
個別説明会

富士通エフ・オー・エム株式会社 北海道支社

札幌市中央区北2条西4丁目1番地 http://jp.fujitsu.com/fom/

お問い合せ 富士通マイゼミナール札幌会場

夏休みパソコン資格講座（学内実施）

北海学園大学生・限定講座

電話: 011-210-5191 Eメール miki.yoshihito@jp.fujitsu.com （担当：三木）

「就活にどう活かす？」,「どのような講座？」など気になる部分をご紹介します。

（説明会中の食事可能です。途中退席も可能。お気軽にご参加ください）

① 7月18日(水)

② 7月19日(木)

12:20～13:00 16番教室にて開催

短期集中講座で合格を目指す！

いま、若者のパソコンスキル低下が社会問題となっています。

「パソコンは使える」・・・そう思い込んでいる学生は多くいますが、

職場で求められる「仕事の使い方」を十分に習得できている人は意外に少ないのが現実です。

学生のうちに十分な実務パソコン操作スキルを身につけることで、

就職活動やインターンシップはもちろん、大学の勉強･研究にも役立ちます。

世界共通ビジネス資格「マイクロソフト･オフィス･スペシャリスト」

パソコン資格取得の相談など気軽にご参加ください

お申し込み方法

12:20～13:00 15番教室にて開催

北海学園生協 G’booKsで受付

① お申し込みいただいた日程の受付期間内・・・全額返金いたします

② お申し込みいただいた日程の受付期間外から講習前日迄・・・税込み10,000円のみ返金いたします

③ お申し込みいただいた日程の講習日以降・・・キャンセル不可（返金は一切いたしません）

北海学園大学コンピュータ実習室の利用IDをお持ちで無い方は、

あらかじめＩＤを取得しておいてください。ＩＤは講座初日から必要です。

また、ＩＤ発行には時間が掛かりますので、余裕を持って、

大学コンピュータ実習室の窓口に申請ください。

理由の如何（旅行・インターンシップ・就職活動・忌引き・ご本人の入院等）を問わず上記規定が適用となりますのでご了承下さい。

（※北海教育会館２階 ）

講座受講には

コンピュータ実習室の

利用ID
が必要です。

申込後にキャンセルする際の注意事項 (キャンセル規定)

申込期間：2018年7月2日(月)～8月3日(金)まで

③ 7月24日(火) 17:30～17:45 16番教室にて開催

（※13:00～13:30 質疑応答）

（※13:00～13:30 質疑応答）

（※15分間のミニ説明会）



なぜ大学生にパソコン資格が必要なのか

若者のパソコンスキル低下が社会問題化！？

近年、大学生や新入社員など、若い世代のパソコン操作スキルが低下傾向にあり、

企業などの職場で問題視されているニュースをご存知でしょうか？実際、多くの研究

論文でも若い世代のパソコン操作リテラシーが低下していることが論じられています。

『若者のパソコン離れ
が深刻な状態に』

『若者のパソコン保有率
が先進国で最低レベルに』

マイクロソフト･オフィス･スペシャリスト（MOS）とは？

「マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト（Microsoft Office Specialist：略称MOS）」は、

WordやExcelを開発した米国マイクロソフト社が主催している世界共通のビジネス資格。

実は危ない「できるつもり」若者の方が得意と思ったら・・・

１～２年生にも受けやすい､パソコン資格

「資格取得は就活が始まる直前の3年生になったら・・・」と考えていませんか？

昨年度、北海学園大学では、パソコン資格講座を受けた１～2年生は

全受講者の約76％にも達しました。

2017年度

北海学園大学

パソコン操作は早い段階に身につけることで、学生生活での勉強にも役立つ他、

インターンシップなどの実習先でも役立ち、１～２年生にも受けやすい資格です。

もちろん、就職活動にも有効なため、早い段階で取得する学生が多くいます。

スマートフォンやタブレットは情報を閲覧する目的には便利で高性能な機器ですが、

仕事では文書作成や複雑な計算など、パソコンを使いこなす必要があります。

国内だけでも累計400万人が受験する、パソコン系では国内で最も受験者数の多い資格です。

なかでも、スペシャリストレベルは、大学生や、入社後の新入社員など、若い方の取得が多い資格

です（受験者の67.7％が30歳以下 ※2017年の受験者データより）。

M O S資格講座は年２回だけのチャンス！

毎年、多くの学生に受講いただいているＭＯＳ資格対策講座は、下記・年２回の実施スケジュールで開催を予定しています。
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春休み講座

