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ALBO のメール通知設定を登録してください

講座に関する連絡事項（日程や教室変更、その他重要なお知らせ）は全て ALBO のお知らせで配信します。
お知らせを見落とさないよう、ALBO のメール通知設定を登録してください。

スマートフォンからの登録方法
ALBOトップページ → メール通知設定 → メールアドレス入力 → 個人伝言種別の「資格」にチェック → 仮登録
※仮登録後、入力したメールアドレス宛てに確認メールが送信されます。
　メール本文の URL をクリックして、本登録を完了させてください。



公務員合格者（2019年3月卒業）合格実績

公務員

資格・検定

中京大学では、毎年多くの公務員合格者を輩出しています。公務員になるためには、「公務員採用試験」に合格する必要があります。資格セ
ンターでは、公務員を目指す学生のために公務員講座を実施しています。採用試験は決して易しくありませんが、対策を立てて臨めば越えら
れない壁ではありません。公務員を目指すと決めたら、講座を有効活用して将来の道を自分自身の手で切り拓いてください。

資格試験においても多くの学生が、毎年チャレンジしています。資格は「就職活動」のために取得するのではなく、将来の進路を考える
上で必要となる資格があれば取得してください。目的もなく資格を取得することは得策ではありません。また、国家資格に限らず、自分自
身のスキルアップのために身につける資格・検定もあります。本格的な就職活動がスタートする前にしっかり準備をしておきましょう。

■ 国家公務員 455名

総合職 21名

一般職 151名

専門職（国税専門官等） 218名

裁判所職員 14名

刑務官 5名

自衛官（一般幹部候補生等） 46名

■ 地方公務員 803名

都道府県・政令指定都市 180名

市町村役場 177名

警察官 342名

消防官 104名

2016年～2018年実績 1,258名 2018年度実績（現役）

■ 国家公務員
　　総合職 9名

　　一般職 50名

　　専門職 67名
（国税専門官　63名）

（労働基準監督官　  1名）
（法務省専門職員　  3名）

　　裁判所職員　一般職 4名

　　刑務官 2名

　　自衛官（一般幹部候補生等） 18名

■ 地方公務員
　　都道府県・政令指定都市 73名

　　市町村役場 67名

　　警察官 123名

　　消防官 30名

■ 国家資格・検定等（過去3年実績）

宅地建物取引士 698名

総合・国内旅行業務取扱管理者 83名

通関士 25名

2級FP技能士（AFP） 572名

1級FP技能士 16名

ITパスポート 13名

CFP®（6課目） 33名

日商簿記検定2級 67名

日商簿記検定3級 462名

秘書検定準1級 30名

秘書検定2級 96名

ビジネス能力検定ジョブパス2級 36名
〈2019年3月7日現在判明分〉

※国家公務員に一部既卒含む　〈2019年2月現在判明分〉

※Certified Financial Planner®の略
　2級FP(AFP)の上位資格

【内訳】
<12月> 内定者相談会

＜7月＞ OB・OG相談会 （2018年3月卒業生）

＜11月＞ 名古屋国税局業務説明会

悔いの残らないよう 
最後までがんばって
ください！

愛知県庁

経済学部　池田 凌大 さん

息抜きしながら 
自分のペースで 
頑張ってください！！

長久手市役所

スポーツ科学部　伊藤 大輝 さん

諦めずに 
頑張ってください。

稲沢市役所

国際英語学部　上村 真里歌 さん

自分に 
自信をもて！

労働基準監督官

心理学部　大迫 敏也 さん

諦めず最後まで頑
張ってください。

春日井市消防本部

工学部　大谷 崚馬 さん

メリハリをつけて、
パンクしない程度に
頑張ってください。

国税専門官

法学部　壁谷 一起 さん

名古屋市役所

心理学部　川上 ひかり さん

Just do it ！！
やればできる！！

高知県庁

スポーツ科学部　清遠 隆介 さん

合格を信じて、 
最後まで頑張って
ください。

国税専門官

経営学部　小松 大斗 さん

やればできる！
きっと大丈夫。

国家一般職（北海道開発局）

文学部　佐藤 莉奈 さん

最後まで 
自分を信じて 
頑張って下さい！

岐阜県庁

法学部　鈴木 咲穂 さん

時間を大切に 
やれる時に 
やれる事をしよう！

福井県警察本部

法学部　高野 将宏 さん

友人との協力が 
大切。

国家一般職（名古屋税関）

法学部　継岩 聖也 さん

仲間と共に、 
最後まで 
気を抜かずに 
頑張ってください。

名古屋市消防局

法学部　永田 香介 さん

努力した分、 
結果に出ると 
思うので 
頑張ってください！

愛知県警察本部

経営学部　坂野 元哉 さん

面接は 
とにかく笑顔で

国家一般職（中部運輸局）

心理学部　平野 祐愛 さん

自分を信じて 
後悔しないように 
頑張ってください！

警視庁

現代社会学部　堀 弥由菜 さん

結果は必ず 
ついてくる

国家一般職（農林水産省本省）

経済学部　向 瞭 さん

目標に向かって、 
周りに流されずに 
頑張ってください。

安城市役所

総合政策学部　宗本 明香里 さん

自分を信じて 
最後まで頑張って
ください！
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公務員試験対策講座 スケジュール

モデルコース

公務員関連イベント

講座名・講座概要 対象
学年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 受講料（予定） 教材費（予定）

名
　
古
　
屋

公務員準備 （教養）

1年

15,000円  4,000円
試験において合否の分かれ目となる「数的処理」を扱います。

公務員準備 （専門）
 50,000円

TOEIC®対策受講者

25,000円試験では必ず押さえておきたい「憲法・民法・行政法」を中心に択
一試験レベルの力を養成します（行政書士試験合格を目指します）。

 45,000円

公務員準備 （人物+作文）

2年  45,000円

公務員準備（専門）受講者

作文や面接試験突破のための「思考力」・「記述力」・「コミュニケー
ション力」を養成します（全35回）。
※２年生の１２月からは公務員（専門+教養）を併行受講

 30,000円

公務員 （専門+教養） 2年
次年度大
学院進学

（予定）者
も可

124,000円

公務員準備（専門）受講者

60,000円「専門科目」まで課される公務員試験の対策講座。毎年、多くの先
輩が、国家公務員や地方公務員に合格しています。

114,000円

公務員 （教養）
3年

大学院 
１年生も

可

55,000円
※市町村役場志望　＋5,000円

18,000円「警察官・消防官」などの「教養科目」のみの公務員試験の対策
講座です。本講座で「市町村役場」を目指す場合は、市役所サポー
ト（面接&作文対策等）料金（5,000円）が必要です。

