
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求職者支援訓練 

総務 経理事務 会計ソフト演習科 

訓練番号    4444----27272727----27272727----02020202----03030303----0401040104010401    弥生カレッジＣＭＣ 

〜 簿記２級・弥生会計・給与が学べます 〜 

H27 年 9 月 24 日（木）〜 H27 年 10 月 15 日（木） 
H27 年 10 月 21 日（水）面接 ＊筆記用具持参 
H27 年 10 月 28 日（水） 
9 月 28 日（月）より当校ホームページにて公開 
          

募集期間 
選考日 
結果通知 
事前説明会 

●受講申込みの流れ 

受講希望者本人が直接、公共職業安定所でご相談の上、所定の申込

書を作成してください。（申込用紙は住所地管轄のハローワークにあ

ります。） 

●職業訓練受講給付金 について 

ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練を受講する方が

一定の要件を満たす場合に、月額 10 万円と通所手当（通所経路に

応じた所定の額）が支給されます。 

※いずれも、詳しくはハローワークへお問い合わせください。 

●受講申込みにあたって【ご確認ください】 

 当校 HP より“受講心得”を事前にご確認ください。 

 （http://www.kaikei-soft.net/kunren/pdf/kokoroe.pdf）    

弥生シリーズ導入

1,000 社以上！  1 

手厚い就職サポート 

面接対策ロープレ・コミュニケー

ション能力向上のための様々なプ

ログラムをご用意しています

 

3 

説明会をスマホでチェック! 

その他のご質問等は、お気軽にお問い合わせください。 

訓練対象者 

の要件 

Windows の基本操作（マウス操作・

キーボード操作）と日本語入力を行

える方

 

企業実務に必要な記帳、給与計算事務、社会保険、決算、消費税務に関する実践的技能、

および関連知識を IT 活用知識とともに習得する。またグループワークを取り入れ、コミ

ュニケーション能力を高める

 

訓練目標・ 

仕上がり像 

11 月 開講 

☎ 06-4800-6803 

 

H27 
訓練期間 

高い 
合格率 

11/16 

2 

充実のカリキュラム 
まったくの未経験者がさまざまな知

識・資格を身につけていただける、

濃密で充実したカリキュラムとなっ

ています。（関連会社において、経理

業務の実習があります。）

 

3/15 
4 か月（25 名コース） 平日 9：30〜16：20(但し、企業実習中は 9：30〜16：30)   ※土日祝は休講  

本気で就職を目指す方へ！ 

就職率就職率就職率就職率              97979797％％％％ ※平成 24 年度    

((((アルバイト・パート就業含むアルバイト・パート就業含むアルバイト・パート就業含むアルバイト・パート就業含む))))            96969696％％％％    ※平成 25 年度    

91919191％％％％    ※平成 26 年度    

雇用保険適用就職率雇用保険適用就職率雇用保険適用就職率雇用保険適用就職率                    53535353％％％％    ※平成 26 年度    

高い 
就職率 

実践コース 

( http://www.kaikei-soft.net/ ) 

H28 

火 月 

実績抜群！ 

弥生と実務に強い 

会社です。

 

実務系資格実務系資格実務系資格実務系資格    

・弥生認定会計インストラクタ 83％ 

・弥生認定給与インストラクタ 90％ 

・弥生検定   71％ 

・日商 PC 検定３級（文書作成） 84％ 

・日商 PC 検定３級（データ活用） 82％ 

・全経消費税法２級         91％ 

企業実習企業実習企業実習企業実習    
もありますもありますもありますもあります    

事前事前事前事前にににに見学見学見学見学    
できます。 

4 
学習フォローも充実 
自習室利用は週２回２０時まで、そ

の他の日は１８時まで利用可能！ 

簿記３・２級無料動画で急な休みで

も学習出来ます。 

 



【訓練実施場所/選考会場】 

訓練実施場所 〒534-0025 大阪市都島区片町 2 丁目-2-40 大発ビル 407 号 

【事務局】       大発ビル 216    担当：中原・加藤 

Tel 06060606----4800480048004800----6803680368036803  Fax 06060606----4800480048004800----6833683368336833 

