
夏期集中講座

夏期集中講座

夏期集中講座

夏期集中講座

「Office2016」の方

「Office2016」の方

「Microsoft365」または「Office2019」の方

「Microsoft365」または「Office2019」の方

オンデマンド講座

オンデマンド講座 オンデマンド講座

オンデマンド講座

講座番号 講　　座　　名 日 程 時　間 ミーティングID パスコード

098
～

127

MOS資格取得対策WEB講座　A・B日程
（【Excel】【Word】【PowerPoint】【エキスパート】各2016・365＆2019版合同）

6月22日（火）

12：15～12：45 953 5763 2827 6A1PQk

6月23日（水）
7月20日（火）
7月21日（水）

MOS資格取得対策WEB講座　C日程
（【Excel】【Word】【PowerPoint】【エキスパート】各2016・365＆2019版合同）

8月18日（水）
8月19日（木）

128
～

130

ビジネス統計スペシャリスト資格取得対策WEB講座　A・B日程
6月24日（木）
7月22日（木）

ビジネス統計スペシャリスト資格取得対策WEB講座　C日程 8月20日（金）

131 夏期集中TOEIC® L&R600～700点達成WEB講座
7月16日（金）

13：00～13：30
968 0888 8300 556417

8月4日（水）
132
133 夏期集中TOEIC® L&R WEB基礎講座　A・B日程

7月19日（月）
961 6458 4556 414630

7月21日（水）

キ ャ リ ア ア ッ プ ・ ス キ ル ア ッ プ 夏 期 集 中

WEB講座ガイダンス一覧
資格・検定対策講座および英語講座の内容を理解していただくために、講座ガイダンスをZoomで実施
致します。カリキュラムやテキストの内容、資格を取得する目的、試験のスコアアップ法などについて
説明しますので奮ってご参加ください。

ポイント 視聴期間中のトレーナーによる充実した
サポート体制です。

注意事項 こちらの講座は ZOOM では
なく、オンデマンド講座です。

ガイダンス 右記はガイダンス
動画のQRコード
です。
詳しい内容がわかりますので、
事前にご覧ください。

団体受験日 講座終了日から10月31日まで
の自由な日程

（トレーナーと設定）

MOS資格取得対策WEB講座【Excel】 A・B・C日程（Excel365&2019）

MOS資格取得対策WEB講座【Word】 A・B・C日程（Word365&2019）

MOS資格取得対策WEB講座【PowerPoint】 A・B・C日程（PowerPoint365&2019）

107～109
110～112
113～115

46,000円:一般
38,000円:他大学在学生
33,000円:本学（大学院生・学生・生徒）
※学生の方は、申込時に大学名と学籍番号 
　を記入してください。

受講料

日 程  8月2日（月）～8月15日（日）
 8月16日（月）～8月29日（日）
 8月30日（月）～9月12日（日）
いずれも14日間 映像視聴見放題

Ａ日程

Ｂ日程

Ｃ日程

ポイント 視聴期間中のトレーナーによる充実した
サポート体制です。

注意事項 こちらの講座は ZOOM では
なく、オンデマンド講座です。

ガイダンス 右記はガイダンス
動画のQRコード
です。
詳しい内容がわかりますので、
事前にご覧ください。

団体受験日 講座終了日から10月31日まで
の自由な日程

（トレーナーと設定）

46,000円:一般
38,000円:他大学在学生
33,000円:本学（大学院生・学生・生徒）
※学生の方は、申込時に大学名と学籍番号 
　を記入してください。

受講料

MOS資格取得対策WEB講座【Excel】 A・B・C日程（Excel2016）

MOS資格取得対策WEB講座【Word】 A・B・C日程（Word2016）

MOS資格取得対策WEB講座【PowerPoint】 A・B・C日程（PowerPoint2016）

098～100
101～103
104～106

日 程  8月2日（月）～8月15日（日）
 8月16日（月）～8月29日（日）
 8月30日（月）～9月12日（日）
いずれも14日間 映像視聴見放題

Ａ日程

Ｂ日程

Ｃ日程

ポイント 視聴期間中のトレーナーによる充実した
サポート体制です。

注意事項 こちらの講座は ZOOM では
なく、オンデマンド講座です。

ガイダンス 右記はガイダンス
動画のQRコード
です。
詳しい内容がわかりますので、
事前にご覧ください。

団体受験日 講座終了日から10月31日まで
の自由な日程

（トレーナーと設定）

49,000円:一般
41,000円:他大学在学生
36,000円:本学（大学院生・学生・生徒）
※学生の方は、申込時に大学名と学籍番号 
　を記入してください。

