツプログラム

伝わる文章表現力講座

文章表現力に才能は必要ありません。いくつかの基本的な「約束事」を覚えるだけで、誰でも読み手にきちんと伝わる文章になります。
この講座では基本的な約束事に加え、書き手の魅力を伝え、読み手に「この人に会ってみたい」「もっと知りたい」と思わせるためのテク
ニックを伝授します。講師は『ＭＡＱＵＩＡ』『ＢＡＩＬＡ』『ＬＥＥ』『ＭＡＲＩＳＯＬ』などの女性誌で美容記事を執筆する小田ユイコ氏です。

●回数／全２回

科　目 月　日 曜　日 時　限

リベラルアーツプログラム

ナチュラル敬語力講座

ビジネスの現場においては、敬語が不可欠です。それは、相手に不快感を与えないための最低限のマナーであるとともに、きちんとした
言葉遣いができるかどうかだけで、「仕事ができる人かどうか」が判断されてしまうからです。本講座では正しく自然な敬語を身につける
とともに、点数によって合格する級が決まる「敬語力検定」（日本サービスマナー協会）でより高い級の合格を目指します。

●回数／全２回

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日 曜　日 時　限

 幾何学演習Ⅱ 12/17 木 ３限

科　目 月　日 曜　日 時　限

 論理学・算術・幾何学導入
　　　　　　*同じ内容です。

　　　　ご都合の良い時限にご出席ください。

11/19 木
１限

３限

 幾何学演習Ⅰ・Ⅱ 9/16 水 ４限・５限  幾何学演習Ⅰ・Ⅱ 10/1 木 ４限・５限

 幾何学演習Ⅰ 12/10 木 ３限

月　日 曜　日 時　限

 論理学・算術・幾何学導入 9/16 水 ３限  論理学・算術・幾何学導入 9/28 月 ５限

4/28 火 ４限

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目

 論理学・算術・幾何学導入
　　　　　　*同じ内容です。

　　　　ご都合の良い時限にご出席ください。

 幾何学演習Ⅰ・Ⅱ 5/1 金 1限・2限

4/23 木 4限  論理学・算術・幾何学導入 4/27 月 2限

４限・５限4/24 金 ４限  幾何学演習Ⅰ・Ⅱ 5/1 金

リベラルアーツプログラム

幾何学集中講座

適性検査のうち図形を扱った空間把握と言われている分野はリベラルアーツの7科目の中の幾何学をマスターすることで活路が開け
ます。空間把握はセンスや才能の問題ではありません。空間把握の基礎となる問題の演習と解説を集中的に繰り返し、正しい解き方
を身につけ、苦手意識を克服しましょう。受講後は「数学的思考力養成講座」の受講をお勧めします。

●回数／全３回

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日 曜　日 時　限

資格

ライセンス

取得

千代田キャンパス 多摩キャンパス

千代田キャンパス 多摩キャンパス

千代田キャンパス

千代田キャンパス 多摩キャンパス

千代田キャンパス
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●回数／Ａコース：７回 ●教材費／２,０００円 ●【春】【秋】【冬】はすべて同じ内容です。

　　　　　　Ｂコース：7回 ●Ａ・Ｂコースは、同一レベルで異なる問題演習です。

【春】

●水曜Ａコース ●木曜Ｂコース

【秋】

●木曜Ａコース ●金曜Ｂコース

【冬】 【冬】

●集中Ａコース

●集中Bコース

 思考力演習 Ｂ－１ ～ Ｂ－３ 2/15 月 １限～3限

 思考力演習 Ｂ－４ ～ Ｂ－６ 2/16 火 １限～3限

科　目 月　日 曜　日 時　限

 思考力演習入門 12/19 土 １限

 思考力演習 Ａ－１ ～ Ａ－３ 1/5 火 １限～3限

 思考力演習 Ａ－４ ～ Ａ－６ 1/7 木 １限～3限

曜　日 時　限

 思考力演習入門 12/19 土 １限  思考力演習入門 12/21 月 １限

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日

金 ２限

 思考力演習 Ａ－６ 11/5 木 １限  思考力演習 Ｂ－６ 11/6 金 ２限

 思考力演習 Ａ－５ 10/29 木 １限  思考力演習 Ｂ－５ 10/30

金 ２限

 思考力演習 Ａ－４ 10/22 木 １限  思考力演習 Ｂ－４ 10/16 金 ２限

 思考力演習 Ａ－３ 10/8 木 １限  思考力演習 Ｂ－３ 10/9

金 ２限

 思考力演習 Ａ－２ 10/1 木 １限  思考力演習 Ｂ－２ 10/2 金 ２限

 思考力演習 Ａ－１ 9/24 木 １限  思考力演習 Ｂ－１ 9/25

曜　日 時　限

 思考力演習入門 9/17 木 １限  思考力演習入門 9/18 金 ２限

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日

木 ２限

 思考力演習 Ａ－６ 6/17 水 1限  思考力演習 Ｂ－６ 6/18 木 ２限

 思考力演習 Ａ－５ 6/10 水 1限  思考力演習 Ｂ－５ 6/11

木 ２限

 思考力演習 Ａ－４ 6/3 水 1限  思考力演習 Ｂ－４ 6/4 木 ２限

 思考力演習 Ａ－３ 5/27 水 1限  思考力演習 Ｂ－３ 5/28

5/7 木 ２限

木 ２限

 思考力演習 Ａ－２ 5/20 水 1限  思考力演習 Ｂ－２ 5/21 木 ２限

 思考力演習 Ａ－１ 5/13 水 1限  思考力演習 Ｂ－１ 5/14

科　目 月　日 曜　日 時　限

 思考力演習入門 12/21 月 １限

リベラルアーツプログラム

数学的思考力養成講座

適性検査の結果を大きく左右するのが非言語分野です。中でも思考力は差が付きやすく、入社後のあらゆる業務の基礎となり、重視
されるようになってきました。「数学・思考力検定３級」の合格を目標にしたプログラムをクリアすれば、適性検査の非言語分野も怖くあ
りません。春、秋、冬とも同一内容、オリンピック・パラリンピックに対応したテレワークコースも活用してください。