年２回のチャンスを

逃さずに！

目に見えないパソコンスキルを

第三者に証明できる客観的な指標として

教育機関の授業や企業の研修など幅広く活用されています

【試験会場】

札幌市中央区北1条西2丁目1

札幌時計台ビル7階（受付）

富士通エフ・オー・エム 時計台ビル教室

札幌時計台ビル

全日程、講習は大学内ですが、検定試験は下記会場で実施します。

検定試験の会場（全コース）

検定の受験日時など詳細は講習の初日に個別調整を行います。

各コース予定の試験日に都合悪い場合､9月末までの期間で個別に受験日時の調整を行います。

JR札幌駅より徒歩10分
札幌市営地下鉄・大通駅より徒歩5分

（例）木曜日は深夜までバイトだから、受験できない。他の日に受けたい

→ ご安心ください。ベストな日に受験いただけるよう調整いたします。

検定試験のお申し込み手続きなど煩雑な処理も弊社が代行。受講者は勉強に集中いただけます。

就活だけじゃない! 差がつくスキルを身につける!

パソコンスキルは大学の勉強･研究にも役立つ！
大学の勉強や研究にも、パソコンスキルが役立ちます。

パソコンが使いこなせるようになると、レポートの作成にもグラフによる分析や図解など、

表現力豊かで説得力の高いレポートを作るスキルが身につきます。

就活やインターンシップが本格化して忙しくなる前に、

ぜひ１～２年生など早い段階からの取得をオススメします!



Ｑ：なぜ毎年、多くの学生がパソコン資格を取得するのですか？

Ａ：新入社員に求められる標準的スキル

なぜ企業はパソコンを使いこなせる人を求めるのでしょうか？

それは、パソコンが使えないと仕事が進まないからです。

とくに新入社員の頃は、覚える事だらけで大変。

そんなときに、パソコンが使いこなせないと、

もっと仕事が回らなくなってしまいますよね。

この講座はそうした必要とされる「入社前」に身に付けておきたい

標準的なスキルを養成し、資格を取得するものです。

なぜ若い層ほど､パソコン資格を受けるのか

富士通マイゼミナール
講師：長沼

さまざまな業界で活きるパソコン資格

Ａ：「事務」系や「営業」系の希望に人気

業界を選ばないのが、パソコン資格の特長です。

いまやパソコンを 使わない仕事の方が珍しいと言えるかも知れません。

傾向としては仕事上、パソコンを使う機会の多い事務職系や

営業職系を目指す方などに人気のようです。

Ｑ：どのような仕事や業界に活かせる資格？

パソコンが得意な人にも､苦手な人にも

Ａ：「得意」を客観的に証明できるのが資格

パソコンが得意な人は、そのスキルを、どうやって客観的に証明できるでしょうか？

逆に操作が苦手な人にとっては、この機会に得意に変える大きなチャンスです！

この資格は多くの企業で評価され、採用されています。

その理由は「できる」を資格で証明することができるからです。

対策講座では、最近の出題傾向から、問題文の読み解き方、操作の仕方など、

講師が１から指導します。より確実な合格を目指して、一緒に頑張りましょう！

Ｑ：操作は得意です・・・資格まで必要ですか？

操作は苦手です・・・資格を取れますか？

パソコンの授業で

身につけたスキルの

「総仕上げ」として

資格へのチャレンジを

ご提案します。

WordやExcelなど

学生生活でレポートを

書く際にも役立つ

操作スキルを

身につけてみませんか？

就職の前に実習として企業に

入って経験や理解を深める

インターンシップ参加は、

全国的に急増中です。

インターンシップでは

報告資料の作成等、

パソコン操作を

伴う場面も

少なくありません。

早い段階からの

習得をオススメします。

就活がスタートする3年生。

3月頃から各企業宛に

エントリーシートの記載が

はじまります。

資格の欄に、

あなたのスキルを

アピールできるものは

揃っておりますか？

いまのうちに

スキルと資格を

身につけることをご提案します。

標準的スキルから上級スキルまで幅広いメニュー

目指したいスキルを選択いただけます

ハイレベルな特定４資格を合格した方に与えられる認定制度

めざせ「マイクロソフト･オフィス･マスター認定」!

