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2019年8月31日（土曜日）
午後、神戸市東灘区向洋町
の六甲アイランドで恒例の
“RICサマーイブニングカー
ニバル2019”が開催され、
KIU神戸国際大学の学生が
ヨーヨー釣りやスーパー
ボールすくいで地元の子供たちと楽しいひと時を過ごしまし
た。この日は、夏休み最後の土曜日とあって、盆踊りの櫓や
屋台は浴衣姿の家族連れで賑わいました。参加したのは経
済学部で国際協力について学ぶ科目やゼミナールからの有
志の学生で、留学生の一人は「母国にはこのようなお祭りが
ないのでとても楽しい。春の祭りも面白かったので、次はハ

ロウィン・収穫祭にも参加し
たい。」と話していました。
アフリカの難病ブルーリ潰
瘍の子供たちを支援する
チャリティーにご協力いた
だいたみなさん、誠にあり
がとうございました。

10月31日（木）、本学の食堂で
「KIU多言語カフェ」のハロウィン
パーティーを開催しました。
「KIU多言語カフェ」は2018年
から始まった「留学生サポー
ター制度」の一環で、日本人学

生に留学生のことをもっと知ってもらうために、交流を通して
留学生の日本語力を高めるために始まった制度です。当日、日
本人サポーター10名と留学生35名がパーティーに参加しま
した。学生たちはお菓子争奪戦やハロウィンクイズ等を通して
楽しく交流できました。ペアになった日本人学生と留学生が
記念写真を撮って、最後にメッセージカードも作りました。これ
から仲良く
してKIUで
有 意 義な
生活を過ご
せるように
心から祈っ
ています。

開場時からたくさんの方にお越しいただき、素晴らしい幕開けとなりました。ステージイベントでは、軽音楽部による演奏・ダンス
部のパフォーマンス・日本文化部の書道披露などの各部活動の発表や、“女装コンテスト““２人羽織対決“などの面白企画もあり、
大変盛上りました！また、神戸市立向洋中学校吹奏楽部による演奏や、全身タイツシンガー”ちゃきさん“によるパフォーマンス、
お笑い芸人の”スマイル“”吉田たち“”令和喜多みな実“の３組による漫才など豪華なゲストを迎えてのステージもあり、華やか
な大学祭が行われました。当日まで様々な工夫をしながら準備をしていただいた学生や、関係者の方々、本当にお疲れ様でし
た！皆様のおかげで最後まで無事に終える事ができ、また、私たち学生にとって思い出に残る特別な時間となり目標が達成さ
れた大学祭でした。 （学生会　会長　松阪　未紗：コメント）

大学祭「神国祭2019」を
開催しました！
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学事
３月26日（木）　　学生証更新・健康診断・履修関係書類配布
３月27日（金）　　履修指導（２年生～４年生対象）
４月３日（金）　　入学式
　　　　　　　　保護者会、後援会総会
４月８日（水）　　前期授業開始
４月８日（水）　　前期「履修登録」期間 
　　～14日（火）
４月13日（月）　　教科書販売 
　　～15日（水）
４月22日（水）　　前期「履修登録確認」期間 
　　～28日（火）
４月29日（水）　　通常授業実施（昭和の日）
５月４日（月）　　G.W期間内授業休講 
　　～６日（水）
５月11日（月）　　教科書販売（２次） 
　　～12日（火）
７月28日（火）　　前期授業終了
７月25日（土）、　　　前期「補講」期間 
29日（水）、30日（木）
７月31日（金）　　前期「定期試験」期間 
～８月６日（木）
８月７日（金）　　夏期休暇期間 
～９月24日（木）　集中講義（実施未定）

成績
2020年度（前期）学業成績通知は９月中旬頃郵送します。
（保証人住所宛）
　お問い合わせ：教学センター教務　078-845-3500

前期学納金振込用紙送付予定　４月上旬
　お問い合わせ：管理運営センター　078-845-3111

説明会開催４月上旬　学内掲示で案内します。
　お問合わせ：教学センター学生支援　078-845-3110

海外研修、交換留学について
　お問合わせ：教学センター国際交流　078-845-3456

2021年度の入試要項は５月頃に出来上がる予定です。
　お問合わせ：入試広報センター　078-845-3131

　この相談会は個別面談方式です。教員および教務担当・キャリア担当
職員が保護者の方からのご質問にお答えする形で行います。
　学生のみなさんのカリキュラムなど勉学制度、成績表などの見方や就
学状況、また就職活動などについてご説明をさせていただきます。
　開催の1か月前に保護者あてにご案内します。
　（全員参加ではございません。ご希望の方のみお申し込みください。）

