
教務機構プログラム

将来に向けて計画的に準備をしよう！

【エクステンション・プログラムとは？】

・ 大学教育の一環として正課の授業との相乗
効果を視野に入れて講座を厳選。

・ 学内で学べる資格取得、就職支援の多様な
講座を提供。2019年度は約900人が活用。

・ 「自分の人生をどう生きるか」、その中で

「どのような職業に就くか」などを考え、必要
な資格等の取得を目指そう。
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３．ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
＜資格取得・就職支援プログラム＞

１．ライフデザイン科目
＜人生観・職業観を養う正課科目＞

例：ライフデザインと仕事
霞が関セミナー

インターンシップ実習など

２．キャリア支援プログラム
＜ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ提供のプログラム＞

例：キャリアガイダンス
業界研究セミナー

学内企業説明会など

ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの位置づけ

ライフデザイン・プログラム

自分の人生をいかに生きるべきか、社会に対してどのように
貢献していくのか、そして、そのためにはどのような職業に
就くべきなのかを考えていく仕組み。



エクステンションプログラムの特徴

１．キャンパス内で受講できる（一部、オンライン講座あり）

２．安価な受講料

３．独自のカリキュラム

４．信頼できる講座

５．受講生フォロー・支援



公務員 その他

①公務員試験対策講座（総合職・一般職・地方上級） ⑬総合旅行業務取扱管理者試験対策講座

②教養型公務員試験対策講座 ⑭中小企業診断士入門講座

③外務省専門職員採用試験対策講座 ⑮社会福祉士国家試験対策講座

会計系 ⑯ＩＴパスポート試験対策講座

④日商簿記３級・２級講座 留学準備

⑤公認会計士入門講座（初心者コース・日商簿記3級修了者コース） ⑰TOEFL ITP®テスト対策講座

⑥税理士入門講座（初心者コース・日商簿記3級修了者コース） ⑱TOEFL iBT®テスト対策講座

金融系 ⑲IELTSテスト対策講座

⑦３級・２級FP技能士講座 就職試験対策・就職支援関連

⑧証券外務員一種資格試験対策講座

⑨証券アナリスト基礎講座

法律系 ㉑TOEIC ®
L&R TEST対策講座：短期集中コース

⑩宅地建物取引士講座

⑪行政書士試験対策講座

⑫通関士試験対策講座

２０２１年度　エクステンションプログラム　講座一覧

⑳TOEIC ®L&R TEST対策講座
　（ベーシックコース・レギュラーコース・アドバンスコース）

㉒就職支援：ビジネスマナー基礎
　　　　　　日経新聞の読み方講座

各講座案内ＱＲコード



①公務員試験対策講座

（総合職・一般職・地方上級）

• ゼロからスタートしても効率よく科目の
学習ができるプログラム構成。

• 協力校のTACと同じ授業に加え本学オリジ
ナルの講義を追加。

• 論文や専門記述、面接・官庁訪問対策に
もしっかり対応。

対面授業

大学3年生で受講し、4年生で公務員試験を受験する人が多い。



大学3年生の夏以降に公務員試験を目指す人
専門試験なしで受験できる先が志望の人

2年生で、先行して学習を進めたい人

②教養型公務員試験対策講座

• 公務員試験のうち、筆記試験の教養試験と
論文試験対策に絞り込んだ講座。

• 面接試験等の人物試験対策にも対応。

• 専門試験なしで受験できる市役所や国立大
学法人職員等、警察官や消防官、皇宮護衛
官や海上保安官などの対策が可能。

対面授業

こんな人に
おすすめ！



③外務省専門職員採用試験対策講座

• 自分の都合にあわせて学習可能なWeb通信。
（協力校のTAC本校舎で録画された映像で学習）

• 受験対策のためには、本講座で対応している
試験種目以外にも学習が必要。

Web通信

外務省独自の採用試験により採用されるため対策必須。

・海外勤務では外交官として政府間交渉や各種情報の収
集、分析を担当。

・国内勤務では外交政策を企画、立案する職員。

どんな仕事？



④日商簿記3・２級講座

• 基礎から始めて合格を目指すカリキュラム。

• 丁寧な解説と演習対応。

• 簿記3級・2級連続受験コースもあり。

（それぞれ受講するより、安い受講料設定）

対面授業

「日商」簿記は、年間約60万人の受験者数を誇る公的資格試験！
簿記は企業の日常の経営活動を記録、計算、整理して、営業成績や財政
状態を明らかにする知識、技能が身につくため、将来、どんな職業につ
くにしても、役立つ。

