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掲載内容は改良のため、事前の予告なしに
変更する場合があります。予めご了承ください。

掲載内容の有効期限
2023年5月31日

大原総合案内 2022年4月～

※本パンフレット掲載の受講料等における
　消費税は、税率10％で計算されています
　（2022年4月1日現在）。
　（今後の消費税率の変更等を理由に　  受講料等を改定する場合があります。）

資格の取り方・
活かし方ガイド

仕事に活かせるスキルを伸ばそう!

人気資格ランキング
資格選びで迷ったら
ファーストステップ資格
学習期間・難易度・受講料から選ぶ
資格早見表
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受講相談・体験入学 随時受付中! ご自宅からOK オンラインでも受講相談を承ります!

王
国
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■受付時間のご案内
各校受付時間につきましては、
右記大原ホームページにてご案内しております。

右記バーコードから
簡単アクセス！

学校一覧 資格の大原 社会人講座 検索

https://www.o-hara.jp/school/list
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あなたのそばに、きっとある。
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日本全国に展開
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2021.2.1
桑原

2021.2.16
松家

2021.3.10
川上史

2022.1.19
松家

2022.2.28
ひぐち

2022.3.1
梶田

2022.3.14
浅井

■あなたを成功に導く
　大原の31講座・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19P

■公務員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19P
 公務員 （国家一般職／国税専門官／地方上級・中級・初級　等）

 公務員 （国家総合職）

 警察官・消防官 （大卒レベル・高卒レベル）

■会計系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20P
 公認会計士／税理士／簿記／建設業経理士／地方公会計

 農業簿記／U.S.CPA（米国公認会計士）／BATIC（国際会計検定）Ⓡ

■法律系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24P
 行政書士／宅地建物取引士

 社会保険労務士

■ビジネス・経営系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26P
 中小企業診断士

 FP（ファイナンシャル・プランナー）／旅行業務取扱管理者

 実務力養成シリーズ／色彩検定（カラーコーディネーター）

■情報系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28P
 パソコン(MOS)／情報処理技術者・情報処理安全確保支援士

■医療・福祉・保育系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30P
 介護職員初任者研修／介護福祉士（実務者研修・受験対策）／

 ケアマネジャー／社会福祉士／医療事務／保育科

■就職・語学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33P
 秘書検定／TOEICⓇL＆R攻略／日本語教師／

 キャリアコンサルタント

■あなたのライフスタイルに合わせて選べる！
 多彩な学習スタイル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35P

■教育訓練給付制度のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・37P

■申込手続のご案内・教育ローンのご案内・・・・・・38P

■大学内講座／大学内セミナー／企業研修／
 大原キャリアスタッフのご案内 ・・・・・・・・・・・・・39P

■大原グループのご紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41P
 大原の留学生教育／大原会計大学院／大原学園高等学校

 大原予備校／府中ひばり幼稚園／

 集中資格取得（全日・夜間）コース／ビジネス専攻コース／専門学校

■研修センターのご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46P

仕事に活かせる
スキルを伸ばそう！

たくさんの方が大原で受講している人気資格はコレだ！

資格の大原
人気資格ランキング
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3P

大原総合案内

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7P

スピーディー＆お手ごろ価格で取得できる、
基礎となる
ファーストステップ資格

資格選びで迷ったら、まずはこのページ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2P
オンライン校のご案内
新しい生活様式に、新しい学習様式を！

・・・・・・・・・・・・・・・ 9P

たくさんの人々が
大原で学ぶ理由

間違いのない資格選びの次は、間違いのないスクール選びです

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15P

資格初心者のための

資格早見表

スケジュール、学習期間、難易度、受講料から選ぶ

資格の取り方・
活かし方ガイド

資格の王国
オンライン校のご案内
大原のオンライン校とは？
対面指導で資格試験合格に導くことで定評のある大原がオンライン上でも同じ
ような学習をしていただくために導き出した、新しいカタチ、それがオンライン校
です。リアルタイムのコミュ二ケーションが図れるライブ授業や、従来のWeb通
信講義を進化させた授業など、資格取得の為の学習を、より充実させたものに。
大原のオンライン校の魅力をご紹介します。

資格の勉強はしたいけど、、、
こんな方にはオンライン校をおすすめします

■ 通学などの移動が不安
■ 自分の理解度を常に把握したい
■ 困った時に相談できる人が必要
■ 学習を継続できるか自信がない
■ 空いた時間を有効に活用したい

新しい生活様式に、
新しい学習様式を！

オンライン校の詳細はホームページをご覧ください！

https://www.o-hara.jp/lp/online_school/

オンライン校の設置講座をご案内します
今後も続々、追加予定

公認会計士

税理士

簿記1級

簿記3級

宅建士（宅地建物取引士）

情報処理技術者
情報処理安全確保支援士

公務員
国家一般職・地方上級・市役所

キャリアコンサルタント

お客様の声から生まれた

オンライン校のメリットはコレ！

ライブ配信だから
臨場感のある授業が受けられる

臨場感のある授業は適度な緊張感を保つことができ、より
効果的な学習を行うことに繋がります。また、予定が合わな
いときや、もう一度見たいときもオンデマンド視聴が可能な
ので、安心です。

オンライン授業でも一緒に
学習するクラスメイトがいる

クラス平均点や正答率などをフィードバック。同じ資格を目
指す仲間、ライバルが学習のやる気を刺激します。受講生同
士のつながりが持てるイベントもあります。

いつも側に一人ひとりを
サポートする担任講師がいる

最後まで学習をするために「本気になった人」をサポートす
る担任の講師が学習の理解度や進捗を分析し、アドバイス。
受講生の学習を見守り・サポートします。

不明な点を授業があった
その日に解決できる

授業の開始前・終了後に講師に質問ができます。
他の人の質問を聞くことも可能です。学習の進捗
にあわせて、質問対応日も設定！個別の質問はお
気軽に。

一人ひとりの重要なタイミングを
逃しません

学習導入時期や試験の直前期など個別に面談し、受講生の
学習をサポートします。勉強の仕方・モチベーションアップに
ご活用ください。
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2022.1.18
宮崎

2022.2.25
森

2022.3.14
浅井

週4日講義を受けて残りの3日で復習をすると
いう学習ペースは程よい緊張感が保てて良かっ
たです。また、模擬試験は学習範囲の総復習とな
り、2回3回と繰り返し解くことで過去問など
他の問題も解けるようになりました。とても良
い問題が揃っていました。また、テキストもとに
かく図解が分かりやすく、一度覚えれば忘れに
くいものが多く勉強しやすかったです！

簿記

たくさんの方が大原で受講している人気資格はコレだ！

第1位

すべてのビジネスパーソンに
求められる知識が学べる

簿記とは、商店や会社が日々行う様々な経済活動を、一定のルールに
従い帳簿に記入し、この帳簿に基づいて利害関係者（会社に関わるす
べての人）に報告するための報告書（財務諸表）を作成するまでの手
続を指します。簿記を学習することで、経理や財務で活かせるのはも
ちろん、企業の業績状況（情報）を把握できるようになります。

人気の
理由!
ワ ケ

永年の簿記教育のノウハウが集約されたカリキュラム、教材、講義なら初めて
学習される方でも無理なく合格できます。そして親切、丁寧な質問対応をは
じめとするサポート体制が整っていること、それが大原が選ばれる理由です。

竹内 孝秀さん
日商簿記1級・全経簿記上級 合格

学生にも社会人にも人気の資格。
気軽に始められるうえに、他の資格への第一歩にもなる資格。

たくさんの受講生の方が大原で学習を始められた、人気資格をご紹介します。
※2021年 全国大原グループホームページの資料請求数ランキングです。

人気資格ランキング

たくさんの方が大原で受講している

人気資格はコレだ！

良い緊張感で学習を継続できる！

詳しくは21Pへ

私はinアドバンス16から受講を開始しました
が、主要科目の重要項目を2回転するカリキュ
ラムになっていて1回の受験で合格することが
できました。大原のテキストと問題集、また定期
的に開催されるテストをしっかりこなせば確実
に合格できる力が身につきます。諦めずに頑張
れば結果に繋がるんだと自信がつきました。

社会保険労務士第2位

専門性が高く、企業での
活躍や独立も可能！

社会保険労務士は人事や労務管理のプロ。企業内において専門知識を
活かして、社内の問題点や社員の労働環境の整備や向上に役立つこと
ができます。また独立開業し、多くの会社と顧問契約を結ぶことがで
きれば、安定した収入も得られます。難関な国家資格ですが、きちんと
した学習を行えば社会人の方も十分に一発合格が可能な試験です。

人気の
理由!
ワ ケ

社会保険労務士を目指す方の約8割は仕事と両立しており、限られた時間の中で学
習時間を捻出しなければなりません。そこで、大原の社会保険労務士講座は、“効率
性”を最重要視し、働きながらでも“一発合格を狙える”講座としています。

菅原 智葉さん
社会保険労務士試験 合格

社会保険や年金について詳しく学びます。企業で働く人に限らず、
年金などは生涯に渡りすべての人が関わることから、非常に関心が高まる資格の一つです。

初学者で一発合格できました！

詳しくは25Pへ

同じゼミの友人がその講座を受けていたこと
もあり選びました。総合職対策ゼミや論文添
削、個別のES・面接対策、試験種ごとのES作成
会、他にも勉強のスケジュールに関する個別面
談など、本当に手厚く、一人ひとりに焦点を当
てて対策してくださったので大原を選んで良
かったです。大原だったから合格できたと思っ
ています。

田中 杏奈さん
最終合格先：

国家総合職（法律）、東京都Ⅰ類B

大原だから合格できた！

仕事を通じて社会貢献。
大きなやりがいと誇りを持てる！

公務員
詳しくは19Pへ

公務員の仕事の本質は、人が幸せに暮らせる社会を作り、それを支えることです。公
務員の仕事には、社会の安定や成長に向けた長期的視野に立った取り組みが多く、そ
の社会的意義、規模の大きさから、仕事に従事することの大きなやりがいを容易に見
出すことができます。

第3位

1月開講初学者コースはペースが速いものの簿
財同時に進めていくことで効率化を計れまし
た。カリキュラムも基礎を固めてから積み上げ
ていくので分かりやすく復習の効率も良かっ
たです。短期間で集中して取り組めたことで合
格につながったと思います。

津吹 みのりさん
簿記論・財務諸表論 合格

初学者コースで簿記論・財務諸表論
を一発合格！

安心の合格実績から、選ぶ人が多数！
税務のプロとして、企業の経営を支える仕事。

税理士
詳しくは21Pへ

税理士試験の試験科目は全部で11科目あり、その中から5科目選択できるので、選択
の幅が大きくなっています。1科目から受験・合格していくことができ、一度合格した
科目は一生有効という制度となっています。仕事や大学と両立して取れる資格です。

第4位

私が合格できたのは大原という環境で、講師の
皆様や仲間と最後まで走り切れたからだと思
います。授業・テキストが充実していたことや、
講師への質問体制が整っていたので、学習をス
ムーズに進められました。さらに、演習が多い
おかげで、友人と切磋琢磨できました。その結
果、私と同時期に学習を始めた仲間全員で合格
できました。

田中 崇義さん
公認会計士論文式試験 合格

大原の恵まれた環境のおかげで
仲間と共に合格できました！

会計資格の最高峰。
高度な専門知識を要する公認会計士の活躍する
フィールドはますます拡大！
一発合格を目指すなら、大原！

公認会計士
詳しくは20Pへ

公認会計士はキャリアの将来性と報酬の安定性が見込める職業です。一般的な大学
卒業者の初任給と比較しても大変高額で、大企業の2倍程度というデータもありま
す。高度な専門知識は様々な業界で求められているため、独立・起業、事業会社への転
職など、多様な道に進んでも、確固とした社会的地位を築いていけることでしょう。

第5位

最初は思うように成績が伸びず不安もありま
したが、大原のカリキュラムを信じ、とにかく
学習を続けました。講師のアドバイスのおかげ
で時系列での理解ができていなかったこと等
に気付き、過去問を繰り返すうちに知識がつな
がりをもっていくことを実感しました。大原の
問題演習ドリルで効率良く学習ができていた
こと、講師のアドバイスが的確だったことが合
格に結び付いたと思います。太田垣 信允さん

社会福祉士試験 合格

最後まで諦めずに全力を尽くす！

生活の中で支援が必要な方々を支える専門職。
専門的な知識や技術をもって相談援助を行う。

社会福祉士
詳しくは31Pへ

様々な理由で支援を必要としている方々の相談に応じるのが社会福祉士の仕事で
す。相談者を支援していくため、専門知識はもちろん、これまでに得た福祉以外の知
識や経験も活用して相談者のニーズを実現に向けていく、とてもやりがいのある魅
力的な仕事です。

第6位
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2022.1.18
宮崎

2022.2.25
森

2022.3.14
浅井

週4日講義を受けて残りの3日で復習をすると
いう学習ペースは程よい緊張感が保てて良かっ
たです。また、模擬試験は学習範囲の総復習とな
り、2回3回と繰り返し解くことで過去問など
他の問題も解けるようになりました。とても良
い問題が揃っていました。また、テキストもとに
かく図解が分かりやすく、一度覚えれば忘れに
くいものが多く勉強しやすかったです！

