
分類 講座名 教材名 出版社
公務員 公務員講座　国家県庁・市役所・23区コース

公務員 公務員講座　警察・消防・保育士コース

公務員 公務員講座　入門（2年生）コース 警察官・消防官Vテキスト (7) 文章理解 第2版 TAC出版

国家 ITパスポート試験 対策講座 ※講師オリジナル教材 ー

旅行業法令・約款

国内観光地理

国内旅行実務

海外観光地理

海外旅行実務

国内演習・過去問

総合演習・過去問

旅行業法令・約款

国内観光地理

国内旅行実務

国内演習・過去問

旅行業法令・約款

海外観光地理

海外旅行実務

総合演習・過去問

パーフェクト宅建士一問一答(2021年版) 住宅新報出版

パーフェクト宅建士要点整理(2021年版) 住宅新報出版

宅建過去問マラソン 株式会社TMN

知的財産管理技能検定３級公式テキスト(改訂11版) アップロード

知的財産管理技能検定３級 厳選過去問題集(2021年度版) アップロード

通関士試験合格ハンドブック　　2021年版 日本能率協会マネジメントセンター

通関士試験　問題・解説集　2021年度版合格基準分野別・出題頻度順 日本関税協会 （編）

うかる！ FP2級・AFP 王道テキスト 日本経済新聞出版社

うかる！ FP2級・AFP 王道問題集 日本経済新聞出版社

うかる！FP3級速攻テキスト(2021-2022年版) 日本経済新聞出版社

うかる！FP3級速攻問題集(2021-2022年版) 日本経済新聞出版社

就職対策 筆記試験　対策講座（SPI）

就職対策 秘書検定準 1 級 対策講座 秘書検定準1級クイックマスター 早稲田教育出版

就職対策 秘書検定 2 級 対策講座 これで合格！秘書検定2級・3級頻出ポイント＆実践問題(改訂新版)　 髙橋書店

ご郵送時期 初回LIVE講座日までにご自宅に届きます。

国内旅行業務取扱管理者試験 対策講座

総合旅行業務取扱管理者試験 対策講座＜科目免除＞ 株式会社ツーリズムアカデミア

国家

国家

国家

ファイナンシャル・プランニング 技能検定 2級 対策講座

ファイナンシャル・プランニング 技能検定 3 級 対策講座

【桜美林大学】　講座別・使用教材一覧

別途お知らせいたします。

別途お知らせいたします。

宅地建物取引士試験対策講座

知的財産管理技能検定3級　対策講座

通関士試験 対策講座

国家

国家

国家

国家

国家

国内＆総合 旅行業務取扱管理者試験 対策講座 株式会社ツーリズムアカデミア

株式会社ツーリズムアカデミア



分類 講座名 教材名 出版社
スッキリわかる日商簿記2級　商業簿記(第13版) TAC出版

スッキリわかる日商簿記2級　工業簿記(第9版) TAC出版

日商簿記2級 まるっと完全予想問題集(2021年度) TAC出版

スッキリわかる日商簿記3級(第12版) TAC出版

日商簿記3級 まるっと完全予想問題集(2021年度) TAC出版

ビジネス リテールマーケティング（販売士）検定 ３級 対策講座 ※講師オリジナル教材 株式会社イーイノベーション

語学 TOEIC® L＆R スコア UP 450 点目標 対策講座 TOEIC® L&R テスト でる模試 600問 アスク出版

語学 TOEIC® L＆R スコア UP 600 点目標 対策講座 TOEIC® L&R テスト 至高の模試 600問 アルク

TOEIC 新形式精選模試3 リスニング ジャパンタイムズ

TOEIC 新形式精選模試3 リーディング ジャパンタイムズ

合格奪取！ 新HSK５級トレーニングブック〈読解・作文問題編〉 アスク出版

合格奪取！ 新HSK 5級トレーニングブック〈リスニング問題編〉 アスク出版

情報 Microsoft Office Specialist Word office365＆2019 対策講座 MOS攻略問題集 Word 365＆2019 日経BP社

情報 Microsoft Office Specialist Excel® office365＆2019 対策講座 MOS攻略問題集 Excel 365＆2019 日経BP社

情報 Microsoft Office Specialist PowerPoint® office365＆2019 対策講座 MOS攻略問題集 MOS PowerPoint 365＆2019 日経BP社

情報 Microsoft Office Specialist Word Expert office365＆2019 対策講座 MOS攻略問題集 MOS Word Expert 365＆2019 日経BP社

情報 Microsoft Office Specialist Excel® Expert office365＆2019 対策講座 MOS攻略問題集 MOS Excel Expert 365＆2019 日経BP社

公式テキスト2級（改訂版） 公益社団法人 色彩検定協会

新配色カード　199a 公益社団法人 色彩検定協会

過去問題集　2.3級（2020年度） 公益社団法人 色彩検定協会

公式テキスト3級（改訂版） 公益社団法人 色彩検定協会

入門CGデザイン -CG制作の基礎- 画像情報教育振興協会

CGクリエイター検定 エキスパート・ベーシック公式問題集 画像情報教育振興協会

ディジタル映像表現 -CGによるアニメーション制作- 画像情報教育振興協会

CGクリエイター検定 エキスパート・ベーシック公式問題集 画像情報教育振興協会

くわしく学ぶ世界遺産300　世界遺産検定2級公式テキスト マイナビ出版

世界遺産検定公式過去問題集1・2級 マイナビ出版

【桜美林大学】　講座別・使用教材一覧
ご郵送時期 初回LIVE講座日までにご自宅に届きます。

TOEIC® L＆R スコア UP 800 点目標 対策講座

HSK5 級 対策講座

語学

語学

デザイン 色彩検定®2級 対策講座

CGクリエイター検定(エキスパート)  対策講座デザイン

世界遺産検定 2 級 対策講座その他

	CGクリエイター検定(ベーシック)  対策講座デザイン

ビジネス 簿記検定 3 級 対策講座

ビジネス 簿記検定 2 級 対策講座