税理士、会計士に興味がある人にも簿記は必要です。



⑤公認会計士入門講座

• 公認会計士を目指す人、興味はあるが学習
方法や内容がよくわからない人等も安心し
て受講できる「入門編」の講座。

• 初心者コース・日商簿記3級修了者コース
があり、初心者コースは簿記3級の内容か
ら学習が可能。

対面授業

財務諸表が適正に作成されているかを監査し、その情報の信頼
性を確保する業務等を行う「監査」と「会計」の専門家。

どんな仕事？



⑥税理士入門講座

• 税理士を目指す人、興味はあるが学習方
法や内容がよくわからない人等も安心し
て受講できる「入門編」の講座。

• 初心者コース・日商簿記3級修了者コース
があり、初心者コースは簿記3級の内容か
ら学習が可能。

対面授業

税務に関する法律家。
独占業務である「税務書類の作成」、「税務相談」、付随業
務として財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行などを行う。

どんな仕事？



・厚生労働省認定の国家資格
・顧客のライフプランに合わせた保障プランや資産運用プランを提案
・2級FP技能士（兼AFP）の資格取得は、金融機関（銀行・証券会
社・生命保険会社・損害保険会社）への就職に有益

⑦３級・2級FP技能士講座

• 授業用アプリケーション（E-lecture)を使
用した同時双方向型オンライン授業とe-
learningによる学習が選択可能

• 同時双方向型オンライン授業の場合2級FP技
能士合格者には日本FP協会認定のAFPライセ
ンスも同時取得できます。

E-lecture e-learning



⑧証券外務員一種資格試験対策講座

• 講師による対面授業と、e-learningを選択できる。

• 対面授業:専門分野に精通した講師が授業を担当。

専門用語をわかりやすく解説し、効率的に

合格を目指します。

・e-learning:自分の都合に合わせて学習できる使い

やすさと効率的に学習できるプログラム。

対面授業 e-learning

日本証券業協会による資格。金融業界などで投資信託・債券・株式
等の有価証券を扱う際の必要資格。



⑨証券アナリスト基礎講座

• 証券アナリストの仕事に興味がある、またはCMA®を
目指したいが、関連科目の基礎を学んだことがない
等、金融や証券投資の基礎や考え方を学習したい方
向けの基礎講座。

