2019年度前期 モーリスビジネス学院資格試験対策講座

ビジネス統計検定
データ分析スタンダード
資格試験対策講座
主催：株式会社オデッセイ コミュニケーションズ

https://www.odyssey-com.co.jp/index.html

共催：株式会社モーリス

今やビッグデータの時代で、天気予報から政治経済、
野球のバッター・ピッチャーの選球からスカウトまで、
統計データがあらゆる分野で使用されています。
本講座は、
統計の基礎的な知識習得と実践的な演習問題実施を並行して進めることで、
学問的理論にとどまらず、
現場の問題を処理できるスキルを身に付けることができる、資格試験の為の対策講座です。

Excel
使用

開講講座
データ分析
〈スタンダード〉資格試験対策講座

受講申込

統計の初心者の方でも、統計の基礎的な知識習得と実践的な演習問題実施を並行し
て進め、学問的理論にとどまらず、現場の問題を処理できるスキルを身に付け、資格取
得を目指します。

http://morris.jp/koz18

受講申込の目安：MOS Excel スペシャリスト取得者もしくは同等の知識をお持ちの方。

講座No.

1

講座日

5月11日㈯・5月18日㈯
講座時間／9：30〜16：30（昼休憩1時間）

試験日

5月25日㈯

試験

講座価格

24,300円（受講料・教材費・試験料・消費税）

申込
（振込）締切日

4月25日㈭

定

員

Webでお申込みいただきます。
上記の お申込みページ に必要事項を入力後、
送信してください。
申込みは、
申込
（振込）
締切日まで随時受け付けます。
申込後に、
モーリスビジネス学院より
［受付完了メール］が届きます。
1日たっても
［受付完了メール］
が届かない時は、
お電話ください。

12名

後期資格試験対策講座

開講予定

データ分析
〈アドバンス〉資格試験対策講座

セット割引価格でお得に受講
詳しくは受講申込のWebページをご覧ください。

統計の応用的な知識と実践的な演習問題実施を並行して進めることで、学問的理論に
とどまらず、現場の問題を処理できる様々な分析スキルを身に付け、資格取得を目指し
ます。

http://www.morris.jp

〶615−0096 京都市右京区山ノ内五反田町14−1（御池通葛野大路角）
TEL.075−802−5341

モーリスのモコちゃん

お問い合わせ
モーリスビジネス学院

mbg@morris.co.jp

フリーダイヤル
〈月曜〜金曜／10：00〜17：00〉
［0120-55-4648］
※お問い合わせの際は、大学名 氏名 受講科目名 をお知らせください。

資格試験対策講座で、短期間に効率よく合格レベルの実力をつけよう！
学生価格だから格安で受講できます！
資格を取得して就活と就職後も見据えた 自信 を味方につけよう！
＊振込手数料については各自でご負担ください。
＊振込人名義は受講者本人のフルネームでお願いします。
＊一旦納入された料金は返金できかねます。
（不開講となった場合を除く）

＊特に記載がない場合は税込価格です。
＊試験料が別途必要となります。
＊価格はすべて2019年3月時点のものです。消費税率改定に伴い変更される場合があります。

太秦天神川駅・嵐電天神川駅から徒歩５分

開講場所・試験会場

2019年度前期・夏期 モーリスビジネス学院資格試験対策講座

Microsoft Office Specialist（MOS）
資格試験対策講座
株式会社オデッセイ コミュニケーションズ

https://mos.odyssey-com.co.jp/index.html

エクセルやワード・パワーポイントなどの利用スキルを客観的に証明ができる、世界各国で実施されている実技試験です。
試験対策学習が実務力に直結し、業務や作業効率も向上させることができるので、
就活や就職後にも活用できます。

開講講座
Word 2016 スペシャリスト 資格試験対策講座

Excel 2016 スペシャリスト 資格試験対策講座

Wordの主な機能を利用して、文書の作成・保存、文字への書式設定、段落の設定、箇
条書きや段落番号の設定や変更、表の作成・編集、文書の印刷など、さまざまな目的や
状況に応じた文書を作成・編集できる方を対象とした資格です。
（オデッセイ運営サイトより）

Excel の主な機能を利用して、
複数のシートを含むブックの作成・編集、
データの抽出
や並べ替え、数式の作成、関数の使用、グラフを利用したデータの視覚的表現、印刷設
定など、さまざまな目的や状況に応じて数値データを扱える方を対象とした資格です。
（オデッセイ運営サイトより）

講座No.

2

講座日

6月1日㈯・6月8日㈯
講座時間／9：30〜16：30（昼休憩1時間）
練習時間／16：30〜17：30

試験日

6月15日㈯

直前練習3H+試験

講座No.

4

講座日

8月22日㈭・8月24日㈯
講座時間／9：30〜16：30（昼休憩1時間）
練習時間／16：30〜17：30

試験日

8月30日㈮

直前練習3H+試験

講座価格

21,300円（受講料・教材費・試験料・消費税）

講座価格

21,300円（受講料・教材費・試験料・消費税）

申込
（振込）締切日

5月20日㈪

申込
（振込）
締切日

8月5日㈪

定

員

定

12名

講座No.

