
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○開催日程   
※開催時間は原則午前 10時－午後 4時半。 

■9 月 23 日（土）東京・文京 文京シビックセンター （東京メトロ、都営地下鉄直結、JR 駅すぐ） 

■10月 8 日（日）東京・新宿 新宿文化センター （東京メトロ、都営線最寄り駅から徒歩数分） 

■10月 14 日（土）東京・文京 文京シビックセンター （東京メトロ、都営地下鉄直結、JR 駅すぐ） 

■10月 15 日（日）横浜市・横浜近代文学館 （元町・中華街徒歩 10 分) 

■10月 21 日（土）名古屋市・名古屋市中小企業振興会館（地下鉄桜通線吹上駅徒歩 5 分） 

■10月 22 日（日）大阪市・大阪産業創造館（堺筋線堺筋本町駅から徒歩 5 分） 

■10月 25日（水）文京区・文京シビックセンター （東京メトロ、都営地下鉄直結、JR 最寄り駅すぐ） 

 

○参加費   
・5370円（消費税込 5800円）、学生は 4167円（同 4500円）。学生は 4000円。直前ポイントアップ講

座同時申し込みの方は 2 講座で 1万円（消費税込）。 

  ※受講料上限制：効率的な学習に複数回の受講を希望される方が多いため、一日集中講座、直前

ポイントアップ講座を含め 12月まで地域を問わず、何講座受講されても最大 1万 2000円（消費税

込み）を受講料の上限としまた。繰り返し受講することにより学習の効果が高まります。 

 

○お申込み   
◇ 下記の検定セミ専用メールフォーム（スマートフォン対応）に必要事項を 

ご記入のうえ送信ください。 

 http://ws.formzu.net/fgen/S94602159/ （スマホの方は QR コード参照） 

◇携帯などの場合はメール eco@newsmedia.jp  あてに、お名前、参加希望日と開催地、ご連絡先電

話 番号をご記入のうえご送信ください。電話でのお申し込みは固定電話 03-6905-9480 eco 検定専用携

帯電話 080-3715-3487 まで 

◇FAX の場合は本ページを印刷して必要事項をご記入のうえ、03-5395-8060 宛お送りください。 

 

参加申し込み書 

参加者氏名 参加日・都市名 
メールアドレスか Fax 番号(受

講案内を送付いたします) 

直前ポイントアップ講座

申し込み（都市を記入） 

    

    

 

 

第 23 回 eco 検定合格対策「秋の一日集中講座」 
       

 
・環境 NGOの環境教育フォーラム 21は 2017年 12月実施の第 23回 eco検定（環境社会検定）

合格に向けて全国各地で合格対策講座を開催します。当フォーラムは eco検定対策では、NTT

東日本、セブン銀行、リコーグループ、大和ハウス工業、福岡工業大学など多くの企業、大

学に講師派遣しており、豊富な実績があります。 

・秋の 1日集中講座では eco検定公式テキストをベースに、eco初心者の方にもわかりやすく、

環境問題、eco検定合格のための学習ポイントを指導します。絶対に 1回で合格したい方には

早めに学習を開始する意味でもおすすめです。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○開催日程   
※開催時間は原則午前 10時－午後 4時半。 

■11 月 3 日（祝）東京・池袋 東京芸術劇場 （JR,、私鉄、東京メトロ駅すぐ） 

■11 月 ４日（土）大阪市・大阪産業創造館（堺筋線堺筋本町駅から徒歩 5 分） 

■11 月 ５日（日）名古屋市・名古屋市中小企業振興会館（地下鉄桜通線吹上駅徒歩 5分） 

■11月 11日（土）東京・文京・文京シビックセンター （東京メトロ、都営地下鉄直結、JR 駅すぐ） 

■11月 12 日（日）横浜市・かながわ県民センター（横浜駅徒歩３分) 

■11月 18 日（土）東京・文京 文京シビックセンター （東京メトロ、都営地下鉄直結、JR 駅すぐ） 

■11月 19 日（日）東京・文京 文京シビックセンター （東京メトロ、都営地下鉄直結、JR 駅すぐ） 

■11月 24 日（金）大阪市・大阪産業創造館（堺筋線堺筋本町駅から徒歩 5分） 

■11月 29 日（水）東京・新宿 新宿文化センター （東京メトロ、都営線最寄り駅から徒歩数分） 

■12月 １日（金）名古屋市・名古屋市中小企業振興会館（地下鉄桜通線吹上駅徒歩 5 分 

 

