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効果的に合格まで導く
☆多彩な受講スタイル☆

HPサイトはこちらから↓
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オンタイムでLive
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資格サポートコーナーでできる３つのこと

資格の相談 検定試験の受付対策講座の受講１ ２ ３

資格インストラクターが皆さんに
合った資格選びや取得プランを一緒
に考えます。

40種類以上の対策講座を開設。
4つのメリット+サポート制度充実︕

学内で受験できる資格試験の団体
受付や、学外受験資格の出願代⾏、
個人申込資格の願書配布などを
しています。
学内受験情報は、M-portや
【桃山資格Webサイト】にて
告知します。

1.受講しやすい環境

２.安価な学生価格

４.仲間に出会える

３.近道カリキュラム

大学に来ている時間や移動時間を活
用しやすい、選べる受講形態。

良⼼的な受講料設定。

合格しやすいテキスト選定と桃大生
が進めやすいカリキュラム、正課授
業や学校⾏事を配慮したスケジュー
ル設定。

同じ目標の仲間と一緒に勉強をする
から、不安も⾃然と解消。学生生活
の情報交換の場にもなります。

迷ったら一度相談に来てください。
早めに準備しておけば「いざ」就活
をスタートする時に安⼼。

まだ進路も決めてないけど、
資格、取得した方がいいのかなぁ…

相談も気恥ずかしいし、
まだいいか！

いつ頃に何を取ろう
か計画するだけでも、
⼀歩前進︕︕

大学生活を楽しみながら無理
なく準備しましょう！！
就職活動前に焦らないよう
早めの行動がオススメ！

資格取得を応援するサポート制度
１ ２ ３

合格祝いでモチベーションアップ 学生のチャレンジを経済的に応援 着実な合格へのサポート

「チャレンジ！資格」
奨励金

課外講座
学修奨励奨学金

ステップアップ割引／
リトライ制度

学部生を対象に各種資格試験の
合格者（語学系含む）に対し、
成績・難易度に応じた奨励⾦を
⽀給する制度。

学内外で意欲的に資格取得に励む
学生を奨励する制度。資格取得に
向けた講座の受講料を最大10万円、
奨学⾦としてサポート。

上級資格を目指すためのステップ
アップとして関連資格を継続して
受講する際の割引や、再受験時の
サポートをご用意。

※詳細条件は下記をご覧ください。 ※桃山資格Webサイトにて4月中旬告知予定
割引適用には申込時に事前連絡が必須です。

対象者条件
キャリアセンター、資格サポートコーナー、教職センターにおいて開講されている講座
ならびに指定の学位講座の受講者、または受講を予定している全学部学生
※その対象となる課外・学外講座については学生⽀援課まで

学⼒基準

1年次生 ・高校での評定平均値が4.2以上

2年次生 ・前年度末までに31単位取得 ・前年度1年間のGPA値が2.4以上

3年次生 ・前年度末までに62単位取得 ・前年度1年間のGPA値が2.4以上 ※編・転入学生は入学前の学
校の最終年次GPA値が2.4以上
であること4年次生 ・前年度末までに93単位取得 ・前年度1年間のGPA値が2.4以上

募集時期 M-Portおよびホームページで5月上旬頃案内 募集人数 1年次生30名、２年次生以上100名

給付額 対象となる講座の受講料相当額（但し、100,000円を上限とする）

注意 受講は2023年3月中頃に修了し、報告書を学生⽀援課へ提出する必要があります。報告書提出期⽇・報告書フォームは、
学生⽀援課より奨学⾦⽀給対象となった⽅に配信されるM-Portを確認してください。

