
回数 Web講義時間 科目 内容
1 15分 基数変換
2 15分 補数
3 15分 浮動小数点数
4 15分 シフト
5 15分 論理演算（論理回路）
6 15分 キャッシュメモリ
7 15分 磁気ディスク
8 15分 性能評価
9 15分 稼働率

10 15分 タスク管理
11 15分 仮想記憶
12 15分 データベースの基礎
13 15分 E-R図
14 15分 正規化
15 15分 SQL
16 15分 ネットワークの計算
17 15分 IPアドレス
18 15分 暗号化
19 15分 ディジタル署名
20 15分 ファイアウォール
21 15分 オブジェクト指向
22 15分 テスト技法
23 15分 アローダイアグラム
24 15分 アーンドバリュー分析
25 15分 ITIL（管理プロセス）
26 15分 システム監査
27 15分 PPMとSWOT
28 15分 線形計画法（OR）
29 15分 回帰分析
30 15分 損益分岐点
31 30分 変数の利用
32 30分 ループと配列①
33 30分 ループと配列②
34 30分 基本アルゴリズム①
35 30分 基本アルゴリズム②
36 30分 データ構造①
37 30分 データ構造②
38 30分 直前テクニック
39 30分
40 30分
41 30分
42 30分
43 30分
44 30分
45 30分
46 30分
47 30分 情報セキュリティ
48 30分 ハードウェア
49 30分 ソフトウェア
50 30分 データベース
51 30分 ネットワーク
52 30分 ソフトウェア設計
53 30分 マネジメント
54 30分 ストラテジ
55 30分 アルゴリズム（疑似言語）
56 30分 選択されたプログラミング言語対策
－
－

基本情報技術者試験対策WEB講座　カリキュラム

※教材構成、カリキュラム内容は一部変更される場合がございます。予めご了承ください。

午前問題Webトレーニング　※Web上で実施
実力テスト（全5回）　※午前の実力テスト（3回）のみWeb上で実施

ベーステクノロジ

システムの利用と開発

マネジメントと戦略

アルゴリズム

プログラム言語対策
C言語、Java、Python、CASLⅡ、表計算の
5つから1つを選択して頂きます。
各言語対策の講義を各8テーマで配信致します。

午後問題アプローチ



デジタル関連講座
この講座は、「ヒューマンアカデミー」および「TAC」の協力を得て開講しております。

講座ガイダンス
当センターホームページからご覧ください。

DXが加速する社会に必要なデジタルリテラシーを身につけるために。
●資格の概要
【G（ジェネラリスト）検定】
　ディープラーニングの基礎知識を有し、適切な活用方針を決定して、事業活用する能力や知識を有しているかを検定する民間の検定試験。AI人材戦
略にのっとった人材育成の最初のステップとして位置付けられています。
【ITパスポート】
　ITを利活用するすべての社会人・これから社会人となる学生が備えておくべきITに関する基礎的な知識が備わっていることを証明できる国家資格。
文系・理系や職種を問わず必要とされるITの基礎知識が身についていることをアピールできます。
【基本情報技術者試験】
　ITエンジニアの登竜門とされており、ITエンジニアとしてキャリアをスタートするのに適した国家資格。ITパスポートと比較すると、プログラミン
グに関する知識が問われるため、難易度が上がります。「IT技術を提供する側」の資格といえます。
【応用情報技術者試験】
　システム開発やIT基盤構築などの局面で、高いパフォーマンスを発揮できることのアピールになる国家資格。デジタル人材が不足するなか、この資
格を持つことで、就職や転職には大きなアドバンテージが得られます。ITエンジニアとして技術から管理、経営まで、幅広い知識と応用力が身につき
ます。

●講座の概要
　デジタル関連の講座はすべてWEB講座となり、通学の必要はありません。自分のライフスタイルや目的に合わせて、効率的に受講が可能です。
DXが急速にすすみ、デジタル人材へのニーズが高まるなかで、実践的なスキルやデジタルの活用イメージを身につける講座や、「デジタルを使うため
の」導入的なデジタル関連の資格対策講座を2022年度より新規開講します。インターネットのなかで、情報を「かじる」だけでは断片的な知識にとど
まり、効果的に活用することができません。体系的な学びにより「理解すること」で、初めてデジタルリテラシーとして効果的にその知識やスキルを
生かせます。あらゆる業種や職種において、即戦力として活躍できるデジタルスキルを身につけることで、社会人として力強いスタートをきることが
できます。