電話受付時間 9：30～17：00（土日祝日休） 

http://www.http://www.http://www.http://www.kaikeikaikeikaikeikaikei----soft.netsoft.netsoft.netsoft.net////    

    

 

総務・経理事務・会計ソフト総務・経理事務・会計ソフト総務・経理事務・会計ソフト総務・経理事務・会計ソフト演習科演習科演習科演習科    カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム    

企業会計の概要 会社法と企業会計実務・記帳演習 12 時間 

各種取引の知識(基本) 現預金、商品、手形、有価証券、固定資産、資本金、精算表、決算(簿記 3 級程度) 42 時間 

各種取引の 

知識(応用) 

現預金、商品、手形、有価証券、固定資産、資本金、精算表、決算、特殊商品売買、社債、

本支店会計、工業簿記(簿記 2 級程度) 

66 時間 

管理会計 実際原価計算・標準原価計算・直接原価計算 42 時間 

税法概論 消費税の仕組と課税対象、消費税額の計算、法人税の考え方、決算報告書、消費税申告書 18 時間 

社会保障制度概論 健康保険・厚生年金・介護保険の基礎、保険料の徴収と申告、給付事務 12 時間 

労働基準法概論 労働保険、労働基準法、労働安全衛生法 6 時間 

安全衛生 VDT・安全作業 1 時間 

システムの運用・管理基礎 Ｗｉｎｄｏwｓのファイル管理、ＩＴの基礎知識 6 時間 

職業能力基礎講習 

自己理解、自己表現スキル、メンタリング、EQ 理論、ビジネスマナー、人間関係スキル、 

ドリームマップ(目標達成ツール) 

24 時間 

各種取引の知識演習 伝票作成、帳簿作成、手形管理、固定資産管理、消費税処理 9 時間 

管理会計演習 損益分岐点分析 3 時間 

パソコン会計実務 

伝票入力、帳簿入力、試算表、手形管理、固定資産管理、部門管理、繰越処理、経営分析、

データのエクスポート・インポート 

27 時間 

ﾊﾟｿｺﾝ会計決算実務 決算報告書作成・消費税申告書作成、決算仕訳 3 時間 

ﾊﾟｿｺﾝ給与計算実務 給与計算、賞与計算、源泉徴収事務、社会保険処理、年末調整処理、法定調書作成 36 時間 

IT 活用実習基本演習 

基本的な文書作成の方法、文字の装飾、タブ設定と表の挿入、図形の挿入・編集 

ワークシートの入力、ワークシートの編集、関数の挿入や表・グラフの作成、TCP/IＰ設定 

ネットワーク物理層構築、ファイアウォール設定、FTP ツールの設定、HTMLEditor コーディング 

17 時間 

ＩＴ活用実習応用演習 ビジネス文書（社内・社外文書・案内状・企画書）の作成表やグラフの作成、業務データの分析 24 時間 

経営ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｹﾞｰﾑ ビジネスゲームによる利益獲得シミュレーションゲームと成果発表（グループワーク） 12 時間 

企業実習 パソコン会計実務・パソコン会計決算実務・各種取引の知識演習・管理会計演習・安全衛生     42 時間 

その他 入校式・修了式・就職支援・オリエンテーション  

総合訓練時間総合訓練時間総合訓練時間総合訓練時間    402402402402 時間時間時間時間    

［テキスト代金］  5,0005,0005,0005,000 円円円円       ［企業実習先への交通費］  不要不要不要不要        計計計計    5,0005,0005,0005,000 円円円円    ((((自己負担・税込自己負担・税込自己負担・税込自己負担・税込))))    

訓練修了後に取得 

できる資格 

日商簿記２級、日商 PC 検定３級データ活用／文書作成【日本商工会議所】 

弥生検定パソコン経理事務３級・認定インストラクタ（会計・給与）【弥生株式会社】 

全経消費税法２級、全経簿記２級【全国経理教育協会】  （全て任意受験） 

 

 

 

 

弥生カレッジ弥生カレッジ弥生カレッジ弥生カレッジ CMCCMCCMCCMC    検索検索検索検索    

弥生カレッジ CMC  (有)ケースメソッド 
訓練実施施設 訓練実施機関 