○参加費   
・5370円（消費税込 5800円）、学生は 4167円（同 4500 円）。春の一日集中講座受講の方は 5000円、

学生は 4000 円。直前ポイントアップ講座同時申し込みの方は 2 講座で 1万円（消費税込）。 

  ※受講料上限制：効率的な学習に複数回の受講を希望される方が多いため、一日集中講座、直前

ポイントアップ講座を含め 12月まで地域を問わず、何講座受講されても最大 1万 2000円（消費税

込み）を受講料の上限としまた。繰り返し受講することにより学習の効果が高まります。 

 

○お申込み   
◇ 次の検定セミ専用メールフォーム（スマートフォン対応）に必要事項を 

◇ ご記入のうえ送信ください。 

 http://ws.formzu.net/fgen/S89966191/ （スマホの方は QR コード参照） 

◇携帯などの場合はメール eco@newsmedia.jp  あてに、お名前、参加希望日と開催地、ご連絡先電

話 番号をご記入のうえご送信ください。電話でのお申し込みは eco 検定専用携帯電話 080-6552-9392

まで 

◇FAX の場合は本ページを印刷して必要事項をご記入のうえ、03-5395-8060 宛お送りください。 

 

参加申し込み書 

 

参加者氏名 参加日・都市名 
メールアドレスか Fax 番号(受

講案内を送付いたします) 

直前ポイントアップ講座

申し込み（都市を記入） 

    

    

・eco検定合格対策「重要ポイント集中講座」は、地球温暖化、循環型社会の構築、エネル

ギー問題、環境と経営など eco検定に出題される問題をテーマ別に習得します。 

・試験に出題されやすい環境問題の最新動向もあわせて、講義します。 

・模擬問題を中心とした「直前ポイントアップ講座」をあわせてされると効果的です。 

第 23 回 eco 検定合格対策「重要ポイント集中講座」 
       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○開催日程   
※開催時間は原則午前 10時－午後 4時半。 

■11月 23 日（祝）大阪市・大阪産業創造館（堺筋線堺筋本町駅から徒歩 5分） 

■11月 25 日（土）名古屋市・名古屋市中小企業振興会館（地下鉄桜通線吹上駅徒歩 5 分） 

■11月 26 日（日）東京・文京 文京シビックセンター （東京メトロ、都営地下鉄直結、JR 駅すぐ） 

■12月 2 日（土）名古屋市・名古屋市中小企業振興会館（地下鉄桜通線吹上駅徒歩 5分 

■12月 3 日（日）大阪市・大阪産業創造館（堺筋線堺筋本町駅から徒歩 5分） 

■12月 9 日（土）東京・文京 文京シビックセンター （東京メトロ、都営地下鉄直結、JR 駅すぐ） 

■12月 10 日（日）東京・文京 文京シビックセンター （東京メトロ、都営地下鉄直結、JR 駅すぐ） 

■12月 13 日（水）東京・新宿 新宿文化センター （東京メトロ、都営線最寄り駅から徒歩数分） 

 

○参加費   
・5370円（消費税込 5800円）、学生は 4167円（同 4500円）。一日集中講座受講の方は 5000円、学生

は 4000円。「秋の 1日」または「重要ポイント講座」と同時申し込みの方は 2講座で 1万円（消費税込）。 

※受講料上限制：効率的な学習に複数回の受講を希望される方が多いため、一日集中講座、直前ポ

イントアップ講座を含め 12月まで地域を問わず、何講座受講されても最大 1万 2000円（消費税込

み）を受講料の上限としまた。繰り返し受講することにより学習の効果が高まります。 

 

○お申込み   
◇ 次の検定セミ専用メールフォーム（スマートフォン対応）に必要事項を 

ご記入のうえ送信ください。 

 http://ws.formzu.net/fgen/S9103170/  （スマホの方はQR コード参照） 

◇携帯などの場合はメール eco@newsmedia.jp  あてに、お名前、参加希望日と開催地、ご連絡先電

話 番号をご記入のうえご送信ください。電話でのお申し込みは eco 検定専用携帯電話 080-6552-9392

まで 

◇FAX の場合は本ページを印刷して必要事項をご記入のうえ、03-5395-8060 宛お送りください。 

 

参加申し込み書 

参加者氏名 参加日・都市名 
メールアドレスか Fax 番号(受

講案内を送付いたします) 

直前ポイントアップ講座

申し込み（都市を記入） 

    

    

 

第 23 回 eco 検定合格対策直前ポイントアップ      

 

・eco 検定合格対策「直前ポイントアップ講座」は、直前での想定問題対策で得点力を 10

点以上アップ、合格ライン突破を目指します。 

・数多く問題を解き、正確な知識を習得するとともに、eco検定の出題スタイルに慣れてい

ただきます。 
・重要な環境関連の時事問題も模試形式でチェックします。    

 