3

講座日

8月3日㈯・8月4日㈰
講座時間／9：30〜16：30（昼休憩1時間）
練習時間／16：30〜17：30

試験日

8月10日㈯

直前練習3H+試験

講座価格

21,300円（受講料・教材費・試験料・消費税）

申込
（振込）締切日

7月22日㈪

定

員

員

12名

セット割引価格でお得に受講
詳しくは受講申込のWebページをご覧ください。

12名

http://morris.jp/koz18

Webでお申込みいただきます。
上記の お申込みページ に必要事項を入力後、送信してください。
申込みは、申込（振込）
締切日まで随時受け付けます。
申込後に、
モーリスビジネス学院より
［受付完了メール］
が届きます。
1日たっても
［受付完了メール］
が届かない時は、
お電話ください。

受講申込

http://www.morris.jp

〶615−0096 京都市右京区山ノ内五反田町14−1（御池通葛野大路角）
TEL.075−802−5341

モーリスのモコちゃん

お問い合わせ
モーリスビジネス学院

mbg@morris.co.jp

フリーダイヤル
〈月曜〜金曜／10：00〜17：00〉
［0120-55-4648］
※お問い合わせの際は、大学名 氏名 受講科目名 をお知らせください。

資格試験対策講座で、短期間に効率よく合格レベルの実力をつけよう！
学生価格だから格安で受講できます！
資格を取得して就活と就職後も見据えた 自信 を味方につけよう！
＊振込手数料については各自でご負担ください。
＊振込人名義は受講者本人のフルネームでお願いします。
＊一旦納入された料金は返金できかねます。
（不開講となった場合を除く）

＊特に記載がない場合は税込価格です。
＊試験料が別途必要となります。
＊価格はすべて2019年3月時点のものです。消費税率改定に伴い変更される場合があります。

太秦天神川駅・嵐電天神川駅から徒歩５分

開講場所・試験会場

2019年度 モーリスビジネス学院資格試験対策講座

Photoshop ・Illustrator ・Web
クリエイター能力認定試験
【スタンダード】
資格試験対策講座
ビジネス能力認定 サーティファイ https://www.sikaku.gr.jp/

■Illustrator クリエイター： デザイン・印刷などのDTP業界に限らず通常業務でも活用できるAdobe Illustrator のグラフィックコンテンツの制作能力と、
指示通りの作業を正確かつ合理的に行うことができるスキルを証明します。
■Photoshop®クリエイター：デザイン・印刷などのDTP業界に限らず通常業務でも活用されているAdobe Photoshop による、
画像の加工・調整等の編集能力スキルを証明します。
■Webクリエイター：
Web業界に限らず、Webの知識は必須と言ってもいい時代です。
Webサイト制作のデザイン能力とコーディング能力を証明できます。

開講講座
Photoshop クリエイター【スタンダード】対策講座
画像編集技術に関する知識を有し、Photoshop を駆使して、提示されたテーマ・素材
から、
仕様に従ってコンテンツを制作する能力を認定します。
（サーティファイソフトウェア活用能力認定員会主催サイトより）

講座No.

5

講座日

6月22日㈯・29日㈯・7月6日㈯・13日㈯
講座時間／9：30〜16：30（昼休憩1時間）

試験日

7月27日㈯

直前練習+試験

Webクリエイター
【スタンダード】
対策講座
Webクリエイターに必要とされる、Webサイト制作のデザイン能力およびWebページ
のコーディング能力を認定します。
（サーティファイWeb利用・技術認定員会主催サイトより）

講座No.

7

講座日

2020年2月1日㈯・8日㈯・15日㈯・22日㈯
講座時間／9：30〜16：30（昼休憩1時間）

試験日

2020年2月29日㈯

直前練習+試験

講座価格

36,400円（受講料・教材費・試験料・消費税）

講座価格

34,000円（受講料・教材費・試験料・消費税）

申込
（振込）締切日

6月6日㈭

申込
（振込）
締切日

2020年1月16日㈭

定

員

定

12名

員

受講申込

Illustrator クリエイター【スタンダード】対策講座
ドキュメントデザイン技術に関する知識を有し、Illustrator を駆使して、提示された
テーマ・素材から、
仕様に従ってコンテンツを制作する能力を認定します。
（サーティファイソフトウェア活用能力認定員会主催サイトより）

講座No.

6

講座日

11月2日㈯・9日㈯・16日㈯・12月7日㈯
講座時間／9：30〜16：30（昼休憩1時間）

試験日

12月14日㈯

直前練習+試験

講座価格

36,400円（受講料・教材費・試験料・消費税）

申込
（振込）締切日

10月17日㈭

定

12名

員

12名

http://morris.jp/koz18

Webでお申込みいただきます。
上記の お申込みページ に必要事項を入力後、
送信してください。
申込みは、
申込
（振込）
締切日まで随時受け付けます。
申込後に、
モーリスビジネス学院より
［受付完了メール］が届きます。
1日たっても
［受付完了メール］
が届かない時は、
お電話ください。

http://www.morris.jp

〶615−0096 京都市右京区山ノ内五反田町14−1（御池通葛野大路角）
TEL.075−802−5341

お問い合わせ
モーリスビジネス学院

モーリスのモコちゃん

セット割引価格でお得に受講
詳しくは受講申込のWebページをご覧ください。

mbg@morris.co.jp

フリーダイヤル
〈月曜〜金曜／10：00〜17：00〉
［0120-55-4648］
※お問い合わせの際は、大学名 氏名 受講科目名 をお知らせください。

資格試験対策講座で、短期間に効率よく合格レベルの実力をつけよう！
学生価格だから格安で受講できます！
資格を取得して就活と就職後も見据えた 自信 を味方につけよう！
＊振込手数料については各自でご負担ください。
＊振込人名義は受講者本人のフルネームでお願いします。
＊一旦納入された料金は返金できかねます。
（不開講となった場合を除く）

＊特に記載がない場合は税込価格です。
＊試験料が別途必要となります。
＊価格はすべて2019年3月時点のものです。消費税率改定に伴い変更される場合があります。

太秦天神川駅・嵐電天神川駅から徒歩５分

開講場所・試験会場