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日 曜　日 時　限

 思考力演習入門 5/6 水 1限  思考力演習入門

資格

ライセンス

取得

春：「数学・思考力検定」団体受検日 ◆ 千代田 ６月 ２７日(土) 受検料： ２，５５０円（税込）

秋：「数学・思考力検定」団体受検日 ◆ 千代田 １１月 ８日(日) 受検料： ２，５５０円（税込）

冬：「数学・思考力検定」団体受検日 ◆ 千代田 ２月 １９日(金) または ２月 ２０日(土) 受検料： ２，５５０円（税込）

千代田キャンパス 多摩キャンパス

千代田キャンパス

千代田キャンパス

 １５



●回数／全３回 ●教材費／なし ●資格試験料／ＯＭＡ受講者に限り無料

●回数／全３回 ●教材費／なし ●資格試験料／ＯＭＡ受講者に限り無料

●回数／全３回 ●教材費／なし ●資格試験料／ＯＭＡ受講者に限り無料

●回数／全３回 ●教材費／なし ●資格試験料／ＯＭＡ受講者に限り無料

10/10 土 １限

月

曜　日 時　限 科　目 月　日 曜　日

月

土 ６限  営業クロージング力資格試験 7/20

6/13 土 ４限 ・ ５限  営業提案力Ⅰ・Ⅱ 6/8

５限

月 ５限

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日 曜　日 時　限

営業コアプログラム

営業クロージング力養成講座

お客様の欲求を高め、購入機会を提供することで、お客様に自らの意思で購入することを表明させるとともに、それが継続的な取引関
係に結びつくようなクロージングの手法を身につけます。修了試験に合格すると、「営業能力資格（クロージング力）」（日本営業科学協
会）が認定されます。

 営業クロージング力Ⅰ・Ⅱ 7/11 土 ４限 ・ ５限  営業クロージング力Ⅰ・Ⅱ 7/6 月 ３限 ・ ４限

 営業クロージング力資格試験 7/18

時　限

営業コアプログラム

営業提案力養成講座

お客様の真のニーズを満たす手段や方法に、自社の商品やサービスを巧みに組み込み、それがお客様に好意的に受け止めてもらえ
るように効果的にプレゼンテーションを行う方法を学びます。修了試験に合格すると、「営業能力資格（企画・提案力）」（日本営業科
学協会）が認定されます。

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日 曜　日 時　限

月 ５限

営業コアプログラム

営業基礎講座

「営業とは何か？」「営業の重要性」「営業を構成するプロセス」「営業のタイプ分け」「営業に関する誤解」などの営業の基本中のキホ
ンをコンパクトに学びます。修了試験に合格すると、「営業能力資格（営業基礎）」（日本営業科学協会）が認定されます。

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日 曜　日 時　限

 営業基礎Ⅰ・Ⅱ 5/2 土 ５限・６限  営業基礎Ⅰ・Ⅱ 5/4

営業コアプログラム

営業ヒアリング力養成講座

営業の成否を決定づけるとも言える、お客様からできる限り多くの情報を傾聴し、その中から真のニーズを引き出す「効果的なヒアリン
グの方法」を習得します。修了試験に合格すると、「営業能力資格（ヒアリング力）」（日本営業科学協会）が認定されます。

月 1限・2限

5/23 土 ６限  営業基礎資格試験 5/25 月 ５限 営業基礎資格試験

 営業基礎Ⅰ・Ⅱ 10/3 土 ３限・４限

 営業基礎資格試験

３限 ・ ４限

 営業提案力資格試験 7/11 土 １限  営業提案力資格試験 7/6

 営業ヒアリング力Ⅰ・Ⅱ 5/23 土 ４限 ・ ５限  営業ヒアリング力Ⅰ・Ⅱ 5/25 月 ３限 ・ ４限

 営業ヒアリング力資格試験 6/13 土 １限  営業ヒアリング力資格試験 6/8

科　目 月　日

 営業提案力Ⅰ・Ⅱ

資格

ライセンス

取得

資格

ライセンス

取得

資格

ライセンス

取得

資格

ライセンス

取得

千代田キャンパス 多摩キャンパス

千代田キャンパス 多摩キャンパス

千代田キャンパス 多摩キャンパス

千代田キャンパス 多摩キャンパス

 １６



●教材費／なし

●教材費／なし

●教材費／なし ●資格試験料／ＯＭＡ受講者に限り無料

●教材費／なし

 未来予測演習Ⅰ・Ⅱ 6/20 土 １限・２限

営業ハードスキルプログラム

未来予測学講座

情報過多時代において、本当に欲しい情報やデータを入手するためには、どのような情報源をいかに調べたら良いのか、そしてそれを
客観的に分析することによって、自分の企業や業界の未来を予測するためにはどのようなテクニックや思考方法が必要になるのかを
学びます。

●回数／全２回

科　目 月　日 曜　日 時　限

 価格設定スキルⅠ～Ⅲ 9/19 土 １限～３限

 価格設定士資格試験 9/26 土 １限

それぞれの状況や場面において「商品やサービスの価格をいくらに設定したら良いか」を、マーケティング、会計学、経済学、心理学、
統計学、社会調査論などの知識やスキルを総動員して算定する手法を学びます。修了試験に合格すると、「価格設定士資格」（日本
営業科学協会）が認定されます。