受講料

MOS資格取得対策WEB講座【Excelエキスパート】 
A・B・C日程（Excel2016）

119～121

日 程  8月2日（月）～8月15日（日）
 8月16日（月）～8月29日（日）
 8月30日（月）～9月12日（日）
いずれも14日間 映像視聴見放題

Ａ日程

Ｂ日程

Ｃ日程

ポイント 視聴期間中のトレーナーによる充実した
サポート体制です。

注意事項 こちらの講座は ZOOM では
なく、オンデマンド講座です。

ガイダンス 右記はガイダンス
動画のQRコード
です。
詳しい内容がわかりますので、
事前にご覧ください。

団体受験日 講座終了日から10月31日まで
の自由な日程

（トレーナーと設定）

49,000円:一般
41,000円:他大学在学生
36,000円:本学（大学院生・学生・生徒）
※学生の方は、申込時に大学名と学籍番号 
　を記入してください。

受講料

MOS資格取得対策WEB講座【Excelエキスパート】 
A・B・C日程（Excel365&2019）

125～127

日 程  8月2日（月）～8月15日（日）
 8月16日（月）～8月29日（日）
 8月30日（月）～9月12日（日）
いずれも14日間 映像視聴見放題

Ａ日程

Ｂ日程

Ｃ日程

キャリアアップ・スキルアップW E B 講 座

2021年度

夏WEB
講座

全30講座

WEB講座学習院



夏期集中講座 夏期集中講座

夏期集中講座

オンデマンド講座

ZOOM講座 ZOOM講座

注意事項 こちらの講座はZOOMではなく、オンデマン
ド講座です。

ガイダンス 右記はガイダンス動画の
QRコードです。
詳しい内容がわかりますので、
事前にご覧ください。

団体受験 ＊本講座終了後、MOS Excel受講者限定でビ
ジネス統計スペシャリスト エクセル分析ベー
シック（基礎レベル）の団体受験を行います。

＊受験料　本学・他大学 4,400円
　　　　　一般 6,600円
＊受験日　講座終了日から10月31日までの
　　　　　自由な日程（トレーナーと設定）
＊父母会助成金の対象外となります。

46,000円:一般
38,000円:他大学在学生
33,000円:本学（大学院生・学生・生徒）
※学生の方は、申込時に大学名と学籍番号を
　記入してください。

受講料

ビジネス統計スペシャリスト資格取得対策WEB講座
A・B・C日程（エクセル分析ベーシック：基礎レベル）

128～130

日 程  8月2日（月）～8月15日（日）
 8月16日（月）～8月29日（日）
 8月30日（月）～9月12日（日）
いずれも14日間 映像視聴見放題

Ａ日程
Ｂ日程
Ｃ日程

「ビジネス統計スペシャリスト」の試験には、「エクセル分析ベーシック」と「エクセル
分析スペシャリスト」の二つがあります。これは、データ分析と分析結果を正確に理解
し、応用する能力を評価する資格試験です。当講座で扱う「エクセル分析ベーシック」
は、平均や中央値、最頻値を使用してデータを多角的に見る基礎的な情報把握スキルや
エクセルのグラフ機能・関数を使用してデータの傾向や相関などを発見・分析する基礎
的な分析スキルを証明する資格です。

テキスト「公式TOEIC®Listening & Reading
問題集7」

（ISBN 978-4-906033-61-4）
※テキストは各自でご購入下さい。

注意事項 ＊TOEIC®L&R IPテスト（オンライン）
 受験料は受講料に含まれています。
 2021年8月24日～8月31日の間のご都合の良

い時間に受験できます。（設問90問 約1時間）
＊スコアレポートのダウンロードは9月6日か

ら可能です。

36,300円受講料

夏期集中 TOEIC®L&R600～700点達成WEB講座131

日 程 月～金曜日／13:15～16:15
（全7回+TOEIC®L&R IPテスト（オンライン））
8月 16日・17日・18日・19日・20日・23日・

24日講 師 OTC講師

TOEIC®のスコアアップは、受講者の皆様の努力と講師の指導力、教材の質、そしてカリキュ
ラムのコラボレーションで達成できます。本講座は、パート別のポイント、着眼点、解答方法を
確実に理解した上で、演習を重ねていきます。正しい知識と戦術を理解し、講座の中で取り組
む演習の「型」を自分自身のものにできるように復習を積み上げましょう。毎回PowerPoint
による解説と実際の演習を織り交ぜながら要点の確認を行います。講師が教室で板書する
スタイルではなく、画面上に解説やポイントを表示しながら進めるので、学習密度はかなり
高まります。質問事項にもしっかりとお答えいたしますので、安心してご受講ください。

