実力講座のご案内

北翔大学 地域連携センター
令和元年度 後期

一般の方用

実力を養う様々な講座を用意しています。すべて、道民カレッジ、えべつ市民カレッジの連携講座となっております。
お申し込み、お問い合わせは、北翔大学地域連携センターまでお願いします。
講 師：本学ライフデザイン学科 教授
受講料：8,400 円
定員：30 名

秘書検定対策講座

日程：10/3、10/10、10/17、10/24、10/31、11/7

木曜日

田口 智子
申込締切 9/30（月）

全6回

16：30～18：30

秘書検定(2 級・3 級)は、①秘書の資質、②職務知識、③一般知識、④マナー接遇、⑤技能の 5 領域から出題され、ビジネス実
務の基本を習得することができます。秘書検定で習得する知識は、一般事務・営業・販売職等どのような職務においても求められる能
力で、一般企業でも推奨されている検定です。適切な敬語表現や適切な応対行動、ビジネス文書作成、会議運営等ビジネス実務の
基本を学ぶことができます。なお、講座最終日には、独自作成の模擬試験を行い、受講者全員の合格を目指します。
◆検定試験は各自で事前申し込みが必要です。（受験料別途） 試験日：11/10(日) 試験会場：札幌市内の専門学校

カラーコーディネーター検定
3 級対策講座

講 師：元 日本インテリアプランナー協会会長・元本学教授
受講料：13,200 円 (テキスト代含む)
定員：20 名

日程：10/8、10/15、10/29、11/5、11/12、11/19、11/26

火曜日

全7回

杉山 宗英
申込締切 10/1（火）

18：10～20：10

カラーコーディネーター検定 3 級は、光と色に関する物理学、色の測色、人間の眼の構造、色の感情効果と心理、色彩調和、色彩と
文化等の基礎知識が問われる検定試験です。色彩は、デザインはもちろんですが、あらゆる生活の場面で必要な知識です。テキストを
基に色の理解と試験の対策を行います。
◆検定試験は各自で事前申し込みが必要です。（受験料別途） 試験日：12/1(日) 会場：札幌市内指定会場
東京商工会議所のホームページに掲載されている試験情報を確認し、手続きをしてください。
講 師：元 日本インテリアプランナー協会会長・元本学教授 杉山 宗英
受講料：４,800 円
定員：１0 名 申込締切 10/2（水）

インテリアパース実技講座－2

日程：10/9、10/16、10/23、10/30、11/6、11/13、11/20、11/27 水曜日 全 8 回

18：10～20：10

パース（透視図）の実技講座です。前期に実施した一点透視図に続き、二点透視図、立面パース、アクソメパースを行います。
立体表現、プレゼンテーションに必要な実践的技術の習得を目指します。 ※前期「インテリアパース実技講座-１」の後編となります。
講 師：日本医療事務協会講師
受講料：38,000 円※税別 (テキスト代含む) 定員：15 名 申込締切 10/16（水）

調剤薬局事務講座

日程：10/24、10/28、10/31、11/7、11/11、11/14

月曜日・木曜日

全６回

18：10～21：10

医療事務と並んで人気のある調剤薬局の事務。専門知識の習得がしやすい、結婚・出産後も働きやすい等の理由から注目を集め
ています。また、国の施策により、「診察は病院で、薬は調剤薬局で」という医薬分業が進み、私たちの暮らす街でも多くの調剤薬局を見
かけることができます。今後も調剤薬局事務のスキルを持った人材の活躍が大いに期待されます。
最終日の補講授業で、疑問点や不安点を解消し、自信をもって検定試験に臨みましょう。
◆11/21(木)に本学で検定試験を受験します。 検定料 6,000 円（税別）が別途必要です。詳しくは講座の中で説明があります。

メディック・ファーストエイド
チャイルドケアプラスコース講座

講 師：北海道救急法研究会

MFA INSTRUCTOR TRAINER

藤田 佳弘

受講料：16,800 円(テキスト代含む) 定員：12 名

日程：10/26(土) 9:00～17:00 、 10/27(日)

9:00～13:00

申込締切 10/16（水）

全2回

乳児から小児の応急手当を中心に、さらに成人の一次救命手当まで含めたプログラムです。子供がいる環境（保育所・幼稚園・学
校・各種スポーツ・野外活動など）における全年齢層の緊急時に対応できる一次救命処置（CPR+AED）と、応急手当を学ぶことが
できます。最新のガイドラインに沿った内容で提供いたします。
全日程を満足に修了された方には、国際認定カードが発行されます。(更新制の資格です)