キャリアセンター
主催講座

●公務員講座
●マスコミ試験対策講座

資格サポートコーナー
主催講座

資格BOOK・桃山資格Webサイトに
掲載中の講座（全35資格）

※詳しくは学習⽀援センターHPをご覧ください。

学生時代に頑張ったこと？！
自信を持てる経験が少ないなぁ…



2021年度 桃大生 人気資格TOP5
1 Microsoft Office Specialist(MOS) ・・・ 約320名

簿記検定・・・約110名 秘書検定・・・約90名
宅地建物取引⼠
（宅建⼠） ・・・ 約40名

ファイナンシャル・プランニング
（FP） ・・・ 約60名

2 3
4 5

学部別 資格取得 モデルプラン

1回生 2回生 3回生 4回生

経営学部 & ビジネスデザイン学部

・簿記3級

1回生 2回生 3回生 4回生

経済学部

・FP3級/2級
or

・ITパスポート/G検定

1回生 2回生 3回生 4回生

社会学部

・秘書2級
・MOS Word/Excel®

1回生 2回生 3回生 4回生

国際教養学部

・TOEIC®

・秘書2級

1回生 2回生 3回生 4回生

法学部
・ビジネス実務法務

3級/2級
・MOS Word /Excel®

・MOS Word/Excel® ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ統計ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
・簿記2級
・貿易実務C級orTOEIC®

・簿記3級 ・秘書2級
・MOS Word/Excel®

・秘書準1級
or

・宅建⼠

・サービス接遇検定
2級/準1級

・TOEIC®

・簿記3級
or

・FP3級

・貿易実務C級
・観光英検2級

・通関⼠
or

・国内旅⾏業務取扱管理者

・FP3級/2級
or

・宅建⼠
・簿記3級
・秘書2級

まずは
レポート作成に役⽴つ資格と
学部の学びのベースになる
資格をGET︕

学部の学びをアピールできる
簿記2級を取得︕
英語に興味がある⽅は、商社
・メーカーの仕事で役⽴つ
貿易資格も取っておこう︕

内定先で必要とされる資格や
社会人になるまでに取っておきたい
資格にチャレンジ︕︕

内定先で必要とされる資格や
社会人になるまでに取っておきたい
資格にチャレンジ︕︕

内定先で必要とされる資格や
社会人になるまでに取っておきたい
資格にチャレンジ︕︕

内定先で必要とされる資格や
社会人になるまでに取っておきたい
資格にチャレンジ︕︕

データ分析と
マーケティングに必要な
を⾝につけよう︕

まずは
レポート作成に役⽴つ資格と
学部の学びのベースになる
資格をGET︕

学部で学んだことを
専門資格で形に
しよう︕

⾃分の興味ある仕事を
資格で学んだり、
ビジネスマナーを
⾝につけて就活準備︕

まずは
レポート作成に役⽴つ資格と
オールマイティ資格から
チャレンジ︕

ベーシック資格を
たくさん取って
極めよう︕︕

就活が始まるまでに
お⾦に関する知識を
⾝につける︕

まずは
レポート作成に役⽴つ資格と
オールマイティ資格から
チャレンジ︕

英語が科目にある資格で
学部の学びを
形にしよう︕

就活前最後の年は
英語が科目にある
国家資格にチャレンジ︕

まずは
レポート作成に役⽴つ資格と
学部の学びのベースになる
資格をGET︕

オールマイティに
使える資格は
今のうちにGET!