対象： TOEIC®500点～650点（英検準1
級）程度の方

受講定員 20名（最少催行人数8名）

テキスト「公式TOEIC®Listening & Reading
問題集7」

（ISBN 978-4-906033-61-4）
※テキストは各自でご購入下さい。

注意事項 TOEIC®L&R IPテスト（オンライン）
受験料は受講料に含まれています。
Ａ日程は8月14日～8月21日、Ｂ日程は8月21
日～8月28日の間のご都合の良い時間に受験
できます。（設問90問 約1時間）

28,600円受講料

夏期集中 TOEIC®L&R WEB基礎講座 A日程・B日程132
133

日 程 月～金曜日／13:00～16:00
（全5回+TOEIC®L&R IPテスト（オンライン））
　　　8月 9日・10日・11日・12日・13日
　　　8月 16日・17日・18日・19日・20日
Ａ日程
Ｂ日程

講 師 リンゲージ日本人講師

TOEIC®専門講師が「公式問題集」を使って、TOEIC®の具体的な解法のコツやスコア
アップに必要なスキルを解説します。聴講型の講義ではなく、ワーク中心の参加型の内
容となりますので、能動的にTOEIC®を学ぶことができます。TOEIC®を初めて受験さ
れる方やTOEIC®を今後就活に役立てたい方におすすめの入門講座です。

対象： TOEIC®400点～500点（英検2級）
程度の方

受講定員 15名（最少催行人数8名）

株式会社 学習院蓁々会 
学習院さくらアカデミー
〒171-0031 東京都豊島区目白1-5-1
JR山手線「目白」駅下車、徒歩5分／東京メトロ
副都心線「雑司が谷」駅下車、徒歩10分

学習院さくらアカデミー

http://g-sakura-academy.jp/
☎ 03-5992-1040FAX 03-5992-1124

受付時間（10月以降）

月曜日～土曜日 10:00～17:00
日曜日 10:00～14:00

※学校行事や祝日などで、土・日曜日および
　一部の平日が閉室となる場合があります。

夏講座はWeb会議シ
ステム

「Zoom」を用いての

オンライン（一部、オ
ンデマ

ンド）講座です。

…………

…………

…………

…………

夏講座はWeb会議システム
「Zoom」を用いての
オンライン（一部、オンデマ
ンド）講座です。

講座お問合せ・お申込み先

◎お申込みされた講座をキャンセルする場合は、必ずご連絡くだ
さい。その「お申し出日」（日・祝日にあたっている場合は、その
前日の営業日の営業時間内まで）に応じて、以下のキャンセル
料・返金手数料が発生いたします。あらかじめご了承ください。
キャンセル料
講座開講初日の８日前までにお申し出 無料
講座開講初日の７日前～２日前までにお申し出 2,200円
講座開講初日の１日前（前日）～講座開講後に
お申し出

正規受講料の
100％

返金手数料  ……一律1,100円
◎キャンセルのお申し出は、まずお電話にてご連絡ください。

受講キャンセル・受講料返還について

学習院さくらアカデミー 行

講 座 番 号 講 座 名 MOS団体受験 受　・　否

講 座 番 号 講 座 名 MOS団体受験 受　・　否

講 座 番 号 講 座 名 MOS団体受験 受　・　否

住 所 〒 整理番号
（注）

T E L （自宅または緊急連絡先） 携帯番号

フ リ ガ ナ

氏 名
性別

男 ・ 女
E-mail（必須）

（ Ｓ・Ｈ ）　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日 生

　　　　　　　　　　　　　　大学　　　　　　　　　　　　学科　　　　　年 学籍番号
（注）整理番号欄は、学習院さくらアカデミーから付与された６桁の番号をご記入下さい（お持ちの方のみ）。

FAX : 03-5992-11242021年度 夏期 資格・検定WEB講座申込FAX専用

検 索学習院さくらアカデミーホームページからのお申込み http://g-sakura-academy.jp/
キリトリ線

098～130 共通事項
Word・Excel・PowerPointを使いこなせるようになろう

団体受験 希望者には講座修了後、団体受験を行います。
＊受験料
 098 ～ 115  本学・他大学 8,580円／一般 10,780円
 119 ～ 127  エキスパート
  本学・他大学 10,780円／一般 12,980円

助成金 2016年4月から学習院大学生・学習院女子大学生の更なる学習意欲の向
上、就職活動意識の向上を促進するため学習院父母会より、この講座を受
講し合格した学習院の学生には受験料金が助成されます。
 上記講座を受講している学習院大学生および学習院女子大学生

で、講座後に受験する資格試験を合格した者。
 各資格試験受験料 8,580円または10,780円。
 2021年4月～2022年3月まで（単年度）。

対象者

支給額
対象期間

MOS資格取得対策WEB講座は、「Office2016」版と「Microsoft365、Office2019」版を運営
いたします。お手持ちのアプリケーションのバージョンをご確認の上、お申し込みください。