公務員 （新方式対応）～民間企業志望者向け～ NEW  【定員20名】

2・3年 15,000円
※SPI講座の受講料を含みます

※ SPI講座の 
教材費

 2,000円
「SPI対策」＋「面接・作文対策」（下記参照）
※８ページに掲載のSPI講座とのセット受講。

豊
　
田

公務員入門Ⅰ （数的処理+面接対策）
1年  7,500円

 4,000円
※ 公務員入門Ⅰ・

Ⅱとも同一教材
です。

試験において合否の分かれ目となる「数的処理」に加えて、「面接
対策」も実施します。

公務員入門Ⅱ （数的処理+作文対策）

2年  7,500円試験において合否の分かれ目となる「数的処理」に加えて「作文
対策」も実施します。１年次に、公務員入門Ⅰの未受講者は、併せ
て公務員入門Ⅰも受講してください。

公務員 （教養） 3年
大学院 

１年生も
可

57,000円 18,000円「警察官・消防官」などの「教養科目」のみで受験可能な公務員
試験の対策講座です。

公務員 （新方式対応）～民間企業志望者向け～ NEW  【定員20名】

2・3年 15,000円
※SPI講座の受講料を含みます

※ SPI講座の 
教材費

 1,500円
「SPI対策」＋「面接・作文対策」（下記参照）
※８ページに掲載のSPI講座とのセット受講。

大学院生で講座の受講を希望する場合は資格センター窓口までご相談ください。

説
明
会

説
明
会

【期間】
3月～11月

説
明
会

【期間】
～4年生 試験直前

説
明
会

【期間】
～4年生 試験直前

説
明
会

【期間】
～4年生 試験直前

説
明
会

説
明
会

SPI 対策
面接＋作文

対策

説
明
会

説
明
会

説
明
会

【期間】
～4年生 試験直前

説
明
会

説
明
会

SPI 対策
面接＋作文

対策

●  下記講座名及び講座スケジュール・受講料金等は予定であり、変更になる場合があります。
●  各講座の説明会は、確定しだい大学ホームページ、ALBO、資格センター前掲示板等でお知らせします。

業務説明会・相談会

講座受講生対象イベント

在学生ならだれでも参加可能（参加機関によっては在職中のOBにも来ていただいています）

公務員（専門+教養）講座等の受講者対象のイベントです。

各種公務員を目指すためのモデルコース（あくまでも一つのモデルコースです）

伊藤 千尋 さん

現代社会学部

　人の役に立てる仕事がしたいと考え、公務員を目指し
ました。公務員講座の良いところは、合格レベルの学習

ができるだけでなく、同じ志を持つ友人と共に頑張れるところです。講
座ではモチベーションを保つことが大変でしたが、友人と息抜きに第一
志望や合格後の楽しい話をしてモチベーションを保ちました。また、面
接練習ではお互いに面接官役をすることで、本番を想定した練習ができ、
面接官が注目するポイントも掴めました。私が最後まで続けられたのは、
講座で知り合った友人たちの支えがあったからです。簡単ではありませ
んが、努力した分がきちんと結果に現れる試験だと思います。試験勉強
を通して、一生ものの友人に出会えるかもしれません。頑張ってくださ
い。応援しています。

国税専門官

合格者の声

時期 イベント 内容

3月 霞が関OPENゼミ 東京霞ヶ関で開催される説明会へ参加（例年　参加者100名程度）

7月 OB・OG相談会 前年、公務員試験に合格した卒業生を呼んで2次の面接に向けての相談・アドバイスを受ける

11・12月 内定者相談会・報告会 今年、公務員に合格した4年生による個別相談会と報告会

２月 実務教育出版講演会 実務教育出版「公務員ジャーナル」元編集長による講演会

国
家
公
務
員

東海農政局 中部地方整備局

名古屋税関 東海防衛支局

名古屋入国管理局 名古屋国税局

名古屋高等検察庁 名古屋地方裁判所

中部運輸局 東海財務局（相談会）

地
方
公
務
員

愛知県庁 警視庁&愛知・岐阜・三重県
警察本部合同名古屋市役所

豊田市役所 名古屋市消防局

豊橋市役所 豊田市消防局

愛知県警察本部（相談会） 豊橋市消防局

参考　以下は 2018 年度に実施したものです。

脇田 拓海 さん

経済学部

　私は卒業後の進路の選択肢を増
やそうと思い、公務員講座を受講す

ることを決意しました。私は宅建講座や公務員準備講座を受けていなかっ
たため、初めは非常に不安でついていくのに必死でした。しかし、先生
方のわかりやすい講義や資格センターの手厚いサポートのおかげもあり、
最終的に自分の思っていた以上の結果を出すことができました。また、長
い公務員講座を乗り切るにあたって同じ目標を持った仲間の存在はとて
も大切です。試験は長丁場で不安になることが多々あると思いますが、中
京大学の環境や一緒に頑張れる仲間がいれば必ず乗り越えられると思い
ます。最後まで諦めずに頑張ってください。

国家一般職（中部経済産業局）

加藤 琴美 さん

法学部

　私は、大好きな街の更なる発展に貢献すべく、公務
員を志望しました。当学公務員講座の講師陣や講義の

素晴らしさはもちろんのことですが、その他私が感じた魅力を2点紹介し
ます。1点目は、共に合格を目指す仲間ができることです。受験先の情報
交換や、面接練習を共に行えるのみでなく、辛いとき仲間の存在は心の
支えとなってくれます。2点目は、弘道塾制度です。定期的に行われる講
座内テストで上位に入り、学習スペース獲得を目指すことで、勉強への
意欲を維持・向上させることができます。また、弘道塾のメンバーは皆
高い志を持っているため、切磋琢磨し合い公務員試験に臨むことができ
ます。高め合える仲間をもち、全力で取り組みましょう！