就活前最後の年は
国家資格にチャレンジ︕

内定先で必要とされる資格や
社会人になるまでに取っておきたい
資格にチャレンジ︕︕

・リテールマーケティング

※FP︓ファイナンシャル・プランニングの略称です。



C

✏ 新たにビジネスを企画・提案できる人
✏ 企画⼒を持った公務員・ＮＰＯ職員など
✏ 既存事業を継承し改革できる人

ビジネスデザイン学部

経営学部

経済学部

★G検定

★IT
パスポート

マーケティング

★リテール
マーケティング

★ビジネス統計
スペシャリスト

★TOEIC®

英 語 IT マーケティング

C
会計・ファイナンス 不 動 産

★FP（ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ)
3級／2級

★簿記3級／2級 ★宅地建物
取引⼠

✏国際的な水準で地域ビジネスを
プロデュースしたい人

✏グローバルな視点でビジネスしたい人
✏デジタル化が進むビジネス社会で

活躍したい人

C

★国内旅⾏
業務取扱管理者

★TOEIC®

英 語 貿 易

✏企業が求めるマーケティングや
データ分析スキルを⾒につけたい人

✏起業や事業継承を成功させたい人
✏会計、ファイナンスに関する知識や

技能を⾝につけたい人

旅⾏・観光

★貿易
実務C級 CCC

★G検定

★IT
パスポート

CCCCCC
★リテール

マーケティング

★ビジネス統計
スペシャリスト

会計・ファイナンス

不 動 産

★FP（ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ)
3級／2級

★簿記3級／2級

★宅地建物
取引⼠

✏国際的なビジネスの現場で活躍したい人
✏経済を基礎から実践まで幅広く学びたい人
✏ITやファイナンス系の資格取得を目指す人

CCC
★G検定

★IT
パスポート

C

★FP（ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ)
3級／2級

★簿記3級／2級
★ビジネス会計3級／2級

会計・ファイナンス

C

★国内旅⾏
業務取扱管理者

★TOEIC®

英 語 貿 易

旅⾏・観光

★貿易
実務C級



社会学部

国際教養学部

法学部
✏ 法的・論理的思考⼒を⾝につけたい人
✏ 公務員を目指す人
✏ 弁護⼠など法律の専門家を目指す人

C C
不 動 産 ★宅地建物取引⼠

会計・ファイナンス
★FP（ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ)3級／2級

★国内旅⾏
業務取扱管理者

旅⾏・観光

貿 易 ★通関⼠

試験科目に法律系がある国家資格︕

★ビジネス
実務法務
3級／2級

IT
企業法務の出題もあり︕

★ITパスポート

✏ 将来海外に関わる仕事に就きたい人
✏ 語学とともに異⽂化と深く向き合いたい人
✏ 留学してハイレベルな語学⼒を習得したい人

C★国内旅⾏
業務取扱管理者

★TOEIC®

英 語 貿 易 旅⾏・観光

★貿易
実務C級

★通関⼠ ★観光英検2級

★世界遺産
検定2級

✏ ⽇常の疑問を深く探ってみたい人
✏ 将来、地域のために活動したい人
✏ 社会現象の調査やデータ分析に興味のある人

C★MOS Word2016
パソコン

★MOS Excel®2016

ビジネスマナー
★秘書2級

★サービス接遇
2級／準1級

C★TOEIC®

英 語



※受講料は本学学生価格です。
一般の⽅は受講料が異なりますので
資格サポートコーナーまで
お問い合わせください。

☆ベーシック（社会人に求められるスキル）
－パソコン資格人気、知名度ともにNo.１︕－
Microsoft Office Specialist（MOS) 講座

受講料（教材費込・税込） 募集
時期

受講開始⽇／終了⽇
（視聴期限︓3ヵ月月末まで） 受講形態

Word 2016 スペシャリスト ￥17,000 5/19~8/31
8/18~11/30

Excel® 2016 スペシャリスト ￥19,100 10/14~20231/31
20232/9~5/31

Power Point®2016
スペシャリスト ￥17,000 8/18~11/30

Word 2016 エキスパート ￥19,900
20232/9~5/31Excel® 2016 エキスパート ￥20,900

課外資格講座 ラインナップ

春

夏

秋

春

春

夏

秋春学期 秋学期

夏休み 春休み

－国内で英語⼒を発揮するならこれ︕－
TOEIC® LISTENING AND READING TEST対策講座

受講料（教材費込・税込） 募集
時期

受講開始⽇／終了⽇
（視聴期限︓4ヵ月月末まで） 受講形態

はじめてのTOEIC®

（400点目標）

￥18,600

5/27~9/30
8/30~12/31

スタートアップTOEIC®

（500点目標）
10/28~20232/28
20232/17〜6/30

レベルアップTOEIC®
（650点目標）

8/30~12/31
20232/17〜6/30

－一般常識やビジネスマナーが⾝につく－
秘書検定講座

級 受講料（教材費込・税込） 募集
時期

受講開始⽇／終了⽇
（視聴期限︓3ヵ月月末まで） 受講形態

2級

6月受験

¥20,000

4/28~7/31
11月受験 9/12~12/31
２月受験 11/21~20233/31

2023年6月受験 20233/2~6/30
準1級 11月受験 ¥28,000 9/12~12/31

－接客対応やコミュニケーション能⼒が磨ける－
サービス接遇検定 2級・準1級講座
受講料（教材費込・税込） 募集

時期
受講開始⽇／終了⽇

（視聴期限︓3ヵ月月末まで） 受講形態

11月受験 ¥18,000 9/22~12/31

－サービス業務の基本★対応技術や⼼構えを学ぶ－
ビジネス実務マナー 2級講座

受講料（教材費込・税込） 募集
時期

受講開始⽇／終了⽇
（視聴期限︓3ヵ月月末まで） 受講形態

6月受験 ¥20,000 5/16〜5/31(予定)