●回数／全４回

科　目 月　日 曜　日 時　限

価格設定士養成講座

文系のビジネスパーソンが、専門性を磨いて差別化できる数少ない分野の１つが「マーケティング」です。本講座では、このマーケティ
ングの体系をコンパクトに学ぶとともに、営業にマーケティングの機能がどのように含まれているのかを考察します。

●回数／全２回

科　目 月　日 曜　日 時　限

 マーケティング演習Ⅰ・Ⅱ 7/4 土 ３限・４限

営業ハードスキルプログラム

営業マーケティング講座

営業ハードスキルプログラム

営業心理学講座

優れた営業ほど、顧客の心理を知り、相手の状態や思考パターンに合わせた営業手法を用います。その結果、お客様の中に、「あな
たの話を聞きたい」「あなたから買いたい」「この商品は私に必要だ」というような気持ちが生まれるのです。本講座では、営業に役立つ
心理学的なテクニックを学びます。

●回数／全２回

科　目 月　日 曜　日 時　限

 営業心理演習Ⅰ・Ⅱ 6/6 土 １限・２限

営業ハードスキルプログラム

資格

ライセンス

取得

千代田キャンパス

千代田キャンパス

千代田キャンパス

千代田キャンパス

 １７



●回数／３級コース：７回 ●教材費／３級１,３２０円 ●受検料／３級２,８００円 ●【春】【夏】【秋】【冬】はすべて同じ内容です。

　　　　　　２級コース：7回 　 （税込）　 ２級４,３００円 ●３級・２級は異なる問題演習です。

【春】
●３級コース

【夏】 【夏】
●３級コース ●３級コース

【夏】 【夏】
●２級コース ●２級コース

【秋】
●３級コース ●２級コース

【冬】 【冬】
●２級コース ●２級コース

 時事能力演習入門 Ｔ 5/7 木 1限

 時事能力演習・政治 Ｔ 5/14 木 1限

営業ハードスキルプログラム

ニュース検定対策講座

現代社会のできごとを多角的・公正に理解・判断し、その課題を解決するための総合的な知識、思考力、判断力を養成する講座で
す。歴史と世界の結節点で起こっているニュースの背景を知ることは人生の羅針盤を得ることにほかなりません。年に４回開催される
「ニュース時事能力検定」の「２級」を目指すコースと「３級」を目指すコースがあります。

科　目 月　日 曜　日 時　限

　 （税込）   ２級３,０８０円

 時事能力演習・社会/環境 Ｔ 6/4 木 1限

 時事能力演習・国際 Ｔ 6/11 木 1限

 時事能力演習・経済 Ｔ 5/21 木 1限

 時事能力演習・生活 Ｔ 5/28 木 1限

 時事能力総合演習 Ｔ 6/18 木 1限

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日 曜　日 時　限

 時事能力演習入門 Ｔ 7/11 土 ２限  時事能力演習入門 Ｔ 7/13 月 １限

２限

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日

 時事能力演習・政治/経済/生活 Ｔ 8/31 月 １限～３限

 時事能力演習・社会/環境/国際/総合 Ｔ 9/2 水 １限～３限

時　限

 時事能力演習・政治/経済/生活 Ｓ 9/1 火 １限～3限

 時事能力演習・社会/環境/国際/総合 Ｓ 9/4 金 １限～3限

曜　日

 時事能力演習入門 Ｓ 7/11 土 ３限  時事能力演習入門 Ｓ 7/13 月

曜　日 時　限

 時事能力演習入門 Ｔ 9/18 金 １限  時事能力演習入門 Ｓ 9/17 木 ２限

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日

木 ２限

 時事能力演習・経済 Ｔ 10/2 金 １限  時事能力演習・経済 Ｓ 10/1 木 ２限

 時事能力演習・政治 Ｔ 9/25 金 １限  時事能力演習・政治 Ｓ 9/24

木 ２限

 時事能力演習・社会/環境 Ｔ 10/16 金 １限  時事能力演習・社会/環境 Ｓ 10/22 木 ２限

 時事能力演習・生活 Ｔ 10/9 金 １限  時事能力演習・生活 Ｓ 10/8

木 ２限

 時事能力総合演習 Ｔ 11/6 金 １限  時事能力総合演習 Ｓ 11/5 木 ２限

 時事能力演習・国際 Ｔ 10/30 金 １限  時事能力演習・国際 Ｓ 10/29

曜　日 時　限

12/19 土 ２限  時事能力演習入門 Ｓ 12/21 月 ２限

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日

 時事能力演習入門 Ｓ

 時事能力演習・社会/環境/国際/総合 Ｓ 2/12 金 １限～3限

 時事能力演習・政治/経済/生活 Ｓ 2/10 水 １限～3限

秋：「ニュース時事能力検定」団体受検日 【３級】【２級】 ◆ 千代田 １１月 １５日(日) 

春：

「ニュース時事能力検定」

団体受検日

【３級】【２級】

◆ 千代田

６月 27日(土)

夏：「ニュース時事能力検定」団体受検日 【３級】【２級】

◆ 千代田 ９月 ６日(日)

冬：「ニュース時事能力検定」団体受検日 【３級】【２級】

◆ 千代田 ２月 １３日(土)