簿記

たくさんの方が大原で受講している人気資格はコレだ！

第1位

すべてのビジネスパーソンに
求められる知識が学べる

簿記とは、商店や会社が日々行う様々な経済活動を、一定のルールに
従い帳簿に記入し、この帳簿に基づいて利害関係者（会社に関わるす
べての人）に報告するための報告書（財務諸表）を作成するまでの手
続を指します。簿記を学習することで、経理や財務で活かせるのはも
ちろん、企業の業績状況（情報）を把握できるようになります。

人気の
理由!
ワ ケ

永年の簿記教育のノウハウが集約されたカリキュラム、教材、講義なら初めて
学習される方でも無理なく合格できます。そして親切、丁寧な質問対応をは
じめとするサポート体制が整っていること、それが大原が選ばれる理由です。

竹内 孝秀さん
日商簿記1級・全経簿記上級 合格

学生にも社会人にも人気の資格。
気軽に始められるうえに、他の資格への第一歩にもなる資格。

たくさんの受講生の方が大原で学習を始められた、人気資格をご紹介します。
※2021年 全国大原グループホームページの資料請求数ランキングです。

人気資格ランキング

たくさんの方が大原で受講している

人気資格はコレだ！

良い緊張感で学習を継続できる！

詳しくは21Pへ

私はinアドバンス16から受講を開始しました
が、主要科目の重要項目を2回転するカリキュ
ラムになっていて1回の受験で合格することが
できました。大原のテキストと問題集、また定期
的に開催されるテストをしっかりこなせば確実
に合格できる力が身につきます。諦めずに頑張
れば結果に繋がるんだと自信がつきました。

社会保険労務士第2位

専門性が高く、企業での
活躍や独立も可能！

社会保険労務士は人事や労務管理のプロ。企業内において専門知識を
活かして、社内の問題点や社員の労働環境の整備や向上に役立つこと
ができます。また独立開業し、多くの会社と顧問契約を結ぶことがで
きれば、安定した収入も得られます。難関な国家資格ですが、きちんと
した学習を行えば社会人の方も十分に一発合格が可能な試験です。

人気の
理由!
ワ ケ

社会保険労務士を目指す方の約8割は仕事と両立しており、限られた時間の中で学
習時間を捻出しなければなりません。そこで、大原の社会保険労務士講座は、“効率
性”を最重要視し、働きながらでも“一発合格を狙える”講座としています。

菅原 智葉さん
社会保険労務士試験 合格

社会保険や年金について詳しく学びます。企業で働く人に限らず、
年金などは生涯に渡りすべての人が関わることから、非常に関心が高まる資格の一つです。

初学者で一発合格できました！

詳しくは25Pへ

同じゼミの友人がその講座を受けていたこと
もあり選びました。総合職対策ゼミや論文添
削、個別のES・面接対策、試験種ごとのES作成
会、他にも勉強のスケジュールに関する個別面
談など、本当に手厚く、一人ひとりに焦点を当
てて対策してくださったので大原を選んで良
かったです。大原だったから合格できたと思っ
ています。

田中 杏奈さん
最終合格先：

国家総合職（法律）、東京都Ⅰ類B

大原だから合格できた！

仕事を通じて社会貢献。
大きなやりがいと誇りを持てる！

公務員
詳しくは19Pへ

公務員の仕事の本質は、人が幸せに暮らせる社会を作り、それを支えることです。公
務員の仕事には、社会の安定や成長に向けた長期的視野に立った取り組みが多く、そ
の社会的意義、規模の大きさから、仕事に従事することの大きなやりがいを容易に見
出すことができます。

第3位

1月開講初学者コースはペースが速いものの簿
財同時に進めていくことで効率化を計れまし
た。カリキュラムも基礎を固めてから積み上げ
ていくので分かりやすく復習の効率も良かっ
たです。短期間で集中して取り組めたことで合
格につながったと思います。

津吹 みのりさん
簿記論・財務諸表論 合格

初学者コースで簿記論・財務諸表論
を一発合格！

安心の合格実績から、選ぶ人が多数！
税務のプロとして、企業の経営を支える仕事。

税理士
詳しくは21Pへ

税理士試験の試験科目は全部で11科目あり、その中から5科目選択できるので、選択
の幅が大きくなっています。1科目から受験・合格していくことができ、一度合格した
科目は一生有効という制度となっています。仕事や大学と両立して取れる資格です。

第4位

私が合格できたのは大原という環境で、講師の
皆様や仲間と最後まで走り切れたからだと思
います。授業・テキストが充実していたことや、
講師への質問体制が整っていたので、学習をス
ムーズに進められました。さらに、演習が多い
おかげで、友人と切磋琢磨できました。その結
果、私と同時期に学習を始めた仲間全員で合格
できました。

田中 崇義さん
公認会計士論文式試験 合格

大原の恵まれた環境のおかげで
仲間と共に合格できました！

会計資格の最高峰。
高度な専門知識を要する公認会計士の活躍する
フィールドはますます拡大！
一発合格を目指すなら、大原！

公認会計士
詳しくは20Pへ

公認会計士はキャリアの将来性と報酬の安定性が見込める職業です。一般的な大学
卒業者の初任給と比較しても大変高額で、大企業の2倍程度というデータもありま
す。高度な専門知識は様々な業界で求められているため、独立・起業、事業会社への転
職など、多様な道に進んでも、確固とした社会的地位を築いていけることでしょう。

第5位

最初は思うように成績が伸びず不安もありま
したが、大原のカリキュラムを信じ、とにかく
学習を続けました。講師のアドバイスのおかげ
で時系列での理解ができていなかったこと等
に気付き、過去問を繰り返すうちに知識がつな
がりをもっていくことを実感しました。大原の
問題演習ドリルで効率良く学習ができていた
こと、講師のアドバイスが的確だったことが合
格に結び付いたと思います。太田垣 信允さん

社会福祉士試験 合格

最後まで諦めずに全力を尽くす！

生活の中で支援が必要な方々を支える専門職。
専門的な知識や技術をもって相談援助を行う。

社会福祉士
詳しくは31Pへ

様々な理由で支援を必要としている方々の相談に応じるのが社会福祉士の仕事で
す。相談者を支援していくため、専門知識はもちろん、これまでに得た福祉以外の知
識や経験も活用して相談者のニーズを実現に向けていく、とてもやりがいのある魅
力的な仕事です。

第6位
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2022.1.19
宮崎

2022.2.25
森

2022.2.28
ひぐち

2022.3.11
松家

2022.3.14
浅井

2022.3.17
村瀬

たくさんの方が大原で受講している人気資格はコレだ！

幅広い業界で通用する有望資格。 
他の法律系資格取得への出発点としても
活用できる！

宅地建物取引士
詳しくは25Pへ

「誰でも受験でき、受験しやすい試験形式。」
これらが宅建士資格の人気の理由。実は、不動産業界だけでなく、一般企業でも宅建
士知識は有用で幅広く活用できます。
初めて法律を学ばれる方の入門資格としても最適です。

お金に関する幅広い知識が身につく！
就職、転職にも有利！

FP（ファイナンシャル・プランナー）
詳しくは26Pへ

人は一生を通じて年代別、ライフスタイル別に「お金」「生活設計」の悩みや疑問が常
に発生します。FPの知識はその折々の問題に、またその計画に対処できる内容を学習
します。FPの知識で保険や税金などお金に関する知識が身につき、仕事や実生活で役
立てることができます。

第8位

行政書士試験の概要を把握し、法改正や一般知
識の最新情報を収集して分析し、攻略法を考え
る。また、通学講義、通信講義、いつでも見られ
る動画講義、重複受講自由、教室変更自由、中間
試験の実施と進捗具合の分析、過去問アプリ、
ツイッターでの情報発信など何重ものサポー
ト。これらのことを自分でマネジメントしなけ
ればならないとしたら、果たして一年足らずで
合格できますでしょうか？確実にお値段以上
のサービスだと思います。

工藤 照弥さん
行政書士試験　合格

確実にお値段以上の
サービスだと思います！

幅広い知識を学べる法律系スタンダード資格。
独立開業にも最適！

行政書士
詳しくは24Pへ

行政書士試験の攻略で必要なのは「いかに無駄なく・効率的に学習できるか」です。
大原では試験攻略を念頭においた受験戦略をとっています。
大原のカリキュラム通りに学習すれば“一発合格”も十分に可能です。

第9位

病院やクリニックで、患者様の対応や
カルテ管理・診療費の算定・会計業務などを行う。

医療事務
詳しくは32Pへ

医療事務の資格は全国どこの病院でも通用します。また、知識と経験があれば一時的
に職場を離れても再就職しやすいため、キャリアを活かすことができます。患者様の
励みになったり、医師や看護師が円滑に業務を行えるよう補助する、やりがいのある
仕事です。

第10位

第7位

学習を始めてみると、想像以上に内容が難しく
て、学習当初は四苦八苦。通信教育は初めてで
不安もありましたが、理解が難しいところを先
生方にメールや電話で質問・相談をした際も、
分かりやすく教えていただけて心強く、感謝し
ております。復習を欠かさずに頑張り、やがて
専門用語が分かってくると勉強も楽しくなり、
医療事務（医科）能力検定試験2級を受験し、合
格できました。黒田 枝理子さん

2級 合格

通信教育は初めてだったが、
メールや電話で質問・相談ができた！

大原の講師の方は一つ一つの分野を丁寧に教え
てくださり、大変分かりやすかったです。難しい
言葉も分かりやすいように噛み砕いて話してく
ださるのでスムーズに勉強を進めることができ
ました。本当にありがとうございました。
また、自分のペースで何回も動画を視聴できる
ので忙しい方にもぴったりだと思います。問題
集の解説も分かりやすく、非常にありがたかっ
たです。曽和 一紀さん

宅地建物取引士試験 合格

スムーズに勉強を進めることが
できました

図解や事例が多く分かりやすいテキストでし
た。総まとめテキストで過去3回分の試験に出
た論点をチェックしていく方法を教えていた
だき、効率的、効果的に学習することができま
した。老後の資金問題がクローズアップされて
おり、年金制度や資産運用に関するFPの知識
が役立つと思います。

安藤 誠さん
2級FP技能検定 合格

使いやすいサイズのテキスト！
効率的に学習できました！

※大原生合格者は、合格目標年度の全国大原グループ公認会計士コースで合格に必要な科目（科目合格者(注)の
場合は残り科目）の講義等をすべて受講して最終合格された方をいいます。

　（注）科目合格者については、合格目標年度の前年度または前々年度に全国大原グループ公認会計士コースで合
格に必要な科目の講義等を受講し、かつ受講した年度に当該科目に合格した方のみを、合格者に含めています。

※旧ニ次試験の試験合格による短答免除者は含まれておりません。

2021年度（第71回）税理士試験 

大原生官報合格占有率

2021年実施 日商簿記検定(第157回・第158回・第159回・ネット試験)

大原生合格者のべ人数（３・２・１級）
2021年度 公務員行政事務系採用試験

大原生 最終合格者（実人数）
2021年度 大原生

警察官採用試験
最終合格者延べ人数

2011年～2021年　社会保険労務士試験合格実績 2012年～2020年　行政書士試験 第33回（2021年2月実施）社会福祉士国家試験
○夜間通学課程（新卒）
　大原医療秘書福祉保育専門学校
　大原生合格率

○通信課程（新卒）
　全国大原グループ4校合計※

　大原生合格率

2021年公認会計士論文式試験 

大原生合格者

397名
1,360名（専門課程37名を含む）

2021年
公認会計士試験
合格者数

公認会計士

公務員 警察官・消防官 簿記

社会保険労務士 行政書士 社会福祉士

税理士

50.2％
※大原生合格者は、全国大原グループにおいて合格するための授業、模擬試験等がすべて含まれたコースで、税理士
試験合格に必要な受験科目の半数以上を受講した方を対象としています。

大原生合格者 294名
（専門課程7名を含む）

全国官報合格者 585名

2,864名

313名

2021年度 大原生

消防官採用試験
最終合格者延べ人数 154名925名

大学生・
社会人等 1,939名専門課程内訳

※大原生合格者は、全国大原グループにおいて、2021年実施の日商簿記検定に合格するために必
要な講義、模擬試験等が含まれた講座の受講生を対象としています（ネット試験の合格者を含む）。

※各回の合格者については、受講された講座における合格目標の試験回を基準に集計しており、ネット
試験で合格された場合を含みます。

※複数の級に合格している場合はのべ人数として重複してカウントされています。

3,407名

※大原生合格者は、全国大原グループにおいて、合格目標年度の試験に合
格するために必要な講義、模擬試験等が含まれた講座の受講生を対象と
しています。
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※大原生合格者は、全国大原グループにおいて、合格目標年度の試験に合
格するために必要な講義、模擬試験等が含まれた講座の受講生を対象と
しています。

第33回（2021年2月実施）厚生労働省公表 全国合格率　29.3%
※全国大原グループ4校合計の内訳は、大原医療秘書福祉保育専門学校
は受験者199名・合格者142名、大原医療福祉製菓専門学校梅田校は
受験者122名・合格者88名、大原医療福祉専門学校は受験者38名・合
格者23名、大原保育医療福祉専門学校福岡校は受験者68名・合格者
43名となります。