「Word2016エキスパート」、「Excel2016エキスパート」、「PowerPoint2016」、「Access2016」の4科目

を合格した方には、複数のアプリケーションソフトの総合的なスキルを証明する「マイクロソフト オフィス マスター」

の認定証が発行されます。※マスター認定は全て同一バージョンでの合格が必要です

使いこなしの「幅」と「深さ」の両面を証明する認定証が発行されます

よ
り
高
度
な
ス
キ
ル
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身
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け
る

使いこなせるアプリの幅を広げる

標準スキル

上級スキル

Word
スペシャリスト

Excel
スペシャリスト

PowerPoint

Word
エキスパート(上級)

Excel
エキスパート(上級)

Access

学内MOS対策講座の特徴は、幅広いメニューから、皆さんが目指したいスキルを選択いただける点にあります。

標準スキルをしっかり身につけたい方、高度なパソコン操作を自らのアピール点にしたい方まで、幅広く対応しています。



スペシャリスト 対策講座Word
ビジネスで求められる文書処理スキルを身につける

人数が10名に満たない場合、中止となる場合があります。

マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト(MOS) Word 2016 スペシャリスト

教材費用と
検定料を含む総額

講習日程 1日6時間×3日＝全18時間講習
※約1時間に10分程度の休憩があります。

※12:00～13:00に1時間の昼休憩があります。

受講料＆教材 15,131円(税込)

＋検定料 （税込）

特別価格：23,555円（税込）
合計

※検定試験日時は講習初日に皆さんのご都合をお聞きして調整します。試験予定日に都合が悪い場合は、最長2018年9月末迄の期間で個別調整します。

→ 学割 8,424円（税込）

10,584円

定員60名：定員に達した場合、その時点で募集を締め切ります。

合格実績
合格率 100％（北海学園大学 2017年度・春休み講座・実績）

業務において中核的存在と言える文書処理。Wordは日々の業務において欠くことのできないソフトです。 Excel同様、Wordは広く普及

しており、就職活動を控えた学生や、スキルアップを目指す社会人に人気の資格。ビジネス文書を効率良く正確に作成するスキルは強く求

められてきています。ビジネスツールとしてのWordをどれだけ使いこなせるか？「実務スキル」を証明する資格です。

講習会場

1日目 2018年8月20日（月） 9:30～16:30

2日目 2018年8月21日（火） 9:30～16:30

3日目 2018年8月22日（水） 9:30～16:30

検定試験

日時

検定試験

会場

講座日程（Ａ日程）

北海学園大学

5号館3階
コンピュータ実習室A1

8/29(水),8/30(木),8/31(金),9/1(土),9/3(月）
上記のいずれか(詳細な受験日時は、講習期間中に個別に調整いたします)

富士通FOM試験会場
札幌市中央区北1条西2丁目1 札幌時計台ビル７階

講習会場

1日目 2018年8月30日（木） 9:30～16:30

2日目 2018年8月31日（金） 9:30～16:30

3日目 2018年9月1日（土） 9:30～16:30

検定試験

日時

検定試験

会場

講座日程（Ｄ日程）

北海学園大学

5号館3階
コンピュータ実習室A1

9/7(金),9/8(土),9/10(月),9/11(火)
上記のいずれか(詳細な受験日時は、講習期間中に個別に調整いたします)

富士通FOM試験会場
札幌市中央区北1条西2丁目1 札幌時計台ビル７階

Ａ日程もしくはＤ日程のどちらかをお選びいただけます

受講料(総額)

マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト(MOS) Access2016

経営学部主催

データベース実践スキルを基礎から習得！

Accessはリレーショナルデータベース管理システム(以下DB)を手軽に構築することが可能です。DBは情報を蓄積・分類・取り扱うシステム。

簡易なDBはExcelでも可能ですが、本格的なDBとなるとAccessのような専用のソフトが必要です。この講座ではAccessの基礎から学習

しながら、資格の合格までを目指す講座です（Excel基本操作を理解している方を対象。※Accessの経験は問いませんので未経験者も大歓迎です！）。

1日6時間×4日＝全24時間講習

受講料＆教材 18,576円(税込)