資格

ライセンス

取得

千代田キャンパス

千代田キャンパス

千代田キャンパス 多摩キャンパス

千代田キャンパス 多摩キャンパス

千代田キャンパス 多摩キャンパス

 １９



●教材費／なし ●受検料／４,４００円

●教材費／なし

●教材費／なし

●教材費／なし

営業ハードスキルプログラム

インターネット検定対策講座

「送ったはずのメールの返信が来ない」「不審なメールが来る」といった経験は、誰しもがお持ちのはずです。これらは、あなたのインターネット
の使い方（マナー、リテラシー）に原因があるのかもしれません。本講座ではインターネットに関するマナーや知識を初歩から体系的に学び、
講義直後にインターネットを利用して「インターネット検定」を受検可能です。講義、問題演習だけではなく、ｅラーニングのアプリも加わり、より
効果的な学習で合格を目指します。本講座はＮＴＴコミュニケーションズ株式会社と連携して行われ、テキストは同社から貸与されます。貸
与されるテキスト数の関係で受講者数の制限（先着順）を行いますので、受講の際は必ずＯＭＡ管理システムから受講予約をしてください。

●回数／全１２回

科　目 月　日 曜　日 時　限

ビジネス社交辞令講座

 インターネット演習Ⅰ～Ⅳ 9/7 月 １限～４限

 インターネット演習Ⅴ～Ⅷ 9/8 火 １限～４限

 インターネット演習Ⅸ～Ⅻ 9/9 水 １限～４限

営業ソフトスキルプログラム

「社交辞令なんて、見え見えのウソで何の効果もない」などと思ったら大間違いです。見え見えでも言われたいものなんです、人間は。
本講座では、社交辞令を巧みに用いることによって、状況を改善させることができるスキル、苦境を打開することができるスキルを伝授
します。そして確実に手に入れることができるのが、相手の言葉が社交辞令かどうかを見抜く目です。

●回数／全２回

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日 曜　日 時　限

●回数／全２回

 社交辞令スキルⅠ・Ⅱ 4/25 土 5限・6限 月 ３限・４限

営業ソフトスキルプログラム

ビジネス関西語講座

優れた営業職を目指す方が、英語の次に学ぶべき語学は「関西語」です。ビジネス界の３割の人口を占める人々とのコミュニケーショ
ンギャップを防止するとともに、上方の商法から営業の極意を学び取るためです。本講座は、関西語の単語や言い回しの意味や用法
を理解することによって、その背後に潜む上方の商慣習やビジネス哲学に習熟することを目指します。

 社交辞令スキルⅠ・Ⅱ 5/11

科　目 月　日 曜　日 時　限

 関西語演習Ⅰ・Ⅱ 9/25 金 ３限・４限

 ビジネス片仮名語演習Ⅰ・Ⅱ 9/25 金 １限・２限

営業ソフトスキルプログラム

ビジネス片仮名語講座

アジャイル、ローンチ、レッドオーシャン・・・・ビジネス界にはＭＢＡホルダーやそれに憧れる人を中心に、やたらと片仮名語を使って喜
んでいる人々がいます。そういう人々の「日本語語彙力の乏しさ」を心の中では笑いながらも、秘かにそれらの大部分をマスターしてし
まうための講座です。

●回数／全２回

科　目 月　日 曜　日 時　限

「インターネット検定」

団体受検日

◆ 千代田

９月 ９日(水)

または

９月10日(木)

資格

ライセンス

取得

千代田キャンパス 多摩キャンパス

千代田キャンパス

千代田キャンパス

千代田キャンパス

 ２０



●教材費／約３,２００円(税込) ●「演習」：千代田・多摩合同講義

●教材費／なし

●教材費／なし

自己改造プログラム

ヘルスマネジメント講座

「ヘルスマネジメント」とは、企業で働く従業員の健康づくりを経営の優先課題として積極的に取り組むことにより、企業価値の向上等に
つなげていく経営手法です。企業はこのヘルスマネジメントをどのような手順で確立すれば良いのかを学ぶとともに、「日本健康マス
ター検定 ベーシックコース」（日本健康生活推進協会）の合格を目指します。

●回数／全５回

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日 曜　日 時　限

 ヘルスマネジメント入門
           ＊同じ内容です。

        都合の良い時限にご出席ください。

5/6 水 ６限  ヘルスマネジメント入門 5/4 月 5限

 ヘルスマネジメント演習 6/20 土 ３限

5/9 土 １限 ３限～５限

 ヘルスマネジメントⅠ～Ⅲ 5/23 土 １限～3限

 ヘルスマネジメントⅠ～Ⅲ 6/1 月

戦略的アルバイト・留学講座

自己改造プログラム

転職価値向上の働き方講座

これからの世の中、大卒で入社した企業に一生勤める人はかなりの少数派です。となれば、会社選びでも、入社後の働き方でも、転職
する時の価値をどうしたら高く積み上げていくことができるのかを考えるべきですよね。本講座では、これまでの日本人があまり経験して
こなかった世界をどう生きれば良いのかを考察しながら、いつでも転職できる人材の育成を目指します。

●回数／全２回

科　目 月　日 曜　日 時　限

 転職価値向上スキルⅠ・Ⅱ 9/11 金 ３限・４限

自己改造プログラム

単にお金を稼ぐだけのアルバイト、経験したことだけに安心感を求める短期留学ほど、もったいないものはありません。本講座では、アル
バイトや短期留学を人生最大のアピール材料とするための、職の選び方、働き方、渡航先の選び方、過ごし方をお教えします。