90.0％ 69.3％528名 4,162名

2021年大原生の合格実績 大原生の合格実績累計

1,244名 （受験者10名 合格者9名） （受験者427名 合格者296名）

日商簿記

1級

日商簿記

3級

日商簿記

2級

247名
1,426名
1,734名※大原生とは、全国大原グループの公務員講座および警察官・消防官講座

（公務員採用試験に合格するための授業、模擬試験等がすべて含まれた
コース）で学習された方を対象としています。

※公務員行政事務系採用試験とは、国家総合職(法律/経済）や国家一般
職（行政）、資格免許職などの採用試験のことで、警察官や消防官などの
公安職採用試験は含まれておりません。

※大原生とは、全国大原グループの公務員講座および警察官・消防官講座
（公務員採用試験に合格するための授業、模擬試験等がすベて含まれたコ
ース）で学習された方を対象としています。

※同一の方が複数の警察官採用試験に最終合格している場合は重複して
カウントされています。（実合格者数は262名）

※同一の方が複数の消防官採用試験に最終合格している場合は重複して
カウントされています。（実合格者数は138名）

大原初学者コース生合格者199名（専門課程15名を含む）
※大原初学者コース生とは、全国大原グループ公認会計士コースで、合格目標年の講義・答練・公開模試など直前対
策まで、合格するための実力を養成する授業すべてが含まれた初学者向けコースの受講生をいいます。
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合格目標試験回

380名
社会人講座

1,046名
専門課程

内訳
合格目標試験回

805名
社会人講座

929名
専門課程

内訳

合格目標試験回

今年も
税理士試験官報合格者の
半数以上が大原生です！！

※資格の大原の合格実績には、公開模試のみの受講生、出版教材のみの購入者、資料請求者、情報提供のみの登録者、無料の役務提供者は一切含まれておりません。

合格
実績毎年多くの方が毎年多くの方が

大原で合格しています大原で合格しています

2011年～2021年
大原生の
合格実績累計

（2022年2月1日現在）

（2022年2月10日現在）（2022年2月10日現在）

（2022年2月10日現在） （2021年4月23日現在） （2021年3月15日現在）

（2022年2月10日現在）

（2022年2月10日現在）
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宮崎

2022.2.25
森

2022.2.28
ひぐち

2022.3.11
松家

2022.3.14
浅井

2022.3.17
村瀬

たくさんの方が大原で受講している人気資格はコレだ！

幅広い業界で通用する有望資格。 
他の法律系資格取得への出発点としても
活用できる！

宅地建物取引士
詳しくは25Pへ

「誰でも受験でき、受験しやすい試験形式。」
これらが宅建士資格の人気の理由。実は、不動産業界だけでなく、一般企業でも宅建
士知識は有用で幅広く活用できます。
初めて法律を学ばれる方の入門資格としても最適です。

お金に関する幅広い知識が身につく！
就職、転職にも有利！

FP（ファイナンシャル・プランナー）
詳しくは26Pへ

人は一生を通じて年代別、ライフスタイル別に「お金」「生活設計」の悩みや疑問が常
に発生します。FPの知識はその折々の問題に、またその計画に対処できる内容を学習
します。FPの知識で保険や税金などお金に関する知識が身につき、仕事や実生活で役
立てることができます。

第8位

行政書士試験の概要を把握し、法改正や一般知
識の最新情報を収集して分析し、攻略法を考え
る。また、通学講義、通信講義、いつでも見られ
る動画講義、重複受講自由、教室変更自由、中間
試験の実施と進捗具合の分析、過去問アプリ、
ツイッターでの情報発信など何重ものサポー
ト。これらのことを自分でマネジメントしなけ
ればならないとしたら、果たして一年足らずで
合格できますでしょうか？確実にお値段以上
のサービスだと思います。

工藤 照弥さん
行政書士試験　合格

確実にお値段以上の
サービスだと思います！

幅広い知識を学べる法律系スタンダード資格。
独立開業にも最適！

行政書士
詳しくは24Pへ

行政書士試験の攻略で必要なのは「いかに無駄なく・効率的に学習できるか」です。
大原では試験攻略を念頭においた受験戦略をとっています。
大原のカリキュラム通りに学習すれば“一発合格”も十分に可能です。

第9位

病院やクリニックで、患者様の対応や
カルテ管理・診療費の算定・会計業務などを行う。

医療事務
詳しくは32Pへ

医療事務の資格は全国どこの病院でも通用します。また、知識と経験があれば一時的
に職場を離れても再就職しやすいため、キャリアを活かすことができます。患者様の
励みになったり、医師や看護師が円滑に業務を行えるよう補助する、やりがいのある
仕事です。

第10位

第7位

学習を始めてみると、想像以上に内容が難しく
て、学習当初は四苦八苦。通信教育は初めてで
不安もありましたが、理解が難しいところを先
生方にメールや電話で質問・相談をした際も、
分かりやすく教えていただけて心強く、感謝し
ております。復習を欠かさずに頑張り、やがて
専門用語が分かってくると勉強も楽しくなり、
医療事務（医科）能力検定試験2級を受験し、合
格できました。黒田 枝理子さん

2級 合格

通信教育は初めてだったが、
メールや電話で質問・相談ができた！

大原の講師の方は一つ一つの分野を丁寧に教え
てくださり、大変分かりやすかったです。難しい
言葉も分かりやすいように噛み砕いて話してく
ださるのでスムーズに勉強を進めることができ
ました。本当にありがとうございました。
また、自分のペースで何回も動画を視聴できる
ので忙しい方にもぴったりだと思います。問題
集の解説も分かりやすく、非常にありがたかっ
たです。曽和 一紀さん

宅地建物取引士試験 合格

スムーズに勉強を進めることが
できました

図解や事例が多く分かりやすいテキストでし
た。総まとめテキストで過去3回分の試験に出
た論点をチェックしていく方法を教えていた
だき、効率的、効果的に学習することができま
した。老後の資金問題がクローズアップされて
おり、年金制度や資産運用に関するFPの知識
が役立つと思います。

安藤 誠さん
2級FP技能検定 合格

使いやすいサイズのテキスト！
効率的に学習できました！

※大原生合格者は、合格目標年度の全国大原グループ公認会計士コースで合格に必要な科目（科目合格者(注)の
場合は残り科目）の講義等をすべて受講して最終合格された方をいいます。

　（注）科目合格者については、合格目標年度の前年度または前々年度に全国大原グループ公認会計士コースで合
格に必要な科目の講義等を受講し、かつ受講した年度に当該科目に合格した方のみを、合格者に含めています。

※旧ニ次試験の試験合格による短答免除者は含まれておりません。

2021年度（第71回）税理士試験 

大原生官報合格占有率

2021年実施 日商簿記検定(第157回・第158回・第159回・ネット試験)
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2022.1.19
宮崎

2022.2.25
森

2022.3.1
宮崎

簿 記
3級

学習期間：約3ヶ月　　難易度:
受講料:24,500円～

資格選びで
迷ったら、

まずはこの
ページ

資格選びにお悩みの際は、ぜひライセンスプランナーへお気軽にご相談ください。

全国各校にてライセンスプランナーによる
個別相談を承っております。
ライセンスプランナーはいわば資格のコーディネータ。資格全般についての知識を有し、最新
情報にも通じたプロです。あなたにとって本当に必要な資格、スキルは何なのかを判断し、学
習方法を含め、最適な学習環境をコーディネートします。大原では全国各校に「ライセンスプラ
ンナー」を配し、いつでも皆様のご相談に応じています。受講前の不安や疑問を解消し、あなた
のビジョンにあった資格取得のためのプランを提供します。どうぞお気軽にご相談ください。

スピーディー＆お手ごろ価格で取得できる、

ファースト
ステップ資格

基礎
となる

とにかく資格を取ろうと思うけれど、何にすればよいのかわからない…。そんな方には、比較的短期間かつお手ごろ価格で合格を目指すことができる、
この資格がオススメです。どれもただ取得するだけでは終わらずに、学習内容に共通性のある難関資格取得につながる
入門的な役割も果たしてくれます。もちろん、履歴書に書けるなど、即効性もアリ！一粒で可能性がぐんと広がる、おいしい資格です。

ITパスポート
★★易 難学習期間：約2ヶ月　　難易度:

受講料:15,０00円～
情報系資格の入門資格。
ビジネスに必要なIT知識を学習できる。

●ITの基礎知識に不安がある方必見！
●CBT方式の試験だから随時受験可能！
●短期間で合格できて就活にすぐに活かせる!

POINT

FP（ファイナンシャル・プランナー）
3級

介護職員初任者研修
（旧ホームヘルパー2級）

●「金融商品」「保険」「税金」「不動産」「年金」など、
　人生を豊かにするために必要な知識が手に入る！
●金融業界や保険業界、不動産業界への就職を
　目指す方に最適！

お金に関する知識を学ぶことができる人気の資格。
幅広いジャンルを学習するため、様々な分野の入門
資格としてオススメ。

POINT

●不況に強く、将来性の高い介護職へのパスポート資格！
●介護職以外でも様々な接客業で求められる資格！
●「正しい介護技術」を知ることで、介護のストレスを
　軽減することができ、ご家族の介護にも役立つ！

社会に出て必要となる「会計」「IT」「語学」のスキルを身につけるには下記の3つの資格取得がオススメです。

介護福祉系資格の入門資格。
仕事にも実生活にも使える知識が身につく。
POINT

就職・転職前に
ぜひ取得しておきたい

さらに
ステップアップ

まずは
ココから

介護職員
初任者研修

介護福祉士

ステップ
アップ

現場のリーダー
として活躍!

社会福祉士
相談援助職の
プロを目指す!

ケアマネジャー
ケアマネージメントの
プロフェッショナルとして

活躍！

30Pへ

まずは
ココから

日商簿記3級
21Pへ

日商簿記2級

会計や税務のプロフェッショナルを目指す！

建設業界の簿記検定

簿記＋英語で国際派に

学習内容の一部が重複する

株式会社に関する簿記の
知識が学べるので就職や
転職に有利! U.S.CPA

（米国公認会計士）

ステップ
アップ

ステップ
アップ

さらに
ステップアップ

公認会計士／税理士

建設業経理士

会計の知識を活かして
国税専門官

BATIC（国際会計検定）®

中小企業診断士

学んだ知識が活かせる

中小企業診断士

まずは
ココから

ITパスポート
29Pへ Word・Excel®・PowerPoint®等の

ソフトを使いこなせる人材になる

ステップ
アップ

応用情報
技術者

パソコン（MOS）

情報処理安全確保
支援士

不動産などの財産を相続・贈与する際の税金や法令などを学ぶ
相続対策

不動産を取得する際の法令や税金、投資の仕方などを学ぶ
不動産運用

生命保険や損害保険などの各種商品の種類や法令、選び方などを学ぶ
保険関係

社会保険や年金の仕組みや、老後や退職後の生活計画などを学ぶ
年金対策

金融商品（債券や株式など）の知識や売買の仕方などを学ぶ
金融資産運用

自分の支払っている税金や給与明細・確定申告についてを学ぶ
税金対策

税理士

宅地建物
取引士

社会保険
労務士

同様に
武器に
なる

専
門
的
に

身につく知識 活かせる資格

FP
（ファイナンシャル・プランナー）

26Pへ

まずは
ココから

日商簿記1級
1級を取得すると、経理部門の
リーダーとして活躍できます！
そして、税理士試験の受験資格
も手に入ります。

有利になる

★★易 難学習期間：約2ヶ月　　難易度:
受講料:17,300円～

★易 難学習期間：約4ヶ月　　難易度:
受講料:83,500円

さらに
ステップアップ

会計系資格の入門資格。
学生の方には就職活動に向けての取得もオススメ。

★★易 難

●業種、業界を問わず広く活かすことができる知識！
●企業の決算書を読むための基本が身につく！
●比較的短期間で取得できるため資格取得の第一歩として最適！

POINT

TOEICRListening & Reading Testパソコン（MOS）簿記3級
2級まであると
さらにgood!

ITパスポートも
一緒に取得できると
さらにgood!

スコアは高ければ
高いほどgood!※Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

社会人必携の資格
21Pへ 28Pへ 33Pへ

学習期間：約6ヶ月　　難易度:
受講料:136,400円～

★★★易 難

25Pへ

FP
（ファイナンシャル・プランナー）

※本パンフレット掲載の受講料等における消費税は、税率10％で計算されています（2022年4月1日現在）。（今後の消費税率の変更等を理由に受講料等を改定する場合があります。）

オンラインによるご自宅からの受講相談も承ります！
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2022.1.19
宮崎

簿 記
3級

学習期間：約3ヶ月　　難易度:
受講料:24,500円～

資格選びで
迷ったら、

まずはこの
ページ

資格選びにお悩みの際は、ぜひライセンスプランナーへお気軽にご相談ください。

全国各校にてライセンスプランナーによる
個別相談を承っております。
ライセンスプランナーはいわば資格のコーディネータ。資格全般についての知識を有し、最新
情報にも通じたプロです。あなたにとって本当に必要な資格、スキルは何なのかを判断し、学
習方法を含め、最適な学習環境をコーディネートします。大原では全国各校に「ライセンスプラ
ンナー」を配し、いつでも皆様のご相談に応じています。受講前の不安や疑問を解消し、あなた
のビジョンにあった資格取得のためのプランを提供します。どうぞお気軽にご相談ください。

スピーディー＆お手ごろ価格で取得できる、

ファースト
ステップ資格

基礎
となる

とにかく資格を取ろうと思うけれど、何にすればよいのかわからない…。そんな方には、比較的短期間かつお手ごろ価格で合格を目指すことができる、
この資格がオススメです。どれもただ取得するだけでは終わらずに、学習内容に共通性のある難関資格取得につながる
入門的な役割も果たしてくれます。もちろん、履歴書に書けるなど、即効性もアリ！一粒で可能性がぐんと広がる、おいしい資格です。

ITパスポート
★★易 難学習期間：約2ヶ月　　難易度:

受講料:15,０00円～
情報系資格の入門資格。
ビジネスに必要なIT知識を学習できる。

●ITの基礎知識に不安がある方必見！
●CBT方式の試験だから随時受験可能！
●短期間で合格できて就活にすぐに活かせる!

