
資格取得者支援制度SUPPORT 01

サポート体制 進路支援センターは、真剣に合格をめざす受講生の
皆様を全力で応援します。

給付適用例 簿記1級に合格したAさんの場合

上記は一例です。各制度の給付内容一覧は、ホームページまたはKVCを確認してください。

後援会奨励金制度 100,000円 合格報奨金制度 50,000円 給付額合計 150,000円++ ==

2020年度資格講座を受講した本学学部生、本学大学院生 ※受験時に講座申込時の学部・大学院を卒業・退学している場合は対象外。

制度対象の講座を受講し、一定の条件をクリアした場合に受講料自己負担分の一部（金額は受講区分によって異なる）を給付する制度です。詳しくはホームページまたはKVC
を確認してください。 ※受講料はP.5を参照してください。

注目

日商簿記検定試験対策講座（3級）（3級・2級W受験）
日商簿記検定試験対策講座（2級）（3級・2級W受験）
ビジネス会計検定試験®対策講座（2級）

）tnioPrewoP・lecxE・droW（座講策対験試SOM ※春期集中コースを除く。
ビジネス統計スペシャリスト試験対策講座（Excel分析ベーシック）
ITパスポート試験対策講座

FP試験対策講座（3級・2級W受検/AFP）
FP試験対策講座（2級/AFP）
証券外務員試験対策講座（二種・一種W受験）
宅地建物取引士試験対策講座
ビジネス実務法務検定試験®対策講座（3級）
ビジネス実務法務検定試験®対策講座（2級）
秘書技能検定試験対策講座（2級）
色彩検定®試験対策講座（2級）
リテールマーケティング（販売士）検定試験対策講座（3級・2級W受験）
リテールマーケティング（販売士）検定試験対策講座（2級）
旅行業務取扱管理者試験対策講座（国内・総合W受験）
旅行業務取扱管理者試験対策講座（総合）

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

受講直後の本試験（3級）の合格
受講直後の本試験（2級）の合格
受講直後の本試験の合格

 受講直後の本試験（Word・Excel・PowerPointのいずれか2科目）の合格※2
受講直後の本試験の合格
受講直後（講座終了から2か月以内の受験に限る）の本試験の合格

受講直後の本試験（2級 学科と実技）の合格
受講直後の本試験（2級 学科と実技）の合格
受講直後（講座終了から2か月以内の受験に限る）の本試験（一種）の合格
受講直後の本試験の合格
受講直後の本試験の合格
受講直後の本試験の合格
受講直後の本試験の合格
受講直後の本試験の合格
受講直後の本試験（2級）の合格
受講直後の本試験（2級）の合格
受講直後の本試験（総合）の合格
受講直後の本試験（総合）の合格

公認会計士試験対策講座（前期）
公認会計士試験対策講座（後期）
日商簿記検定試験対策講座（1級）

1
2
3

支援区分 対象講座 給付条件
支援者選考試験の認定者
前期講座終了時の支援者選考試験の認定者
支援者選考試験の認定者

受講料の半額を免除

給付内容（受講区分により異なる）

【給付方法】  ●No.4～9、13～24については、給付資格者が申請期間内に手続をおこなうことで、給付資格者の指定する口座に給付します。
●No.10～12については、給付資格者の決定を大学がおこない、給付資格者が申請期間内に手続をおこなうことで、給付資格者の指定する口座に給付します。

【補足事項】 ※1 TOEIC® L&R TEST対策講座の給付条件に関しては、最初のIPテストのスコアを基準に下記の通りとします。
　　①得点と目標スコアの差が100点以上の方：目標スコアの到達　②得点と目標スコアの差が100点未満の方：初回IPテストからの100点以上アップ　◎夏期集中コースの目標スコアは450点とします。
※2 Microsoft Office Specialist試験対策講座の給付条件は、いずれか2科目を同一年度内に取得することとします。

【注意事項】対象講座・給付内容は合格率の変動などにより次年度以降変更する可能性があります。 

5,000円

7,000円
9,000円
17,000円
11,000円
24,000円
14,000円

2,000円～7,000円  
 8,000円～23,000円 
 6,000円～7,200円  

TOEIC® L&R TEST対策講座（450点目標）
TOEIC® L&R TEST対策講座（夏期集中・実力アップ）
TOEIC® L&R TEST対策講座（600点目標）

