
T O P I C S

資格試験講座  開講講座のご案内

下記のとおり資格試験講座を開講します。キャンパス内にいながらプロフェッショナルから指導を受けられるチャンスです。
受講を希望する場合は下記の申込み方法にしたがって手続きしてください。他学部生も受講できます。

［ 2023年度春学期 商学部資格試験講座一覧 ］
開講講座 講座概要 日程 時間 教室 定員 講師 申込み場所・時間 申込み期間 登録料 申込み方法

会
計
系

日商簿記検定対策講座
３級商業簿記①

6月の日商簿記検定３級合格を目指します。

4月13日・20日・27日 （木曜日） 
5月11日・18日・25日 
6月1日

簿記検定模擬試験受験 
（日商簿記検定対策講座の受講生限定）
日時：6月3日（土）
教室・時間等の詳細は講座内でご案内します
受験料：無料

※ 申込み者数によっては実施できない場合が 
あります。

16：40～20：15 扶桑館
F512 35名 宮城 淳浩 

（税理士）

場 所
商学部・商学研究科事務室

（至誠館1階）

時 間
9：00～11：30

12：30～17：00
（土日祝除く）

注 意
必ず、事務室で

申込みを済ませてから、
登録料をお支払いください。

※右記申込み方法参照

4月2日（日）～

4月12日（水）

¥5,000
（別途テキスト代必要）

①  商学部・商学研究科事務室
で申込み用紙に記入をしてく
ださい。

②  申込み後に、証明書発行機
（良心館1階）で登録料を納入
し「納入済証」を発行してくだ
さい。

③  納入済証を商学部・商学研
究科事務室へ必ず提出してく
ださい。

※ 申込み後のキャンセルおよび
返金は受け付けません。よく考
えたうえで申込んでください。

日商簿記検定対策講座
３級商業簿記②

4月14日・21日・28日 （金曜日）
5月12日・19日・26日
6月2日

16：40～20：15 扶桑館
F307 35名 榎本 泰之

（公認会計士・税理士）

4月2日（日）～

4月13日（木）

日商簿記検定対策講座
３級商業簿記③

4月17日・24日 （月曜日）
5月8日・15日・22日・29日
6月5日

16：40～20：15 扶桑館
F512 35名 中原 香織

（公認会計士）

4月2日（日）～
4月14日（金）

日商簿記検定対策講座
２級商業簿記 6月の日商簿記検定2級合格を目指します。

2級商業と2級工業をセットで受講すれば試験
内容全般をカバーできます。

4月17日・24日 （月曜日）
5月8日・15日・22日・29日
6月5日

16：40～20：15 扶桑館
F503 35名 高岡 侑毅

（税理士）

4月2日（日）～

4月14日（金）
¥5,000

ただし、2級商業と
2級工業をセット登
録した場合は2講
座で¥8,000・別途
テキスト代必要

日商簿記検定対策講座
２級工業簿記

4月14日・21日・28日 （金曜日）
5月12日・19日・26日
6月2日

16：40～20：15 扶桑館
F503 35名 黒川 剛史

（公認会計士・税理士）

4月2日（日）～

4月13日（木）

公認会計士入門講座
各資格試験を目指す方はもちろん、興味はある
が学習方法や内容がよく分からないという方に
も安心して受験勉強が始められるように作られ
た「体験型学習」の講座です。

6月12日・19日・26日 （月曜日） 
7月3日・10日

16：40～19：55
（5・6講時） 未定 35名 中原 香織

（公認会計士）

4月2日（日）～

6月9日（金）

¥5,000
（テキスト代含む）税理士入門講座 6月13日・20日・27日 （火曜日） 

7月4日・11日
16：40～19：55
（5・6講時）

扶桑館 
F307 35名 村井 正一

（税理士）

4月2日（日）～

6月12日（月）

経
営 

・
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中小企業診断士入門講座 6月8日・15日・22日・29日 （木曜日）
7月6日・13日  