POINT

FP（ファイナンシャル・プランナー）
3級

介護職員初任者研修
（旧ホームヘルパー2級）

●「金融商品」「保険」「税金」「不動産」「年金」など、
　人生を豊かにするために必要な知識が手に入る！
●金融業界や保険業界、不動産業界への就職を
　目指す方に最適！

お金に関する知識を学ぶことができる人気の資格。
幅広いジャンルを学習するため、様々な分野の入門
資格としてオススメ。

POINT

●不況に強く、将来性の高い介護職へのパスポート資格！
●介護職以外でも様々な接客業で求められる資格！
●「正しい介護技術」を知ることで、介護のストレスを
　軽減することができ、ご家族の介護にも役立つ！

社会に出て必要となる「会計」「IT」「語学」のスキルを身につけるには下記の3つの資格取得がオススメです。

介護福祉系資格の入門資格。
仕事にも実生活にも使える知識が身につく。
POINT

就職・転職前に
ぜひ取得しておきたい

さらに
ステップアップ

まずは
ココから

介護職員
初任者研修

介護福祉士

ステップ
アップ

現場のリーダー
として活躍!

社会福祉士
相談援助職の
プロを目指す!

ケアマネジャー
ケアマネージメントの
プロフェッショナルとして

活躍！

30Pへ

まずは
ココから

日商簿記3級
21Pへ

日商簿記2級

会計や税務のプロフェッショナルを目指す！

建設業界の簿記検定

簿記＋英語で国際派に

学習内容の一部が重複する

株式会社に関する簿記の
知識が学べるので就職や
転職に有利! U.S.CPA

（米国公認会計士）

ステップ
アップ

ステップ
アップ

さらに
ステップアップ

公認会計士／税理士

建設業経理士

会計の知識を活かして
国税専門官

BATIC（国際会計検定）®

中小企業診断士

学んだ知識が活かせる

中小企業診断士

まずは
ココから

ITパスポート
29Pへ Word・Excel®・PowerPoint®等の

ソフトを使いこなせる人材になる

ステップ
アップ

応用情報
技術者

パソコン（MOS）

情報処理安全確保
支援士

不動産などの財産を相続・贈与する際の税金や法令などを学ぶ
相続対策

不動産を取得する際の法令や税金、投資の仕方などを学ぶ
不動産運用

生命保険や損害保険などの各種商品の種類や法令、選び方などを学ぶ
保険関係

社会保険や年金の仕組みや、老後や退職後の生活計画などを学ぶ
年金対策

金融商品（債券や株式など）の知識や売買の仕方などを学ぶ
金融資産運用

自分の支払っている税金や給与明細・確定申告についてを学ぶ
税金対策

税理士

宅地建物
取引士

社会保険
労務士

同様に
武器に
なる

専
門
的
に

身につく知識 活かせる資格

FP
（ファイナンシャル・プランナー）

26Pへ

まずは
ココから

日商簿記1級
1級を取得すると、経理部門の
リーダーとして活躍できます！
そして、税理士試験の受験資格
も手に入ります。

有利になる

★★易 難学習期間：約2ヶ月　　難易度:
受講料:17,300円～

★易 難学習期間：約4ヶ月　　難易度:
受講料:83,500円

さらに
ステップアップ

会計系資格の入門資格。
学生の方には就職活動に向けての取得もオススメ。

★★易 難

●業種、業界を問わず広く活かすことができる知識！
●企業の決算書を読むための基本が身につく！
●比較的短期間で取得できるため資格取得の第一歩として最適！

POINT

TOEICRListening & Reading Testパソコン（MOS）簿記3級
2級まであると
さらにgood!

ITパスポートも
一緒に取得できると
さらにgood!

スコアは高ければ
高いほどgood!※Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

社会人必携の資格
21Pへ 28Pへ 33Pへ

学習期間：約6ヶ月　　難易度:
受講料:102,800円～

★★★易 難

25Pへ

FP
（ファイナンシャル・プランナー）

※本パンフレット掲載の受講料等における消費税は、税率10％で計算されています（2022年4月1日現在）。（今後の消費税率の変更等を理由に受講料等を改定する場合があります。）

オンラインによるご自宅からの受講相談も承ります！
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2021.2.1
桑原

2021.2.16
松家

2021.3.16
宮崎

大原の講師陣

基本教材、副教材・・・多様な教材を用意し
て万全の対策を施しています。

大原の教材は、高度に設計された学習カリキュラ
ムを基に、毎年改訂されています。つまり、最新の
試験傾向を反映した最高の教材なのです。これら
の基本テキストの他にも、学習の進度や講義内容
によって各種の副教材も用意されています。高度
に設計されながらも状況に即座に対応可能な柔
軟性も大原オリジナル教材の魅力です。

INPUT&OUTPUT学習
カリキュラムは、学習効率を
最大まで引き出します。

学習の定着には、『情報を取り入れ、それを適切な時期に確認する』という作業の繰り返しが効
率的です。大原の学習カリキュラムは、最適な時期に必要な知識を定着させることを目的に設
計されています。「無駄な労力」を極限まで排除し、最短の時間であなたを合格に導きます。

大原の講義は、重要なポイントを
しっかりした理解の上に積み上げ
ていくカリキュラムで構成されて
います。
わかりやすい図解を交えて、学習
の内容が無駄なく頭に吸収され
るよう、的確なアドバイスを交え
ながら学習をフォローします。

大原の学習カリキュラムを支えているのが、永年の教育ノウハウ

と高度な合格情報データベースです。毎年、最新の出題傾向、配

点分布を分析しながら、「最小の努力で最大の効果」を発揮す

るためのカリキュラムを編成しています。このカリキュラムに基づ

き開発しているオリジナル教材。いかに内容理解を確実にする

かにポイントを絞った合格のための必勝テキストです。

大
原
で
学
ぶ
理
由

大原の合格実績・就職実績を支えているのが、大原の講師

陣です。

毎年の本試験傾向等を分析し、短期合格に必要なものは何

かを常に追究しています。

大原の講師陣による分析力・開発力が、教材・カリキュラム・

講義・合格指導のすべてに活かされています。

最新の試験傾向を分析し、ベストな      合格指導を提供します。
1 合格なら大原

学習カリキュ  ラム・
大原オリジナ  ル教材

合格のためのノウハウが満載！
2 合格なら大原

「親身に対応してくれる」それが大原の講師です

1

1

2

3

大原の講義は合格に直結する内容でいっぱいです
合格指導に日々携わっているからこそ、受験生によって分かり
やすい説明方法や、苦手項目などを熟知しています。
また、大原の講師は、全国の講師による教え方や板書の中から
最も優れたものを厳選し、合格ノウハウとして共有しています。

毎年編成されるカリキュラムで
あなたの合格をサポート!

的確なアドバイスで学習をフォローします

自然に学習内容が定着する
学習カリキュラム!

大原の教材は
最新の試験傾向に完全対応!

大原では、毎年本試験後に、全国大原グループの担当者、有識者
を交えて徹底した試験分析が行われます。ここでは、出題内容、
配点基準の分析から始まり、大原の合格情報データベースから
得た情報に基づいての次年度の出題予想、さらには授業におけ
る時間の配分まで、きめ細かく検討します。大原の学習カリキュ
ラムは、より高い精度を求めて毎年進化を続けています。 毎年スタッフの徹底した分析によって練り上げられる学習カリキュラム!

毎年多くの合格者の方から「大
原の講師は親身でていねいに
対応してくれる」とのお声をい
ただいております。
講義内容の質問対応はもちろ
ん、学習上の悩みの相談にも、
親身な対応をするのが大原の伝
統です。

3

2

大原の合格実績は
大原講師陣の分析力、開発力の集大成です。

大原の合格実績

講義

カリキュラム

大原講師陣による
本試験の分析

最新の試験傾向に対応した合格ノウハウの開発

短期合格ノウハウの提供

教材

答案練習
模擬試験

※写真はイメージです。

目指す資格が決まったら、次はスクールの選択です。
自分が今必要としている条件は何なのかを考え、
スクールを選びましょう。
友人や知人からの情報、インターネット上での
評判なども参考になります。
下記にスクール選びのポイントをまとめてみました。
大原は、最高のカリキュラム・教材、学習環境で
皆様の受講をお待ちしています。
ご希望の資格・講座の資料をご請求ください。

間違いのない
資格選びの次は、
間違いのない
スクール選びです。

たくさんの
人々が大原で
学ぶ理由

しっかり比較検討いただければ、
必ず大原を選んでいただけると
確信しています。

大原は自信があります。
詳しくは9P～14Pをご覧ください。

講師の質は？スクールの雰囲気は？
9・10P1

学習カリキュラム・教材は？
9・10P2

入学前・入学後の
サポート・フォロー制度は？

11P～13P3

学習環境は？
14P4

CMYK
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2021.2.1
桑原

2021.2.16
松家

2021.3.16
宮崎

大原の講師陣

基本教材、副教材・・・多様な教材を用意し
て万全の対策を施しています。

大原の教材は、高度に設計された学習カリキュラ
ムを基に、毎年改訂されています。つまり、最新の
試験傾向を反映した最高の教材なのです。これら
の基本テキストの他にも、学習の進度や講義内容
によって各種の副教材も用意されています。高度
に設計されながらも状況に即座に対応可能な柔
軟性も大原オリジナル教材の魅力です。

INPUT&OUTPUT学習
カリキュラムは、学習効率を
最大まで引き出します。

学習の定着には、『情報を取り入れ、それを適切な時期に確認する』という作業の繰り返しが効
率的です。大原の学習カリキュラムは、最適な時期に必要な知識を定着させることを目的に設
計されています。「無駄な労力」を極限まで排除し、最短の時間であなたを合格に導きます。

大原の講義は、重要なポイントを
しっかりした理解の上に積み上げ
ていくカリキュラムで構成されて
います。
わかりやすい図解を交えて、学習
の内容が無駄なく頭に吸収され
るよう、的確なアドバイスを交え
ながら学習をフォローします。

大原の学習カリキュラムを支えているのが、永年の教育ノウハウ

と高度な合格情報データベースです。毎年、最新の出題傾向、配

点分布を分析しながら、「最小の努力で最大の効果」を発揮す

るためのカリキュラムを編成しています。このカリキュラムに基づ

き開発しているオリジナル教材。いかに内容理解を確実にする

かにポイントを絞った合格のための必勝テキストです。

大
原
で
学
ぶ
理
由

大原の合格実績・就職実績を支えているのが、大原の講師

陣です。

毎年の本試験傾向等を分析し、短期合格に必要なものは何

かを常に追究しています。

大原の講師陣による分析力・開発力が、教材・カリキュラム・

講義・合格指導のすべてに活かされています。

最新の試験傾向を分析し、ベストな      合格指導を提供します。
1 合格なら大原

学習カリキュ  ラム・
大原オリジナ  ル教材

合格のためのノウハウが満載！
2 合格なら大原

「親身に対応してくれる」それが大原の講師です

1

1

2

3

大原の講義は合格に直結する内容でいっぱいです
合格指導に日々携わっているからこそ、受験生によって分かり
やすい説明方法や、苦手項目などを熟知しています。
また、大原の講師は、全国の講師による教え方や板書の中から
最も優れたものを厳選し、合格ノウハウとして共有しています。

毎年編成されるカリキュラムで
あなたの合格をサポート!

的確なアドバイスで学習をフォローします

自然に学習内容が定着する
学習カリキュラム!

大原の教材は
最新の試験傾向に完全対応!

大原では、毎年本試験後に、全国大原グループの担当者、有識者
を交えて徹底した試験分析が行われます。ここでは、出題内容、
配点基準の分析から始まり、大原の合格情報データベースから
得た情報に基づいての次年度の出題予想、さらには授業におけ
る時間の配分まで、きめ細かく検討します。大原の学習カリキュ
ラムは、より高い精度を求めて毎年進化を続けています。 毎年スタッフの徹底した分析によって練り上げられる学習カリキュラム!