＋検定料 （税込）

教材費用と
検定料を含む総額

特別価格：27,000円（税込）
合計

→ 学割 8,424円（税込）

10,584円

定員50名

人数が10名に満たない場合、
中止となる場合があります。

合格率 100％（北海学園大学 2017年度・春休み講座・実績）

※

検定試験日時は講習初日に皆さんの

ご都合をお聞きして調整します。

試験予定日に都合が悪い場合は、

最長2018年9月末迄の期間で個

別調整します。

Access

※約1時間に10分程度の休憩があります。

※12:00～13:00に1時間の昼休憩があります。

Ａ：データの蓄積と活用が出来るのがAccessです！

Accessが他のアプリと決定的に違うのは、データを大量に蓄積し、それを活用できる点にあり

ます。これを「データベース」と言いますが、例えばお店に商品があって、どの商品が、いつ、どの

くらい売れているのか、誰が売ったのか、等の詳細を分析したいと思ったときに、Accessでは

これらデータを“関連付けて”活用できます。

そして、Accessは、社会人でも、まだまだ使いこなせる人が少ないアプリです。他のアプリと違い

ちゃんと操作を学ばないと、どう操作したらいいのか、見当も付かないアプリです。

この講座で、操作を基礎から習得し、この機会に資格取得までチャレンジしてみましょう！

Ｑ：Accessのスキルは、どんな場面で役立つの？

★はじめてAccessを操作された受講者も合格しています！

キャリア支援センター主催

対策講座

講習日程

合格実績

受講料(総額)

講習会場

1日目 2018年9月3日（月） 9:30～16:30

2日目 2018年9月4日（火） 9:30～16:30

3日目 2018年9月5日（水） 9:30～16:30

4日目 2018年9月6日（木） 9:30～16:30

検定試験

日時

検定試験

会場

9/12(水),9/13(木),9/14(金),9/15(土),9/18(火)
上記のいずれか(詳細な受験日時は、講習期間中に個別に調整いたします)

富士通FOM試験会場
札幌市中央区北1条西2丁目1 札幌時計台ビル７階

講座日程（Ｅ日程）

北海学園大学

5号館3階
コンピュータ実習室A3

定員に達した場合、
その時点で募集を締め切ります。

※MOS公式サイトより抜粋



マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト(MOS) PowerPoint2016

スペシャリスト 対策講座Excel
苦手なままにしておけない！表計算ソフトを完全マスター！

人数が10名に満たない場合、中止となる場合があります。

マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト(MOS) Excel 2016 スペシャリスト

教材費用と
検定料を含む総額

講習日程 1日6時間×3日＝全18時間講習
※約1時間に10分程度の休憩があります。

※12:00～13:00に1時間の昼休憩があります。

受講料＆教材 15,131円(税込)

＋検定料 （税込）

特別価格：23,555円（税込）
合計

※検定試験日時は講習初日に皆さんのご都合をお聞きして調整します。試験予定日に都合が悪い場合は、最長2018年9月末迄の期間で個別調整します。

→ 学割 8,424円（税込）

10,584円

定員60名：定員に達した場合、その時点で募集を締め切ります。

合格実績
合格率 97％（北海学園大学 2017年度・春休み講座・実績）

Ｃ日程もしくはＥ日程のどちらかをお選びいただけます

受講料(総額)

高度な計算を簡単に行うことが出来る表計算ソフト・Excelのスキルを計る資格。最もスタンダードな資格として、就職活動を控えた学生や、

スキルアップや転職を目指す幅広い分野の社会人に人気の資格。Excelはビジネスの現場で広く普及しており、使いこなすスキルが強く求め

られています。どれだけ効率良く・正確に業務に活かせるか？「実務スキル」を証明する資格です。

講習会場

1日目 2018年9月3日（月） 9:30～16:30

2日目 2018年9月4日（火） 9:30～16:30

3日目 2018年9月5日（水） 9:30～16:30

検定試験

日時

検定試験

会場

富士通FOM試験会場
札幌市中央区北1条西2丁目1 札幌時計台ビル７階

講座日程（Ｅ日程）

北海学園大学

5号館3階
コンピュータ実習室A1

9/12(水),9/13(木),9/14(金),9/15(土),9/18(火)
上記のいずれか(詳細な受験日時は、講習期間中に個別に調整いたします)