☆オールマイティ 経営系（会計・マーケティング）

春

夏

オン
ライン
ブレ
ンド

時短
対面

※

※時短対面は のみ実施春夏※検定料別途必要 （団体受験／学内）
スペシャリスト︓¥8,580／エキスパート︓¥10,780

※検定料別途必要 （団体受験／学内） 2級︓¥4,100／準1級︓¥5,300

※検定料別途必要 （団体受験／学外）¥4,100 申込人数によって個人受験への切替となる場合もございます。

リアルタイム
オンライン

オンライン

－お⾦の流れを知る!－
簿記検定講座

級 受講料（教材費込・税込） 募集
時期

受講開始⽇／終了⽇
（視聴期限︓3ヵ月月末まで）

受講形態

3級

8月CBT受験

￥27,000

5/18~8/31
11月受験 9/1~12/31
２月受験 11/14~20233/31

3月CBT受験 20233/2~6/30

2級 11月受験 ￥61,500 6/3~11/30
2月受験 9/21~20232/28

－「売る」スペシャリスト－
リテールマーケティング（販売士）検定2級講座

受講料（教材費込・税込） 募集
時期

受講開始⽇／終了⽇
（視聴期限︓3ヵ月月末まで） 受講形態

8月CBT受験 ￥32,500 5/17~8/31
2月CBT受験 11/8~20232/28

－『色』をお仕事で使える知識を⾝につける－
色彩検定®講座

級 受講料（教材費込・税込） 募集
時期

受講開始⽇／終了⽇
（視聴期限︓3ヵ月月末まで） 受講形態

3級 6月試験 ￥23,400 5/10~8/31
2級 ￥26,000

11月受験 9/12~12/31UC級 ￥17,000

春

春

夏
秋

春

夏
春

オン
ライン
ブレ
ンド

春

夏

秋

春

夏

春

※検定料別途必要 （個人受験／学内・学外） 学内IPテスト︓¥3,200／公開テスト︓¥7,810

※検定料別途必要 （個人受験／学外） 3級︓¥2,850／2級︓
￥4,720

※検定料別途必要 （個人受験／学外） ¥5,770

※検定料別途必要 （団体受験／学内） 3級︓¥7,000／2級︓¥10,000／UC級︓¥6,000

☆オールマイティ IT系
－ITの基礎知識を問う国家資格!－

ITパスポート講座
受講料（教材費込・税込） 募集

時期
受講開始⽇／終了⽇

（視聴期限︓3ヵ月月末まで） 受講形態

11〜12月CBT受験
¥36,500

8/23~12/31
1~2月CBT受験 10/7〜20232/28

－AIについて学べる注目度№1資格－
G(ジェネラリスト)検定講座

受講料（教材費込・税込） 募集
時期

受講開始⽇／終了⽇
（視聴期限︓3ヵ月月末まで） 受講形態

11月受験 ¥24,000 9/8~12/31
3月受験 12/16〜20233/31

☆オールマイティ 法律系
－法学部生おすすめ︕法的リスクに備えよう－

ビジネス実務法務検定試験®講座
級 受講料（教材費込・税込） 募集

時期
受講開始⽇／終了⽇