豊田市役所

森江 朋生 さん

スポーツ科学部

　私は、説明会がきっかけで消防官の仕事に興味
を持ち、講座を受講しました。講座を受けるまで

は試験科目や難易度も知らず、試験のむずかしさにとても驚いたことを
覚えています。勉強を進める中で、不安になることもありましたが、心
の支えとなったのが一緒に公務員を目指す仲間の存在でした。私の場合、
勉強を開始する時期が他の人よりも遅く、部活動との両立で勉強時間を
充分に確保できない状態でしたので、より効率よく勉強することを意識
しながら勉強を進めました。講座を受講していなければ、きっと合格を
つかみとることはできなかったのではないかと思っています。資格セン
ターは手厚く合格に向けてサポートしてくれます。あとは試験当日まで
強いモチベーションを持ち勉強をするだけです。仲間と協力し、自分を
信じ頑張ってください。

豊田市消防本部

谷口 祐貴 さん

経営学部

　私は、公務員になるために中京大学に入学しまし
た。中京大学では1年次から公務員試験に合格するた

めのカリキュラムが充実していたからです。1年次から勉強習慣をつける
ことで、本講座でも最後まで頑張り抜くことができました。受験勉強で
培った継続力を活かしこれからも日々精進していきたいと思います。一
口に公務員と言っても色んな仕事があります。私は、様々な説明会に参
加していくなかで、国を守り国の未来を創りあげる国家公務員の仕事に
魅力を感じ、志望するようになりました。皆さんも勉強で大変だと思い
ますが、説明会の場に沢山足を運ぶことで、本当に自分がやりたい仕事
を見つけてください。応援しています。

裁判所一般職

内藤 翔太 さん

法学部

　私は1年生で宅建講座、2年生で公
務員準備（専門）講座、3年生からは

公務員（専門＋教養）講座を受講しました。宅建講座で民法を学ぶことで
早くから法律に慣れることができました。さらに公務員準備（専門）講
座では、公務員試験において多くのウエイトを占める民法、憲法、行政
法についてしっかりと学ぶことができたので、公務員（専門＋教養）講
座では余裕を持って勉強することができました。
　この流れで受講すれば、たとえ法学部でなくても、十分に法律科目の
対策ができると思います。

山本 彩季 さん

法学部

　私は入学前から公務員になりたいと考えていたため、公
務員講座でも必要となる法律の知識や、勉強の習慣をつけ

ることができる宅地建物取引士講座の受講を決めました。公務員準備（専
門）講座も受講していたことで主要科目の基礎が固まり、公務員講座に
入ってから他の科目を勉強する余裕を持つことができたと思います。上位
に入ると専用の勉強ブースがもらえる弘道塾試験が何度かあるため、そ
れを目標にするとモチベーションの維持になるかもしれません。公務員
試験は科目数が多いので初めから気を緩めず復習など日々の課題をこな
していくことが大切です。講師の先生方や資格センターの職員の方々が
手厚いサポートをしてくださいます。勉強する期間が長く大変ではあり
ますが、努力が実るよう最後まで頑張ってください！

愛知県庁

松田 夏絵 さん

心理学部

　将来を考えるにあたって大学生活を振り返り、私
には民間企業に就職するよりも公務員として働く方

が向いていると感じ、公務員になることを決めました。公務員準備講座は
受けておらず、法律や経済の基礎的知識もなかったので、講座が始まった
ばかりの頃は先に勉強を始めた人と比べ出遅れていると感じていました。
試験に対する不安はたくさんありましたが、講座で扱った内容をしっか
り復習したことで、確実に知識が身についていきました。無事に第一志
望である名古屋市役所に合格したのは公務員講座を受けていたからだと
思います。筆記・面接対策がしっかりしているところはもちろん、同じ
志を持った仲間と出会えることが公務員講座の魅力です。

名古屋市役所

STEP 1（1年生） STEP 2（2年生） STEP 3（3年生） 国家公務員（総合職・一般職・専門職）
裁判所職員
地方公務員（県庁・市役所等）　他

国家公務員
（入国警備官・刑務官・自衛官・皇宮護衛官等）
地方公務員（警察官・消防官・市役所等）　

公務員準備（教養）

公務員入門Ⅰ

公務員準備（専門） 公務員（専門+教養）

公務員（教養）

公務員入門Ⅱ
公務員入門Ⅰ+Ⅱ

宅地建物取引士

名古屋
豊　田 公務員（新方式対応）講座 ―民間企業志望者向け―

2・3年生対象

近年、従来の「教養試験」に変えて、「SPI試験」等を課す自治体も見受けられます。
これらは、民間企業志望の学生にも機会を設けることで、各自治体が、多様な人材を採用し
たいという表れだと思います。そのため、民間企業志望の方にも「公務員」になるチャンス
は増えますが、合格するためには、公務員試験にあわせた「人物・作文試験対策」が必要
になります。
そこで、既存の「SPI講座」に加えて「面接+集団討論+作文指導」を加味した講座を新
設しました。

■  教養試験を課さない自治体（抜粋）…… 半田市・豊田市・刈谷市・豊橋市・岡崎市・豊川市・瀬戸市等
■   これらの自治体は、従来の「教養試験」を課す方式も実施していますが、同一の自治体で、両方式を

受験することはできません。

SPI対策 + 面接講義
1回

集団討論指導
1回

面接指導
2回

作文指導
1回

国家総合職（法務省矯正局）

新設講座 大学院生及び大学院進学予定の方へ

資格センター主催の講座は大学院生も受講可能です。
興味がある講座があれば是非受講してください。

但し、公務員講座の受講を希望する場合
「公務員（専門+教養）講座」は、１２月開講で講座の期間が
１年半ありますので、中京大学の大学院に進学が確定して、大学
４年次の１２月から受講が可能であれば受講できます。

「公務員（教養）講座」は、通常、学部３年生の５月頃から開講
しますので、修士１年の方であれば受講できます。

※ その他、公務員・資格講座について不明な点がありましたら、
資格センターまでお問い合わせください。
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吉田 裕美 講師