●回数／全２回

科　目 月　日 曜　日 時　限

 戦略的アルバイトのすすめ
5/2 土

３限

 戦略的短期留学のすすめ ４限

日本健康マスター検定 【ベーシックコース】

試験日：2020年７月5日（日） 受検料：５,００0円（税込）
＊詳細は授業内でお知らせします。

資格

ライセンス

取得

千代田キャンパス 多摩キャンパス

千代田キャンパス

千代田キャンパス

 ２５



●７/１２以降：千代田・多摩合同講義

●5/3以降：千代田・多摩合同講義

１限～５限

 試算表の作成Ⅰ～Ⅴ

●回数／全２5回 ●教材費／約３,０００円

科　目 月　日 曜　日

 仕訳演習Ⅰ～Ⅳ 5/3 日 1限～4限

9/10 木 １限～４限

9/13 日 １限～４限

 日商簿記入門

          ＊同じ内容です。
 都合の良い時限にご出席ください。

 精算表の作成Ⅰ～Ⅴ 5/24 日 １限～５限

時　限

10/10 土 １限・２限

資格・ライセンス取得コース　≪不動産・金融≫

日商簿記検定対策講座

本講座は、年間６０万人近くが受験する資格の王様「日商簿記３級」（日本商工会議所）の合格を目指す講座です。日商簿記は、企
業のカネの流れを中心にビジネス全体の基礎的な知識が身に付くことから、経理担当者のみならず、すべての社会人に必須の資格と
して高く評価されています。特に金融機関を志望する方や企業の一般職を志望する方にとっては、「取っていて当たり前」の資格に位
置づけられる場合もありますので、早めの取得が望まれます。

科　目 月　日 曜　日 時　限

 仕訳演習Ⅴ～Ⅸ 5/10

 財務諸表の作成Ⅰ～Ⅴ 5/31 日 １限～５限

5/17 日 １限～５限

月 ５限

4/24 金 6限

4/28 火 ６限

4/23 木 6限  日商簿記入門 4/27

4/25 土 1限

日

9/5 土 １限～４限

9/6 日 １限～４限

8/30 日 １限～４限

9/1 火 １限～４限

8/13 木 １限～４限

8/12 水 １限～４限

月 ５限

6/27 土 １限

7/19 日 １限～４限

8/10 月 １限～４限

7/12 日 １限～４限

8/11 火 １限～４限

 宅地建物取引入門
           ＊同じ内容です。

        都合の良い時限にご出席ください。

6/10 水 ６限  宅地建物取引入門 6/22

資格・ライセンス取得コース　≪不動産・金融≫

宅地建物取引士養成講座

不動産ビジネスには必要不可欠な国家資格「宅地建物取引士」を目指す講座です。この資格試験の合格率は１５％程度で、日本を
代表する不動産会社やメガバンク・大手信託銀行の新入社員からも不合格者が続出する難関試験です。だからこそ、取得することに
大きな意味がある資格です。本講座では５１回という全講座の中で最大の回数を費やすことで、難関突破を目指します。

●回数／全５1回 ●教材費／約６,０００円

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日 曜　日 時　限

 法令上の制限Ⅴ～Ⅷ

 法令上の制限Ⅸ～Ⅻ

 不動産の鑑定・評価Ⅰ～Ⅳ

 不動産関連税制Ⅰ～Ⅳ

 宅地建物取引演習Ⅰ・Ⅱ

 宅建業法Ⅰ～Ⅳ

 宅建業法Ⅴ～Ⅷ

 宅建業法Ⅸ～Ⅻ

 宅建業法関連法令Ⅰ～Ⅳ

 権利関係Ⅰ～Ⅳ

 権利関係Ⅴ～Ⅷ

 権利関係Ⅸ～Ⅻ

 法令上の制限Ⅰ～Ⅳ

第155回

日商簿記検定試験

3級試験日

2020年 6月 14日（日）

受験料

2,850円（税込）
＊詳細は授業内でお知らせします。

宅地建物取引士資格試験

試験日

2020年１０月1８日（日）

受験手数料

７,００0円（非課税）
＊詳細は授業内でお知らせします。

資格

ライセンス

取得

資格

ライセンス

取得

千代田キャンパス 多摩キャンパス

千代田キャンパス 多摩キャンパス

 ３２



●教材費／約４，０００円

●教材費／３,６３０円（税込）

金 １限～３限 日本経済の環境Ⅰ～Ⅲ 7/5 日 １限～３限  日本経済の環境Ⅰ～Ⅲ 7/10

金 １限～３限

 ビジネスツールⅠ～Ⅲ 6/28 日 １限～３限  ビジネスツールⅠ～Ⅲ 7/3 金 １限～３限

 仕事の実践Ⅰ～Ⅲ 6/21 日 １限～３限  仕事の実践Ⅰ～Ⅲ 6/26

時　限 科　目

１限～３限

 コミュニケーションの基本Ⅰ～Ⅲ 6/14 日 １限～３限  コミュニケーションの基本Ⅰ～Ⅲ 6/19 金 １限～３限

6/7 日 １限～３限  ビジネスの基本I～Ⅲ 6/12 金

月　日 曜　日 時　限

 ビジネスの基本I～Ⅲ

３限～５限

 ＦＰ演習Ⅳ～Ⅵ 1/23 土 １限～３限  ＦＰ演習Ⅳ～Ⅵ 1/18 月 ３限～５限

 ＦＰ演習Ⅰ～Ⅲ 12/20 日 １限～３限  ＦＰ演習Ⅰ～Ⅲ 12/21

資格・ライセンス取得コース≪経営全般・IT≫

ビジネス能力検定対策講座

学生の皆さんは社会に出た時の自分自身に不安を感じることがあるでしょう。ビジネス常識および基礎的なコミュニケーション能力、情
報の利活用など、将来、社会人として適応するために身につけておくべき知識を評価する「ビジネス能力検定３級」（文部科学省後援）
を目指す中で、将来の自分に自信を持つことができるはずです。