学事予定・学校からのお知らせ（３月～８月）

日　時
6月 6 日（土）
9月12日（土）

本学（2 ～４年対象）
本学（全学年）

場　所

★マーク⇒インターンシップ参加希望の方はこのガイダンスへの出席が必須条件です。
※日時・内容については変更になる場合があります。変更の場合は事前に掲示板等でお知らせします。

2020年度就職ガイダンス〈前期〉スケジュール

No. 時　期 時限 講座名称 対象 No. 時　期 時限 講座名称 対象

1
５月７日（木）

4 就職活動の進め方
（就活スタート編） 3年 10

６月11日（木）
4 適性検査受験（模擬試験） 3年

2 5 キャリアガイダンス 2年 11 5 自己分析のススメ
適性検査活用講座 3年

3
５月14日（木）

4 インターンシップガイダンス　★
各種インターン紹介 3年 12 ６月18日（木） 4 先輩インターンシップ体験談

インターンシップの活かし方 3年

4 5 インターンシップガイダンス　★
各種インターン紹介 2年 13 ６月25日（木） 4 業界研究セミナー①

（商社、観光業界） 3年

5
５月21日（木）

4 自己分析講座
自分の強みの発見・活かし方 2.3年 14 ７月２日（木） 4 業界研究セミナー②

（物流、ホスピタリティ業界） 3年

6 5 地方就職の進め方 2.3年 15
７月９日（木）

4 ビジネスを自分で考える
起業という選択肢 全学年

7 ５月28日（木） 4 履歴書作成講座 2.3年 16 5 専門家とのパネルディスカッション 全学年

8
６月４日（木）

4 業界・職種研究
世の中の仕事を知ろう 2.3年 17

７月16日（木）
4 ビジネス基礎研修Ⅰ　★ 2.3年

9 5 公務員対策講座
（警察、消防、行政など） 2.3年 18 5 ビジネス基礎研修Ⅱ　★ 2.3年

【リハビリテーション学部対象】

【経済学部対象】 担当部署：キャリアセンター

学年 時　期 講座名称 目　的 講座内容

1 ４月上旬 大学生活スタートアップ
マナー講座

• 入学直後から緊張感を持たせ、 
医療人として意識付けを行う

基本的なマナー
•挨拶　•立ち居振る舞い　•コミュニケーション

1 ５月中旬 SEQ受診（予定） • 一人ひとりの特性把握に役立てる SEQ受診、後日フォロー講座

1 ６月下旬 ～現場実習のための～
基本マナー研修Ⅰ

【初期体験実習に向けて】
•基本マナーの確認と徹底

•基本マナー復習　•言葉遣い　
•電話対応　•お礼状の書き方

3 ９月下旬 SEQ受診（予定） • 一人ひとりの特性把握に役立てる SEQ受診、後日フォロー講座

４ ８月上旬 面接および履歴書対策講座
履歴書写真撮影会

• 就職活動に必要なスキルを身に
つける

•入退室のマナー　•姿勢・話し方　
•自己PR・志望動機　•履歴書の書き方

４ ８月下旬　2日間 学内合同就職説明会 •就職活動への意識を高める
•就職先候補を見つける 実習先、内定先を中心に招き実施



　４年ゼミ生を通して、振り返ってみたい。
　11月27日(水)12時から30分間、津波避難訓練が実
施され、今年は私の４年ゼミの時間に当たっていた。
仲ゼミでは卒業研究を課しているが、一人また一人と
初稿が出る時期であり、卒業旅行の話が出る時期で
もある。皆、卒業を意識し、焦り始める時期である。
後期10回目の授業に当たり、残りは５回。冬休みをは
さんだら２ケ月あるが、長いようで短く、ゼミ生から
「大学生活もいよいよ終わり」との声も聞かれる。授
業はゼミだけの学生もいて、ゼミの30分を避難訓練
に取られるのを良しとしない学生からは「自分たち
は卒業するので津波避難訓練は無意味」との声も聞
こえてきそうである。別の日に補講を入れ、この日は
休講にしようかとも考えたが、今年７月18日に京都ア
ニメーション放火事件があったことを思い出した。
　アニメ作成にはコンピュータが使用される。ITの
ゼミなので恐らくアニメ好きもいる、きっと身近な事
件だったろうと考え、放火事件と津波はレベルが違
うが、やや強引ながら危機管理の重要性を説いて、
結局休講にせず訓練に参加してもらうことにした。