通関士講座

貿易に関する唯一の国家資格を取得して
活躍のフィールドを広げましょう。
　通関士はその名の通り輸出入通関のスペシャリストです。世界規模で貿易の
自由化が進む中、迅速で確実な通関手続は、国内のみならず世界各国から求め
られており、貿易商社や国際物流関連の業界では必須の資格です。この試験に
合格するためには関税法や外為法等の法律を学ばねばなりませんが、法律の条
文を理解するのは苦手という人でも分かりやすい用語で法令の成立ちから学習
していくので心配は要りません。直前期には断片的に習得している知識を相互
に関連づけ、より確実な知識にすることでひっかけ問題にも対応できるように
なります。国際人として活躍していきたい、就活に大きな武器が欲しいという
方は是非挑戦してみてください。

船井 保尚 講師

2級FP・CFP® 講座

「FPのプロ」になって大活躍しましょう！！
　FP は、所得税や相続税などの税金、あるいは年金や株式、投資信託に生命
保険、不動産など、より豊かに生きていく上で誰もが必要な知識を体系的に学
びます。これら FP の知識は業務に必須のものとして、銀行、保険、証券など
の金融機関はもちろん、不動産やハウスメーカーから官公庁まで、取得を奨励
する企業等の範囲は広範囲にわたります。また金融機関を中心に昇進・昇格の
条件にする企業も増えており、資格を生かして活躍するチャンスはますます広
がっています。さらに中京大学は、最上級の CFP®（国際ライセンス）や１級
FP 技能士まで対策講座があり、成果を上げています。CFP® や1級は、学生
はもちろん、金融機関でも保有者は限られます。将来飛躍するために高い志を
持って参加してください。

国家資格で旅のスペシャリストになろう！

石丸 淑子 講師

旅行業務取扱管理者講座

　旅行業法で各店舗に１人の選任が義務付けられている旅行業務取扱管理者
の資格を取得するのは範囲が多岐に渡り大変ではありますが、自身の国内外
の旅行に役立つ法律や実務、国内外の観光や文化知識などを旅行会社勤務体
験者の講師がわかりやすく解説するので旅行のみならず観光関連産業に役立
つ国家資格と共に旅に関する情報も手に入れることが出来ます。

国家資格・検定試験対策講座 スケジュール ●  下記講座名及び講座スケジュール・受講料金等は予定であり、変更になる場合があります。
●  各講座の説明会は、確定しだい大学ホームページ、ALBO、資格センター前掲示板等でお知らせします。
●  講座によって、受講希望者が最少開講人数（10～15名）に満たない場合は、開講されない場合があります。

担当講師からのメッセージ

粳間 理梨 さん

経済学部 3年

　私は学生時代に、自信をもって何かを成し遂げた
といえるような経験をしたいと思い FP を受講しま
した。内容が税金、株式、保険、年金、相続といっ

た広範囲にわたり、ついていくのが精一杯で、講座後も図書館へ残り、そ
の日の復習を徹底しました。授業の合間、休日だけでなく、通学時間も勉
強することで常にアウトプット環境を作りだし、特に苦手な分野はオリジ
ナルノートを作ることで知識を深めていきました。税金や外貨の計算な
どは攻略するのが難しかったですが、同じ目標をもつ意識の高い仲間と
ともに勉強し、モチベーションを上げていくことができたからこそ合格
することができました。私は講師の船井先生が最初の授業でおっしゃっ
た「FP を知らずに生きてはいられない。」という言葉が今でも強く印象
に残っています。人生プランを設計する上で欠かすことのできない、将
来に役立つ資格です。何かに挑戦したい人、自己を高めたい人、ぜひ受
講してみてください。

2級FP（AFP）

益田 尚紀 さん

経営学部 4年

　CFP は出題範囲が広いため相応の時間を使う必
要がありますが、それ以上に得られるものが大き

いと思います。就活に必要と言われる「情報収集」という面においては、
FP で得た幅広い知識のおかげでニュースになっていることは大抵理解で
きます。また、CFP に挑戦したことで新しい勉強を始めることに抵抗が
なくなりました。今も関心のある分野についての勉強を継続しています。
簡単な資格ではありませんが、講師の船井先生を信じて勉強をすれば十
分合格できる資格です。自分の世界を広げてみたい、難関資格に挑戦し
てみたいという方はぜひ挑戦してみてください！

1級FP・CFP®

森 涼吾 さん

現代社会学部 2年

　私は高校まで部活動中心の学生生活を送ってい
ました。大学に入学し、何かやりがいのあることを

したいと思っていた矢先、先輩の紹介で出会ったのがこの宅建講座でした。
宅建の知識は全くありませんでしたが、熱意ある先生の教えのもと、その
日学んだことを必ずその日のうちに復習し、理解するまで勉強するという
合格への必勝法を続け、合格を掴むことができました。講座では、結果を
出すことの難しさ、何事にも全力でやることの大切さなど、宅建の知識だ
けでなく、本当に多くの大切なことを学ぶことができます。又、講座を通
じて異なる学部、学年の人との交流が増え、人脈も視野も広がると思いま
す。半年間の宅建生活は充実そのもので、最後には必ず「やって良かった」
と思える神講座だと思います。迷っている方は是非受講してみて下さい！

宅地建物取引士

中川 愛理 さん

経営学部 3年

　私が受講しようと思ったのは、友達がやるから
自分もやってみようという軽い気持ちでした。受

講してみると、思っていた以上に難しく、大変でした。それでも苦じゃ
なかったのは、隣で友達が頑張っている姿をみて私も頑張ろうと思うこ
とができたからです。また、先生や家族も応援してくれました。講座の
中では就職の話も聞け、今まで何も考えてこなかった私は、焦ると同時
に将来についてよく考えるようになりました。さらに、宅建に合格した
ことで自信がつき、色んなことに挑戦してみようと積極的になることが
できました。宅建講座は将来必ず、やってよかった！と感じると思いま
す。迷っている方は是非挑戦してみて下さい。

宅地建物取引士

細尾 ひより さん

国際教養学部 4年

　目標に向かって打ち込めるような充実
した日々を送りたいと考え、受講しまし

た。私は観光資源が苦手でどれだけ参考書を読んでも頭に入りませんで
した。そこでクイズ番組や旅番組を意識して見ることで、それまで全く
頭に入らなかった観光資源が映像として頭に残るようになりました。自
分に合った勉強法を見つけることが合格に繋がると思います。この資格
は旅行業法、観光資源、英語、運賃計算など広範囲で、心が折れそうにな
ることもありましたが、最後まで講座に出続けました。資格の勉強を通
して旅行に役立つ知識を身につけることができたこと、最後まで合格と
いう目標に向かってやりきることができたことは私の自信となりました。