最初と最後に実施するIPテストの結果を比較し目標スコアの到達もしくは100点以上アップ※1
最初と最後に実施するIPテストの結果を比較し目標スコアの到達もしくは100点以上アップ※1
最初と最後に実施するIPテストの結果を比較し目標スコアの到達もしくは100点以上アップ※1

 9,000円～10,000円  
 9,000円～10,000円  
10,000円～11,000円  

12,000円～14,000円 
 4,000円～11,000円 

13,000円～30,000円 
11,000円～26,000円  
10,000円～11,000円 
8,000円～22,000円 
8,000円～9,000円 
11,000円～12,000円

 

対象

合格報奨金制度SUPPORT 03

【補足事項】 進路支援センターの運営講座（2012年度以降）の受講生かつ在籍中における対象試験の合格者に限ります。また、「資格の大原」グループ校の講座受講も合格判定に含める場合があります。詳細は進路支援センター（資格支援窓口）までお問い合わせください。

公務員試験対策講座（警察官・消防官・市役所等 教養対策）（地方上級・国家一般職等 専門対策）
日商簿記検定試験対策講座（1級）

）講開月5・論表諸務財（）講開月5・論記簿（ 座講策対験試士理税
（簿記論・9月開講）（財務諸表論・9月開講）（簿記論・1月開講）（財務諸表論・1月開講）
公認会計士試験対策講座（前期・後期）
社会保険労務士試験対策講座

1
2

3

4
5

対象講座 給付条件
在籍中の国家公務員総合職第1次採用試験の合格
在籍中の本試験の合格
在籍中の本試験3科目合格
在籍中の本試験2科目合格+国税専門官合格
在籍中の本試験（論文式）の合格
在籍中の本試験の合格

給付内容

本学学部生、本学大学院生 ※受験時に講座申込時の学部・大学院を卒業・退学している場合は対象外。

制度対象の講座を受講し、見事合格された方に下記の金額の合格報奨金を給付する制度です。「資格取得者支援制度」「後援会奨励金制度」との併用が可能です。

【注意事項】対象講座・給付内容は合格率の変動などにより次年度以降変更する可能性があります。

【給付方法】給付資格者が申請期間内に手続をおこなうことで、給付資格者の指定する口座に給付します。

200,000円
50,000円
150,000円
100,000円
200,000円
50,000円

対象対象

注目

公務員試験対策講座（警察官・消防官・市役所等 教養対策）
公務員試験対策講座（地方上級・国家一般職等 専門対策）
教員採用試験対策講座（教職教養＋一般教養コース）
教員採用試験対策講座（教職教養コース）
教員採用試験対策講座（一般教養コース）
日商簿記検定試験対策講座（1級）
税理士試験対策講座（簿記論・5月開講）（財務諸表論・5月開講）（簿記論・9月開講）（財務諸表論・9月開講）
税理士試験対策講座（簿記論・1月開講）（財務諸表論・1月開講）
公認会計士試験対策講座（前期・後期）
基本情報技術者試験対策講座
社会保険労務士試験対策講座
保育士試験対策講座

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

対象講座 給付条件
受講直後の採用試験の内定または最終合格
受講直後の採用試験の内定または最終合格
受講直後の教員採用試験（公立学校）の合格
受講直後の教員採用試験（公立学校）の合格
受講直後の教員採用試験（公立学校）の合格
受講直後の本試験の合格
受講直後の本試験（簿記論または財務諸表論）の合格
受講直後の本試験（簿記論または財務諸表論）の合格
在籍中の本試験（論文式）の合格
受講直後の本試験の合格
受講直後の本試験の合格
在籍中の本試験（筆記と実技）の合格

給付内容

 【注意事項】対象講座・給付内容は合格率の変動などにより次年度以降変更する可能性があります。当制度の給付内容は2020年6月頃決定します。（記載の金額は2019年度のものです。）
【補足事項】 ※挑戦者支援対象に選ばれ、半額の料金で受講された方は給付額が異なります。詳細は進路支援センター（資格支援窓口）までお問い合わせください。