●回数／全１５回

科　目 月　日 曜　日

月 ３限～５限

 資産継承マネジメントⅠ～Ⅲ 12/12 土 １限～３限  資産継承マネジメントⅠ～Ⅲ 12/7 月 ３限～５限

 不動産マネジメントⅠ～Ⅲ 12/5 土 １限～３限  不動産マネジメントⅠ～Ⅲ 11/30

月

月 ３限～５限

 タックスプランニングⅠ～Ⅲ 11/28 土 １限～３限  タックスプランニングⅠ～Ⅲ 11/23 月 ３限～５限

 金融資産運用Ⅰ～Ⅲ 11/21 土 １限～３限  金融資産運用Ⅰ～Ⅲ 11/9

月 ４限・５限

 生命保険と損害保険Ⅰ～Ⅲ 11/14 土 １限～３限  生命保険と損害保険Ⅰ～Ⅲ 10/26 月 ３限～５限

 人生設計と社会保険Ⅰ～Ⅱ 11/3 火 ２限・３限  人生設計と社会保険Ⅰ～Ⅱ 10/19

10/17 土 １限 10/5 月 ３限

曜　日 時　限

 ＦＰ入門
           ＊同じ内容です。

        都合の良い時限にご出席ください。

9/24 木 ５限  ＦＰ入門
           ＊同じ内容です。

        都合の良い時限にご出席ください。

9/28 月 ４限

資格・ライセンス取得コース　≪不動産・金融≫

ＦＰ技能士養成講座

金融、証券、保険、不動産などの分野を志望する方は是非とも取得しておきたい「ファイナンシャルプランニング技能検定３級」（国家
資格）の合格を目指す講座です。貯蓄、投資、保険、不動産、年金、相続、税金など、これからどんな人生を歩むにせよ、女性が早め
に知っておくべきお金に関する知識が満載です。

●回数／全２４回

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日

3級ファイナンシャル・プランニング技能検定

【日本ＦＰ協会】 ＊詳細は授業内でお知らせします。

試験日：2021年 1月 24日（日） 受検手数料：６,００0円（非課税）

ビジネス能力検定【３級】

試 験： ◇CBT方式 (テストセンターなどの指定会場で随時受験可能)

◇ペーパー方式 2020年 １２月 １日（日）

受験料： ３,０００円（税込） ＊詳細は授業内でお知らせします

資格

ライセンス

取得

資格

ライセンス

取得

千代田キャンパス 多摩キャンパス

千代田キャンパス 多摩キャンパス
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●9/5以降：千代田・多摩合同講義

P34

●教材費／８８０円（税込）

●回数／全１０回 ●教材費／テキスト：２,４２０円（税込）　カラーカード：８５８円（税込）

 色彩スペシャリスト演習Ⅴ 5/26 火 ２限

 色彩スペシャリスト演習Ⅲ 5/12 火 ２限  色彩スペシャリスト演習Ⅷ 6/16 火 ２限

 色彩スペシャリスト演習Ⅳ 5/19 火 ２限  色彩スペシャリスト演習Ⅸ 6/23 火 ２限

 色彩スペシャリスト演習Ⅰ 4/28 火 ２限  色彩スペシャリスト演習Ⅵ 6/2 火 ２限

 色彩スペシャリスト演習Ⅱ 5/5 火 ２限  色彩スペシャリスト演習Ⅶ 6/9 火 ２限

色彩スペシャリスト養成講座

「色」は世の中のあらゆるものに使われ、私たちは常にその影響を受けています。にもかかわらず、多くの人々は色について理論的・体
系的な知識を得る機会はあまりありません。本講座では、色の基礎から、色の組み合わせ方、専門分野における利用などを幅広く学
習することで、感性や経験によらない理論の土台を身に付けるとともに、「色彩検定３級」（文部科学省後援）の合格を目指します。

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日 曜　日 時　限

資格・ライセンス取得コース≪色彩≫

 フォーマルウエア演習Ⅳ 11/5 木 ２限

 フォーマルウエア演習Ⅹ 12/17 木 ２限 フォーマルウエア演習Ⅴ 11/12 木 ２限

 フォーマルウエア演習Ⅷ 12/3 木 ２限 フォーマルウエア演習Ⅲ 10/29 木 ２限

 フォーマルウエア演習Ⅸ 12/10 木 ２限

月　日 曜　日 時　限

 フォーマルウエア演習Ⅰ 10/8 木 ２限

 フォーマルウエア演習Ⅶ 11/26 木 ２限

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目

 フォーマルウエア演習Ⅱ 10/22 木 ２限

 フォーマルウエア演習Ⅵ 11/19 木 ２限

月　日

 マナー・プロトコール演習 9/19 土 ６限

 マナー・プロトコール検定 9/27 日 ６限

7/4 土 5限

 マナー・プロトコールⅠ～Ⅴ 9/5 土 １限～５限

資格・ライセンス取得コース　≪マナー≫

マナープロトコール講座

「マナー・プロトコール検定３級」（日本マナー・プロトコール協会）を目指す講座です。この検定は、社会人として必須のマナーやプロト
コール（国際儀礼）に関わる知識と技能を認定する資格で、本講座を受講者は、最終回の授業中にこの検定を受験することが可能と
なります。