結果は17名中14名の出席。なお、消防訓練は毎年９
月に実施されている。
　この時期、ゼミ生に聞くと「大学生活で１年と２年
が一番大変だった」と答える学生が多い。１年はまだ
大学生活に慣れない時期、２年は少し慣れて、しかし
慣れから来るゆるみで講義をさぼり単位を落とす学
生も出る時期である。ITビジネスコースの仲ゼミは２
年次から３年間ゼミを担当し、いわゆるクラス担任の
役割も果たしている。なお、ユニットのゼミは３年次
から所属する。現在、ユニット同様、コースも３年次に
もう一度ゼミ選択の機会がとられる。ここ数年、仲ゼ
ミは２年次のゼミ選択で定員の倍以上希望があり、
３年次ゼミ選択ではゼミ生のほとんどが継続を希望
する。出入りがあっても１,２名程度。ITスキルは時間
をかけて身に着ける必要があるため、３年次からの
ゼミ生は声をそろえて、皆に追いつくのが大変だった
と、振り返る。どうやらITビジネスコースの場合、こ
の制度は有益ではないのだろう。

　経済学部には標準取得単位という、実によくでき
た目安がある。卒業に必要な124単位を１，２，３，４
年次に其 3々6，36，36，16単位取得するものである。
3年前期までなら、36/２=18として36+36+18=90単
位になる。仲ゼミでは毎学期の始めに取得単位を報
告させている。専門科目を取得し、就活や卒業を実
感し始める３年後期始めの確認が最も重要である。
４年間での卒業には、90未満なら黄信号、80未満な
ら赤信号と考えなくてはならない。例えば70単位の
場合、残り54単位を３学期で平均すると54/3＝18と
標準的に取得すれば良いのだが、これまで70/5=14
単位平均の取得なので困難を極める。さらに、３年
科目は内容も専門的になり一般に単位取得が難し
い。４年前期は就職活動などで授業への出席が難し
くなる。ゼミ生の中にも、卒業を強く意識しそれまで
になく頑張った学生達もいたが、あと僅か２または４
単位不足で、半年延長して９月卒業した学生もい
た。
　一方、90単位以上、中には100を超える学生もいた
りするが、必修科目は取れているか、選択科目は各
科目群からバランスよく取れているか、確認する必要
がある。単位は十分であっても、共通科目や基礎科
目ばかりではダメで、３年からの専門科目もバランス
よく単位取得する必要があるからだ。
　こうして、毎年３月と９月の卒業式を迎えることに
なる。

経済学部　教授　仲　久則
コースゼミを担当して思うこと



リハビリテーション学部

教授

中井 久純

スポーツ文化を享受して健康寿命の延伸を

スポーツ文化を享受して
　現代の社会的背景に伴い、運動やスポーツを実
践することの重要性が認識され、2011年に「スポー
ツ基本法（文部科学省）」が制定され、スポーツは
世界共通の人類の文化であること、スポーツを通じ
て幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権
利であることを謳い、スポーツ環境の整備や教育
の充実が推進されています。また、2020年、今夏に
東京オリンピック開催されます。「スポーツを通じ
て、友情、連帯、フェアープレーの精神を培い相互
に理解し合うことにより世界の人々が手をつなぎ、
世界平和を目指す運動」というオリンピックムーブ
メントの推進が重要と認識されています。競技ス
ポーツのみならず運動・スポーツを通じて健康を維
持・増進する未病に対する施策も重要な一つの側
面です。日本では、体育（身体教育の略語）という
教育を中心にスポーツが普及してきたという歴史
的な背景があります。体育は「教育性」という本質
を持っています。一方、スポーツの本質は、「自由
性」であり、現代社会におけるスポーツの特徴に
は、高度化と生活化（大衆化）の二つの側面があり
ます。例えば、オリンピックの金メダルを目指して陸
上競技でより速く走ることを追求する「高度化」と
高齢者の人が、健康増進や楽しむためにウォーキ
ングをする「生活化」のいずれもスポーツであり、
種目の選択と目的設定を自由に行う身体活動の総
称です。56年ぶりの東京オリンピック開催に向け
て、スポーツ文化を享受し、地域に根ざしたスポー
ツ振興がさらに広がることを願っています。

