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人を育て、社会へ送り出し、支える ヒューマングループの概要

・ 1985年に事業を開始、数多くの修了生･卒業生を社会に輩出

• 資格取得スクール・生涯学習提供機関で日本初のISO29990:2010を取得

• 全国主要都市25都道府県、65校舎に展開し、所属講師2,700名以上

• 公共職業訓練は全国で毎年60コース程を受託

企業・大学・行政の人材育成・就業支援にヒューマンアカデミーの教育が選ばれています。



離職者向け職業訓練とは
民間教育機関が東京都の委託を受けて実施する公共職業訓練で、就職に繋がる知識･技能を習
得し、早期就職(訓練修了後３ヶ月以内の就労決定)と長期就労(週20時間以上、雇用契約期間
が４ヶ月以上)を実現し、永く働ける環境を作り生活の安定を目指して頂くための制度です。

★長期及び早期就職(雇用期間4か月以上＆修了後3か月以内）

※正社員･契約社員･アルバイト･長期の派遣就労の他に自営を開始された方も就職カウントと
なります。

「訓練終了後3ヶ月以内に必ず就職する！」という強い意志を持って受講しましょう！

★訓練期間は３ヶ月間！大事に過ごしましょう！
貴重な３ヶ月間止むを得ない事情がない限り、休まず出席しましょう！職業訓練は、

遅刻・早退・欠席について上限があり、厳しく管理させて頂いています。むやみなお休みは、

頑張っている方の士気にも影響します。クラス一丸となって頑張れる方を歓迎します！

就職のカウント 1週間の労働時間 雇用期間(雇用形態問わず)

20時間以上 ４か月以上



経理･総務事務科は就活準備とスキル習得の
両輪で就職決定を目指します！

就職
決定

就職支援
講義

キャリア
コンサルティング

学科・実技
カリキュラム

スキルアップ
証明(各資格)



就職支援の内容
項目 頻度・時間帯 メニュー

キャリアコンサルティング

月1回×3か月

授業内、昼休
み、講義終了
後

①受講動機や職歴のヒアリング
⇒強み発掘や意識を高める機会
②応募書類の添削
③ジョブカードの発行

就職支援講義 2日半
①書類作成
②自己分析・棚卸
③面接対策

企業説明会 半日
関連業界の方から仕事内容･求められる
スキル等をお話しいただきます。
社労士・税理士法人、人材会社等

修了後のフォロー
訓練終了後
3か月内

毎週1回活動状況を報告いただき、当校
からは対応するアドバイスを送ります。

応募書類の作成･添削･相談等で当校を
ご利用いただけます。

※経理･総務事務系訓練修了者 就職率実績（終了３か月後の調査・雇用形態問わず）
７５％ （直近クラスの平均値）



修了後の主な就業先
（一例）

・企業の経理･総務･人事労務事務職

・社会福祉法人(医療法人)経理事務職

・行政機関(ハローワーク･市役所等)の事務職

・会計事務所･社労士事務所

・税理士法人 など

ご自宅近く～遠方まで

ご自身のライフスタイルに合わせた働き方が実現できます。

未経験者から

正規雇用、契約、派遣、アルバイト…様々な雇用形態で

多様な業態に就職決定しています！



簿記とは？
• Bookkeepingの略、企業の取引を帳簿を付けて管理する。

・主に企業では複式簿記が用いられる

取引を原因と結果に分けて(仕訳)記入する (家計簿とは違う)

＜仕訳の一例＞

①ノートパソコンをメーカーから仕入れる(翌月末に振込)

②ノートパソコンをＡ商事に販売する(代金は翌月末に振込)

③従業員の給与を月末30日に支払う

借方 貸方

仕入 ¥40,000 買掛金 ¥40,000

借方 貸方

売掛金 ¥100,000 売上 ¥100,000

借方 貸方

給与 ¥50,000 現金 ¥50,000

企業会計では¥10,000の

黒字だが、従業員給与
に充てる現金が手元に
無いと倒産のリスクも？



財務会計では決算書類を完成させます
取引を仕訳して集計すると
決算書類が出来上がる
主にP/L(営業成績)、
B/S(財産状態)

科目 金額

売上高

売上原価

売上総利益(粗利益)

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外損益

経常利益

特別損益

税引き前利益

科目 金額

(①資産の部）

流動資産

現金及び預金

受取手形、売掛金

商品

固定資産

有形(土地･建物)

無形(ソフトウエア等)

合計（①）

科目 金額

(②負債の部）

流動負債

買掛金

短期借入金

固定負債

（③純資産の部）

資本金

剰余金

合計（②＋③）



経理･総務事務科カリキュラム ３つのポイント

• 2級(商業･工業)の試験難易度がアップしたため、3級レベル
(小規模企業や営業職)をしっかり押さえる

• 6月試験の受験が可能(12月～始まっているネット受験にも対
応)