• 講座テキスト（冊子教材・全2冊）、インターネット
を使ったWeb演習問題、修了試験で構成。

Web通信・e-learning

日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA®）

証券投資・資産運用に関する各種情報の分析と投資価値評価を行
い、投資助言や投資管理サービスを提供する専門家。



⑩宅地建物取引士講座

• 約半年で受験準備ができるカリキュラム。

• 9月中旬までの各講義で合格のために必要な
知識を身につける。

本試験直前の約1ヶ月で本試験形式の予想

問題を解くことで効率よく合格レベルに到達。

対面授業

受験者が年間約２５万人の人気の国家資格。
不動産業界のみならず、金融関係、建設関係など広い活用範囲。



⑪行政書士講座

• 2021年11月実施の本試験合格を効率よく目
指すカリキュラム。

• 自分の都合にあわせて学習可能なWeb通信
講座。協力校のTAC本校舎で録画された映
像をみながら学習。

Web通信

行政書士：行政書士法に基づく国家資格。

役所に提出する許認可等の申請書類の作成と提出手続の代理
をする等、国民と行政をつなぐ役割を担う法律専門家。

どんな仕事？



通関士：貿易に関する国家資格（財務省管轄）。

輸入の申告書や貨物の保管申請書等、税関に関する通関書類
の作成、審査、不服申し立ての代理等、実際にモノを輸出入
する人に代わり、通関手続きを行う。

⑫通関士講座

どんな仕事？

• 2021年10月実施の本試験合格を効率よく目
指すカリキュラム。

• 自分の都合にあわせて学習可能なWeb通信
講座。協力校のTAC本校舎で録画された映
像をみながら学習。

Web通信



⑬総合旅行業務取扱管理者試験対策講座

• 国内の旅行業務のみ取扱える「国内旅行業
務取扱管理者」試験と、国内と海外の両方
の旅行業務を取扱える「総合旅行業務取扱
管理者」試験のダブル合格目指すコース

• 「国内」の資格をすでに持っている方向け
の「総合」の合格を目指すコースもある。

対面授業

旅行業法に定められている旅行業者及び旅行業者代理業者の営
業所における顧客との旅行取引の責任者で、国家資格。



• 本格的に中小企業診断士試験受験に向けた学
習をするためのアプローチとして各科目の概
略を学習する入門講座。

• コンサルティング業務に関心がある方、まず
は試験科目全体の概略をつかみたい方、資格
取得までの計画を立てたい方にお勧め。

⑭中小企業診断士入門講座

対面授業

企業からの依頼をもとに企業の経営状態について診断し、診
断結果の報告やアドバイスを行うプロの経営コンサルタント。

どんな仕事？



⑮社会福祉士国家対策講座

• 自分の都合にあわせて学習可能なWeb通信
講座。協力校の資格の大原で録画された映
像をみながら学習。

＜注意＞

受験資格として「指定科目」の単位を修得し
て卒業することが要件。

Web通信

ソーシャルワーカーの国家資格。
福祉の相談に応じ、各専門職との連携をはかりながら、個別
のニーズに合わせて、社会福祉サービスをコーディネート。

どんな仕事？



⑯ITパスポート試験講座

• 合格に必要な基礎知識をしっかりとイン
プット。特に「難しい」と感じやすいテク
ノロジ系の学習時間を多くとってる。

• 直前対策は問題演習が中心。

対面授業

経済産業省が認定する「情報処理技術者試験」の最初に位置
付けられている試験。ワープロソフトや表計算ソフトの活用
法だけではなくコンピュータの「機能」や「原理原則」を理
解し、ITに関わる「経営・管理・法務」等の幅広い基礎知識
を学ぶ。



• 留学の出願時に合わせたカリキュラム編成。

春季⇒9月の交換留学等出願向け。

秋季⇒1月の中期留学出願向け。

• 交換留学や英語中期留学等に参加する基準である500
～550点を目指すカリキュラム。

⑰TOEFL ITP®テスト対策講座

対面授業

TOEFL：Test of English as a Foreign Languaとは？
（英語を母国語としない人の英語能力を測るテスト）

・大学のキャンパスや教室でのコミュニケーションに必要な
「Listening」「Reading」「Speaking」「Writing」

4技能を総合的に測定します。
・Listening, Reading, Grammarセクションによるマーク
シート方式のテスト。



⑱TOEFL iBT®テスト対策講座

対面授業

TOEFL iBT®テスト：iBT=Internet-Based Testingとは？
・インターネット版、TOEFLテスト。
・TOEFL ITP®テストとは異なり、Speaking、Writingの能力を
直接測定します。

・特に北米、ヨーロッパ地域の大学への留学を目指す場合、
最終提出が求められるスコア。

• 「Reading」、「Listening」 を日本人講師
「Speaking」「Writing」を外国人講師が担当。

• Writingの個別チェックもあり。

• TOEFL iBT®テスト52点～60点（TOEFL ITP®テストス
コア約500点～550点）というレベルの人が、65点～
70点を目指すカリキュラム。



⑲IELTSテスト対策講座

対面授業

IELTSとは？
（International English Language Testing System）

140か国、10,000以上の機関で採用されている英語力を証明
するテスト。TOEFLに代わる試験として入学審査の際に採用
する教育機関が増えている。

• IELTS4.5 / TOEFL-ITP500点相当の英語力がある方が対
象。IELTS6.0～6.5を目指す。

• ライティング・スピーキングに重点を置いたトレーニン
グ講座。日本人講師と外国人講師によるダブルコーチン
グコース。

• ライティング課題は添削＆フィードバックつき。
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⑳TOEIC®L&R TEST対策講座
（ベーシック・レギュラー・アドバンス）