教 養 講 座 のご案内
＊「聖書」に学ぶ生きるヒント

受講料は無料です 別途案内チラシがございます 興味のある方はお問い合わせください

＊セルフ・イメージを変える

＊美肌・健康維持食材の話と秋の薬膳試食

＊草木染め

＊思春期の子育て支援講座
など

＊人が集えば文殊の知恵袋講座

ＭＯＳ（マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト） 受験対策講座

講 師：イー・エデュケーションズ

ＭＯＳは、パソコンスキルを客観的に証明してくれる世界で通じる国際資格と言われています。認知度抜群の MOS 資格を取得し
て、就職活動等に活かしましょう。オリジナルプリントを使用して学習を進めます。模擬演習により操作確認を行い、最短時間で受験対
策を行います。講座終了後、検定試験が受験できます。万が一不合格の場合には合格まで確実にサポートいたします。
◆検定試験料は別途必要です。検定試験申込手続き等については、講座内で講師から説明があります。
年度内２科目以上受講者は、受講料割引制度あり

受講料：19,000 円
定員：30 名
申込締切 10/16（水）
日 程：10/23(水)、10/24(木)、10/25(金)、10/26(土) 全４回
水・木・金曜日は 18:10～21:10 土曜日は 9:30～16:30

Ｗｏｒｄ

～ 文書作成ソフト ～

受講料：19,000 円
定員：30 名
申込締切 10/25（金）
日 程：11/6(水)、11/7(木)、11/8(金)、11/9(土)
全４回
水・木・金曜日は 18:10～21:10 土曜日は 9:30～16:30

Ｅｘｃｅｌ

～ 表計算ソフト ～

受講料：19,000 円
定員：30 名
申込締切 11/15（金）
日 程：11/27(水)、11/28(木)、11/29(金)、11/30(土)
全４回
水・木・金曜日は 18:10～21:10 土曜日は 9:30～16:30

Ｐｏｗｅｒ Pｏｉｎｔ
～ プレゼンテーションソフト ～

講 師：サンシャイン総合学園
受講料：68,000 円(テキスト代含む)

介護職員初任者研修講座

定員：25 名

申込締切 1/24（金）

日程：2/5、2/6、2/7、2/10、2/12、2/13、2/14、2/17、2/18、2/19、2/20、2/21、2/25、2/26、2/27
月～金曜日
全 15 回
9：00～17：10 （日により、終了時間が異なります）
介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2 級）は、介護に携わる者が業務を遂行する上で、最低限の知識・技術とそれを実践す
る際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務ができるようにすることを目的として行います。
超高齢化社会となった現在、介護業界は慢性的な人手不足となっており、より多くの介護職員が求められています。また、福祉分野
への就職を考えている方にもお勧めの資格です。平日 15 日間の短期間で資格が取得できます。

保育士受験対策講座

学外講座

講 師：イー・エデュケーションズ （講座会場：札幌駅西口徒歩１分）
受講料：67,000 円(テキスト代含む)
定員：30 名
申込締切 1/24（金）

日程：2/14、2/18、2/21、2/25、2/28、3/3、3/6、3/10、3/13、3/17、3/24、3/27、3/31、4/3
火曜日・金曜日
全 14 回
18：30～21：00
幼児期の大切な時期のお子さまと接する保育士は大変やりがいのある仕事であり、子ども好きの方にも人気のある職業です。
保育士は、待機児童の問題もあり、近年特に必要とされている職業で、さまざまな場所で求められています。
◆4 月に実施される国家試験（学外会場）での合格を目指します
試験願書（受験申請の手引き）は指定期間内に各自で取り寄せが必要です。
まずはガイダンスに参加して
説明をききましょう！
試験願書を確認の上、申込手続き（書類作成、受験料振込等）をしてください。

資格の概要、講座内容などについて、各専門学校の担当者から直接話をきくことができます。
講座に興味をお持ちの方は、まずはガイダンスに参加されることをお勧めします。

講座 ガイダンス
調剤薬局事務講座

① 10/3(木)

② 10/7(月)

12：20～13：00

ＭＯＳ受験対策講座

① 10/4(金)

② 10/8(火)

12：20～12：50

保育士受験対策講座

① 11/29(金)

② 12/5(木)

12：20～13：00

介護職員初任者研修講座

① 1/7(火)

② 1/16(木)

12：20～13：00

会場
図書館２階 まなぼっと
事前予約は不要です
直接会場へ･･･

①､②は同じ内容です

【 お申し込み・お問い合わせ 】
まずは、地域連携センター宛てにお問い合わせください。申込方法等をご説明いたします。
北翔大学 地域連携センター 受付時間 平日 9 時～17 時 1 号棟 1 階 正面玄関フロア
電話 011-387-3939（直通） E-mail kouzacen@hokusho-u.ac.jp
●受講希望者が一定の人数に達しない場合には、開講が中止となる場合がございます。
●受講料の支払方法については、開講が決まり次第、別途ご案内致します。
●受講料納入後、申込者の都合によるキャンセルにつきましては、受講料の払い戻しは致しません。
（特別の事情がある場合には予めご相談ください）
●駐車スペースには限りがありますので、公共交通機関でお越しください。
●講座風景を撮影し、ホームページ・印刷物等に使用させていただく場合がございます。
●校舎内は全面禁煙です。

