地域連携センター

秘書検定対策講座（2 級・3 級）

講師：ライフデザイン学科 教授 田口 智子
受講料 8,400 円
定員：30 名
全 6 回 5/10、5/17、5/24、5/31、6/7、6/14
水曜日
18：10～20：10
申込締切 4/26（水）
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。
一般企業等への就職を希望
◆6/18(日)に実施される検定試験（学外会場）での合格を目指しましょう！
する方にはお勧めの資格で
検定料(2 級 3,800 円、3 級 2,600 円)別途負担
検定団体申込締切は 5/12(金)です。
す。社会人としてのマナーを
身に付けましょう！

ビジネス電話検定対策講座（知識 B 級・A 級）

講師：ライフデザイン学科 教授 田口 智子
受講料 8,400 円
定員：30 名
全 6 回 6/1、6/8、6/15、6/22、6/29、7/6
木曜日
18：10～20：10
申込締切 5/22（月）
ビジネス電話検定は、電話応対の基本が求められる「知識 B 級」、電話応対の応用が求められる「知識 A 級」、ビジネス電話の高度な応対
（試験上ロールプレイングあり）が求められる「実践級」の 3 レベルがあります。本講座は、段階的学習を重視して「知識 B 級」と「知識 A 級」を
対象として開講します。適切な敬語表現と併せて適切な対処のしかたを学ぶことができます。秘書検定と併せて学習されると学習効果が高ま
ります。
◆7/9(日)に実施される検定試験（学外会場）での合格を目指しましょう！
検定料(知識Ｂ級 2,200 円、知識 A 級 3,000 円)別途負担
検定団体申込締切は 5/29(月)です。

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 杉山 宗英
受講料 13,200 円（テキスト代含む） 全 7 回 4/25、5/9、5/16、5/23、5/30、6/6、6/13 火曜日 18：10～20：10
定員：30 名
カラーコーディネーター検定 3 級は、人間生活に欠かせない「色」について、光と色、色の測色、眼の構造、知覚と感情効果の心理学、色彩調
和、色彩文化の基礎知識が問われる検定試験です。テキストを基に色についての理解を持つと共に、過去問題を解答しながら試験対策を行
います。
申込締切 4/18（火）
◆6/18(日)に実施される検定試験（学外会場）での合格を目指しましょう！検定料 5,250 円別途負担

パース（透視図）実践講座

講師：元 日本インテリアプランナー協会会長/元 本学教授 杉山 宗英
全 7 回 5/10、5/17、5/24、5/31、6/7、6/14、6/21 水曜日 18：10～20：10 受講料 4,800 円 定員：10 名
申込締切 4/26（水）
絵画の基礎となる透視図(パース)を図法ではなく、パースの実践を基本として行います。インテリアデザイン・建築デザイン・絵画において
基礎となる透視図の基本を理解し、実際のパースを描けることが目的です。着色方法は多様ですが、講座ではマーカー着色を基本に行い
ます（マーカーは用意します）。図法、陰影を実践的に指導します。

マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト（MOS） Word / Excel
講師：イー・エデュケーションズ

2013 受験対策講座

受講料 18,000 円（2 科目以上受講者割引あり）

定員：各 30 名

【平日夜間・土曜 4 日間コース】
Word 5/31（水）、6/1（木）、6/2（金） 18：10～21：10 6/3（土） 9：30～16：30
申込締切 5/19（金）
Excel
18：10～21：10
9：30～16：30
申込締切 6/2（金）
【夏休み短期集中 3 日間コース】
Word 8/7（月）、8/8（火） 9：30～16：30 8/9（水） 9：30～12：30
申込締切 7/28（金）
Excel
9：30～16：30
9：30～12：30
申込締切 9/1（金）
*************************************** ガイダンス日程 （申込不要） ***************************************
5/16（火）、5/18（木）、7/11（火）、7/14（金） 12：20～12：50 北翔大学図書館 2F 生涯学習サポート教室（まなぼっと）
※ガイダンスに参加できない方も受講可能です。詳しくは地域連携センターまでお問い合わせください。

MFA 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
全 2 回 6/17（土）9：00～17：00、6/18（日）9：00～13：00
受講料 16,800 円
定員：12 名
申込締切 6/7（水）
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。子供がいる環境（保育・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）と応急手当を学べるコースです。
最新のガイドライン 2015 に沿った内容で提供いたします。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。
※ その他コースについては、地域連携センターまでお問い合わせください。

医療事務講座

講師：日本医療事務協会 定員：30 名
全 14 回 受講料 46,116 円
申込締切 5/9（火）
5/16～6/29 までの火曜・木曜の週 2 回 18：10～20：10
◆7/6(木)に実施される検定試験（学内会場）での合格を目指し
ましょう！検定料 7,560 円別途負担

************ ガイダンス日程 （申込不要） ************
4/18（火）、4/21（金） 12：20～13：00
北翔大学図書館 2F 生涯学習サポート教室（まなぼっと）
※ガイダンスに参加できない方も受講可能です。
詳しくは地域連携センターまでお問い合わせください。

調剤薬局事務講座

講師：日本医療事務協会
定員：30 名 受講料 41,040 円
申込締切 7/31（月）
全 3 回 8/7（月） 9：30～12：30
8/8（火）、8/10（木） 9：30～16：30
◆8/21(月)に実施される検定試験（学内会場）での合格を目指し
ましょう！検定料 6,480 円別途負担
医療事務講座受講の方は受講料が 5,000 円割引になります。
************ ガイダンス日程 （申込不要） ************
7/18（火）、7/20（木） 12：20～13：00
北翔大学図書館 2F 生涯学習サポート教室（まなぼっと）
※ガイダンスに参加できない方も受講可能です。
詳しくは地域連携センターまでお問い合わせください。

介護職員初任者研修講座

講師：サンシャイン総合学園
定員：各 25 名
受講料 72,000 円
8/22（火）～9/12（火）の平日 15 間 （ただし 9/5 は休講） 9：00～16：10（日によって終了時間変動あり）
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。

申込締切 8/4（金）

****************************** ガイダンス日程 （申込不要） ******************************
7/13（木）、7/19（水） 12：20～13：00 北翔大学図書館 2F 生涯学習サポート教室（まなぼっと）
※ガイダンスに参加できない方も受講可能です。詳しくは地域連携センターまでお問い合わせください。

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 定員：30 名
全 14 回 7/21～9/12 までの火曜・金曜の週 2 回 18：30～21：00
2 ヶ月間の短期集中講座！
受講料 66,600 円（科目受講も可） 申込締切 7/14（金）
子どもに関わる仕事に就きたい方には必須の国家資格です！今、社会の多様化により保育士は、
さまざまな場所で求められています。
◆10/21(土)、22（日）に実施される国家試験（学外会場）での合格を目指しましょう！
***************************** ガイダンス日程 （申込不要） *****************************
6/27（火）、6/29（木） 12：20～13：00 北翔大学図書館 2F 生涯学習サポート教室（まなぼっと）
※ガイダンスに参加できない方も受講可能です。詳しくは地域連携センターまでお問い合わせください。

【お申し込み・お問い合わせ】
お申し込み・お問い合わせにつきましては、地域連携センター窓口またはお電話でお願いします。
北翔大学
電話

地域連携センター 受付時間

011-387-3939（直通）

E-mail

平日 9 時～17 時
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。
また、都合により日程等について急きょ変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
●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。
●駐車スペースには限りがございますので、なるべく公共交通機関でお越しくださるよう、
ご協力ください。
（特段のご事情のある場合には予めご相談ください。
）