健康寿命を延伸するには
　健康寿命の延伸を考えた場合、自分の身体は自
分で動かすことのできる「筋力」を維持することと
脂質を効率よく燃焼させ、生活習慣病や未病に対
する運動として取り入れられている「有酸素運動」
の実践が重要です。
　全身の骨格筋は体重の約３～４割を占め、その
うち70％の筋肉が下肢にあります。加齢に伴う体
力の低下は必然ですが、50歳以降の低下は、個人
差の大きいことが知られています。筋力トレーニン
グにはスクワットように自分の体重やバーベルを利
用して反復する方法（アイソトーニックトレーニン
グ）や足首をクロスさせて両足に力を入れる方法
（アイソメトリックトレーニング）などがあります。
加齢に伴う筋力の低下は上肢よりも下肢の度合い
が大きいことから、特に下肢の筋力（膝関節を伸
ばしたり、股関節を曲げる筋肉：大腿四頭筋、腸腰
筋）の低下に留意が必要です。
　筋を収縮させるにはエネルギーが必要です。そ
のエネルギーはATP（アデノシン３リン酸）という
物質が分解する時に発生します。有酸素運動と
は、酸素使ってATPを再合成しながら行う運動の
総称で、ウォーキング、ジョギング、スイミング等の
ことを言います。有酸素運動では、主として糖質と
脂質をエネルギー源としていますが、上手に脂肪
を燃焼させることのできる運動強度は中等度（最
大酸素摂取量の50～60％程度）で、なんとか会話
をしながら継続できるくらいです。この場合、糖質
と脂質が効率よく使われます。ウォーキングであれ
ば、30分程度（≒150Kcal）継続できればメタボの
改善が期待できます。
　このような運動を少しでも生活の中に取り入れ
継続的に実践することが、健康寿命を延伸するこ
とにつながります。
　今年はオリンピックイヤーなので是非、皆さんも
運動を実践してみてはいかがでしょうか。



2019年12月5日現在
後期分学生団体試合結果2019年度

表彰対象 課外活動を通じ、本学の名誉を高め、かつ課外活動の向上発展に寄与した団体
ならびに個人。社会的に貢献奉仕し、本学の名誉を高めたもの。表彰対象 課外活動を通じ、本学の名誉を高め、かつ課外活動の向上発展に寄与した団

2019年度 学生表彰受賞者

硬式野球部
阪神大学野球連盟リーグ戦（秋季）
２部西リーグ
10勝０敗　優勝（２季連続３度目）
東西入替戦出場決定戦
　VS　追手門学院大学　０勝２敗
１部との入替戦出場権獲得ならず

最優秀選手賞　福島　直希（経済・４年生）
最優秀投手賞　中西　翔吾（経済・３年生）
ベストナイン
投手　　　　中西　翔吾（経済・３年生）
指名打者　　福島　直希（経済・４年生）
捕手　　　　松原　圭亮（経済・３年生）
３塁手　　　大草　勘大（経済・２年生）
外野手　　　山本　弘太（経済・２年生）
優秀放送賞　神戸国際大学

バレーボール部
関西学生バレーボールリーグ戦（秋季）
４部リーグ　５勝２敗　３位　４部残留

バスケットボール部
2019年度関西学生バスケットボール連盟
６部リーグBブロック　４勝５敗　10位
ポイントランキング
４位　久保　拓也（経済・４年生）185点

ＤＰＬＳ部
御影北地域センター　高齢者に対する健康
体操指導
住吉台自治会館　高齢者に対する健康体操指導
シェイクアウト訓練参加
東灘区防災フェスタ参加
チャイフェス　in 甲南大学
元気アップジム運動会　東灘社会福祉協議会

ハンドボール部
関西学生ハンドボール連盟リーグ戦（秋季）
２部リーグ　４勝２敗　２位
１部９位との入替戦
神戸国際大学 〇　28-25　京都産業大学
2020年春季リーグ戦より1部昇格
２部得点ランキング
１位　青戸　和樹（経済・２年生）55点
３位　原　　悠生（経済・３年生）38点
10位　中川　優歩（経済・４年生）23点

サッカー部
2019年第97回関西学生サッカーリーグ
３部チャレンジリーグ
通算　５勝３敗３分　勝点18　３位
２部B10位との入替戦
神戸国際大学 〇　２- １　関西外国語大学
2020年リーグ戦より２部Bリーグへ昇格

