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2020年度課外パソコン講習 ※ACAのみ2019年度の実績

4月開催

講座説明会のご案内まずは、来て！見て！
ナットク！してください！

日程の詳細は、別途ポスターや課外パソコン講習のHPにてお知らせいたします。

7月開催 9月開催 12月開催

無料のパソコン基礎講座を各種開講します。4月実施のPC入門講座では、PC起動・終了やキー

ボード・マウス操作等PC利用に関する基礎を学びます。キーボードによる文字入力に不安が

ある人は、情報処理 関連の授業や課外パソコン講習を受講する前に受講してください。

※詳しくはパソコン基礎講座のご案内をご確認ください。
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WEBクリエイター

ACA
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90名合格

10名合格

10名合格

大妻生の合格実績

前期講座 夏期講座 後期講座 春期講座
（5月～7月開講） （8月・9月開講） （10月～12月開講） （2月・3月開講）

パソコン基礎講座の
開講について

ホームページはコチラ

無料

マイクロソフト主催の”世界で通じるパソコン資格”

Word
Excel

PowerPoint

ACA
Adobe Certified Associate

Photoshop
Illustrator

累計受験者数は14万人以上！業界で受験者数の多い
WEB作成の標準資格

WEBクリエイター能力認定試験
スタンダード

国家資格取得を目指す

ITパスポート試験/

クリエイティブな職種でつかわれるソフトの
基本的な利用スキルの証明

Microsoft
Office Specialist



求められているPCスキル

Word PowerPoint

MOS Word
エキスパート講座

MOS Excel
エキスパート講座

MOS Word
スペシャリスト講座

◆スキルマップ

◆企業担当者・合格者の声

新卒採用に携わるなかで、大学におけるIT教育への取り組みや本人の使用頻度によって、学生のパソコンの
習熟度に差があるということを感じていました。そこで、弊社に入社する新入社員には、パソコンスキルを一
定レベルに揃った状態で仕事がはじめられるよう、新入社員研修の最終目標の1つとしてMicrosoft Office 
Specialistの取得を位置づけました。

企業採用担当者より

Excel

MOS Excel
スペシャリスト講座

オフィス系資格

業種業態を問わず使用頻度の高いMicrosoft Officeスキル！

Photoshop WEBクリエイター

WEBクリエイター
能力認定試験講座

Illustrator

Illustrator

デザイン系資格

デザインソフトの操作スキルからWebデザインの基礎知識まで！

ITリテラシー

国家資格

IT知識全般に関わる
スキルの証明

基本情報
技術者講座

ITパスポート講座

VOICE

私は、将来、事務系の仕事に就きたいと思っており、少しでも就職活動に有利になるようにMicrosoft Office（Word、Excel）
の資格取得を考えました。講師の先生は、とても丁寧な授業をしてくださり、技術を身につけられたのでよかったです。無事合
格もできました。また、値段も安く受講しやすかったです。現在は、もっと上のスキルを習得するために勉強を始めています。
１年後の就職活動に自信を持ち臨めるようにこれからもスキルを磨いていきたいと思います。

大学4年生1,022名の内、
Excel操作に自信がない学生 72.0%

「パソコンスキル」を学びたかった方 36.1%

合格者の声より
私は 将来 事

VOICE 課外パソコン講習の受講をきっかけに スキルアップを実践中！

MOS PowerPoint
スペシャリスト講座

ACA
Photoshop講座

ACA
Illustrator講座

基 礎

応 用

◆PCスキルの重要性
ビジネスの現場では、業種、職種問わず入社直後からパソコンスキルが必須です。 学生時代からスキルを身につけておきま
しょう。効率的に学ぶために、ぜひ課外パソコン講習をご受講ください

入 3ヶ月の新入社員 約1,800名に聞きました

実際に仕事をしてみて、新入社員研修のときもっと学びたかったものは？
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第1位

パソコンスキル
36.1％

※出展:「2018マイナビ新入社員意識調査~3か月後の現状
~」調査 :2018年7月4日~7月13日
調査対象:新 社員研修フォローアップ講座(マイナビ実施)有
効回答数:1,796名

※出展:「2018マイナビ新入社員意識調査~3か月後の現状~」／調査 :2018年7月4日~7月13
日調査対象:新 社員研修フォローアップ講座(マイナビ実施)／有効回答数:1,796名

※提供元:株式会社オデッセイコミュニケーションズアンケート
実施期間:2012年~2013年
アンケート対象:2014年卒業予定の大学生1,022名

入社3カ月の新入社員 約1,800名の内、
実際に仕事をしてみて、 新入社員のときに
もっと学びたかったものは?