毎年多くの合格者の方から「大
原の講師は親身でていねいに
対応してくれる」とのお声をい
ただいております。
講義内容の質問対応はもちろ
ん、学習上の悩みの相談にも、
親身な対応をするのが大原の伝
統です。

3

2

大原の合格実績は
大原講師陣の分析力、開発力の集大成です。

大原の合格実績

講義

カリキュラム

大原講師陣による
本試験の分析

最新の試験傾向に対応した合格ノウハウの開発

短期合格ノウハウの提供

教材

答案練習
模擬試験

※写真はイメージです。

目指す資格が決まったら、次はスクールの選択です。
自分が今必要としている条件は何なのかを考え、
スクールを選びましょう。
友人や知人からの情報、インターネット上での
評判なども参考になります。
下記にスクール選びのポイントをまとめてみました。
大原は、最高のカリキュラム・教材、学習環境で
皆様の受講をお待ちしています。
ご希望の資格・講座の資料をご請求ください。

間違いのない
資格選びの次は、
間違いのない
スクール選びです。

たくさんの
人々が大原で
学ぶ理由

しっかり比較検討いただければ、
必ず大原を選んでいただけると
確信しています。

大原は自信があります。
詳しくは9P～14Pをご覧ください。

講師の質は？スクールの雰囲気は？
9・10P1

学習カリキュラム・教材は？
9・10P2

入学前・入学後の
サポート・フォロー制度は？

11P～13P3

学習環境は？
14P4
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3

資料請求
興味のある資格や講座がございましたら、
講座パンフレットをご請求ください。
さらに詳しい情報を掲載したパンフレットをお送りします。

無料で
お送りします！

お好き
な講座

の

パンフ
レット

を

資格の大原
書籍販売サイト

https://www.o-harabook.jp/
オススメ書籍や新刊の情報、解答用紙ダウンロード
サービスなどもございます。ぜひご利用ください！

主な販売書籍

大原　書籍 検索

資格の大原 メールマガジン 無料配信中！
https://www.o-hara.jp/mail_magazine

「資格の大原」が配信する<無料>メールマガジンのご紹介！
各講座からの試験に関する最新情報や地域に密着したメールなど、あなたに有用な情報を配信しています。

税理士／簿記／社会保険労務士／行政書士／宅地建物取引士／
FP（ファイナンシャル・プランナー）／旅行業務取扱管理者／仕事力ＵＰ／情報処理／日本語教師

主な配信メールマガジン

大原　メルマガ 検索

※画面はイメージです。実際のレイアウトと異なる場合がございます。
※画面はイメージです。実際のレイアウトと異なる場合がございます。

大原インフォメーション

インターネットで
パソコン・ケータイ・スマートフォンから

お電話で
資料請求専用フリーダイヤルでご請求ください。

0120-597-008大原　資料請求 検索検索エンジンで

※「大原会計大学院」の資料請求方法は、42Pをご覧ください。　※「専門学校スクールガイド」のご請求は、45Pをご覧ください。

参加無料 予約不要全国各校で随時開催!

来校セミナー・講座説明会
開催!講師との個別受講相談も承ります！

資格の大原では、来校によるセミナー・講座説明会を全
国各校で随時開催しています。
終了後には講師との個別受講相談も承りますので、疑問
や不安がその場で解消いただけます。まずはお近くの
大原までお気軽にお越しください。

参加無料 予約制自宅から安心して参加できる!

オンラインWebセミナー
も開催!オンラインで、気軽にセミナーに参加しよう！

資格の大原では、資格取得に関するWebライブセミナ
ーをオンライン上で実施いたします。お手持ちのスマー
トフォン・タブレット・パソコンから、場所を選ばずご参
加いただけます。講座ごとに開催しますので、気になる
資格やセミナー内容を選択・ご予約ください。

合格なら大原3

右記のアドレスもしくは検索エンジンから、大原ホーム
ページへアクセスしてください。その後ページ下部の「オ
ンライン相談」または「メール相談」をクリックすると問い
合わせページが出てきますので、相談フォームに必要事
項を入力の上、送信してください。

大原では、資格・受講に関する皆様の不安を解消するために、入学前の様々なサポート・フォロー制度をご用意しております。

各校のライセンスプランナーや専任講師が親身に対応いたしますので、どうぞお気軽にお近くの大原へお越しください。

資格・受講に関する皆様の不安を解消!

入学前 のサポート・フォロー制度

受講相談

https://www.o-hara.jp/consultation

受講相談

ご自宅など、場所を選ばすオンラインで
安心してご相談いただけます。

メールでの相談となります。内容によっては回答に数日お時間をいただく
場合もございます。ご了承ください。

オンラインで相談する インターネットで相談する

「相談したい」と思った日に直接来校いただいても
相談を承りますが、事前にご予約いただければ、お
待たせせずに受講相談をご利用いただけます。次
のいずれかの方法でご予約ください。

（各校の電話番号は裏表紙をご覧ください。）

（各校の電話番号は裏表紙をご覧ください。）

上記のアドレスもしくは検索エンジ
ンから大原ホームページへアクセ
スいただき、ご予約ください。

各校へお電話の上、スタッ
フに「資格相談の予約をし
たい」とお伝えください。
（各校の電話番号は裏表紙を
ご覧ください。）

※画面はイメージです。実際のレイアウトと
　異なる場合がございます。

無料体験入学
大原ではお申込みの前に、１回目の講義を無料で体験受講できます。
クラスの雰囲気や講義・教材をぜひ体感してください。

※演習・答案練習・模擬試験の体験入学はご利用になれません。また、直前対策講座など体験入学
がご利用になれない講義もございます。詳しくは各校へお問い合わせください。

教室通学の体験入学 映像通学の体験入学
予約
不要 要予約

開講日程を、パンフレットや大原ホームページにてご確認ください。
ご不明な場合は、大原各校受付までお問い合わせください。
※各校の電話番号は裏表紙をご覧ください。

ご予約は不要です。
講義開始の約20～30分前に受付窓口まで
お越しください。
※体験入学カードへ必要事項をご記入ください。教材を貸出します。
※筆記用具、電卓は各自でご用意ください。

教室をご案内しますので、講義にご出席ください。
クラスの雰囲気や大原の講義・教材を
体感してください。

まずは体験入学を希望する大原各校へお電話でご予約ください。
日程は、都合の良い日・時間帯からお選びいただけます。
※各校の電話番号は裏表紙をご覧ください。

ご予約された日時の約20～30分前に
受付窓口までお越しください。
※体験入学カードへ必要事項をご記入ください。
　教材を貸出します。
※筆記用具、電卓は各自でご用意ください。

個別視聴ブースへご案内しますので、
講義をご視聴ください。
大原の映像設備や講義・教材を体感してください。

１ １

２ ２

３ ３

無料セミナー・講座説明会・特別イベント
大原講師による資格活用法や学習法などをご紹介す
る無料セミナーや講座説明会(ガイダンス)、資格をも
とにご活躍されている実務家の講演、各種セミナー
や個別相談を一堂に集めた「資格の取り方・使い方相
談会」、「税理士スペシャルイベントデー」などの特別
イベントも開催しています。詳しい内容や日程などに
ついては、各講座のパンフレットまたは大原のホーム
ページをご覧ください。

https://www.o-hara.jp/license

『資格』『スキル』『キャリア』の総合イベント

資格の取り方・使い方相談会
資格取得に関する疑問を１日で解消！
「今が始め時な講座」の無料セミナーを中心に、豊富な経験と専門知識を兼ね備えた「大原ライセ
ンスプランナー」がマンツーマンで不安や疑問にお答えする個別相談のほか、講義無料体験もで
きる総合イベントを、大原各校で開催しています。お気軽にご参加ください！ ※画面はイメージです。実際のレイアウトと異なる場合がございます。

日商簿記１級・全経上級／日商簿記２級／日商簿記３級／税理士／公認会計士／
社会保険労務士／行政書士／中小企業診断士／旅行業務取扱管理者／情報処理技術者／
介護福祉士／農業簿記／電卓／ほか
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3

資料請求
興味のある資格や講座がございましたら、
講座パンフレットをご請求ください。
さらに詳しい情報を掲載したパンフレットをお送りします。

無料で
お送りします！

お好き
な講座

の

パンフ
レット

を

資格の大原
書籍販売サイト

https://www.o-harabook.jp/
オススメ書籍や新刊の情報、解答用紙ダウンロード
サービスなどもございます。ぜひご利用ください！

主な販売書籍

大原　書籍 検索

資格の大原 メールマガジン 無料配信中！
https://www.o-hara.jp/mail_magazine

「資格の大原」が配信する<無料>メールマガジンのご紹介！
各講座からの試験に関する最新情報や地域に密着したメールなど、あなたに有用な情報を配信しています。

税理士／簿記／社会保険労務士／行政書士／宅地建物取引士／
FP（ファイナンシャル・プランナー）／旅行業務取扱管理者／仕事力ＵＰ／情報処理／日本語教師

主な配信メールマガジン

大原　メルマガ 検索

※画面はイメージです。実際のレイアウトと異なる場合がございます。
※画面はイメージです。実際のレイアウトと異なる場合がございます。

大原インフォメーション

インターネットで
パソコン・ケータイ・スマートフォンから

お電話で
資料請求専用フリーダイヤルでご請求ください。

0120-597-008大原　資料請求 検索検索エンジンで

※「大原会計大学院」の資料請求方法は、42Pをご覧ください。　※「専門学校スクールガイド」のご請求は、45Pをご覧ください。

参加無料 予約不要全国各校で随時開催!

来校セミナー・講座説明会
開催!講師との個別受講相談も承ります！

資格の大原では、来校によるセミナー・講座説明会を全
国各校で随時開催しています。
終了後には講師との個別受講相談も承りますので、疑問
や不安がその場で解消いただけます。まずはお近くの
大原までお気軽にお越しください。

参加無料 予約制自宅から安心して参加できる!

オンラインWebセミナー
も開催!オンラインで、気軽にセミナーに参加しよう！

資格の大原では、資格取得に関するWebライブセミナ
ーをオンライン上で実施いたします。お手持ちのスマー
トフォン・タブレット・パソコンから、場所を選ばずご参
加いただけます。講座ごとに開催しますので、気になる
資格やセミナー内容を選択・ご予約ください。

合格なら大原3

右記のアドレスもしくは検索エンジンから、大原ホーム
ページへアクセスしてください。その後ページ下部の「オ
ンライン相談」または「メール相談」をクリックすると問い
合わせページが出てきますので、相談フォームに必要事
項を入力の上、送信してください。

大原では、資格・受講に関する皆様の不安を解消するために、入学前の様々なサポート・フォロー制度をご用意しております。

各校のライセンスプランナーや専任講師が親身に対応いたしますので、どうぞお気軽にお近くの大原へお越しください。

資格・受講に関する皆様の不安を解消!

入学前 のサポート・フォロー制度

受講相談

https://www.o-hara.jp/consultation

受講相談

ご自宅など、場所を選ばすオンラインで
安心してご相談いただけます。

メールでの相談となります。内容によっては回答に数日お時間をいただく
場合もございます。ご了承ください。

オンラインで相談する インターネットで相談する

「相談したい」と思った日に直接来校いただいても
相談を承りますが、事前にご予約いただければ、お
待たせせずに受講相談をご利用いただけます。次
のいずれかの方法でご予約ください。

（各校の電話番号は裏表紙をご覧ください。）

（各校の電話番号は裏表紙をご覧ください。）

上記のアドレスもしくは検索エンジ
ンから大原ホームページへアクセ
スいただき、ご予約ください。

各校へお電話の上、スタッ
フに「資格相談の予約をし
たい」とお伝えください。
（各校の電話番号は裏表紙を
ご覧ください。）

※画面はイメージです。実際のレイアウトと
　異なる場合がございます。

無料体験入学
大原ではお申込みの前に、１回目の講義を無料で体験受講できます。
クラスの雰囲気や講義・教材をぜひ体感してください。

※演習・答案練習・模擬試験の体験入学はご利用になれません。また、直前対策講座など体験入学
がご利用になれない講義もございます。詳しくは各校へお問い合わせください。

教室通学の体験入学 映像通学の体験入学
予約
不要 要予約

開講日程を、パンフレットや大原ホームページにてご確認ください。
ご不明な場合は、大原各校受付までお問い合わせください。
※各校の電話番号は裏表紙をご覧ください。

ご予約は不要です。
講義開始の約20～30分前に受付窓口まで
お越しください。
※体験入学カードへ必要事項をご記入ください。教材を貸出します。
※筆記用具、電卓は各自でご用意ください。

教室をご案内しますので、講義にご出席ください。
クラスの雰囲気や大原の講義・教材を
体感してください。

まずは体験入学を希望する大原各校へお電話でご予約ください。
日程は、都合の良い日・時間帯からお選びいただけます。
※各校の電話番号は裏表紙をご覧ください。

ご予約された日時の約20～30分前に
受付窓口までお越しください。
※体験入学カードへ必要事項をご記入ください。
　教材を貸出します。
※筆記用具、電卓は各自でご用意ください。

個別視聴ブースへご案内しますので、
講義をご視聴ください。
大原の映像設備や講義・教材を体感してください。

１ １

２ ２

３ ３

無料セミナー・講座説明会・特別イベント
大原講師による資格活用法や学習法などをご紹介す
る無料セミナーや講座説明会(ガイダンス)、資格をも
とにご活躍されている実務家の講演、各種セミナー
や個別相談を一堂に集めた「資格の取り方・使い方相
談会」、「税理士スペシャルイベントデー」などの特別
イベントも開催しています。詳しい内容や日程などに
ついては、各講座のパンフレットまたは大原のホーム
ページをご覧ください。

https://www.o-hara.jp/license

『資格』『スキル』『キャリア』の総合イベント

資格の取り方・使い方相談会
資格取得に関する疑問を１日で解消！
「今が始め時な講座」の無料セミナーを中心に、豊富な経験と専門知識を兼ね備えた「大原ライセ
ンスプランナー」がマンツーマンで不安や疑問にお答えする個別相談のほか、講義無料体験もで
きる総合イベントを、大原各校で開催しています。お気軽にご参加ください！ ※画面はイメージです。実際のレイアウトと異なる場合がございます。

日商簿記１級・全経上級／日商簿記２級／日商簿記３級／税理士／公認会計士／
社会保険労務士／行政書士／中小企業診断士／旅行業務取扱管理者／情報処理技術者／
介護福祉士／農業簿記／電卓／ほか
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※各サポートの適用については、講座・コースや学校により異なる場合がありますので、詳しくは各校にお問い合わせください。

大原では、受講生の方の学習環境を整えるため、一部の教室を自習室とし
て開放しております。「講義の後すぐに復習したい」「自宅ではなかなか集中
できない」、そのような時はぜひご利用ください。
※自習室の開放状況・利用方法は講座・コースや各校舎・学校により異なります。詳細は
各学校へお問い合わせいただくか、「Mobile-o-hara」にてご確認ください。

※自習室のご利用は受講期間中に限ります。

転校制度（教室通学・映像通学）

合格なら大原3
合格の敵、心配・不安をシャットアウト!

