
キャリアセンターが実施する講座や検定試験等の案内です。
育友会や大学からの補助を受けて、一般で受講・受験するよりも、とってもお得な価格設定になっています。

大学内で実施する講座だから時間の有効活用もできますね。
京女生だけの特典を利用して、資格取得や将来の夢に向かって一歩を踏み出してみましょう!!

公務員採用試験対策 スタートアップ講座
低学年向け！公務員採用試験てどんな試験なの？

対象・募集人数 全学生（主に1・2回生）／120名（先着順）

日程・開講数 全20講（1講：90分）
平成29年6月～平成29年12月（予定）

会　場 大学内講義室

受講料 4,900円（教材費含む）

納入・申込 平成29年5月8日～5月26日

ガイダンス 平成29年5月10日

通常授業期間　原則、月曜日の6講時

本講座は低学年から公務員を目指す人はもちろん、公務員に
少しでも興味のある人のための基礎講座です。筆記試験が課さ
れる公務員試験では絶対に必要な「教養科目」の内、主要科目
に絞って基礎を学びます。
「公務員採用試験てむずかしそう…」「勉強を続ける自信がな
い…」そんなアナタもこの講座を受講してみてから、公務員を
目指すかどうかを決めてもＯＫ！受講しやすいよう開講回数は
20回と少なく、受講料はとってもリーズナブル！
たとえ公務員を志望するのをやめても、学習した内容は決し
て無駄にはなりません！就職試験に必要なＳＰＩの対策にもな
りますよ。公務員を目指す人も目指さない人も、就活を始める
時には「やってて良かった！」と思える講座です。

公務員採用試験対策 社会時事講座
教員採用試験にも役立つ！サクッと時事問題対策

対象・募集人数 卒業回生／120名（先着順）

実施日時 平成29年5月13日
13:00～16:15

会　場 大学内講義室

受講料 500円（教材費含む）

納入・申込 平成29年4月13日～5月12日

公務員採用試験を受験する人はもちろん、教員採用試験を受
験する人にも必見な社会時事対策講座です。必ずと言って良い
ほど出題される時事問題。
「試験直前だけど沢山の社会時事がありすぎてどうしたらい
いのか分からない…」「大切な社会時事はどれ？！」そんなお悩
みはこの講座でサクッと解決しましょう！
たったワンコインというとってもリーズナブルな受講料で、

社会時事問題の出題傾向が学べます！

公務員採用試験　教養科目対策講座・専門科目対策講座

対象・募集人数

教養科目対策講座

全学生（主に2・3回生）／120名（先着順）

日程・開講数 全72講（1講：90分）
平成29年5月～平成30年2月（予定）

会　場 大学内講義室

受講料 20,000円（教材費含む）

納入・申込 平成29年4月5日～4月28日

通常授業期間外は原則、金曜日の6講時
通常授業期間外（8月・9月・2月）は指定日
（通常授業期間外は1日3～4講実施の場合有）

対象・募集人数

専門科目対策講座

全学生（主に2・3回生）／80名（先着順）

日程・開講数 全80講（1講：90分）
平成29年5月～平成30年2月（予定）

会　場 大学内講義室

受講料 27,200円（教材費含む）

納入・申込 平成29年4月5日～4月28日

通常授業期間は原則、火・木曜日の6講時
通常授業期間外（8月・9月・2月）は指定日
（通常授業期間外は1日3講実施の場合有）

公務員を目指す人は、まず公務員の種類を調べてみましょう。公務員採用試験は、志望する公務員の種類や職種などにより内容は大
きく異なります。志望を明確にし、受験する公務員採用試験に合った対策を立てましょう。
教養科目対策講座と専門科目対策講座に分けて開講します。志望する公務員の採用試験に合わせて受講してください。また、重要科
目に重点を置き、開講回数を絞っているので自宅学習も重要です。
近年の傾向として人物試験（面接）が重視されています。大学での講座開講回数は少なく設定していますので、サークル活動やアル
バイト、ボランティアなど、人物試験で自分の経験をイキイキと語れるよう、時間を有効に活用し、メリハリをつけて学習に取り組み
ましょう！