総合旅行業務取扱管理者

平野 小凪 さん

国際英語学部 4年

　私は就活を行うにあたって何か自分の武器となる資格が
欲しいと思い、通関士資格の取得を目指しました。通関士は

3つの試験を受け、それらの全てが一定割合を超えていないと合格とはな
らず、暗記から計算まで要する難易度の高い資格ですが、先生や友達に
助けられ折れずに努力し続けることができました。この資格の勉強で最
も重要な事は、全内容を学習した後の自習だと思います。毎日が自分と
戦いで、先生が推奨した勉強法を1日8時間以上掛けて実践しました。か
なりの勉強量を要しますし、内容も簡単ではありませんが、難しいから
こそ必ず将来役に立つ資格だと思います。合格率に惑わされずに、ぜひ
本気になって通関士に挑戦してみてください！

通関士

合格者の声

日本FP協会白根理事長講演会 FP講座

講座名・講座概要 受験月 対象学年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 受講料（予定） 教材費（予定）

名
　
古
　
屋

宅地建物取引士 【最少開講人数15名】

勉強の習慣を身につけたい方や銀行・不動産・住宅・建設業界への進路
を考えている方への受講をお勧めします。

10月

全学年

35,000円  28,000円

通関士 【最少開講人数15名】

商社・メーカー・流通・倉庫・貨物・物流業界への就職を希望し、輸
出入時の通関手続きを学びたいと考えている方への受講をお勧めし
ます。

10月 40,000円  7,000円

2級ファイナンシャルプランナー （AFP） 【最少開講人数15名】

銀行・証券・保険・不動産業界への就職を希望し、金融に関する専門
知識を身につけたいと考えている方への受講をお勧めします。
※本講座の受講にあたって3級FP資格は不要です。

9月 5,000円
学科 1,850円
実技 1,850円

1月

36,000円 20,000円

5月 1・2・3
年

CFP® （AFP上位資格） 【最少開講人数15名】

銀行・証券・保険・不動産業界への就職を希望し、在学中に、高度
な専門知識を身につけて、社会人1年目より、即戦力として活躍した
い方にお勧めします。

11月 全学年

6課目
30,000円

6課目
28,000円

6月 1・2・3
年

旅行業務取扱管理者 【最少開講人数15名】

旅行・鉄道・航空・ホテル業界への就職を希望し、旅行・観光に関す
る様々な知識を学びたいと考えている方への受講をお勧めします。

国内 
9月

総合 
10月

40,000円

※ 国内資格保持者

20,000円

20,000円

※ 国内資格保持者

14,000円

豊
　
田

ITパスポート 【最少開講人数15名】

経営やITの利活用に関する知識は現代人に不可欠です。本講座で
は、経営戦略、マーケティングなど関する知識と、セキュリティ、ネッ
トワークなどのITの知識の両方を身につけます。

随時 20,000円 5,000円

再  再受講料金があります。

説
明
会

試　

験

説
明
会

試　

験

再

★過去受講者専用
試　

験
模試　２回
講義　２回

説
明
会

試　

験

再 再

説
明
会

試　

験

説
明
会

試　

験

説
明
会

試　

験

説
明
会

国
内
試
験

総
合
試
験

再

説
明
会

試　

験

お勧め講座紹介

AFP資格、CFP資格とは?
「AFP」「CFP®」は、日本 FP 協会が定める「民間資格」です。２級ファイナンシャルプランナー
講座を受講し、合格することで、AFP 資格も同時に取得ができます。尚、CFP 資格は AFP
資格の上位資格（１級ファイナンシャルプランナー資格相当）になります。
FP 資格は金融 ( 銀行・証券・保険・不動産 ) 業界に勤める上でメジャーな資格になっています。
ただし、働きながらの資格取得は決して易しいものではありません。卒業後の進路に銀行などを
視野に入れている人は在学中に取得しておくことをお勧めします。

日本 FP 協会 Web サイト　https://www.jafp.or.jp/

IT パスポート資格とは？
ITは私たちの社会の隅々まで深く浸透し、どのようなビジネスにおいてもITなくして成立しません。
　○ どのような業種・職種でも、IT と経営全般に関する総合的知識が不可欠です。
　○ 事務系・技術系、文系・理系を問わず、IT の基礎知識を持ち合わせていなければ、

企業の戦力にはなりえません。
　○ グローバル化、ITの高度化はますます加速し、「英語力」と共に、「IT力」を持った

人材を企業は求めています。
IT パスポート資格は、IT社会で働く上で必要となる IT に関する基礎知識を習得しているこ
とを証明する国家試験です。
ITパスポート試験 Webサイト　https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/index.html

通関士というと、物流・運送・倉庫業等の会社へ就職するというイメージがあ
りますが、実際は、もっと幅広い業界でその知識が活かせます。例えば、メー
カー・流通・商社など輸出入関連の業務を取り扱っているところや銀行、保険
会社においても通関士として働かなくてもその知識が大いに活かせます。公
務員として「税関」に勤める場合、税関は許可する側ですが、税関職員とし

て申請する側の知識があることは大きな武器になります。
過去の合格者の関連業界への就職率も高く、進路に繋がる資格となっています。

受講者の声【抜粋】

○ 先生の解説が分かりやすく、宿題も程よく出されるため学習しやすい【国際教養　3年】

〇 内容は難しいけど、輸出入の細かい内容を知ることができて、これから絶対ためになる
と感じた【法　2年】

○ プリントなど自分で勉強するだけでは手に入らないものがあったり、実践的なことも先生
から教えてもらえるのでよかった【経済　2年】

○ 通関や貿易に興味をもっている人は学んで損はないと思う。ただし、勉強時間の確保
は必要【国際教養　2年】

○勉強は大変だが、関連業界へ進むには非常に役立つと思える【経営　3年】

通関士

おススメの
ポイント

何かにチャレンジしたい人へ
　宅建は、毎年20万人が受験する人気の国家資格で、民法や建築に関する法
律、税金などの知識が問われます。最近では、多くの大学で開講されるようにな
り、不動産や金融機関への就職を希望する学生や公務員試験の準備として受験
するケースが増えています。当講座は学生に合わせた独自の指導法とカリキュ
ラムによって毎年70～80% 超の高い合格率を実現しています。宅建合格とい
う明確な目標を設定し、それを達成することでの成功体験が自己成長の一助と
なると思います。この機会に是非チャレンジしてください。