ハンドボール部
【団体】
最優秀奨励賞

－　秋季２部リーグ戦　－
秋季２部リーグ２位　入替戦勝利

１部昇格
優秀奨励賞

－　春季２部リーグ戦　－
２位

【個人】
青戸　和樹（２年）優秀奨励賞
－ 春季２部リーグ戦 －

得点ランキング第１位　76点
－ 秋季２部リーグ戦 －

得点ランキング第１位　55点

原　　悠生（３年）優秀奨励賞
－ 春季２部リーグ戦 －

得点ランキング第３位　38点

中川　優歩（４年）優秀奨励賞
－ 秋季２部リーグ戦 －

得点ランキング第10位　23点

DPLS部
【団体】
優秀奨励賞

　－ 地域活動等にて －
奉仕活動により社会的に貢献

【個人】
東灘区六甲アイランド　東灘消防団六甲アイランド分団

延山　萌子（４年）優秀奨励賞
－ 東灘消防署 六甲アイランド分団にて －
消防団員として防災意識の高揚や地域
防災活動に積極的に参加、社会的貢献

硬式野球部
【団体】
優秀奨励賞

－ 春季２部西リーグ戦 －
優勝

－ 秋季２部西リーグ戦 －
優勝

【個人】
中西　翔吾（３年）優秀奨励賞
－ 春季２部西リーグ戦 －
最優秀選手賞、最優秀投手賞
－ 秋季２部西リーグ戦 －

最優秀投手賞、ベストナイン投手
福島　直希（４年）優秀奨励賞
－ 秋季２部西リーグ戦 －

最優秀選手賞
－ 秋季２部西リーグ戦 －
ベストナイン　指名打者
中嶋　悠（２年）奨励賞

－ 春季２部西リーグ戦 －
ベストナイン　二塁手
時吉　真生（３年）奨励賞
－ 春季２部西リーグ戦 －
ベストナイン　外野手
松原　圭亮（３年）奨励賞
－ 秋季２部西リーグ戦 －
ベストナイン　捕手
大草　勘大（２年）奨励賞
－ 秋季２部西リーグ戦 －
ベストナイン　三塁手
山本　弘太 （２年）奨励賞
－ 秋季２部西リーグ戦 －
ベストナイン　外野手
神戸国際大学奨励賞

－ 秋季２部西リーグ戦 －
優秀放送賞

学生会
【団体】
優秀奨励賞

－ 学生会活動にて －
学生会活動の運営等において

顕著な功績

サッカー部
【団体】
奨励賞

－ ３部リーグ －
関西学生サッカー３部リーグ第３位

及び入替戦勝利　２部昇格
【個人】

髙橋　将也（４年）奨励賞
－ ３部リーグＣブロック前期 －
得点ランキング　第１位　８点

城前　賢志（４年）奨励賞
－ ３部リーグＣブロック前期 －
アシストランキング　第２位　４アシスト

バレーボール部
【団体】
奨励賞

－ 秋季４部リーグ戦 －
第３位

バスケットボール部
【個人】

久保　拓也（４年）奨励賞
－ 2019年６部リーグ戦 －

ポイントランキング　４位　185点
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【海外初心者向け】グループ型研修
科 目 名：＜経済学部＞海外研修A（４単位）

＜リハビリテーション学部＞
　海外語学研修A（4単位）

海外は初めてという人も参加できる教員随行
の英語研修です！1年生から参加できます。
研修期間：8月～9月の約4週間
研 修 先：イギリス、オーストラリア

＊申請者が15名以下の場合、
イギリスになります。

研修費用：40万円程度（見込み）
＊大学からの補助差引額
＊為替レートの変動により費用の
変更あり

【海外初心者向け】グループ型研修
科 目 名：海外施設研修（2単位）
リハビリテーション学部2年生以上が参加で
きる教員随行の海外研修プログラムです。
海外での体験学習を通して理学療法に関する
視野を広げ、感性や見識を深めましょう！
研修期間：9月中旬の約1週間

＊研修日程及び内容は、事情により
一部変更の可能性があります。

研 修 先：中山医学大学（台湾）
研修費用：10万円程度（見込み）

＊大学からの補助差引額
＊為替レートの変動により費用の
変更あり

【留学経験者向け】個人型研修
科 目 名：海外研修B.C.D（各４単位）

グループ型研修（海外研修A）経験者もしくは
同等の英語力をもつ人のための英語研修です！

研修期間：8月～
研 修 先：協定大学から選択

＊審査面接により渡航が決定
研修費用：各50万円程度（見込み）

＊渡航先と期間による
＊大学からの補助差引額
＊為替レートの変動により費用の
変更あり

2020年度
夏期短期留学
参加者大募集

夏期英語研修 海外施設研修
リハビリテーション学部対象経済学部対象経済学部・リハビリテーション学部対象

【秘書検定2級】  経済学部4年生
講座を始めて受けたときは、専門用語が難しくて少し不安があ
りました。特にマナーについては故郷のベトナムと日本の違いが
あり難しく感じていましたが、先生が熱心に教えてくださったの
で、合格することができました。各レッスンのポイント、勉強戦
略、試験対策までも丁寧に教えてくださいました。やはり講座を
受けて本当に良かったと思います。