公務員採用試験の筆記試験対策！志望する公務員に合った受講が可能です！

平　日 8：45～17：00　土曜日 8：45～12：00
行事等により開室時間が変更になる場合があります。変更する場合は掲示等でお知らせします。

キャリアセンターからのお知らせは、京女ポータル及び掲示にてお知らせします。
見逃さないよう、京女ポータルはこまめにチェック！

お問い合わせ・申込等はキャリアセンターへ
キャリアセンターはL校舎3階です。インターンシップの申込やキャリアに関する相談も
受け付けています。是非一度のぞいてみてください。

開室時間

※記載内容は平成29年3月現在のものです。今後の調整
による変更及び教材・検定料の変更により、内容・日
程・金額等を変更する場合があります。詳細が決まっ
たら、掲示及び京女ポータルにてお知らせします。
※納入後は返金ができませんので、京女ポータル等で
詳細を確認のうえ申込手続きを行ってください。
※申込は、納入・申込期間内に『証明書自動発行機』（L
校舎1階及び2階）で受講料等を納入し、発行された
「申込書」をキャリアセンターに提出してください。ガイダンス ガイダンス後、受講希望者対象に、個別に受講のアドバイスを行う相談会を実施します。

どの講座を受講していいかわからない人や質問のある人は是非参加してください！
平成29年4月5日

14：00～15：30 

日商簿記検定3級対策講座
金融業界だけじゃない！お金が動けば簿記の出番！

日程・開講数 全34講（1講：90分）
11月合格コース
平成29年9月～11月

会　場 大学内講義室

受講料 13,460円（教材費・検定試験料含む）

納入・申込 平成29年7月12日～9月20日

ガイダンス 平成29年7月12日、9月19日
（両日とも同内容です。）

対象・募集人数 全学生／80名（先着順）

簿記とは簡単に説明すると「帳簿と呼ばれるノートに、お金
や財産に関する取引の記録をつける」こと。小さなお店も大企
業も、簿記をすることによって「どのくらいの財産があるの
か、いくら使っていくら儲けたのか」を正しく把握しているの
です。
簿記を理解すると、経理事務に必要な会計知識だけでなく、

取引先の経営状況も分析できるので、企業に就職する人は就活
でアピールできる資格です！
育友会からの補助により昨年度より大幅に値下げし、さらに

検定試験料も込みになりました！

（平成29年11月検定試験合格を目指すコースです）
原則、月・木曜日の6講時及び土曜日の3・4講時

3級ファイナンシャル プランニング
技能検定対策講座

金融業界への就職を考えている人におススメ！

対象・募集人数 全学生／100名（先着順）

日程・開講数 全20講（1講：90分）
9月合格コース
平成29年5月～7月

会　場 大学内講義室

受講料 12,840円（教材費・検定試験料含む）

（平成29年9月検定試験合格を目指すコースです）
原則、月・木曜日の6講時

納入・申込 平成29年4月17日～5月9日

ガイダンス 平成29年4月27日

ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）とは、家計にかかわる金融、
税制、住宅ローン、保険、年金制度など幅広い知識を備え、相談
者の夢や目標がかなうようサポートする専門家です。ＦＰはファイ
ナンシャル・プランニング技能士（ＦＰ技能士）の資格を有している
人がほとんど。ファイナンシャル・プランニング技能検定に合格す
ると、国家資格である「ＦＰ技能士」の称号が授与されます。
また、金融機関に就職が決まったら、「入社までに取得しておく
ように」と宿題を出されることも・・・。就活の時に取得済みをアピー
ルできれば有利になりますね！
検定試験料も込みでこの受講料は大変お得です。

平成29年度　京都女子大学

講座案内

TEL：075－531－9177　　E－mail：career@kyoto－wu.ac.jp

資格取得支援・公務員試験対策

育友会補助事業育友会補助事業大学補助

大学補助

大学補助



京都検定（京都・観光文化検定試験）
3級対策講座＋検定試験

京都が大好きな人や京都での就職を考えている人にオススメ！

対象・募集人数 全学生／100名（先着順）

日程・会場 京都検定：平成29年12月10日（日）

京都検定3級対策講座：
平成29年10月7日（土）
13:00～16:15　大学内講義室

受講料・受験料 セット価格 4,320円
（3級対策講座＋京都検定3級受験料＋公式テキスト）
※公式テキストを既に所持している向けの価格も
　設定します。

※検定試験会場は京都商工会議所の指定する
　会場（京都市内）での受験となります。
講座受講は上記日程で京都検定3級を受験する
人に限ります。

納入・申込 平成29年7月3日～9月20日
この講座は京女生だけのとってもお得な特別講座です。

京都検定は京都の歴史、文化、神社・寺院、祭や行事、工芸、
暮らしなど幅広い切り口で京都通度を認定する検定試験です。
京都や歴史が好きな人はもちろん、京都での就職を考えている