石川 貴志 講師

宅地建物取引士講座

IT パスポート試験結果（2018.4～12実施分）

社会人
61.0％

IT系
42.0％

非IT系
58.0％学生

39.0％
応募者全体
71,139人 社会人

43,388人
社会人
70.6％

IT系
39.2％

非IT系
60.8％

学生
29.4％

合格者
33,126人 社会人

23,402人

※ 社会人では、応募者・合格者ともに非 IT 系の会社員の割合が高い！
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就職支援対策講座 スケジュール

英語力向上プログラム

簿記はビジネスの共通言語です！
　簿記は、企業の経営成績と財政状態を明らかにする技能
です。簿記で身についたコスト感覚は、経理担当者だけで
はなく、営業担当者、企画担当者、人事・総務担当者、生
産管理担当者など、すべてのビジネスパーソンに役立ちま
す。取得後はステップアップとして税理士や公認会計士と
いった高度な専門資格を目指したり IT パスポートなどの
情報系資格や、公務員試験の国税専門官での会計学対策に
も有効です。計算が苦手でも大丈夫。段階的に学べるテキ
ストとトレーニングによって合格までしっかりサポートし
ます。一生使える簿記の資格を在学中に取得して、スキル
アップを目指しましょう。

担当講師からのメッセージ

仲村 真澄 講師

簿記3級講座

社会人としての知識だけでなく
実践的なスキルも身につけましょう。
　ビジネス能力検定ジョブパス2級は、企業全般に通用す
る資格であり、社会人として必要なビジネス知識や社会常
識、マナー、そしてスキルなどを学習します。また、就職
試験の筆記試験、面接試験対策にもなり、就職を希望する
学生のレベルアップにも繋がります。検定の合格を目指す
ことは勿論ですが、毎回、グループディスカッションやグ
ループワークを交えて進めますので、コミュニケーション
力の向上にも役立ちます。3、4年生はもちろん、1、2年
生のみなさんも早い時期から仲間とともに楽しみながら知
識だけでなく実践的なスキルを身につけましょう。

滝 良子 講師

ビジネス能力検定
ジョブパス2級講座

　私は2級を取得し、もっと礼儀やマナーについて詳しく学びたいと思い、
準1級の講座を受講しました。この講座では、面接試験のための対策とし

て、基本姿勢や美しい歩き方、表情や言葉遣いなど、先生が一人一人に細かくご指導して
くださいます。はじめはなかなか上手く出来ず、自信が持てませんでしたが、先生の丁寧
なアドバイスのおかげで見事合格することが出来ました。このような機会はなかなか得ら
れるものではないと思うので、とても貴重な体験となりました。講座で身につけた礼儀や
マナーは、就職活動や、社会に出る上で大切なことですので、本当にこの講座を受講して
良かったと思いました。礼儀やマナーについて学びたい方だけでなく、自分の魅力を高め
たい方にも受講していただきたいです。

峰村 美羽 さん

国際教養学部 4年

秘書準1級

合格者の声
　私は、3年の秋学期のうちに何か社会で役に立ちそうなスキルを身に付け
ることができないか、と考え、簿記の3級を持っていたため、その延長線上

で簿記2級を取ることに決めました。しかし簿記の2級はそんな軽いノリでとれるほど甘く
なく、簿記3級の何倍も難しいものでした。そんな簿記2級をこの講座では、わかりやすく
教えてくださり、さらに、わからなかった箇所の質問をすると、丁寧に教えていただけま
した。その結果、無事簿記2級に合格することができました。もし、難しそうだから簿記2
級はやめておこうと考えている方がいれば、ぜひこの講座を受けてみてください。

簿記2級

松田 響 さん

経営学部 4年

ジョブパス2級講座 簿記講座

授業の空き時間を有効活用しながら、毎日英会話学習を学内で受講できます。1回40分の外国人講
師による講座を週5回受講することに加え、フリーディスカッション等にも自由に参加することが可能
です。少人数によるレッスンに毎日、欠かさず参加し続けることで、着実な英会話能力の伸びを実感
することができます。

毎日学べる
英会話

［期　間］5月～12月（夏期休暇中を除く）　名古屋・豊田両キャンパス
［受講料］138,240円

この講座では、TOEIC® 試験のスコアアップ対策を重点的に実施しています。試験の中身を十分に
理解し、それぞれの試験分野で確実に得点を上げていくことで総合的にスコアアップさせることが最
大の目的です。経験豊富な日本人講師が担当します。受講者の受験経験、現時点での英語能力別
にクラス編成も行います。（但し、豊田キャンパスは1クラス設定のため、春学期は500点目標、秋
学期は600点を目標とするクラスとします）

※ 本講座は、1回のみの受講にとどまらず、継続的に受講することで更なる高得点を目指すことが
可能です。

TOEIC®

対策講座

本学では、学生の英語能力向上を目的に、TOEIC® 団体試験を年2回実施しています。
TOEIC®

団体試験 ■2019年度実施日　6月29日（土）・12月14日（土）　13:30～15:30
■12月は、ALBO からの申込になります。（申込方法は ALBO にてお知らせします）

講座名・講座概要 対象学年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 受講料（予定） 教材費（予定）

名
　
古
　
屋

日商簿記3・2級講座

簿記3級を11月に受験して、簿記2級を2月に受験する講座です。2級まで取得したい簿記初学者
の方はこちらで受講してください。

全学年

30,000円 12,000円

日商簿記3級

簿記の仕組みを知ることによって、社会人として必要とされる財務の基礎を身につけたい方への受
講をお勧めします。 *11月試験については、経営学部の「簿記入門」履修者はテキスト代金のみ不要