●回数／全８回 ●教材費／約２,１００円

資格・ライセンス取得コース　≪マナー≫

フォーマルウエア入門講座

衣服の知識とともに慶事・弔事の各シーンにおけるフォーマルウエアの正しい着こなし方、アクセサリーの使い方など、フォーマルウエア
の基礎知識を習得し、「フォーマルスペシャリスト検定準２級」（一般社団法人日本フォーマル協会認定）を目指します。

●回数／全１０回

曜　日 時　限

 マナー・プロトコール入門Ⅰ
           ＊同じ内容です。

        都合の良い時限にご出席ください。

6/24 水 ６限  マナー・プロトコール入門Ⅰ 6/29 月 ５限

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目

マナー・プロトコール検定３級

試験日：202０年 ９月 2７日（日） 受験料：約４,５０0円
＊詳細は授業内でお知らせします。

フォーマルスペシャリスト検定【準２級】

試験日：202１年１月予定 受験料：５,００0円（税込） ＊詳細は授業内でお知らせします。

資格

ライセンス

取得

資格

ライセンス

取得

資格

ライセンス

取得

色彩検定【３級】

試験日：202０年 ６月 28日（日） 受験料：７,００0円（税込） ＊詳細は授業内でお知らせします。

千代田キャンパス 多摩キャンパス

千代田キャンパス

千代田キャンパス

 ３４



●教材費／約２,４００円 ●「入門」以降：千代田・多摩合同講義

●教材費／約２,２００円(税込) ●9/12以降：千代田・多摩合同講義

●教材費／なし ●登録費／１,５００円（税込） ●いずれも同じ内容です。

 パーソナルカラリスト演習Ⅰ～Ⅴ 11/7 土 １限～５限

9/28
 パーソナルカラリスト入門 9/24 木 １限

 パーソナルカラリスト入門
           ＊同じ内容です。

        都合の良い時限にご出席ください。

月 ３限

10/5 月 ４限

資格・ライセンス取得コース≪色彩≫

パーソナルカラリスト養成講座

自己ＰＲからビジネス戦略まで生かせる色の実践であるパーソナルカラー。自分の印象をより良く見せるために色を味方につけましょ
う。パーソナルカラーは、ビジネスのさまざまな場面で必要なだけではなく、人とのコミュニケーションを円滑にするツールとして一生使え
ます。本講座では、「色彩活用パーソナルカラー検定３級」（日本カラーコーディネーター協会）の合格を目指します。

●回数／全６回

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日 曜　日 時　限

１限・２限

5/55/5 火 4限・5限

9/18 金 ３限・４限 9/26 土

 スポーツボランティアⅠ・Ⅱ

 スポーツボランティアⅠ・Ⅱ

各種のスポーツイベントを支えるスポーツボランティアを養成する講座です。特定非営利活動法人日本スポーツボランティアネット
ワークと連携し、受講者には修了証が発行されます。今年が３年目となる講座ですが、これまでの受講者がラグビーワールドカップなど
各種のスポーツイベントでボランティアとして活躍しています。今年はオリンピック・パラリンピックイヤー、オリンピック８０日前の５月５日
には両キャンパスで開講します。

●回数／全２回

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日 曜　日 時　限

 スポーツボランティアⅠ・Ⅱ

 スポーツボランティアⅠ・Ⅱ

火 １限・２限

7/13 月 5限

スポーツボランティア養成講座

7/22 水 ６限

 ダイエットマネジメントⅠ～Ⅳ 9/12 土 １限～４限

 ダイエット演習 10/31 土 ２限

資格・ライセンス取得コース≪観光・イベント≫

 ダイエット入門
           ＊同じ内容です。

        都合の良い時限にご出席ください。

7/18 土 １限  ダイエット入門

資格・ライセンス取得コース≪ヘルスマネジメント≫

ダイエット検定対策講座

「ヘルスマネジメント講座」で健康に関する理論的な基礎を身につけた方が、実際に健康や体重管理を目的とした食事療法（＝ダイ
エット）を学び、「ダイエット検定２級」（日本ダイエット健康協会）の合格を目指すのがこの講座です。

●回数／全６回

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日 曜　日 時　限

ダイエット検定２級【生活アドバイザー】 ＊詳細は授業内でお知らせします

試験日：2020年１１月予定 受検料：約６,６０0円

色彩活用パーソナルカラー検定【３級】 ＊詳細は授業内でお知らせします

試験：CBT方式（テストセンターなどの指定会場で随時受験可能） 受験料：５,５０0円（税込）

資格

ライセンス

取得

資格

ライセンス

取得

資格

ライセンス

取得

千代田キャンパス 多摩キャンパス

千代田キャンパス 多摩キャンパス

千代田キャンパス 多摩キャンパス
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●教材費／なし

●教材費／２,５３０円(税込) ●「演習」：千代田・多摩合同講義

＊検定の日程により、１０月３１日の授業が１０月１７日、１１月２９日の授業が１１月２２日に変更される可能性があります。

●教材費／１,９８０円（税込）

木 ４限

 韓国語初級１０ 7/9 木 ４限  韓国語初級２０ 12/10 木 ４限

 韓国語初級９ 7/2 木 ４限  韓国語初級１９ 12/3

木 ４限

 韓国語初級８ 6/25 木 ４限  韓国語初級１８ 11/26 木 ４限

 韓国語初級７ 6/18 木 ４限  韓国語初級１７ 11/19

木 ４限

 韓国語初級６ 6/11 木 ４限  韓国語初級１６ 11/12 木 ４限

 韓国語初級５ 6/4 木 ４限  韓国語初級１５ 11/5

木 ４限

 韓国語初級４ 5/28 木 ４限  韓国語初級１４ 10/29 木 ４限

 韓国語初級３ 5/21 木 ４限  韓国語初級１３ 10/22

木 ４限

 韓国語初級２ 5/14 木 ４限  韓国語初級１２ 10/8 木 ４限

 韓国語初級１ 5/7 木 ４限  韓国語初級１１ 10/1

韓国語は、文字はハングル表記ですが、日本語と共通している発音が多く、語順もよく似ていますので、日本人が日常使っている言葉
を置き換える感覚で学べます。本講座は、まったく韓国語を学んだことのない方がゼロから学習をスタートさせることで、文字の読み書
きをマスターし、韓国へ一人で旅行に行っても簡単な会話で食事や買い物ができ、ハングル能力検定５級合格を目指します。