簿記は基礎(3級
レベル)をしっかり

•弥生会計は中小企業での導入率はトップ

•帳簿･伝票の入力→決算集計まで自動処理

•他社のソフトでもフローはほぼ同じ

会計ソフト演習は
弥生会計

•経理部門の+αの知識として消費税法を学びます

•総務事務に欠かせないビジネス実務法務(契約･会社組織･
改正民法等)を学べます

•社会保険事務･人事労務事務･給与事務の基礎をマスター

関連科目の学習
で幅を広げる



カリキュラム内容(学科、オンライン併用)

科目 内容

簿記基礎 簿記の基礎知識、仕訳、貸借対照表、損益計算書の作成、精
算表の作成と決算の流れ、補助簿・各勘定への記入、各種試
算表の作成

簿記演習 商品売買、現金･預金･売掛金、取引、決算整理、残高試算表、
精算表、損益計算書･貸借対照表、剰余金配当処分、税金等

社会保険事務 労働保険、採用･退職、異動･変動、休業･疾病、設立･変更、定
例業務等各種申請手続きの流れ

人事労務実務 入退職(身上異動)、勤怠管理(休暇)等

給与事務 給与・賞与・退職金からの源泉徴収、年末調整の手続きと計算
方法

消費税法 消費税の仕組み・取引、軽減税率、課税時期、計算期間

ビジネス法務基礎 基礎的法律知識（民法）、企業取引の法務、債権の管理と回収、
株式会社の組織と運営



社会保険事務：社会保険の加入手続き等の実務と書類記入
給与事務：源泉徴収税額の計算(年末調整手続き）

人事労務事務：入退社時の手続き、勤怠管理(休日休暇・労働時間）



カリキュラム内容(実技)
科目 内容

ワード演習 各書式設定、整理、文書管理、グラフィック機能、ビジネス文書

エクセル演習 各書式設定、データベース、基本関数、表作成、四則演算、ブッ
ク管理、帳票類の作成

パワーポイント演習 各書式設定、プレゼンテーション資料作成、スライドショー、発表

会計ソフト演習 弥生会計の操作方法、帳簿・伝票の入力方法、環境設定、集計
作業

担当講師 (概要抜粋、替わることもあります)

氏名 指導経歴

川﨑 当社職業訓練において簿記３級・２級、会計ソフト、給与事務、FP資格、税務・財務関連の科目を担当。
他専門学校4校にて一般講座担当。指導35年 税理士

大橋 社会保険各種手続代行、就業規則の作成･更新、人事制度や労務のコンサル・セミナー、年金相談・労
使間問題の解決等実務16年、指導10年 社会保険労務士

河合 複数の専門学校にて司法試験事業本部部長、各種法律系の講座企画・講義、指導15年 行政書士

加賀 パソコンスクール主宰、職業訓練等でOffice一般・MOS対策講座等を実施、指導20年 MOT



目指せる資格(受験は任意)
学んだ成果を希望の就業先へアピールできる資格があります。

ぜひチャレンジしてみてください！

検定名 実施団体 受験時期 締切･会場等

日商簿記検定 3級 日本商工会議所 11月21日
(日)

9月、指定会場

※ネット受験も2020年
12月～開始

弥生検定パソコン経理
事務中級

弥生株式会社 随時 指定会場でのネット受験

消費税法能力検定3級 公益社団法人
全国経理教育協会

10月31日
(日)

指定専門学校等

ビジネス実務法務3級 東京商工会議所 12月 指定会場

使用テキスト
見本をご覧ください。簿記3級テキスト･問題集、社会保険事務、弥生会計、
消費税法、ビジネス実務法務、Microsoft Officeの科目で使用、他はレジュメ



簿記検定のサンプル(ネット受験パターン)
後半の簿記演習(検定対策)分野で行う、ネット受験を想定した

問題のサンプルです

簿記基礎で仕訳の基礎から勘定科目(経費等の分類)の名称等を学び、簿記演習で
過去問題(レジュメ)の演習や上記のネット受験対策も取り入れています。

青森商店は商品200,000円を仕入れ、代金は掛けとした。なお,引取運賃1,200円は現金で支払った。

　下記の各取引について仕訳しなさい。ただし,勘定科目はプルダウンの中から最も適当と思われるものを選び、選択すること。なお、消費税のついて
は指示がある問題のみ考慮し、各取引は独立しているものとする。

第１回総合問題・解答用紙

第1問　(45点)

借方科目
1

金額 貸方科目 金額



通信環境及び授業の進行(オンライン時)

※推奨する通信環境及び使用機器について

環境についてはご相談ください。

検定名 実施団体

使用機器 パソコン(ノート・デスクトップ等）、タブレット、
スマートフォン(相談ください）

備品 ➀ヘッドセットorイヤホンマイク
②Webカメラ

通信環境 ブロードバンドと呼ばれる1.5Mbs以上

使用ソフト ZOOM（部外者の侵入を防ぐため、ミーティングIDとパス
ワード(日替わり)をお知らせして、アクセスします。



使用教室(通学時)
菊屋ビル4Fの教室にて授業を行う予定です。

教室には就職情報誌・求人票の掲示、検索用パソコンを設置します。