人にもオススメの検定です。運輸業だけでなく、京都にある大手
のホテル、百貨店、銀行などでは会社として「京都検定」に取り
組み、お客様へのサービス向上に役立てています。
京都での学び方、働き方を考えるきっかけにしてみませんか？

TOEIC®－IPテスト

全学生／各回100名（先着順）

日　程 第1回 平成29年9月30日（土）
第2回 平成29年12月16日（土）
第3回 平成30年2月3日（土）

会　場 大学内講義室

受験料 3,000円

納入・申込 第1回 平成29年7月3日～9月8日
第2回 平成29年11月6日～12月1日
第3回 平成29年12月18日
　　　　　　　～平成30年1月15日

TOEICとはTest of English For International Communication 
の略称で、英語によるコミュニケーション能力を幅広く評価
する世界共通テストです。
多くの学校・企業・団体で採用されており、特に企業では
自己啓発の効果測定や新入社員の英語能力測定のほか、海外
出張の基準や昇進・昇格の要件として利用されています。
IPテストはTOEICの団体特別受験制度です。

※IPテストではTOEICの公式認定証は発行されません。公式認定証が必要
な場合は、公開テストを個人受験してください。

語学力はスコアで証明！

TOEIC®テスト対策講座
多くの企業で採用されているTOEICテスト。履歴書に高スコア

を記載することができれば、就活に有利になることは間違いなし！
教育の現場においても、小学校は英語の教科化が予定され、中学

校では英語教員にTOEICの得点目標を課す動きも…。公務員だって
国家公務員総合職採用試験では、スコアによって加点の対象になる
んです！
語学力のスキルアップは時間のある学生時代に！
レベルによるクラス分けを行い、少人数で講座を実施するので、

自分に合ったスコアアップが目指せます。
講座終了後にTOEIC-IPテストを行います。

語学力は社会人に必須のスキル！

対象・募集人数 全学生／72名（先着順）

日程・開講数 全16講（1講：90分）
（クラス分けテスト）平成29年9月30日
（講座）平成29年10月～12月

（IPテスト）平成29年12月16日（土）
会　場 大学内講義室

受講料 16,240円（教材費含む）
（クラス分けテスト、IPテスト受験料含む）

納入・申込 平成29年7月18日～9月27日

ガイダンス 平成29年9月20日

原則、月・木曜日の6講時

全学生／100名（先着順）

日程 <3日間集中講座>　全15時間
平成29年8月4日（金）、5日（土）、7日（月）

会　場 大学内パソコン教室

受講料 6,480円（教材費含む）
認定試験の受験料は
別途10,584円必要です。

納入・申込 平成29年7月5日～7月24日

ガイダンス 平成29年7月5日

Microsoft® office specialist Excel 2010
認定試験対策　短期集中講座

対象・募集人数

パソコンのスキルは企業への就職だけでなく、すべての社
会人に不可欠なスキルになっています。
Microsoft office specialist（MOS）とはマイクロソフト社
が認定する「パソコンを実際に使いこなす技術」を客観的に
証明する全世界共通資格です。
MOSの中でも学生にはなじみの薄い「Excel」のスキルを
習得し、ライバルに差をつけちゃいましょう！
忙しいアナタも短期集中講座で無理なく資格取得！