●回数／全２０回

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日 曜　日 時　限

 東京シティガイド演習Ⅰ～Ⅳ 11/29 日 １限～４限

資格・ライセンス取得コース≪観光・イベント≫

初級ビジネス韓国語講座

曜　日 時　限

 東京シティガイド概論Ⅰ・Ⅱ 10/31 土 ３限・４限  東京シティガイド概論Ⅰ・Ⅱ 10/26 月 １限・２限

資格・ライセンス取得コース≪観光・イベント≫

東京シティガイド検定対策講座

年々増加する訪日外国人の約半数が訪問するのが首都・東京です。２度目のオリンピック・パラリンピックを迎える東京の成り立ち、生
活、文化、産業を総合的に学ぶ講座です。「東京シティガイド検定」（公益財団法人東京観光財団）の合格を目指します。観光産業へ
の就職を考えている方だけではなく、東京での生活をより充実させたいと考えている方にお奨めの講座です。

●回数／全６回

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日

 ホテルインスペクションⅠ～Ⅳ 9/27 日 ２限～５限

 ホテルインスペクションⅤ～Ⅷ 11/1 日 ２限～５限

資格・ライセンス取得コース≪観光・イベント≫

ホテルインスペクター養成講座

日本は現在、多くの外国人観光客が訪れる本格的な国際観光大国に近づいています。その結果、ホテルや旅館の品質認証に対す
るニーズも強く見込まれる時代が到来しようとしています。この品質認証のための綿密な調査を行うのが「ホテルインスペクター」で、本
講座は、日本の大学で唯一のホテルインスぺクター養成講座です。８回の授業を受講し最終試験に合格すると修了証が授与されま
す。

●回数／全８回

科　目 月　日 曜　日 時　限

東京シティガイド検定 ＊詳細は授業内でお知らせします。

試験日：2020年１１月下旬または１２月上旬予定 受検料：５,５０0円（税込）

資格

ライセンス

取得

資格

ライセンス

取得

資格

ライセンス

取得

千代田キャンパス 多摩キャンパス

千代田キャンパス

千代田キャンパス
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●教材費／なし ●9/11以降：千代田・多摩合同講義

金 １限・２限

7/8 水

9/11

６限

資格・ライセンス取得コース≪観光・イベント≫

イベント検定対策講座

本講座は、「イベント検定」（日本イベント産業振興協会）の合格を目指す学習を通じて、安全で快適なイベントを制作する力を培うとと
もに、イベントの社会的意義や社会的責任のあり方など、イベントの全体像について理解を深めることを目的とした講座です。

●回数／全４回

科　目 月　日 曜　日 時　限 科　目 月　日 曜　日

テレワークコース

東京２０２０オリンピック・パラリンピック開催、働き方改革の流れの中でエクセレントカンパニーを中心に導入されているのが「テレワー
ク」です。オリンピック・パラリンピックにより社会が大きく変わろうとしている中で２０２０年度はテレワークコースとして2つの講座を準備し
ました。学生時代から働き方改革を先取りし、スマホ片手に「学び方改革」に取り組みましょう。

時　限

 イベントマネジメントⅠ・Ⅱ

 イベント入門 7/13 月 ４限

 イベント演習 10/31 土 １限

 イベント入門
7/11 土 ６限

資格

ライセンス

取得

千代田キャンパス 多摩キャンパス

イベント検定 ＊詳細は授業内でお知らせします。

試験日：2020年１１月予定 受検料：１１,０００円（税込）

演習方式で行われる「数学的思考力養成講座」は、動画を使ったテレワークが可能になりました。「数学的思考力養成講

座」のテキストの演習問題を行い、動画で該当問題の解説を見ながら、自分のペースで学習を進めて理解を深め、より効

果的な学習を進めることができます。「数学・思考力検定３級」合格を目指しましょう。

● 教材費：２,０００円（「数学的思考力養成講座」と同じ）

● 開講時期：２０２０年７月より動画を公開、通年で開講

● 「数学・思考力検定」団体受検日： 千代田キャンパス １１月 ８日（日） ・ ２月１９日（金）または２０日（土）

思考力養成テレワーク講座

オリンピック・パラリンピックの開催される７月から９月にかけて、スマホに月水金の週３回、厳選された記事が配信されま

す。記事に関連した問題を解いて、内容が理解できたかを確認し、時事問題に関する知識の定着を図ります。時事問題

へのアンテナを高くし、視野を広げて進路選択の幅を広げ、業界・企業への理解を深めます。９月初旬の「ニュース時事

能力検定」の受検対策にも好適です。

● 登録費：１,６５０円

● 開講時期：２０２０年７月から９月

● 登録の方法：２０２０年５月から６月上旬にかけて「パピルスメイト」で登録費を支払います。

支払いをされた方には登録用サイトを大妻ｗｅｂメールのアドレスにご案内します。

● 「ニュース時事能力検定」団体受検日： 千代田キャンパス ９月 ６日（日）

時事問題テレワーク講座

資格

ライセンス

取得
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