10,500円 4,000円

日商簿記2級

簿記3級取得者または、同程度の知識を持ち、更に専門的な会計の知識を身につけたい方への
受講をお勧めします。

22,000円 8,000円

ジョブパス（旧ビジネス能力検定）2級

「ビジネス常識、知識、コミュニケーション能力、情報の利活用」など、卒業後、仕事に活かせ
るスキルを身につけます。

12,500円 4,000円

秘書検定2級

実社会に出る前に、秘書業務の知識・マナーを身につけたいと考えている方への受講をお勧めし
ます。

17,000円 3,000円

秘書検定準1級　　筆記（11月試験）　面接（1月試験）

秘書2級合格者または、同程度の知識を持ち、更に実践的な知識を身につけたい方への受講を
お勧めします。（準1級は面接試験が加わります）

22,000円 3,000円

エアライン業界入門 【少人数制　定員20～25名】

客室乗務員やグランドスタッフ等に興味がある人に、業界・業種研究、採用されるための面接の
コツや教養試験の傾向などについて入門的に学習します。

1～3年 18,000円 1,000円

豊
　
田

ビジネス会計3級 【全6回】  NEW 　「財務諸表」の分析が可能に！　簿記の知識不要！ 

「財務諸表」を作成するためのスキルが「簿記」であるのに対して、「ビジネス会計」は、「財
務諸表」の数値を理解・分析し、ビジネスに役立てていくスキルを身につけます。
★貸借対照表、損益計算書、およびキャッシュ・フロー計算書がわかるようになります！

全学年 9,000円 4,000円

名
古
屋
・
豊
田

SPI対策　（2・3年生対象）

「非言語」を中心に扱います。希望の会社に「SPI」で得点できず「面接」に進めなかったとい
うことがないよう就職活動が本格化する前に対策を取っておきましょう。

2・3年 4,000円 1,500円

TOEIC®対策　＊講座終了後にTOEICIPテスト受験

英語能力の評価基準とされるTOEICのスコアを確実に伸ばしたい方にお勧めします。経験豊富な
講師が英語能力別のクラス編成でスコアアップへ導きます。（2月は春期集中）

全学年
32,000円

スコア保持者

28,000円
受講料に含む

※毎日学べる英会話【名古屋・豊田両キャンパス開催】については、9ページをご覧ください。 再  再受講料金があります。
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●  下記講座名及び講座スケジュール・受講料金等は予定であり、変更になる場合があります。
●  各講座の説明会は、確定しだい大学ホームページ、ALBO、資格センター前掲示板等でお知らせします。
●  講座によって、受講希望者が最少開講人数（10～15名）に満たない場合は、開講されない場合があります。

新設講座
ビジネス会計
検定3級
財務諸表理解力検定

ジョブパス
検定2級
ビジネス能力検定

財務諸表とは企業が外部へ公表する経営成績や財政状態等を表す書類 
【「損益計算書」「貸借対照表」「キャッシュフロー計算書」等】です。
「ビジネス会計検定」とは財務諸表の分析の仕方を学習するため就職活動や
社会に出て活躍するために大変有用な資格です。
特に、就職活動において企業分析する際に業界他社との比較を客観的な数値

に基づいて分析出来ればこの資格を勉強したことのない他の学生との大きな違いを生み出すこと
ができます。
簿記検定試験では主に財務諸表を作成するための帳簿記帳技術等を学習しますが、財務諸表の
実際の使い方、分析の仕方はビジネス会計検定の学習を通じて習得することが出来ます。 簿記
検定試験と合わせて取得すれば相乗効果でさらに世の中に出て役立つ知識となるでしょう。

あなたが社会人になったと想像してください。
会議の議事録を先輩から頼まれました。議事録
をはじめとしてビジネス文書の書き方を知ってま
すか？　日頃、スマホでメールは多用している
かも知れませんがビジネスにおけるメールの送

り方知ってますか？　本講座は、こういった社会人として身につ
けるべき知識（ビジネスマナー・常識等）の習得を目的として
います。今後、皆さんに、必ずや訪れるであろうビジネスシー
ンを想定して、実際にグループワーク等を通して実践的にスキ
ルを身につけます。社会人になって恥をかかないよう在学中に
必要最低限のスキルは身につけておきましょう。

「簿記」と「ビジネス会計」の違い

「簿記」は日々の取引を記録し、仕訳などを通して財務諸表
を作成する能力を身につけます。

「ビジネス会計」は財務諸表を分析し、安全性や収益性など
の企業状況（財務分析・経営分析）を把握する能力を身に
つけます。

＊ ビジネス会計検定試験は、財務諸表に関する知識や分析
力を問うもので、「財務諸表」が表す数値を理解し、ビジ
ネスに役立てていくことに重点が置かれています。

受講者の声【抜粋】

〇グループワークでは、教科書とは違う実践的な事ができた【心理1年】

〇社会人としてのスキルが学べるので、就活を終えた4年生に特に勧めたい【現社4年】

〇クレーム対応について学んだことが印象深い【法4年】

〇グループワークにおける「積極性」が以前より上がった【経営1年】

〇今すぐにでも使える技を教えてもらいました【文2年】

〇自分が正しいと思っていた行動が間違っているとわかり、自分の振る舞いを見直すことができた【総政1年】

〇試験対策以外に、より多くのことを教えてもらえた【法4年】

〇グループワークを通して、あらためてチームで活動することの大切さを知りました【法1年】

〇ゲームを取り入れた学習で楽しく受講することができた【心理4年】

〇具体例を用いた話が多くわかりやすかった【心理1年　現社4年】

おススメの
ポイント

おススメの
ポイント

お勧め講座紹介

田辺 茂樹 講師

簿記3・2級講座

夢を現実に引き寄せる第一歩を踏み出そう！
　簿記は企業活動を数字の上で管理分析するために必要不可欠な知識であり、
パソコンや英語と並んで、実務で最低限必要とされるスキルの一つです。日本
商工会議所主催簿記検定試験に対応する本講座は、3級・2級と簿記のレベルに
合わせて合格までの最短ルートで合格まで導いていきます。また、簿記は公認
会計士・税理士などの会計の最高峰の資格へ繋がり、それらの難関資格の基礎
となる学問です。将来、会計のスペシャリストとして働きたい方にとっても最
適な資格なのです。迷っているならチャレンジしてみましょう。講義室で皆さ
んとご一緒できることを楽しみにしています。