社会人に求められる基本スキルを習得！

対象・募集人数 全学生／100名（先着順）

日　程 （学習目安時間：24時間以上）
11月合格コース 平成29年8月スタート

11月合格コース
　平成29年6月28日～7月19日
2月合格コース
　平成29年9月27日～10月18日

2月合格コース 平成29年11月スタート

受講料 10,000円（教材はWeb内）
検定試験の受験料は別途3,800円必要です。

納入・申込

平成29年6月28日（11月合格コース）
平成29年9月27日（2月合格コース）

ガイダンス

秘書技能検定は社会人に必要なビジネスマナー・接遇対応
など仕事における基本的な能力を問う試験です。
社会人基礎力やビジネスマナーを習得している証明になる

ので、秘書を目指す人だけでなく、就職する人すべてに役立
つ資格といえるでしょう。
今年度はWeb利用による検定試験対策講座です。受講を継

続しやすいよう、担任が学習の進捗状況を管理し、疑問点は
すぐに質問できる環境も整っています。
通学時間の有効活用で資格取得を目指しましょう！

秘書技能検定2級対策講座
スマホでもOK！ Webでマナー対策！

資格取得支援講座等

管理栄養士模擬試験 食物栄養学科 4

4

4

平成29年11月
平成30年2月

インテリア
コーディネーター 生活造形学科 2～4

平成29年
8月、9月

繊維製品品質管理士
（TES） 生活造形学科 1～4

1～4

平成29年
6月～7月

法律職受験対策
（法科大学院受験対策）

対策講座名

教員採用試験対策講座

TOEFL®テスト対策講座

教職支援センター

国際交流センター

担当部署

法学科
平成29年
5月～12月

社会福祉士 生活福祉学科
平成29年
9月～12月

2級建築士 生活造形学科
平成29年
9月～12月

対象学科 学年 実施時期（予定）

　その他、今年度は下記の講座及び模擬試験を予定しています。別途、学
科又は担当部署より案内します。

※キャリアセンター又は各学科へお問い合わせください。

※各担当部署にお問い合わせください。

その他の資格取得支援講座等

対象・募集人数

ANAホスピタリティ3日間研修
エアライン志望の人だけでなく、就活に役立つ！

日程・開講数 平成29年9月の3日間（予定）

会　場 2日間　大学内講義室
1日間　大阪地区空港見学

受講料 13,500円
（見学に係る交通費等は各自負担）

（授業期間外に実施予定）

納入・申込 平成29年6月～7月（予定）

対象・募集人数 全学生／20名（先着順）

現在実施業者と調整中です。決定次第、
掲示及び京女ポータルにてお知らせします。

ANA中部空港研修について

おもてなしのプロ、ANAのホスピタリティを学びます。
対人能力、職業意識の向上など、社会に通用する力を身に

付け、余裕をもって就活に挑みましょう！
学内の講座だけでなく、空港の見学も行います。
大学の補助と日数を短縮することで参加しやすい価格にな

りました！

調整の結果実施できない場合もあります。

日程：平成29年10月～12月
講師：牛窪恵氏（マーケティング評論家）

これからの人生において、キャリアをどのように位置付けるか著名な講師
のお話から学ぶ講座です。

キャリアデザイン講座

日程：平成29年8月初旬～下旬

企業の課題解決の方策をグループで話し合い、企業に対してプレゼンを行
います。企業活動をリアルに体験し、就活に向けて一歩リードするための
ワークショップです。今年は、グランフロント内の積水ハウス体験型ラボ
「住ムフムラボ」とのコラボです。

ビジネスワークショップ

日程：ベーシック編（主に公募、自由型インターンシップ対策）6月
　　　アドバンス編（主に、自由型インターンシップ対策）11～12月

インターンシップに行く前に身に付けておきたいマナー、心構え、企業研
究、エントリーシートの書き方などを学びます。

インターンシップ対策塾

日程：（第1回）6月 （第2回）11月

社会に出る前に必要な基礎的な力がどれぐらい身についているか、HP上で受験
し、その結果をもとに講座で解説します。就活に向けての自己分析にも使えます！

社会人基礎力Web診断テスト解説講座

ガイダンス日程：4月下旬～5月中旬
出願・選考日程：6月上旬～中旬

他にもメイクセミナー、美文字講座などを予定しています。
決定次第、京女ポータル、掲示板でお知らせします。

キャリア開発Ⅳを履修しなくても、大学を通じて夏休み期間にインターンシッ
プに参加することができます。必ずガイダンスに出席してください。

公募型インターンシップ

内容：「本にかかわる仕事」「子どもに関わる仕事」など
日程：6～7月、10～11月

憧れの仕事について、実際に経験している方からお聞きします。
シゴト発見セミナー

平成29年度キャリアセンター
支援行事（予定）

全学生
対象

（平成29年11月検定試験合格を目指すコースです）

（平成30年2月検定試験合格を目指すコースです）

大学補助育友会補助事業育友会補助事業育友会補助事業

育友会補助事業育友会補助事業
無 料