●本学卒業生へのキャリア支援として
　DXが加速する実社会において、デジタルスキルの必要性に直面している本学卒業生へのキャリア支援として、開講初年度は本学学生と同額で講座
を提供します。データを活用するための基礎知識からExcelの実務スキルまで、企業研修でもニーズの高い、今すぐ実務に役立つ講座をラインアップ
しています。

●本学学生対象講座 （すべて消費税を含みます）

整理番号 講座名 総回数 総授業
時間 受付期間 受講可能期間

（学習期間目安） 受講料 提携先

22801 G検定対策WEB講座 92回 約17時間
　　 〔11月受験目標〕 4月 1日～ 6月30日
〔2023年3月受験目標〕 8月25日～10月28日
〔2023年7月受験目標〕2023年1月12日～ 2月28日

アカウント取得時
から1年間
（3カ月）

49,500円
ヒューマン
アカデミー

22802
ITパスポート試験対策
WEB講座
（OfficeスキルUPパッケージ）

100回 約80時間  6月20日～ 8月15日
12月20日～2023年2月15日

アカウント取得時
から1カ月

5,500円
一部講座のみ
テキスト代別

※　教材とカリキュラムの詳細はP.47をご確認ください。

●本学学生および本学卒業生対象講座 （すべて消費税を含みます）

整理番号 講座名 総回数 総授業
時間 受付期間 受講可能期間

（学習期間目安） 受講料 提携先

22803
ITパスポート試験対策
WEB講座 13回 約36時間 4月 1日～2023年2月28日

アカウント取得時
から6カ月
（3カ月）

23,000円

TAC

22804
Excelで学ぶ
ビジネス統計スペシャリスト
WEB講座

15回 約5時間 4月 1日～2023年2月28日
アカウント取得時
から4カ月
（2カ月）

17,000円

22805
知っておきたい
ICTの基礎WEB講座 35回 約7時間 4月 1日～2023年2月28日

アカウント取得時
から6カ月
（3カ月）

15,000円

22806 IT最新動向WEB講座 46回 約7時間 4月 1日～2023年2月28日
アカウント取得時
から2カ月
（1カ月）

9,500円

22807
基本情報技術者試験対策
WEB講座 48回 約16時間 4月 1日～2023年2月28日

アカウント取得時
から10カ月
（5カ月）

44,500円

22808
応用情報技術者試験対策
WEB講座 35回 約11時間 　　 〔10月受験目標〕 4月 1日～ 5月20日

〔2023年4月受験目標〕 8月25日～10月20日

アカウント取得時
から10カ月
（5カ月）

47,000円

※　教材とカリキュラムの詳細はP.47をご確認ください。

オンライン講座
（オンデマンド）

英
　
語

公
務
員

司
　
法

会
計
職

デ
ジ
タ
ル
関
連

就
職
試
験
対
策

各
種
資
格

受
講
申
込
方
法

46



講座名 受講料に含まれるもの 講座の特長 カリキュラム
詳細

質問
対応

G検定対策WEB講座 テキスト（1冊）

◦�WEB講義動画（11分×92コマ）
◦�日本ディープラーニング協会監修の公式テキストをベースにした初学者向け講座
◦�当該協会の有識者会員が講師となり、基礎的な内容から丁寧に解説
◦�非エンジニアのビジネスパーソン（ジェネラリスト）に向けた、事業活用で役立
つディープラーニングの基礎知識を身につけるための講座
◦�専用の学習システム上で常時質問が可能

有

ITパスポート試験対策
WEB講座
（OfficeスキルUP
パッケージ）

―

◦�1カ月間で以下の12講座にフルアクセス可能
　WORD基礎講座　WORD応用講座　WORD実践講座　
　EXCEL基礎講座　EXCEL応用講座　EXCEL実践講座
　POWERPOINT基礎講座　POWERPOINT応用講座
　MOS WORD試験対策講座　MOS EXCEL試験対策講座　
　MOS POWERPOINT試験対策講座
　ITパスポート（本講座のみテキスト代1,650円別途）
◦�短期間で集中的にOfficeスキルを身につけたい人に最適