（視聴期限︓3ヵ月月末まで）
受講形態

3級 7月IBT受験 ￥18,800 5/18~8/31
2級 11月IBT受験 ￥24,500 【3級】9/1~12/31【2級】8/23~12/31

秋

☆専門資格 医療・福祉系
－医療系の専門事務－ 医療事務講座

受講料（教材費込・税込） 募集
時期

受講開始⽇／終了⽇
（視聴期限︓3ヵ月月末まで） 受講形態

9月受験
¥49,500

6/24~9/30
3月受験 12/23〜20233/31

－ソーシャルデザイン学科4回生対象－
社会福祉士試験対策講座

受講料（教材費込・税込） 募集
時期 受講開始⽇／終了⽇ 受講形態

基礎⼒養成 4月中旬発表 6月〜10月（予定）
直前対策 9月中旬発表 10月〜12月（予定）

春

夏

秋

春

秋
春

夏

秋

時短対面
オンライン

※時短対面は のみ実施夏※検定料別途必要 （団体受験／学外） ¥7,500

秋

春

夏 リアルタイム
オンライン※

オンライン

※リアルタイムオンラインはUC級のみ実施

オンライン

※検定料別途必要 （団体受験／学内or学外） 3級︓￥5,500／2級︓¥7,700 申込人数によって個人受験への切替となる場合もございます。

※検定料別途必要 （団体受験／学外）2級︓¥3,900／準1級︓¥4,700
申込人数によって個人受験への切替となる場合もございます。

オン
ライン
ブレ
ンド

オン
ライン
ブレ
ンド

夏
春 オン

ライン

オン
ライン秋

夏

※ソーシャルデザイン学科4回生以外の⽅は受講できません。

春

秋
リアルタイム
オンライン

春

秋

※検定料別途必要 （団体受験／⾃宅） ¥5,250

－分析に強くなる︕－ビジネス統計スペシャリスト講座
受講料（教材費込・税込） 募集

時期
受講開始⽇／終了⽇

（視聴期限︓3ヵ月月末まで） 受講形態

8月受験 ￥21,000 5/27~8/31
2月受験 11/14〜20232/28

※検定料別途必要 （個人受験／学外） ¥4,400

春

秋
オン

ライン

※検定料別途必要 （個人受験／学外） ¥5,500

対面

3
桃大生人気

桃大生人気

２
桃大生人気

春



☆専門資格 旅⾏・観光・貿易系

動画視聴で学習を
進めながら、
Live質問会(Zoom)や
メールでのサポートで
フォローアップ。

動画視聴で学習を
進めながら、
和泉キャンパス内で
対面授業を受講する
スタイルです。

授業をリアルタイムで
Web配信。決まった⽇程
で受講します。
臨場感ある双⽅向型の
授業が受けられる
スタイルです。

対面のみの実施。
★MOSWord・Excel講座
（夏休み・春休み）
★おもてなし

スペシャリスト講座
★社会福祉⼠対策講座
のみの受講スタイルです。

受講形態について

対面授業

動画視聴

リアルタイム
オンライン

リアルタイムでLive
授業(ZOOM)に参加和泉キャンパス内

で対面講義

対面

オンライン

動画視聴
Live授業
(ZOOM)