【リテールマーケティング販売士3級】　経済学部3年生
この講座を受講しようと思ったきっかけは就職するとき有利だ
と思ったからです。最初はわからないことがたくさん出てきて不
安でしたが毎週出席し先生の丁寧な教え方のおかげで無事合格
できました。当時、週6日学校に通っていましたので、しんどい
時もありましたが、出席率100％で講座を終えました。次は2級
取得を目指して頑張りたいと思います。

※学年は合格時

合
格
体
験
記

【地域交流・生涯教育センター】
当センターでは学生の皆さんのキャリア形成や各種資格取得を目的として資格対策講座を開講しています。これらの講座は一般の方も受講可
能です。また、下記の資格対策講座以外にもネイティブの講師による英会話講座や救急についての講習会、チャペルでのパイプオルガン講座
などを用意しています。
講座の受講料、日程等の詳細は地域交流・生涯教育センター「Extension Program 2020」のパンフレット（３月郵送）をご覧ください。

■2020年度　資格対策講座ラインナップ■《問合せ先》地域交流・生涯教育センター TEL：078-845-3621
講　座　名 講　座　内　容

旅行業務取扱管理者（国内・総合）対策講座 旅行取引に関する管理と監督を行う国家資格で、国内旅行のみを扱う「国内旅行業務取扱管理者」と海外旅行まで扱え
る「総合旅行業務取扱管理者」の2種類があります。いずれも旅行・観光業界への就職を目指す方には必須の資格です。

国内旅程管理主任者　資格取得講座 団体・パッケージツアーに同行し、現地でのコースやスケジュール管理、ホテルでの手続きを行いながらツアーを管理す
る「添乗員」としての資格です。

TOEIC®L&R600講座 英語の語学力を数値で示すTOEICにおいてスコア600点の取得を目指します。600点は多くの企業が新入社員に期
待するレベルです。1年間総時間144時間の学習で600点突破を支援します。

TOEIC®L&R450／スタートアップ講座 TOEIC450点取得を目指す講座です。基本文法力、語彙力の強化、英語の実践的な実力を身につけることを目標とし
ます。450講座と、より初歩的なスタートアップ講座があります。

色彩検定®3級対策講座 文部科学省が後援する唯一の「色に関する検定試験」で、ファッション業界・インテリア・広告・ブライダルなど幅広い分野
で活用でき、役立ちます。

日商リテールマーケティング（販売士）3級対策講座 販売のプロとしての「販売士3級」は販売員としての基礎的な知識と技術を身につけ、売り場の担当者レベルの能力を
習得します。

ファイナンシャル・プランニング技能検定3級対策講座 ファイナンシャル・プランニングは生活設計の立て方を基本に、保険や税金、不動産や相続など「お金の知識」の基本を
幅広く学ぶことができます。

日商簿記検定3級対策講座 簿記は帳簿をつけるための技術ですが、様々な業界・職種で必要となるビジネス基礎知識でもあります。簿記の知識を
ベースとしてさらに多くの資格（公認会計士、税理士、ファイナンシャル・プランナーなど）にチャレンジすることも可能です。

MOS　Word・Excel　2016対策講座 仕事は元より大学生活においても、今やパソコンスキルは必須です。文書作成用ソフトのWord、表計算ソフトのExcel
の各機能・基本操作を学習します。

秘書検定2級対策講座 社会人として必要とされる基本的な知識・マナー・常識を有することを証明する資格です。「言葉遣い」「話し方」「態度」
「振る舞い」といった人柄の要素を学び、感じのよい・人柄のよい人間力を養います。

福祉住環境コーディネータ検定2級対策講座 高齢者や障害者に対して住みやすい住環境を提案するアドバイザーの資格です。福祉と住環境等の専門知識を実務に
活かし、クライアントに具体的な解決策を提案できる確実な知識・技能を身につけます。リハビリテーション学部生、必須。