無

ITパスポート試験対策
WEB講座

テキスト（1冊）
問題集（3冊）
実力テスト（3回）
WEBテスト（3セット）

◦�WEB講義動画（165分×13回）
◦�社会人に必要なITの知識を学習できる講座
◦�会社とITのつながりやITに関する基本的な知識を身につけたい人に最適
◦�CBT（Computer Based Testing) 対策でWEBテスト（3セット）が含まれる
ため、WEB上で繰り返し演習することが可能

有

Excelで学ぶビジネス
統計スペシャリスト
WEB講座

テキスト（1冊）
データCD-ROM(1枚）
レベルチェックテスト（2回）

◦�WEB講義動画（20分×15回）
◦�Excelのグラフ機能や関数を使用し、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の習得をめざす講座
◦�ビジネス統計スペシャリスト、ベーシック試験に対応
◦�テキストの進捗度に合わせた添削課題でスキルチェックが可能
◦�「データ分析力」は、今最も注目されているスキルの一つ

有

知っておきたい
ICTの基礎WEB講座

テキスト（1冊）
確認テスト
レベルチェックテスト（2回）
ポイントチェック集（1冊）

◦�WEB講義動画（35回/計約420分）
◦�ICT初心者に必要なICTの基礎知識を学べるよう丁寧に解説
◦�理解度をチェックするための確認テストとレベルチェックテストが付属
◦�ICTの基礎知識はどの業種・どの職種においてもDX時代では必要不可欠
◦�自らの働く環境をマネジメントするICTスキルを身につける

有

IT最新動向WEB講座 WEB確認テスト（1回）
ポイントチェック集（1冊）

◦�WEB講義動画（46回/計約449分）
◦�ITの最新技術について「何が変わるのか？」という視点で理解を深めるための講座
◦�ITの最新動向について幅広く学べる
◦�「DX」「AI」「IoT」「5G」など「なんとなく知っている」を「理解」につなげる
ためのファーストステップ

無

基本情報技術者試験
対策WEB講座

テキスト（5冊）
問題集（5冊）
実力テスト（5回）
公開模試（1回）

◦�午前対策講義（15分×30コマ）
◦�午前問題WEBトレーニング
◦�午後問題アルゴリズム・プログラム言語対策ポイント講義(30分×各8コマ）
◦�午後問題ポイント解説（30分×10コマ）
◦�システム開発を行う企業での登竜門的な存在として、ITを戦略的に活用できる能
力が身につく定番資格の取得をめざす講座

有

応用情報技術者試験
対策WEB講座

テキスト（3冊）
問題集（4冊）
実力テスト（4回）
公開模試（1回）

◦�午前対策講義（15分×24コマ）
◦�午前問題WEBトレーニング
◦�午後問題のポイント解説（30分×11コマ）
◦�ITを活用して問題解決する能力が身につく資格
◦�ITに関する技術的な知識を、基本情報技術者より深く身につけていることを証明
する資格
◦�システム開発等のプログラム作成やプロジェクトのリーダーなど、実務的な部分
での中心的な役割を担える資質獲得をめざす講座

有

関大生に向けて、所定のデジタル分野の検定
試験合格者に期間限定の経済支援を実施！

　関西大学ではデジタル人材育成に積極的に取り組んでいます。
　2021年度より、全学部の学生が履修可能な「活用法を見聞するAI・データサイエンス」および「活用法を体験する
AI・データサイエンス」が開設されました。そこで、本学学生の学習意欲向上に向けて、所定のデジタル分野の検定
試験合格者に1検定5,000円の経済支援を本学学生を対象に実施しています。

※　支援対象の検定日程および手続き期間が限られているため、詳細はインフォメーションシステムの「お知らせ」で確認してください。

「ITパスポート」 「G（ジェネラリスト）検定」 「データ・サイエンティスト検定」支援対象検定試験はこちら
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