学習の大きな障害となるのが、様々な不安や環境からくるストレス。

大原では気持ちよく学習を続けていただくためのサポート制度、特典制度を充実させています。

万全の体制で受講生をフォローします。

入学後 のサポート・フォロー制度

●音声フォロー
収録した講義（MP3形式の音声データ）をお手持ちの記録媒体・再生機
器にダウンロードできます。
※メモリーカード等の記録媒体や再生機器についてはご用意していただく必要があり
ます。

※利用方法・利用できるフォローは、講座・コースや学校により異なりますので、お申込
校にてご確認ください。

実際の講義を収録した映像を個別視聴ブースにて
補講できます（有料）。

●映像フォロー

万一授業を欠席し、振替出席ができなくても心配いりません。音声補講や映像
補講を利用して欠席した講義をフォローすることができます。

欠席フォロー（教室通学・映像通学）

振替視聴制度（映像通学）
映像通学生は受講校以外の学校でも映像視聴ができます。振替視聴する学
校の映像視聴カウンターへ直接お電話にてご予約ください。（教材は、お申
込み時に選択した「受講校」での受け取りとなります。振替先の学校では教
材を受け取れません。）
※教室通学・映像通学相互間での振替受講はできません。

振替出席制度（教室通学）
カリキュラムが統一されている大原の授業は、予定し
ていたクラスの授業に出席できないときでも、別の
日時に実施されるクラスの授業に出席できます。他
の学校への振替出席も可能です。

質問対応（教室通学・映像通学・通信）
質問は受講生にとって、自分の実力養成レベルを
計るバロメータでもあります。大原では、通学・通
信それぞれの講座にふさわしい方法で質問いた
だけるよう、職員室のほか、電話やe-mailなどの
質問受付体制を整えています。

教室聴講制度（映像通学・通信）
「緊張感のある中で模擬試験を解きたい!」そん
な声に応えるべく、大原では映像通学生・通信生
が模擬試験等を教室（教室通学）で受験できる制
度を用意しています。通信生は、答案練習・模擬試
験の他、講義にもご参加いただけます。
※通信生の教室聴講制度利用の有無及び可能回数はコースによって
異なります。

自習室（教室通学・映像通学・通信）

採点・添削も充実（教室通学・映像通学・通信）
大原では本試験が近づいての答案練習や模擬試験に対して採点や講師に
よる添削指導を行っているほか、実力養成期においても定例試験などテス
トを実施しています。採点・添削指導を利用して弱点を克服してください。

途中入学対応（教室通学）
開講日に遅れてしまっても大丈夫。すでに過ぎて
しまった分の講義を音声補講または映像補講で
フォローできます（無料）。 全国に展開している大原だから、転勤や引越しの際にも、転校により学習

を継続できます。長期出張や帰省の際などにもご相談ください。

学習設備はもちろん生活エリアも充実!!

合 格なら大 原

講師・講義・教材・カリキュラムはもちろん、大原は、通学生が学習する環境として様々な設備にもこだわります。集中できる

自習室や、使いやすい映像通学設備、さらに自由にご利用いただける学生ラウンジ（ロビー）など受験生活全体の環境整備も

怠りません。

4

快適な学習環境

東京水道橋校の質問・相談ブース

日吉校の個別視聴ブース 横浜校の貸ロッカー 京都校のラウンジ

教　室

※学習環境や設備は、各校舎・学校により異なります。詳細は受講をご検討されている学校へ直接お問い合わせいただくか、ぜひ見学にお越しください。

大原の専任講師による講義を身近で体験できる教室。大
人数を収容できる教室の場合には、後ろの座席の方でも
教壇がしっかり見えるようにモニターを配備しています。

講師の熱意がダイレクトに伝わる臨場感！

質問・相談ブース質問・相談ブース
プライバシーも守
れる個別ブース。
質問だけでなく、
受講前の個別相
談でもご利用いた
だけます。

使用しない教室は自習室としても開放し
ています。講義を受けるのと同じ教室で
勉強すれば、集中力が保てること間違い
なし!

ここが
ポイント

真剣な相談・質問でご利用いただく場所
なので、長時間座っていても疲れないよ
うな空間にしています。

ここが
ポイント

明るく快適なスペースで自習できます。また、理論
学習に最適な、電卓が使用できない自習室もあり
ます。
※各校舎・学校により自習室の開放状況・利用方法は異なります。
詳細は各学校へお問い合わせいただくか、「Mobile-o-hara」
にてご確認ください。

※自習室のご利用は受講期間中に限ります。

自 習 室自 習 室
ゆったり使える

パウダールーム&
清潔なお手洗い
パウダールーム&
清潔なお手洗い
清潔に保たれているので、女性にも安心です。帰宅前
や休み時間のリフレッシュタイムにご利用ください。

女性に嬉しい

話しやすい

個別視聴ブースは、それ
ぞれ区画されているの
で、集中して学習できま
す。パソコンの便利な機
能で学習のしやすさも抜
群です。

個別視聴ブース個別視聴ブース
学習の便利アイテム

職 員 室職 員 室
大原では、講師が
職員室にいます。講
義の前後や自習の
合間など、お気軽に
質問してください。
疑問をすぐに解消
することが合格の
秘訣です。

すぐに質問しに行ける！

理論などの運び
にくい教材を使
わない時は当ロ
ッカーに入れて
便利にご利用い
ただけます。

貸ロッカー貸ロッカー
使い方自由

受験仲間との情
報交換や、学習の
合間の休憩など自
由にご利用いただ
けます。

ラウンジラウンジ
 気軽に利用できる

柏校のパウダールーム
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※各サポートの適用については、講座・コースや学校により異なる場合がありますので、詳しくは各校にお問い合わせください。

大原では、受講生の方の学習環境を整えるため、一部の教室を自習室とし
て開放しております。「講義の後すぐに復習したい」「自宅ではなかなか集中
できない」、そのような時はぜひご利用ください。
※自習室の開放状況・利用方法は講座・コースや各校舎・学校により異なります。詳細は
各学校へお問い合わせいただくか、「Mobile-o-hara」にてご確認ください。

※自習室のご利用は受講期間中に限ります。

転校制度（教室通学・映像通学）

合格なら大原3
合格の敵、心配・不安をシャットアウト!

学習の大きな障害となるのが、様々な不安や環境からくるストレス。

大原では気持ちよく学習を続けていただくためのサポート制度、特典制度を充実させています。

万全の体制で受講生をフォローします。

入学後 のサポート・フォロー制度

●音声フォロー
収録した講義（MP3形式の音声データ）をお手持ちの記録媒体・再生機
器にダウンロードできます。
※メモリーカード等の記録媒体や再生機器についてはご用意していただく必要があり
ます。

※利用方法・利用できるフォローは、講座・コースや学校により異なりますので、お申込
校にてご確認ください。

実際の講義を収録した映像を個別視聴ブースにて
補講できます（有料）。

●映像フォロー

万一授業を欠席し、振替出席ができなくても心配いりません。音声補講や映像
補講を利用して欠席した講義をフォローすることができます。

欠席フォロー（教室通学・映像通学）

振替視聴制度（映像通学）
映像通学生は受講校以外の学校でも映像視聴ができます。振替視聴する学
校の映像視聴カウンターへ直接お電話にてご予約ください。（教材は、お申
込み時に選択した「受講校」での受け取りとなります。振替先の学校では教
材を受け取れません。）
※教室通学・映像通学相互間での振替受講はできません。

振替出席制度（教室通学）
カリキュラムが統一されている大原の授業は、予定し
ていたクラスの授業に出席できないときでも、別の
日時に実施されるクラスの授業に出席できます。他
の学校への振替出席も可能です。

質問対応（教室通学・映像通学・通信）
質問は受講生にとって、自分の実力養成レベルを
計るバロメータでもあります。大原では、通学・通
信それぞれの講座にふさわしい方法で質問いた
だけるよう、職員室のほか、電話やe-mailなどの
質問受付体制を整えています。

教室聴講制度（映像通学・通信）
「緊張感のある中で模擬試験を解きたい!」そん
な声に応えるべく、大原では映像通学生・通信生
が模擬試験等を教室（教室通学）で受験できる制
度を用意しています。通信生は、答案練習・模擬試
験の他、講義にもご参加いただけます。
※通信生の教室聴講制度利用の有無及び可能回数はコースによって
異なります。

自習室（教室通学・映像通学・通信）

採点・添削も充実（教室通学・映像通学・通信）
大原では本試験が近づいての答案練習や模擬試験に対して採点や講師に
よる添削指導を行っているほか、実力養成期においても定例試験などテス
トを実施しています。採点・添削指導を利用して弱点を克服してください。

途中入学対応（教室通学）
開講日に遅れてしまっても大丈夫。すでに過ぎて
しまった分の講義を音声補講または映像補講で
フォローできます（無料）。 全国に展開している大原だから、転勤や引越しの際にも、転校により学習

を継続できます。長期出張や帰省の際などにもご相談ください。

学習設備はもちろん生活エリアも充実!!

合 格なら大 原

講師・講義・教材・カリキュラムはもちろん、大原は、通学生が学習する環境として様々な設備にもこだわります。集中できる

自習室や、使いやすい映像通学設備、さらに自由にご利用いただける学生ラウンジ（ロビー）など受験生活全体の環境整備も

怠りません。
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快適な学習環境

東京水道橋校の質問・相談ブース

日吉校の個別視聴ブース 横浜校の貸ロッカー 京都校のラウンジ

教　室

※学習環境や設備は、各校舎・学校により異なります。詳細は受講をご検討されている学校へ直接お問い合わせいただくか、ぜひ見学にお越しください。

大原の専任講師による講義を身近で体験できる教室。大
人数を収容できる教室の場合には、後ろの座席の方でも
教壇がしっかり見えるようにモニターを配備しています。

講師の熱意がダイレクトに伝わる臨場感！

質問・相談ブース質問・相談ブース
プライバシーも守
れる個別ブース。
質問だけでなく、
受講前の個別相
談でもご利用いた
だけます。

使用しない教室は自習室としても開放し
ています。講義を受けるのと同じ教室で
勉強すれば、集中力が保てること間違い
なし!
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真剣な相談・質問でご利用いただく場所
なので、長時間座っていても疲れないよ
うな空間にしています。

ここが
ポイント

明るく快適なスペースで自習できます。また、理論
学習に最適な、電卓が使用できない自習室もあり
ます。
※各校舎・学校により自習室の開放状況・利用方法は異なります。
詳細は各学校へお問い合わせいただくか、「Mobile-o-hara」
にてご確認ください。

※自習室のご利用は受講期間中に限ります。
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ゆったり使える

パウダールーム&
清潔なお手洗い
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清潔なお手洗い
清潔に保たれているので、女性にも安心です。帰宅前
や休み時間のリフレッシュタイムにご利用ください。

女性に嬉しい

話しやすい

個別視聴ブースは、それ
ぞれ区画されているの
で、集中して学習できま
す。パソコンの便利な機
能で学習のしやすさも抜
群です。

個別視聴ブース個別視聴ブース
学習の便利アイテム
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大原では、講師が
職員室にいます。講
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合間など、お気軽に
質問してください。
疑問をすぐに解消
することが合格の
秘訣です。

すぐに質問しに行ける！
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にくい教材を使
わない時は当ロ
ッカーに入れて
便利にご利用い
ただけます。
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浅井

から選ぶ 学習期間 難易度 受講料スケジュール

あなたの学びたい資格が、きっと見つかります!