近藤 千恵子 講師

エアライン業界入門講座

エアライン業界への就職は早期からの対策が鍵。
　2020年に4000万人を目標とした訪日外国人旅行客は、政府の後押しによ
り順調に増加し、2018年末には初めて3000万人を突破しました。オリン
ピック、万博の開催も背景に、今後もエアライン業界は躍進し、採用意欲も続
いていきます。エアラインの採用試験は、エントリーシートと教養試験、英
語、複数回の面接と多角的に行われるため総合力が必要です。航空会社の就
職対策をすれば一般企業も合格しやすいと言われるのはこのためです。この
講座では航空業界の現況から職種の研究を通して、各社に求められるパーソ
ナリティや能力をアドバイスします。3年生はもちろん1，2年生の早いうちか
ら共に考え、学び、就職への不安を確実な一歩に変えましょう。

担当講師からのメッセージ
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　択一試験だけでなく、論文や
面接も意識した対策をしたいと
考え、公務員準備（人物 + 作文）
講座を受講しました。講座を受
講して良かった点は2点ありま
す。1点目は、きめ細やかな指導
を受けることができる所です。講
座では、自分の書いた論文を先生に添削して頂けるため、
一人一人に合ったアドバイスを受けることができます。
2点目は、新聞を読むきっかけになったことです。講座
では、冒頭に一人1分の新聞プレゼンを行います。その
ため、プレゼンのネタ作りのために新聞を読むことで、
新聞を読む習慣を身に付けることができました。早い段
階で作文や面接対策も十分に行いたい人にとってはオス
スメの講座です。ぜひ、受講してみてください。

　この講座を受けたきっかけは
客室乗務員に興味をもったの
と、この講座を受ければ一般企
業の面接にも役に立つと思った
からです。航空業界に興味があ
る方はもちろんのこと、そうで
ない人も「この講座を受講して
良かった」と思えます。理由は、客室業務や、航空業界
の知識などを多岐にわたり学べました。さらに、就活
全部に使える面接においての姿勢、態度、話し方、な
ど様々なことを分かりやすく学ぶことができました！
私自身、この講座を受けて本当に良かったと心から思
えました。また、先生との距離が近いため先生からの
アドバイスを頂きやすいです！　先生の体験談なども
聞けて価値観が広がりました ！！

　大学生活で何か胸を張って頑
張ったといえることがしたいと
思い、CFP 講座を受講しまし
た。CFP は非常に難易度の高
い資格試験で、勉強を通じて
自分を成長させることができま
す。2級 FP 講座からお世話に
なっている船井先生の分かりやすい授業や質問対応、
資格センタ―の手厚いバックアップと資格取得できる
環境が整っています。また、一緒に受講している友達
とわからないところを教え合ったり、点数を競ったり
切磋琢磨し合うことで楽しみながら受講することがで
きる講座であると思います。

　入学して半年が経ち、自分の
中で何か目標を持って生活がし
たいと思うようになり、そこで
見つけたのがジョブパスの講座
でした。この講座を受講して、
ビジネスの知識、社会常識、マ
ナーを学べるのは勿論ですが、
グループワークなどを通して人と接する力、自分を表
現する力が身につきます。また、先生が随時自分たち
の出来ていないことを指摘してくださったり、4年生の
方から就活の具体的な話を聞くことも出来ます。この
講座のおかげで試験にも合格し、自分自身の意識も高
まり、もう一度受講したいと思うほど有意義な時間を
過ごすことができました。是非みなさんも受講するこ
とをオススメします！

■ 教材料金

■ 個人情報の取扱い

■ その他

■ 受講上の注意

● 講座ごとに異なります。詳しくは、講座開講説明会で配布される申込要項をご覧ください。
● 教材料金には、講座内で配布するレジュメ等の代金も含まれています。

● 講座申込時に記入いただいた個人情報については、適切に管理し、講座の管理運営のために使用します。

● 講座によっては、最少開講人数（10～15名以下）に満たない場合は講座を開講しない場合があります。
　その場合は、学内掲示板（ALBO）等でお知らせします。
● その他受講にあたっての不明な点は資格センターまでお尋ねください。

〈日程・教室変更等、各種お知らせ〉
● 連絡は、ALBOメール（裏表紙参照）等で行います。受講者は必ずALBOのメール通知設定を登録してください。

未登録による不利益はすべて自己責任となります。

〈緊急時における講座の取扱い〉
● 原則、通常授業の取扱いと同じです。休講の場合は、中京大学公式ホームページに掲載されます。

● 講座の受講にあたっては、大学の授業を最優先してください。

講座申込の流れ

講座開講説明会

講座申込

受講料金の支払い

講座概要の説明、試験対策の話、講座スケジュールなどをお伝えします。
講座の詳細が記載された各種資料（申込要項・申込用紙等）を配布します。

申込用紙に必要事項を記入し、申込期間中に資格センターへ提出してください。
申込用紙提出後のキャンセルは、原則できませんので、保護者の方と相談の上、
よく考えてから申込をしてください。
講座申込後、病気や怪我などやむを得ない事情が発生した場合は、早急に資格センターへ
申し出てください。

申込受付時に、受講料金払込用紙を
発行します。払込用紙受け取り後、一
週間以内（但し、開講間近の場合は、
講座開講の前々日まで）にコンビニエ
ンスストアにてお支払いください。一
旦納入された受講料の返金は、原則
できません。

24

振込取扱票

講 座 申 込 書

24

振込取扱票

講 座 申 込 書

24

振込取扱票

講 座 申 込 書
24

振込取扱票

講 座 申 込 書

講座開講説明会 申込書記入・提出 払込取扱票発行 コンビニにて支払い

名古屋・豊田キャンパスで開講される講座受講に利用できます（総務課への申込必要：乗車無料）。詳細は、総務課にお尋ねください。
キャンパス間連絡バスについて

おススメ講座

公務員準備（人物+作文）講座

一人一人に合ったアドバイスが 
受けられます。

受講してよかったと思える 
講座です！！

勉強を通じて自分を成長させる 
ことができます。

人と接する力、自分を表現する 
力が身につきました。

エアライン業界入門講座

CFP® 講座

ジョブパス2級講座

田中 裕瑛 さん

総合政策学部 4年

松下 紗季 さん

国際英語学部 4年

吉井 智哉 さん

経営学部 3年

小堀 晴登 さん

総合政策学部 2年

私の
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