対面授業

TOEIC：Test of English for International Communications
・英語を母国語としない人の英語によるコミュニケーション

能力を評価するテスト
・ハイスコアは、企業でも評価される傾向。

• スコアに応じて、ベーシック・レギュラー・ア
ドバンスの３コース（春季・秋季）がある。

• アドバンスコースは原則TOEIC 550点以上を保持
している人が対象。

• レベル別の目標スコアもしくは自己レベルの50
～100点アップを目指す。
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ベーシックコース
・TOEICの勉強法がわからなかったので、それを知れて良かったです。（国際・3年）

・英語と向き合う時間が増えて良かったです。（人間福祉・2年）
レギュラーコース
・最初はTOEICの問題が難しくて何をどうしたらよいか全く分かなかったが、回を重ねる
につれどこがポイントか、どうやったら点が取れるのか理解できるようになりました。（
社会・1年）
・TOEICのスコアがとても上がって、これからの勉強方法もわかったのでとても有難いで
す。（経済・1年）
・週2回絶対に勉強するという習慣ができてよかった。(社会・3年)
・TOEICはスピードが大切だと感じるので、問題を見てすぐに解ける解き方を教えて頂い
て満足です。（法・3年）
・参加型授業でしっかり取り組めました。（総合政策・2年）
アドバンスコース
・頻出問題を教えてくださり分かりやすい。（人間福祉・３年）
・テキストの解説には載っていない、ヒントやポイントを知ることができるのでとてもた
めになりました。（総合政策・3年）
・講座受講後、TOEICを受けたところ、授業内で出てきたポイントが多く出題されていて
、答えることができる問題が増え、50点程度アップした。（人間福祉・３年）
・他の受講者からの質問は大変参考になる。自分ではフィーリングで解いていたものが言
語化されてよい。（経済・4年）

受講生の声 ご紹介（アンケートより一部抜粋）



㉑TOEIC®L&R TEST対策講座（短期集中）

• 英語初級者～TOEIC®L&R TESTスコア550点未満
の人が、600点突破、もしくは現時点より100点
アップを目指す。

• 短期集中で効率的にスコアアップを目指す。

• Zoomによる講義で夏季・春季休暇中に自宅等で
受講可能。

• 最終日にTOEIC®L&R IPテスト(マークシート形
式/対面）がついているのですぐに学習の成果
が確認できる。

Zoom



㉒就職支援：ビジネスマナー基礎講座
日経新聞の読み方講座

• 社会人・ビジネスパーソンとしてのマナーと
新聞からの情報収集力を身につける。

• Web上にある教材によって学習するe-learning
講座。都合のよい場所・時間に学習可能。

e-learning



申込方法・問合せ

【申込み方法】

【お問合せ】

教務機構事務部 Tel：0798-54-6900
Mail：extension@kwansei.ac.jp

【事務室開室時間】

西宮上ケ原キャンパス：G号館1階 教務機構事務部
平日／8:50～16:50（休憩時間11:30～12:30）

神戸三田キャンパス：アカデミックコモンズ2F事務室（教務機構事務部）
平日／8:50～16:50（休憩時間11:30～12:30）

ご不明な点や質問があれば、お気軽にご相談ください！

mailto:extension@kwansei.ac.jp


「大学卒業後」・「将来の自分」に備える。

大学の正課授業で何を学び、正課外プログ
ラムをどう利用するか。大学生生活全体と
して、どう過ごすか。その中で、将来、自
分がどうありたいか、どんな人生を送りた
いかを見つけよう。

将来必要となる知識、技能が明確になって
きたら、そのために、計画的にエクステン
ションプログラムを利用することを考えよ
う。
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