対面ブレンド

⾃分でスケジュールを⽴て
られる＆オンラインのみで
受けたい人におすすめ︕

先生に直接質問したり、
スケジュール相談しながら
進めたい人におすすめ︕

目標
設定

計画

実行改善

結果 目標達成
の

プロセス

大学生のうちに資格を取得するメリット
1. 就活でアピールできる
資格を取得していると「知識やスキル」をどれぐらい持っているのかがわかりやすいため
評価につながりやすいのがポイント。また、資格取得もエントリーシートや履歴書に
書くことができる経験やチャレンジの一つです。学生時代の多彩な経験やチャレンジは就活では必須︕
2. 自分に自信が持てる
なんといっても「自信を持てること」が⼀番の効果です。
資格取得をしようと決める（目標設定）⇒勉強の⽅法を考える（計画）⇒実⾏にうつす（実⾏）
⇒改善しながら続ける（改善）⇒合格（結果）を経験できると⾃信が持てると同時に、みんなの役に⽴てる人になります。

☆専門資格 不動産・⾦融系
－不動産業界必須の国家資格－

宅地建物取引士（宅建）講座
受講料（教材費込・税込） 募集

時期
受講開始⽇／終了⽇

（視聴期限︓3ヵ月月末まで） 受講形態

10月受験 ¥55,300 5/27~10/31

－人生に⽋かせない“お⾦”のエキスパート!－
FP（ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ）技能検定講座

級 受講料（教材費込・税込） 募集
時期

受講開始⽇／終了⽇
（視聴期限︓3ヵ月月末まで） 受講形態

3級 9月受験 ¥29,100 6/3~9/30
1月受験 10/17~20231/31

2級
＋

AFP
1月受験 ¥60,500 9/12~12/31

－旅⾏のエキスパートを目指す国家資格－
国内旅⾏業務取扱管理者講座

受講料（教材費込・税込） 募集
時期

受講開始⽇／終了⽇
（視聴期限︓3ヵ月月末まで） 受講形態

9月受験 ¥53,200 5/21~9/30

－旅⾏・観光のお仕事に興味がある⽅必⾒の資格－
観光英検2級講座

受講料（教材費込・税込） 募集
時期

受講開始⽇／終了⽇
（視聴期限︓3ヵ月月末まで） 受講形態

11月受験 ¥32,000 9/22~12/31

－貿易関連唯一の国家資格－
通関士講座

受講料（教材費込・税込） 募集
時期

受講開始⽇／終了⽇
（視聴期限︓3ヵ月月末まで） 受講形態

10月受験 ¥52,800 5/17~10/31

－貿易実務に必要な一般知識を習得し、グローバル化に対応︕－
貿易実務検定®C級講座

受講料（教材費込・税込） 募集
時期

受講開始⽇／終了⽇
（視聴期限︓2ヵ月月末まで） 受講形態

10月IBT受験 ¥27,000 8/10~10/31
3月IBT受験 20232/3~3/31

－観光業界、マスコミの就活で役⽴つ︕－
世界遺産検定3級講座

受講料（教材費込・税込） 募集
時期

受講開始⽇／終了⽇
（視聴期限︓2ヵ月月末まで） 受講形態

12月CBT受験 ¥25,000 10/12~12/31

－ビジネスマナー系講座を複数受講＋実践で体現︕－
おもてなしスペシャリスト講座
受講料（教材費込・税込） 募集

時期
受講開始⽇／終了⽇

（視聴期限︓3ヵ月月末まで） 受講形態

¥50,000 8月~20232月（予定）

☆受講開始⽇／終了⽇について
視聴期限は、受講開始月は⽇数に関わらず切り捨てとし、受講翌月から起算して設定しております。
⽇程は変更となる場合がございます。最新の⽇程は【桃山資格Webサイト】の講座詳細ページに順次アップいたします。申込前に必ず最新の⽇程をご確認ください。
＜時短対面講座＞動画視聴がなく対面のみの講義となるため、受講開始⽇と終了⽇は掲載内容と異なります。⽇程は、募集開始時にホームページへアップします。