講習会場

1日目 2018年8月27日（月） 9:30～16:30

2日目 2018年8月28日（火） 9:30～16:30

3日目 2018年8月29日（水） 9:30～16:30

検定試験

日時

検定試験

会場

講座日程（Ｃ日程）

北海学園大学

5号館3階
コンピュータ実習室A1

9/5(水),9/6(木),9/7(金),9/8(土),9/10(月)
上記のいずれか(詳細な受験日時は、講習期間中に個別に調整いたします)

富士通FOM試験会場
札幌市中央区北1条西2丁目1 札幌時計台ビル７階

※MOS公式サイトより抜粋

経営学部主催

1日6時間×3日＝全18時間講習
※約1時間に10分程度の休憩があります。

※12:00～13:00に1時間の昼休憩があります。

会議や提案、提案書作成や広告作成など幅広い分野で活用されています。とりわけ営業職系・企画職系においては「提案書」で要点を

簡略にまとめた資料作成スキルが重宝されます。また、最近では教育の現場でもPowerPointを用いて授業を行う先生など、幅広い分

野で活用されています。一見、操作が簡単そうである反面、 機能を正しく使いこなせる方はまだ少なく、注目度が高いスキルです。

受講料＆教材 15,347円(税込)

＋検定料 （税込）

特別価格：23,771円（税込）
合計

→ 学割 8,424円（税込）

10,584円

定員60名：

定員に達した場合、
その時点で募集を締め切ります。

人数が10名に満たない場合、
中止となる場合があります。

教材費用と
検定料を含む総額

※検定試験日時は講習初日に皆さんのご都合

をお聞きして調整します。試験予定日に都合が

悪い場合は、最長2018年9月末迄の期間で

個別調整します。

PowerPoint
仕事は勿論、インターン実習等でも高まる利用ニーズ

対策講座

キャリア支援センター主催

講習日程

合格実績
合格率 100％（北海学園大学 2017年度・春休み講座・実績）

受講料(総額)

※MOS公式サイトより抜粋

講習会場

1日目 2018年8月23日（木） 9:30～16:30

2日目 2018年8月24日（金） 9:30～16:30

3日目 2018年8月25日（土） 9:30～16:30

検定試験

日時

検定試験

会場

北海学園大学

5号館3階
コンピュータ実習室A1

8/31(金),9/1(土),9/3(月),9/4(火)
上記のいずれか(詳細な受験日時は、講習期間中に個別に調整いたします)

富士通FOM試験会場
札幌市中央区北1条西2丁目1 札幌時計台ビル７階

講座日程（Ｅ日程）



（上級レベル）
学内講座＋検定試験

経営学部主催高度な文書作成のWord操作技術で差をつける！ 高度なデータ分析能力を完全習得

学内講座＋検定試験

経営学部主催

1日6時間×4日＝全24時間講習
※約1時間に10分程度の休憩があります。

※12:00～13:00に1時間の昼休憩があります。

マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト(MOS) Word2016 エキスパート

受講料＆教材 20,376円(税込)

＋検定料 （税込）

特別価格：28,800円（税込）
合計

「Wordエキスパート」は、Wordの高度な操作スキルを問う資格。Excel等で作成した別のデータを取り込む「差し込み印刷」や複数の利用

者で１つの文書を「共有」や「校閲」する機能、「ワイルドカード」を用いた検索や置換、グラフや図を多用した文書の作成など、すでに基礎的

なWordスキルを習得済の方には、差をつける次のステップとして最適なチャレンジです。

→ 学割 8,424円（税込）

10,584円
教材費用と

検定料を含む総額

1日6時間×4日＝全24時間講習
※約1時間に10分程度の休憩があります。
※12:00～13:00に1時間の昼休憩があります。

マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト(MOS) Excel2016 エキスパート

「Excelエキスパート」では、Excelの基礎的な操作を理解している方を対象に更なる上級機能の習得を目指すコースです。「複合グラフ」や

「近似曲線」による分析、大量のデータを様々な角度から分析や集計を行う「ピボットテーブル」、他にも「IF関数」、「What-If分析（ゴール

シーク等）」、「財務関数」の利用など、高度な使いこなしスキルが問われます。

経営学部「データ解析」授業の教科書 「よくわかる Excel2016 応用」(FOM出版) をお持ちの方は、
本教科書を講座で使用しますのでお持ち下さい。また、お申込時に生協店頭で教科書をお持ちとお伝えいただくことで
教材1冊分を差し引いた26,640円（税込）でご受講いただけます。★講習初日に必ず必要となります。