資格早見表資格初心者
のための

資格取得の学習は、ある程度の費用・時間を必要とします。
いったい資格取得にどの程度の費用・時間がかかるのか、
資格毎にまとめてみました。あなたにぴったりの資格を探してください。

一般的な受講料 標準学習期間 目指す試験時期 担当からのアドバイス
初学者が合格するまでに必要な

※掲載している「一般的な受講料」「標準学習期間」は大原の初学者向け人気コースを目安にしています。
　（お申込みの講座・コースや学習環境などにより異なります。詳しくは各講座案内書をご覧ください。）
※本パンフレット掲載の受講料等における消費税は、税率10％で計算されています（2022年4月1日現在）。
　（今後の消費税率の変更等を理由に受講料等を改定する場合があります。）

掲載ページ数 難易度資格名・概要

教育訓練給付制度の
対象コースがございます！

制度の内容・対象コース等の詳細は
大原ホームページをご覧ください。

各講座の学習スタート時期・開講日程等は、

約7～15ヶ月281,000円～
簿記・財表初学者パック

!
日商簿記学習経験者なら学習内容が重複して
いるため、既に合格に近い位置にいると言えま
す。キャリアアップや就職に有利になるので、合
わせて学習することをオススメします！

22,300円 約4ヶ月

8,100円 約2ヶ月

490,000円～ !約2年 短答式試験は年２回。この試験制度をうまく活か
して論文式試験一発合格を狙いましょう！

短答式：１２月または５月
（論文式は短答式後の８月）

! 学習開始時期や学習環境によって合格戦略が
変わってきます。まずは大原へご相談ください。８月

!
簿記を学習するなら、ぜひ２級までを目指しま
しょう！２級合格後は簿記１級や税理士・公認会
計士など上位資格へステップアップ！

統一試験：６月・１１月・２月
ネット試験：随時

42,800円～ 約３ヶ月 3月
68,000円～ 約5ヶ月 3月・9月

499,400円～ !
基本知識を問う問題が出題され、難問･奇問は
ありません。計画的に学習することで約1年間で
全科目合格をすることが可能です。

毎月
（※実施日は月により異なる）約12ヶ月

!
農業経営を健全におこなうために必要な会計知
識について、初学者でも分かりやすく丁寧にお
教えします。

7月・11月

24,500円～ 約３ヶ月

77,900円～ 約６～８ヶ月

!
地方公会計を基礎からわかりやすく解説して
いますので、簿記初学者でも安心して学習で
きます。

4月・10月
19,800円

39,600円 約4ヶ月

約2ヶ月

2 級 ★★★易 難

★★易 難３級
★★★易 難2 級

★★★易 難2 級

20P ★★★★★易 難公 認 会 計 士 監査・コンサルティングから内部統制。
益々社会のニーズが高まる会計プロフェッショナル。
監査・コンサルティングから内部統制。
益々社会のニーズが高まる会計プロフェッショナル。

23P 農 業 簿 記 農業経営に必要な
会計知識が身に付く
農業経営に必要な
会計知識が身に付く

２1P ★★★★易 難税 理 士 コンサルティングまでこなす税務・会計のスペシャリスト。
1科目の合格から就職できるのが強み。
コンサルティングまでこなす税務・会計のスペシャリスト。
1科目の合格から就職できるのが強み。

２1P 簿 記
簿記は社会人にとって
必須のスキル。
２級以上は取得しておきたい！

簿記は社会人にとって
必須のスキル。
２級以上は取得しておきたい！

23P ★★★★易 難U.S.CPA（米国公認会計士） グローバル時代を勝ち抜くビジネススキルは
U.S.CPA！世界的に評価の高い資格です！
グローバル時代を勝ち抜くビジネススキルは
U.S.CPA！世界的に評価の高い資格です！

24P

22P 建 設 業 経 理 士
建設業界の簿記検定。
キャリアアップや
就職に威力を発揮！

建設業界の簿記検定。
キャリアアップや
就職に威力を発揮！

★★易 難３級

３級 ★★易 難

136,400円～ !
宅建士＝不動産会社ではありません。金融系企業で不
動産を扱う部署や、一般企業でも新規の店舗展開をす
る際に宅建士の知識が役に立ちます。比較的受験しや
すい試験なので、資格取得の第一歩としても最適です。

10月約6ヶ月

168,000円～ !
行政書士試験の受験生は、法律を初めて学習する方
がほとんどです。年齢、性別も幅広く、仕事・家事・大
学などと勉強を両立しながら合格を目指す方が多い
のも特徴です。ぜひ一緒に合格を目指しましょう！

11月約10ヶ月

25P ★★★易 難宅地建物取引士 幅広い業界で通用する有望資格。
他の法律系資格取得への出発点としても活用できる！
幅広い業界で通用する有望資格。
他の法律系資格取得への出発点としても活用できる！

24P ★★★★易 難行 政 書 士 幅広い知識を学べる法律系スタンダード資格。
独立開業にも最適！
幅広い知識を学べる法律系スタンダード資格。
独立開業にも最適！

!
多くの試験科目がある公務員試験では、重要な
科目を見極め、学習を進めることが効率良く合
格を目指すポイントです！

■教育訓練給付制度とは
一定の条件を満たす雇用保険の被保険
者（在職者）、または被保険者であった方
（離職者）が、厚生労働大臣の指定する
教育訓練を受講し修了した場合、本人が
支払った入学金および受講料の一定割
合に相当する額（上限あり）がハロー
ワークから支給されます。

!
警察官試験では、資格加点制度があり、持ってい
る資格を活かすことができます。武道や語学な
ど、興味があるものにLet's try!

56,000円～

55,000円～

約２～10ヶ月
一次試験：９～10月

（試験種や自治体により異なる）

246,000円～ 約４～14ヶ月

約４～14ヶ月

一次試験：4月

一次試験：4～６月
（試験種や自治体により異なる）

56,000円～ 一次試験：９月
（試験種や自治体により異なる）

56,000円～ 約9ヶ月 自治体により異なる

19P

★★易 難

★★★★★易 難

社会公共のために
やりがいをもって働ける。
社会公共のために
やりがいをもって働ける。

20P
★★易 難

★★★易 難

警察官・消防官 社会の平和と安全を守る、
頼りになる存在。
社会の平和と安全を守る、
頼りになる存在。

公 務 員
国家総合職・一般職／国税専門官／
地方上級・中級・初級等

地方中級・初級、国家一般職
（高卒程度）

国家総合職

★★★★易 難地方上級・一般職
（大卒程度）

高卒程度

大卒程度

★★易 難３級
★★★易 難2 級22P 地 方 公 会 計 総務省『統一的な基準』

完全対応！！
総務省『統一的な基準』
完全対応！！

約２～10ヶ月

3級
＋
2級

3級
＋
2級

3級
＋
2級

3級
＋
2級

★★易 難ＢＡＴＩＣ（国際会計検定）®短期間でIFRSやUSCPAの基礎である英文会計が
身につく！
短期間でIFRSやUSCPAの基礎である英文会計が
身につく！ 18,000円～ 約1～2ヶ月 !

日商簿記学習経験者なら会計の基礎知識があ
るため効率的に学習することができます。
２日間で英文簿記を学ぶことができるので、簿
記からのステップアップにオススメです！

7月・8月/11月・12月

15

2022.1.19
宮崎

2022.2.25
森

2022.3.14
浅井

から選ぶ 学習期間 難易度 受講料スケジュール

あなたの学びたい資格が、きっと見つかります!

資格早見表資格初心者
のための

資格取得の学習は、ある程度の費用・時間を必要とします。
いったい資格取得にどの程度の費用・時間がかかるのか、
資格毎にまとめてみました。あなたにぴったりの資格を探してください。

一般的な受講料 標準学習期間 目指す試験時期 担当からのアドバイス
初学者が合格するまでに必要な

※掲載している「一般的な受講料」「標準学習期間」は大原の初学者向け人気コースを目安にしています。
　（お申込みの講座・コースや学習環境などにより異なります。詳しくは各講座案内書をご覧ください。）
※本パンフレット掲載の受講料等における消費税は、税率10％で計算されています（2022年4月1日現在）。
　（今後の消費税率の変更等を理由に受講料等を改定する場合があります。）

掲載ページ数 難易度資格名・概要

教育訓練給付制度の
対象コースがございます！

制度の内容・対象コース等の詳細は
大原ホームページをご覧ください。

各講座の学習スタート時期・開講日程等は、

約7～15ヶ月281,000円～
簿記・財表初学者パック

!
日商簿記学習経験者なら学習内容が重複して
いるため、既に合格に近い位置にいると言えま
す。キャリアアップや就職に有利になるので、合
わせて学習することをオススメします！

22,300円 約4ヶ月

8,100円 約2ヶ月

490,000円～ !約2年 短答式試験は年２回。この試験制度をうまく活か
して論文式試験一発合格を狙いましょう！

短答式：１２月または５月
（論文式は短答式後の８月）

! 学習開始時期や学習環境によって合格戦略が
変わってきます。まずは大原へご相談ください。８月

!
簿記を学習するなら、ぜひ２級までを目指しま
しょう！２級合格後は簿記１級や税理士・公認会
計士など上位資格へステップアップ！

統一試験：６月・１１月・２月
ネット試験：随時

42,800円～ 約３ヶ月 3月
68,000円～ 約5ヶ月 3月・9月

499,400円～ !
基本知識を問う問題が出題され、難問･奇問は
ありません。計画的に学習することで約1年間で
全科目合格をすることが可能です。

毎月
（※実施日は月により異なる）約12ヶ月

!
農業経営を健全におこなうために必要な会計知
識について、初学者でも分かりやすく丁寧にお
教えします。

7月・11月

24,500円～ 約３ヶ月

77,900円～ 約６～８ヶ月

!
地方公会計を基礎からわかりやすく解説して
いますので、簿記初学者でも安心して学習で
きます。

4月・10月
19,800円

39,600円 約4ヶ月

約2ヶ月

2 級 ★★★易 難

★★易 難３級
★★★易 難2 級

★★★易 難2 級

20P ★★★★★易 難公 認 会 計 士 監査・コンサルティングから内部統制。
益々社会のニーズが高まる会計プロフェッショナル。
監査・コンサルティングから内部統制。
益々社会のニーズが高まる会計プロフェッショナル。

23P 農 業 簿 記 農業経営に必要な
会計知識が身に付く
農業経営に必要な
会計知識が身に付く

２1P ★★★★易 難税 理 士 コンサルティングまでこなす税務・会計のスペシャリスト。
1科目の合格から就職できるのが強み。
コンサルティングまでこなす税務・会計のスペシャリスト。
1科目の合格から就職できるのが強み。

２1P 簿 記
簿記は社会人にとって
必須のスキル。
２級以上は取得しておきたい！

簿記は社会人にとって
必須のスキル。
２級以上は取得しておきたい！

23P ★★★★易 難U.S.CPA（米国公認会計士） グローバル時代を勝ち抜くビジネススキルは
U.S.CPA！世界的に評価の高い資格です！
グローバル時代を勝ち抜くビジネススキルは
U.S.CPA！世界的に評価の高い資格です！

24P

22P 建 設 業 経 理 士
建設業界の簿記検定。
キャリアアップや
就職に威力を発揮！

建設業界の簿記検定。
キャリアアップや
就職に威力を発揮！

★★易 難３級

３級 ★★易 難

136,400円～ !
宅建士＝不動産会社ではありません。金融系企業で不
動産を扱う部署や、一般企業でも新規の店舗展開をす
る際に宅建士の知識が役に立ちます。比較的受験しや
すい試験なので、資格取得の第一歩としても最適です。

10月約6ヶ月

168,000円～ !
行政書士試験の受験生は、法律を初めて学習する方
がほとんどです。年齢、性別も幅広く、仕事・家事・大
学などと勉強を両立しながら合格を目指す方が多い
のも特徴です。ぜひ一緒に合格を目指しましょう！

11月約10ヶ月

25P ★★★易 難宅地建物取引士 幅広い業界で通用する有望資格。
他の法律系資格取得への出発点としても活用できる！
幅広い業界で通用する有望資格。
他の法律系資格取得への出発点としても活用できる！

24P ★★★★易 難行 政 書 士 幅広い知識を学べる法律系スタンダード資格。
独立開業にも最適！
幅広い知識を学べる法律系スタンダード資格。
独立開業にも最適！

!
多くの試験科目がある公務員試験では、重要な
科目を見極め、学習を進めることが効率良く合
格を目指すポイントです！

■教育訓練給付制度とは
一定の条件を満たす雇用保険の被保険
者（在職者）、または被保険者であった方
（離職者）が、厚生労働大臣の指定する
教育訓練を受講し修了した場合、本人が
支払った入学金および受講料の一定割
合に相当する額（上限あり）がハロー
ワークから支給されます。

!
警察官試験では、資格加点制度があり、持ってい
る資格を活かすことができます。武道や語学な
ど、興味があるものにLet's try!

56,000円～

55,000円～

約２～10ヶ月
一次試験：９～10月

（試験種や自治体により異なる）

246,000円～ 約４～14ヶ月

約４～14ヶ月

一次試験：4月

一次試験：4～６月
（試験種や自治体により異なる）

56,000円～ 一次試験：９月
（試験種や自治体により異なる）

56,000円～ 約9ヶ月 自治体により異なる

19P

★★易 難

★★★★★易 難

社会公共のために
やりがいをもって働ける。
社会公共のために
やりがいをもって働ける。

20P
★★易 難

★★★易 難

警察官・消防官 社会の平和と安全を守る、
頼りになる存在。
社会の平和と安全を守る、
頼りになる存在。

公 務 員
国家総合職・一般職／国税専門官／
地方上級・中級・初級等

地方中級・初級、国家一般職
（高卒程度）

国家総合職

★★★★易 難地方上級・一般職
（大卒程度）

高卒程度

大卒程度

★★易 難３級
★★★易 難2 級22P 地 方 公 会 計 総務省『統一的な基準』

完全対応！！
総務省『統一的な基準』
完全対応！！

約２～10ヶ月

3級
＋
2級

3級
＋
2級

3級
＋
2級

3級
＋
2級

★★易 難ＢＡＴＩＣ（国際会計検定）®短期間でIFRSやUSCPAの基礎である英文会計が
身につく！
短期間でIFRSやUSCPAの基礎である英文会計が
身につく！ 18,000円～ 約1～2ヶ月 !