MOSは、Microsoft公認の世界共通のパソコン資格として、最も受験者数が多く、知名度も高いため、就職活動でWordやExcel
スキルを活かしたいという方にお勧めです。

Word

MOS

文書作成、報告書、契約書など、パソコンで
文書を作成するソフトウェアです。この講座
では文字入力から実践的な文書の作成・編
集・加工をなどを学習します。

Excel
表を作成し、データの集計や分析を行う
ことができるソフトウェアです。この講座
では表作成から計算（関数）、グラフ作成
なども基本から学習します。

PowerPoint
ビジュアルを活かした資料やレポート作成、
プレゼンテーションができるソフトウェアで
す。この講座では目的や状況に応じた資料
の作成・編集方法を基礎から学習します。

ACA

ロゴ・イラスト・ポスターのデザイン、雑誌のレイアウトなどで使
われるソフトです。多くの企業で利用されているにも関わらず、
使える人材が少ないためとても重宝されます。そのスキルを証
明するための資格試験対策講座です。

写真加工が得意なソフトで、肌の色をきれいにしたり、写りこん
でしまった不要物を消したりするだけでなく、テキストの加工ま
で行うことができます。Illustrator同様使える人材が少なく、企
業で重宝されるスキルの1つで、そのスキルを証明するための
資格試験対策講座です。

ACAは、IllustratorやPhotoshopを製造販売するAdobe社公認のパソコン資格です。新しい資格ですが、Adobe社公認と
いうこともありデザイン系のスキルを証明する資格として現在非常に注目されています。

Illustrator Photoshop

ITを利活用するすべての社会人・学生が備えておくべきITの基礎的な知識を修得していることが証明できる国家資格で
す。分野はテクノロジ系、ストラテジ系、マネジメント系と3つの分野に分かれ、パソコン関連の知識だけでなく、法律や会
計、プロジェクト運営などビジネスパーソンとして必要な幅広い知識が習得できます。このため、多くの企業で社員の人材
育成に活用され、積極的に取り入れられています。

WEBクリエイター能力認定試験
WEB作成の資格としては業界で最も受験者の多い標準資格です。近年では自社サイトの運営を社内で行う企業も増加し
ているため、一般職や事務職でもWEB作成スキルを求められるようになりました。この講座ではHTML、CSSの基本知識か
ら正しい構造のマークアップ・レイアウトの知識や正確性のある操作スキルなどWEB作成の基本スキルを学習します。

今人手不足と言われているIT業界。そこへ踏み出すステップの一つとして必要とされている資格の一つです。年間10万人
受験している資格で、その試験対策を学習します。情報システムの開発から、運用・保守に関する幅広い知識を評価する資
格でもあります。アルゴリズムやプログラミングといった内容が出題されるため、合格するためにはそれらの内容をきちん
と学習し理解しておかないといけませんが、知名度も非常に高く、SE・プログラマーになるための登竜門的存在の資格とな
りますので、それらの職種を目指す方にお勧めです。

※社会情報学部の学生は、「ITパスポート試験」、「基本情報技術者試験」に合格すると、本人の申請により単位認定を行うことができます。詳しくは、履修ガイド「（附録）
大学以外の教育施設等における学修に対する単位認定に関する細則」をご覧ください。お問い合わせや申請手続きは、社会情報学部共同研（H棟4階H416室）まで。