合格率 91％（北海学園大学 2017年度・春休み講座・実績）

エキスパートWord （上級レベル）

エキスパートExcel

左記のようなWordのさまざまな機能を用いて文書を作成します（左記の例で

は「報告書」を作成）。

出題範囲には、差し込み印刷、フォームフィールドの活用、文章のグループ化、

索引の作成・管理、目次の設定、引用情報の設定、変更履歴、校閲者の

設定、文書保護、ワイルドカード、等幅広い分野が出題されます。

Wordエキスパートのスキルを持つ人の作成する文書は、構成の“まとまり”や

見やすさ、細かい箇所への配慮など明確な差が出ると言われます。

是非、エキスパートにチャレンジし、高度なスキルを身につけて

自らのアドバンテージにしていきましょう！

Excelエキスパートでは、より「分析」などの観点から、Excelを「活用していく」スキル

が身につきます。

IF関数（条件分岐）、VLOOKUP関数（指定範囲から検索条件に一致した

データを検索し取り出す）、ピボットテーブル、ピボットグラフ、複合グラフなどを習得

します。

こうした機能を習得することにより、売上推移や傾向など分析の観点からのスキルや、

数値をわかりやすく可視化するスキルが身につきます。

差をつけるスキルを身につけたい、とお考えの方には、オススメしたい、

Excelエキスパート資格です。

講習日程

合格実績

受講料(総額)

合格率 90％（北海学園大学 2017年度・春休み講座・実績）

合格実績

受講料＆教材 20,376円(税込)

＋検定料 （税込）

特別価格：28,800円（税込）
合計

→ 学割 8,424円（税込）

10,584円
教材費用と

検定料を含む総額

受講料(総額)

講習会場

1日目 2018年8月20日（月） 9:30～16:30

2日目 2018年8月21日（火） 9:30～16:30

3日目 2018年8月22日（水） 9:30～16:30

4日目 2018年8月23日（木） 9:30～16:30

検定試験

日時

検定試験

会場

富士通FOM試験会場
札幌市中央区北1条西2丁目1 札幌時計台ビル７階

講座日程（Ｅ日程）

北海学園大学

5号館3階
コンピュータ実習室A3

8/29(水),8/30(木),8/31(金),9/1(土),9/3(月）
上記のいずれか(詳細な受験日時は、講習期間中に個別に調整いたします)

定員50名

人数が10名に満たない場合、
中止となる場合があります。

※

検定試験日時は講習初日に皆さんの

ご都合をお聞きして調整します。

試験予定日に都合が悪い場合は、

最長2018年9月末迄の期間で個

別調整します。

定員に達した場合、
その時点で募集を締め切ります。

講習日程
講習会場

1日目 2018年8月27日（月） 9:30～16:30

2日目 2018年8月28日（火） 9:30～16:30

3日目 2018年8月29日（水） 9:30～16:30

4日目 2018年8月30日（木） 9:30～16:30

検定試験

日時

検定試験

会場

9/5(水),9/6(木),9/7(金),9/8(土),9/10(月)
上記のいずれか(詳細な受験日時は、講習期間中に個別に調整いたします)

富士通FOM試験会場
札幌市中央区北1条西2丁目1 札幌時計台ビル７階

講座日程（Ｅ日程）

北海学園大学

5号館3階
コンピュータ実習室A3

定員50名

人数が10名に満たない場合、中止となる場合があります。

※

検定試験日時は講習初日に皆さんのご都合をお聞きして調整し

ます。試験予定日に都合が悪い場合は、最長2018年9月末

迄の期間で個別調整します。

定員に達した場合、その時点で募集を締め切ります。

対策講座対策講座