※検定料別途必要 （個人受験／学外） ¥7,000

春 オンライン
ブレンド

リアルタイム
オンライン

オンライン
ブレンド秋

春

秋

※検定料別途必要 （団体受験／学外） 3級︓¥6,000／2級︓¥8,700 ★令和4年度9月試験より試験料改訂予定

※検定料別途必要 （個人受験／学外） ¥5,800

オンライン
ブレンド

春 春 オンライン

※検定料別途必要 （個人受験／学外） ¥3,000

夏 オンライン オンライン
春
夏

秋 夏

※検定料別途必要 （個人受験／学外） ¥4,800 ※検定料別途必要 （個人受験／学外） ¥6,270

※秘書2級（9月CBT受験/時短対面）＋秘書準1級（11月受験/ブレンド型）＋世界遺産検定3級（12月受験/時短対面）受講※検定料別途必要 （個人受験／学外） ¥5,900

対面 ＆

スケジュールを⽴てるのは
苦手、でもオンラインで
受けたい⽅におすすめ︕

授業は対面のみ︕

オンライン

「学ぶ」だけでなく
体験して

「⾝につける」︕

ブレンド



受講申込から受講開始までの流れ
▼申込受付期間
春学期

4/1〜4/24
※秘書2級【6月受験】

色彩3級・2級・UC級【6月受験】のみ4/17〆切 秋学期
【10月スタート】9/1〜9/30
【11月スタート】10/1〜10/23
【12月スタート】10/1〜10/23夏休み 6/20〜7/17

秋学期 【9月スタート】6/20〜7/17 春休み 12/1〜1/15
※申込受付期間は変更になる場合がございます。最新情報は【桃山資格Webサイト】にてご案内いたします。

1 講座内容の確認
受講希望の講座内容や受講形態、スケジュール等を【桃山資格Webサイト】で確認しましょう。
よくわからない場合や不安な点がある場合は、お気軽にご相談ください。

２ 講座受講申込
【桃山資格Webサイト】の申込みページで必要事項を登録・送信しましょう。

申込後のキャンセルはできませんので、時間割や受講料などを確認しましょう︕

受講申込手続き完了︕ 申込⽅法が分からない場合は、
資格サポートコーナーまで
お問い合わせください。

３ 受講料・受験料の振込
お振込みについてのご案内を申込時に登録いただいたメールアドレスに送信します。

４ 受講開始についてメールでご案内

受講開始について資格サポートコーナーからのメールをご確認ください。
受講形態によってご案内の内容が異なります。（視聴開始⽇、テキスト受取、対面授業教室など）

資格取得に向けてがんばろう︕ 割引や報奨⾦など
サポートあり︕

【申込にあたっての注意事項】
●対面ブレンド・時短対面の場合、申込者が開講最少人数に満たない場合には、不開講になる場合があります。ご了承ください。
●講座申込はすべて先着順で受付します。定員に達した場合は申込期間内に受付を終了する場合があります。余裕を持ってご検討ください。
●受講料について、申込手続き後は、理由の如何に関わらず、返⾦はできません。
●受講料は教材費を含む価格です。
●本講座の申込に係る⽒名・住所・電話番号・メールアドレス等は受講者名簿の作成、緊急連絡及び試験結果の確認等で利用することがあります。
●講座に関する連絡（休講・補講・教室変更・検定案内など）はメールにてお知らせいたします。
●講座内容・スケジュールは、進捗状況及び大学⾏事等により変更する場合があります。
●講座を無断で録音・録画・写真撮影することは禁止します。（講師の指示がある場合を除く）
●他の受講生や講師に迷惑をかける⾏為があった場合は、受講をお断りすることがあります。（私語・指示にない携帯電話の使用や読書など）

和泉キャンパス
資格サポートコーナー

MAIL:exkouza@andrew.ac.jp
TEL:0725-92-7505

資格サポートコーナー

〒594-1198 大阪府和泉市まなび野1-1 1号館301教室

受付時間 10:00〜17:00※土⽇祝は閉室

（直通）