基本情報技術者 ※講義のみの講座となります（パソコンの実習はありません）

ITパスポート ※講義のみの講座となります（パソコンの実習はありません）



課外パソコン講習の特長
課外パソコン講習では、実際のビジネスシーンや
検定試験を想定した課題を通して、実践力を養います。

講師

画面共有　

双方向コミュニケーション
によるレッスン進行

パソコンスクールのレッスンを
大学で受けられる課外パソコン講習

講講講師師師師師師師講講講講講講講講講師師師師講師講講講師講講講講講師師講師師師師師講師師師

System
拡大ツールで画面共有
試験の申込み手続きも講座内にて実施

Staff
プロの講師による授業
経験豊富な講師陣
理解しやすいレクチャー方法を熟知

Support
小まめな理解度チェック
単元ごとの確認問題
欠席時の受講フォロー

◆

講師 受講者

操作に困ったら、 
サポート講師がフォロー



課外パソコン講習のメリット

「Excelが使える、Wordが使える」などといった目に見
えないスキルを客観的に証明する各種パソコン資格が
取得できます。

パソコンスキルを客観的に
証明する資格が取得できる！1

講座で学習し習得したアプリケーションソフトの操作ス
キルや知識は、社会に出た際にすぐに役立つ実践的な
スキルです。

対策講座の学習が
実務力に直結！！2

社会人必須のスキルに関する資格のため、就職活動時
の大きなアピールポイントになります。

就職活動時の
実力アピールに3

一般のパソコンスクールの半額以下の価格で、同様の
講座が受講できます。

リーズナブルな
価格設定4

有名パソコンスクールのプロ講師が大学に出向いて授
業を行います。大学にいながらパソコンスクールと変わ
らない授業が受講できます。

大学内で受講が
可能5

高い合格率と安心の
合格支援制度6

◆課外パソコン講習を受講する 6つのメリット！

◆受講者の声
受講後、このような感想を頂いております

ジ

Excelについて詳しく学べました。
全く知らない機能がだいぶあり、
学びが深まりました。質問にも丁寧
に答えていただきました。

先生のご指導がとてもきめ細やか
だったので苦手なパソコン操作も
楽しく学ぶことが出来ました。今回
の講座をきっかけにWEBのお仕事
や資格に興味を持つことが出来ま
し た。

不合格になった場合でも合格支援制度で再チャレンジ
が可能です（ITパスポート、基本情報技術者は除く）。



＜講座委託企業＞株式会社リンクアカデミー

■ 講座内容に関するお問い合わせ先

大妻女子大学・大妻女子大学短期大学部
総合情報センター
〈メディア教育開発センター〉

課外パソコン講習サポートセンター

TEL.080-9710-5037【担当】福井・御園

講座で学習するメリット、講座
内容、受講システム、申込方法
などに関する説明がありますの
で、少しでも興味のある方はぜ
ひご参加ください。

学内に開設する窓口にてお
申込みください。個別の相
談もできますので、受講を
検討中の方もお気軽にお
立ち寄りください。

銀行等から受講料をお振込
みください。振込先などに
つきましては、募集要項を
ご確認ください。

前期・後期授業期間中及び夏季・
春季休業期間中の講座を開講し
ます。

●所属キャンパスに 全ての講座に申込み可能です。
●ステップアップ割引とは、対象資格をすでに取得済みの場合に上位講座の受講をサポートする制度で講座受講料から2,000円割引となります。

ただし、大妻女子大学の課外パソコン講習で資格を取得した場合に限ります。

●合格支援制度として、検定に合格しなかった場合は、年度内に開講される同一講座が無料でお申込みいただけます。 (ただし、検定料は各自ご負

担いただきます)。※合格支援制度で受講する場合もお申込みが必要です。

●検定のみのお申込みも可能です。詳しくはサポートセンターへお問い合わせください。

●全講座とも受講定員55名となります。定員になり次第、募集を締め切ります。

※全講座とも最少受講人数(1講座10名)に満たない場合は開講されないことがあります。

※キャンパスをまたぐセットコースはお申込みいただけません。

●国家資格は講義のみの講座となります。(パソコンの実習はありません。)

※開催方法がオンライン開催になる場合は講座ラインナップが変更となる場合がございます。

■講座ラインナップ

■受講までの流れ

MOS
Word スペシャリスト
MOS
Excel スペシャリストオフィス系

資格

デザイン系
資格

※受講料には教材費・検定料(ITパスポート、基本情報技術者を除く)・消費税を含みます。

①講座説明会 ②申込み受付 ③受講料振込み ④講座スタート

前期・夏期・後期・春期

前期・夏期・後期・春期

前期・夏期・後期・春期

春期

春期

ー

ー

前期・後期

夏期・春期

夏期・春期

夏期・春期

前期・後期

後期

前期

春期

春期

MOS Word スペシャリスト

MOS Excel スペシャリスト

MOS Word エキスパート

MOS Excel エキスパート

【セット】MOS Wordスペシャリスト + Excelスペシャリスト

【セット】MOS Wordスペシャリスト + Wordエキスパート

【セット】MOS Excelスペシャリスト + Excelエキスパート

MOS PowerPoint スペシャリスト

ACA Photoshop

ACA Illustrator

【セット】ACA Photoshop + ACA Illustrator

WEBクリエイター 能力認定試験 スタンダード

ITパスポート試験

基本情報技術者試験

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

■E-Mai l／ltc_support@link-academy.co.jp
■対応時間／（月～金）10：00～18：00　※祝日・年末年始は除く

講  座  名種　類 受講料
千代田 多  摩

開催時期 ステップアップ
割引対象講座

■ 担当部署

31,600円

36,700円

51,000円

51,000円

64,200円

77,500円

82,500円

31,600円

39,800円

39,800円

74,400円

35,500円

13,600円

66,300円
国家資格

※キャンパスにより
Office のバージョンが
異なります。