16：40～19：55
（5・6講時）

扶桑館 
F512 35名 西内 裕次朗

（中小企業診断士）

4月2日（日）～

6月7日（水）

3級ＦＰ技能士
資格試験対策講座

9月試験での3級ＦＰ技能士資格取得を目指し
ます。これからＦＰの知識を身につけようとして
いる方に最適です。

4月20日・27日  （木曜日） 
5月11日・18日・25日
6月1日・8日・15日・22日・29日
7月6日・13日

16：40～19：55
（5・6講時）

扶桑館
F503 35名 名村 淳史

（CFP）他

4月2日（日）～

4月19日（水）
¥10,000

（別途テキスト代必要）

語
学
系

TOEIC® L&R テスト
対策講座

（商学部生が優先申込みになりますが、定
員に余裕がある場合は商学部生以外の
申込みを受け付けいたします。）

入門講座
TOEIC® L&R テストを受験したことがない方・
TOEIC® L&R テスト400点未満の方におすす
めです。

5月16日・23日・30日  （火曜日）
6月6日・13日・20日・27日
7月4日・11日

（最終日の7月11日は予備日）
TOEIC® L&R テスト（IP）受験
日時：7月15日（土）
教室：未定 
（講義内でご案内します）
受験料:講座登録料に含まれています。

18：30～20：00 扶桑館
F512 20名 ベルリッツ講師

【商学部生】
4月2日（日）～

5月15日（月）
【商学部生以外】

4月17日（月）～

5月15日（月）

¥11,800
7月のTOEIC® L&R 
テスト（IP）受験料含
む・別途テキスト代
必要

TOEIC® L&R テスト600点講座
TOEIC® L&R テスト 400点～500点の方・就
職活動に備えたい方におすすめです。

5月19日・26日 （金曜日）
6月2日・9日・16日・23日・30日
7月7日・14日

（最終日の7月14日は予備日）

18：30～20：30 扶桑館
F512 20名 ベルリッツ講師

【商学部生】
4月2日（日）～

5月18日（木）
【商学部生以外】

4月17日（月）～

5月18日（木）

¥16,800
7月のTOEIC® L&R 
テスト（IP）受験料含
む・別途テキスト代
必要

※日商簿記検定対策講座（2級）は、本学の卒業生で構成される同志社会計人会から講師を派遣いただいています。 ※各講座とも定員になり次第、受付を締め切ります。
※TOEICはエデュケーショナル・テスティング・サービス（ETS）の登録商標です。 ※「L＆R」は「LISTENING AND READING」の短縮形です。
※公認会計士入門講座は教室が確定したら商学部HPと掲示板で案内いたします。教室確定後に定員数が増加する場合があります。
※申込み後のキャンセルおよび返金は受け付けませんのでご注意ください。

日商簿記検定試験の補助制度について（商学部生限定）
商学部では日商簿記検定試験の団体申込み受付を行っており、在籍している【商学部生・商学研究科生】は 
下記の金額で受験することができます。

学部
級

【商学部生】
【商学研究科生】 【商学部生以外】

1級 ¥4,640 ¥7,850

2級 ¥2,090 ¥4,720

3級 ¥1,250 ¥2,850
※商学部生・商学研究科生以外の方は、通常の受験料となります。

【受験申込み手続き】
①証明書発行機で受験料を納入し、納入済証を発行する。
※【商学部生・商学研究科生】、【商学部生以外】で金額ボタン
が異なりますので、注意してください。
② 商学部・商学研究科事務室で申込み手続きを完了させ、納
入済証を提出する。

※受験料を納入しただけでは、検定を受けられません。必ず、商学
部・商学研究科事務室で申込み手続きを完了させてください。

資格試験フェア2023
｜日　　時｜ 4月2日（日）　13：00～15：30
｜場　　所｜ 全 体 説 明 Ｓ22（至誠館2階）

個別ブース Ｆ307・Ｆ308・Ｆ309（扶桑館3階）

｜内　　容｜ 第1部　資格の説明（各講師より）
第2部　個別ブース説明・相談

｜参加講師｜ ▪公認会計士　▪税理士
▪中小企業診断士　▪ファイナンシャル・プランナー

資格試験フェアのご案内
右記のとおり資格試験フェアを開催いたします。資格試験フェアで
は、各講師の方々の体験談を交えて資格の概要や資格試験講座
の内容について知ることができるほか、勉強方法や仕事内容など
について講師の先生に直接相談できる個別ブースも設けます。在
学生であれば、どなたでも参加可能です。資格取得をお考えの方、
資格について少しでも興味をお持ちの方は貴重な機会となります
ので、ぜひ積極的にご参加ください。


