
 令和3年度長岡大学資格検定試験スケジュール  令和3年4月

≪情報系資格≫

資格・検定名 申込先 会場 奨励金

日商プログラミング 学内 学内
EXPERT

～
BASIC
のみ

I T パスポート 学内 学外 あり

≪専門系資格≫

ｅｃｏ（環境社会） 学内 学外 あり

医療事務管理士 学外 未定 あり

日本語能力試験 学外 学外 あり

TOEIC  公開テスト
 Listening & Reading

学外 学外 あり

実用英語技能検定 学外 学外 あり 個人申込み 【長岡実施予定日】　5/30、10/10、1/23　(詳細は実用英語技能検定ホームページ)

学内 学外 あり

学内

個人申込み 【長岡実施予定日】　5/23、9/12、1/30、3/20　(詳細はTOEICホームページ)

個人申込み 【実施予定日】　7/4、12/5　(詳細は日本語能力試験受付センターホームページ)

学内 あり

学内 学外 あり

あり

福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 学内 学外 あり

リテールマーケティング
（販売士）

学内 未定

申込先 会場 奨励金

.com Master BASIC 学内 学内 あり

２月１１月 １２月 １月４月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

２月受験料 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

PowerPoint

ネットマーケティング

資格・検定名

日商簿記

受験料

経営学（マネジメント）

ファイナンシャル・プランニング

（ＦＰ）

経済学（EREミクロマクロ)

学内 学内
１級
2級
のみ

Word/Excel

検定日は後日教務課よりお知らせします。

学内 学内 上級
のみ

学内 学外 あり

学内 学内 なし

学内 学内 あり

バウチャーチケット共同購入のうえ、指定会場・開催日にて受験。（詳細は教務課まで）

５月

１級 ６，５００円

２級 ５，２００円

３級 ４，２００円

上級 ５，３００円

初級 ４，２００円

初級 ４，９５０円

３，９６０円

４，４００円

５，７００円

検定日 ７/１７ （土）

検定日 １２/１１ （土）

検定日 ９/２５ （土）

検定日 ６/１３ （日）

検定日（公開テスト会場）

11/1 （日） ～ 12/15 （水）

検定日 11月下旬から12月中

希望者の日程を調整して決定

申込締切 １０/１５ （金）

申込締切 １０月２２（金）

検定日 ２/４ （金）

検定日 ２/２７ （日）

申込締切 １０/２２ （金） 申込締切 １/２７ （木）

２級 ８，７００円

３級 ６，０００円 検定日 ９/１２ （日） 検定日 １/２３ （日）

申込締切 ７/２２ （木） 申込締切 １１/２５ （木）

公開 ６，４９０円

６，０００円

検定日 ２/３ （木）

中級 各分野

４，９５０円

検定日は後日教務課よりお知らせします。

検定日 １２／２２（水） 16:20 －

１級 ７，８５０円

２級 ４，７２０円

３級 ２，８５０円

初級 ２，２００円

原価計算初級 ２，２００円

１級 ７，８５０円

２級 ５，７７０円

３級 ４，２００円

５，５００円

２級 ７，７００円

３級 ５，５００円

５，５００円

STANDARD ５，５００円
BASIC ４，４００円

ENTRY ３，３００円

EXPERT ６，６００円

検定日 ２/２ （水）

検定日 ２/１ （火）

検定日 ７/３ （土）

申込締切 ５/１４ （金）

検定日 １１/２１ （日）

検定日（公開テスト会場）

6/15 （火） ～ 7/31 （土）

申込締切 ６/１ （月）

申込締切 ６/４ （金）

検定期間 ７/１４ （水） ～ ８/６ （金） 検定期間 １１/１５（月） ～ １２/１３（月）

申込締切 １０/８ （金）

申込締切 ６/１ （月）

検定日 ６/５ （土）

検定日 ６/２６ （土）

検定日は後日教務課よりお知らせします。

検定日 ７月中

希望者の日程を調整して決定

検定日 ７/２４ （土）

準１級 １０，７００円

２級 ９，７００円

準２級 ９，２００円

申込締切 ６/１８ （金） 申込締切 １１/２６ （金） 申込締切 １/２０ （木）

申込締切 ７/２ （金） 申込締切 ９/１０ （金） 申込締切 １/１８ （火）

申込締切 ７/９ （金） 申込締切 １/１９ （水）

申込締切 ４/３０ （金） 申込締切 １１/１７ （水）

申込締切 ６/１８ （金） 申込締切 １/２４ （月）

７，５００円