2020年度資格講座を受講した本学学部生（8セメスター以内） ※受験時に講座申込時の学部を卒業・退学している場合は対象外。対象

制度対象の講座を受講し、一定の条件をクリアした場合に奨励金を給付する制度です。詳しくは、ホームページまたはKVCを確認してください。 

【給付方法】給付資格者が申請期間内に手続をおこなうことで、給付資格者の指定する口座に給付します。

30,000円
70,000円
75,000円
70,000円
5,000円

100,000円※

120,000円
80,000円
450,000円※

50,000円
80,000円
75,000円

対象

後援会奨励金制度SUPPORT 02
注目

挑戦者
支援

取得者
支援



講座受講者
※講座ごとにフォロー内容は異なります。本パンフレットP.12以降の各講座ページにてご確認いただくか、進路支援センター（資格支援窓口）までお問い合わせください。

復習と欠席フォローのためWeb講義の配信やDVDの貸出、音声データの提供を行っています（一部講座を除く）。
本学第二部経営学科の学生も安心して受講できます。

フォロー制度SUPPORT 06

Webで配信される講義を一定期間視聴できます。 実際の講義を収録した音声をデータで提供します。Webフォロー

講義を収録したDVDを貸し出します。DVDフォロー

音声フォロー

対象

本学学部生、本学大学院生 前回受講講座の出席率が70％以上で、本学に在籍していること。
在籍中に資格講座を受講し、直後の資格試験を受験したが不合格となり、直後に同一講座の再受講を希望する方を対象として、受講料の一部を免除する制度です。

※出席率が70％未満の場合は、継続割引制度での再受講になります。

簿記（3級・2級）・ITパスポート・FP（ファイナンシャル・プランナー）・宅地建物取引士

対象

対象講座

受講条件

資格講座の学習をバックアップ！

本学学部生、本学大学院生

在籍中に同一分野の違う講座を受講して、ステップアップをめざす場合に適用される割引制度です。対象となる講座は下記の通りです。

継続割引制度SUPPORT 05

公務員

▶ 公務員（警察官・消防官・市役所等 教養対策）

▶ 公務員（地方上級・国家一般職等 専門対策）

情報処理分野1

▶ ITパスポート

語学分野

▶ TOEICⓇ L&R TEST（450点目標）

▶ TOEICⓇ L&R TEST（夏期集中・実力アップ）
▶ TOEICⓇ L&R TEST（600点目標）

会計・税務分野

▶ 日商簿記検定（3級）
▶ 日商簿記検定（2級）
▶ ビジネス会計検定試験Ⓡ

情報処理分野2

▶ MOS（Word）
▶ MOS（Excel）
▶ MOS（PowerPoint）
▶ ビジネス統計スペシャリスト

経済・法律分野

▶ FP（ファイナンシャル・プランナー）
▶ 証券外務員
▶ 宅地建物取引士
▶ ビジネス実務法務検定試験Ⓡ

対象

継続割引制度SUPPORT 05

リトライ受講制度SUPPORT 04

一部の資格試験が学内で受験できます。試験によっては受験料が一般申込よりも安価になります。また、申込手続が一般に比べて簡単です。

講座受講者、本学学部生、
本学大学院生

対象

学内受験制度SUPPORT 07

簿記・TOEICⓇ L&R TEST対象講座

公務員・教員・簿記（3級・2級）・MOS（Microsoft Office Specialist）・ビジネス統計スペシャリスト
ITパスポート・TOEICⓇ L&R TEST・FP（ファイナンシャル・プランナー）・証券外務員・宅地建物取引士・
ビジネス実務法務検定試験Ⓡ・秘書技能検定・色彩検定Ⓡ・リテールマーケティング（販売士）・旅行業務取扱管理者
※公務員・教員は本学卒業生に限ります。
※MOSは集中コースを除く。

 

｢一般申込OK｣のマークがついている講座は本学学部生、本学大学院生以外の方でも受講可能です。但し、資格取得者支援制度・後援会奨励金制度・合格報奨金制度の
対象外となり、受講料の差異が発生する場合があります。

本学科目等履修生、
本学聴講生、
本学卒業生、一般の方

一般受講制度SUPPORT 08

対象 対象講座