日商簿記学習経験者なら会計の基礎知識があ
るため効率的に学習することができます。
２日間で英文簿記を学ぶことができるので、簿
記からのステップアップにオススメです！

7月・8月/11月・12月

16



2022.1.19
宮崎

2022.2.25
森

! 福祉業界への就職を希望される方、または身内
の介護が必要な方にオススメです。

!
初めて学習する方でも一発合格を目指すために、さらに働きながら学習
する方の負担を軽減するために、基礎力養成期（14回）と実力アップ期
（模擬試験2回）で十分合格できるレベルに到達できます。

約４ヶ月

約3ヶ月・約6ヶ月

83,500円

約5ヶ月68,000円～

所定の養成研修を修了し、修了試験に
合格することにより認定となります
実務者養成施設において、所定の研修を
修了することにより認定となります

7月・11月・3月

198,000円～ !
時間がない社会人の方や時間を有効活用したい
方には、1次試験対策の基礎学習がなんと最短30
時間で完了する「診断士30」がオススメです！

約7～12ヶ月 1次試験：7月～8月
（2次試験は1次試験後の10月）26P ★★★★易 難中小企業診断士 経営コンサルタント唯一の国家資格。

幅広い業界で活躍が可能！
経営コンサルタント唯一の国家資格。
幅広い業界で活躍が可能！

26P
★★易 難

★★★易 難

27P
★★易 難

★★★易 難

17,300円～ 約2ヶ月

36,600円～ 約3ヶ月

14,200円～ 約1ヶ月

約3～５ヶ月102,300円～

34P ★★★易 難

★★★易 難

日 本 語 教 師
33P ーー易 難TOEIC®L＆R攻略

29P ★★易 難ＩＴパスポート
29P ★★★易 難基本情報技術者

28P ★易 難パソコン（MOS）

FP（ファイナンシャル・プランナー）

旅行業務取扱管理者

! 文化庁届出受理講座の420時間総合コースを修了すれば日本語
教師の資格を取得できます！初学者でも安心して学習ができます。

!
大原のTOEIC®L&R攻略講座は通訳を目指す方が行うトレー
ニング法を用いて単に目標スコアの達成だけではなく、実戦的
英語コミュニケーション力も合せて身につけることができます。

! 全ての社会人に必要なIT力を証明する国家試
験です。就職や転職時のアピールにもなります。

! 大原なら、通学講座だけでなく、Web通信講座でも
午前試験免除制度が利用できるのでオススメです。

!
Word・Excel®・PowerPoint®ともにコンパクト
なカリキュラムになっていますので、学校や仕事と
MOS試験対策の両立ができます。

!

旅行業務取扱管理者資格取得の最大の魅力は、
楽しく学習できて、なおかつ就職に役立つという
点です。大学生の方なら在学中に資格を取得すれ
ば、就活に有利なだけでなく、入社後の仕事の幅
がぐっと広がります。趣味と実益の両方を兼ねそ
ろえたこの資格、ぜひ取得しておきたい資格です！

!
「色」というものは、人の気分に影響を与えるもの
です。ファッション業界、建設業界、広告など幅広く
必要とされる資格です。この資格でセンスを磨い
てみませんか？

!
医療事務を目指すなら、2級を目指しましょう。2
級を取得することでクリニックで働く時に必要
な知識が身につきます。

28P
★★易 難

★★★易 難

色 彩 検 定
（カラーコーディネーター）

32P
★易 難

★★易 難

医 療 事 務
３級
２級

掲載ページ数 難易度 担当からのアドバイス資格名・概要
初学者が合格するまでに必要な

お金に関する幅広い
知識を活かして
顧客のライフプランを
設計する専門家。

お金に関する幅広い
知識を活かして
顧客のライフプランを
設計する専門家。

旅行業務取扱管理者は
旅のトータルプロデューサー。
旅行業務取扱管理者は
旅のトータルプロデューサー。

TOEIC®Listening & Reading Testは
ビジネスで使える英語力の証明。
TOEIC®Listening & Reading Testは
ビジネスで使える英語力の証明。

あらゆる業種・業務に活用できる注目の国家試験!
ビジネスで使えるIT力が身につく!
あらゆる業種・業務に活用できる注目の国家試験!
ビジネスで使えるIT力が身につく!

IT業界で働くなら必須の国家試験!
本試験当日、午前試験が免除される制度もあります。
IT業界で働くなら必須の国家試験!
本試験当日、午前試験が免除される制度もあります。

30P ★★易 難介 護 福 祉 士

31P ★★★★易 難社 会 福 祉 士

!

! 大原の介護福祉士合格コースは合格に向けてコンパクトな
カリキュラムになっており、仕事と勉強の両立ができます。

介護福祉士国家試験の受験資格として、実務者
研修の修了が必須となります。

! 相談援助職（ソーシャルワーカー）になるには、
社会福祉士がオススメです。

高齢化社会への進行の中で最も注目されている
介護における最高峰の資格。
高齢化社会への進行の中で最も注目されている
介護における最高峰の資格。

医療福祉に関する相談援助の専門職!医療福祉に関する相談援助の専門職!

秘 書 検 定 ビジネスに必要なマナーや作法を
身に付けることができる。
ビジネスに必要なマナーや作法を
身に付けることができる。

高校生・大学生・社会人に大人気!
就職・転職で有利になるパソコン力の証明。
高校生・大学生・社会人に大人気!
就職・転職で有利になるパソコン力の証明。

仕事や生活に、あらゆるシーンで
知識を活かせる
色彩のスペシャリスト。

仕事や生活に、あらゆるシーンで
知識を活かせる
色彩のスペシャリスト。

病院・クリニックで働くための
人気資格！
病院・クリニックで働くための
人気資格！

33P
★★易 難

★★★易 難

３級
２級・AFP

目指す試験時期標準学習期間一般的な受講料

国内
総合
３級
２級

23,000円 約1ヶ月

27,000円 約3ヶ月

外国人に日本語・日本文化を教えるという仕事。外国人に日本語・日本文化を教えるという仕事。

２級
準１級

!
FPは社会に直結した「実践的資格」です。自分自
身の生活を豊かにするためならば2級、ビジネス
で活かすならば2級+AFPを目指しましょう！

１月・５月・９月

２月・６月・１０月

74,300円～ 約4～9ヶ月 ９月

120,100円～ 約4～9ヶ月 １０月

６月・１１月

489,000円～ 約9～15ヶ月 大原の420時間総合コースを
修了すれば資格が得られます。

30,000円～ 約２～６ヶ月 毎月

15,000円～ 約２ヶ月 いつでも受験できます

75,300円～ 約5～8ヶ月

19,300円～ 約１ヶ月 いつでも受験できます

上期（4月・5月）
下期（10月・11月）

介護福祉士国家試験
１月

一般養成施設 488,000円～
受験対策講座 68,200円～

実務者研修 69,800円～

受験対策 40,000円

一般養成施設　通信課程：1年6ヶ月
 夜間通学課程：1年
受験対策講座：約4ヶ月

社会福祉士国家試験
2月

10月

!

秘書検定は３級・２級・準１級・１級に分かれていま
すが、３級～準１級の内容は、共通した内容が多
く、各級ごとに問われる「深さ」をしっかり理解すれ
ば、複数の級をまとめて学ぶことができるため、大
原では２級・準１級対策をまとめて学べる構成にし
ています。

29,600円　
２月・６月・１1月

※2月は2級と3級のみ。
※2級はCBT試験を選択可。

約4ヶ月

30P ★易 難介護職員初任者研修 高齢化社会においてサービス業や接客業でも身につけて
おきたい「基本的な介護の知識や技術」を習得。
高齢化社会においてサービス業や接客業でも身につけて
おきたい「基本的な介護の知識や技術」を習得。

　

34P キャリアコンサルタント !
大原のキャリアコンサルタント養成講習は、
厚生労働大臣認定講習なので本講座を受講・
修了すると受験資格が得られます。

人びとのキャリア形成をサポートし、
人・企業・社会の架け橋となる
人びとのキャリア形成をサポートし、
人・企業・社会の架け橋となる 294,000円

31P ★★★★易 難ケアマネジャー 介護保険制度において、ケアプランを作成する専門職！介護保険制度において、ケアプランを作成する専門職！

約3ヶ月

3級
＋
2級

養成講習

420時間
総合コース

2級＋準1級

約3ヶ月

資格早見表資格初心者
のための 各講座の学習スタート時期・開講日程等は、

25P ★★★★易 難社会保険労務士 雇用制度や年金制度の改革で社労士ニーズは拡大！
注目度上昇中！
雇用制度や年金制度の改革で社労士ニーズは拡大！
注目度上昇中！    79,800円～ !

大原は効率性を重視して、忙しい社会人の方で
も受講しやすい講座としています。一発合格を
めざすなら、大原で学習するのがオススメです。

8月約7～12ヶ月
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! 福祉業界への就職を希望される方、または身内
の介護が必要な方にオススメです。

!
初めて学習する方でも一発合格を目指すために、さらに働きながら学習
する方の負担を軽減するために、基礎力養成期（14回）と実力アップ期
（模擬試験2回）で十分合格できるレベルに到達できます。

約４ヶ月

約3ヶ月・約6ヶ月

83,500円

約5ヶ月68,000円～

所定の養成研修を修了し、修了試験に
合格することにより認定となります
実務者養成施設において、所定の研修を
修了することにより認定となります

7月・11月・3月

198,000円～ !
時間がない社会人の方や時間を有効活用したい
方には、1次試験対策の基礎学習がなんと最短30
時間で完了する「診断士30」がオススメです！

約7～12ヶ月 1次試験：7月～8月
（2次試験は1次試験後の10月）26P ★★★★易 難中小企業診断士 経営コンサルタント唯一の国家資格。

幅広い業界で活躍が可能！
経営コンサルタント唯一の国家資格。
幅広い業界で活躍が可能！

26P
★★易 難

★★★易 難

27P
★★易 難

★★★易 難

17,300円～ 約2ヶ月

36,600円～ 約3ヶ月

14,200円～ 約1ヶ月

約3～５ヶ月102,300円～

34P ★★★易 難

★★★易 難

日 本 語 教 師
33P ーー易 難TOEIC®L＆R攻略

29P ★★易 難ＩＴパスポート
29P ★★★易 難基本情報技術者

28P ★易 難パソコン（MOS）

FP（ファイナンシャル・プランナー）

旅行業務取扱管理者

! 文化庁届出受理講座の420時間総合コースを修了すれば日本語
教師の資格を取得できます！初学者でも安心して学習ができます。

!
大原のTOEIC®L&R攻略講座は通訳を目指す方が行うトレー
ニング法を用いて単に目標スコアの達成だけではなく、実戦的
英語コミュニケーション力も合せて身につけることができます。

! 全ての社会人に必要なIT力を証明する国家試
験です。就職や転職時のアピールにもなります。

! 大原なら、通学講座だけでなく、Web通信講座でも
午前試験免除制度が利用できるのでオススメです。

!
Word・Excel®・PowerPoint®ともにコンパクト
なカリキュラムになっていますので、学校や仕事と
MOS試験対策の両立ができます。

!

旅行業務取扱管理者資格取得の最大の魅力は、
楽しく学習できて、なおかつ就職に役立つという
点です。大学生の方なら在学中に資格を取得すれ
ば、就活に有利なだけでなく、入社後の仕事の幅
がぐっと広がります。趣味と実益の両方を兼ねそ
ろえたこの資格、ぜひ取得しておきたい資格です！

!
「色」というものは、人の気分に影響を与えるもの
です。ファッション業界、建設業界、広告など幅広く
必要とされる資格です。この資格でセンスを磨い
てみませんか？

!
医療事務を目指すなら、2級を目指しましょう。2
級を取得することでクリニックで働く時に必要
な知識が身につきます。

28P
★★易 難

★★★易 難

色 彩 検 定
（カラーコーディネーター）

32P
★易 難

★★易 難

医 療 事 務
３級
２級

掲載ページ数 難易度 担当からのアドバイス資格名・概要
初学者が合格するまでに必要な

お金に関する幅広い
知識を活かして
顧客のライフプランを
設計する専門家。

お金に関する幅広い
知識を活かして
顧客のライフプランを
設計する専門家。

旅行業務取扱管理者は
旅のトータルプロデューサー。
旅行業務取扱管理者は
旅のトータルプロデューサー。

TOEIC®Listening & Reading Testは
ビジネスで使える英語力の証明。
TOEIC®Listening & Reading Testは
ビジネスで使える英語力の証明。

あらゆる業種・業務に活用できる注目の国家試験!
ビジネスで使えるIT力が身につく!
あらゆる業種・業務に活用できる注目の国家試験!
ビジネスで使えるIT力が身につく!

IT業界で働くなら必須の国家試験!
本試験当日、午前試験が免除される制度もあります。
IT業界で働くなら必須の国家試験!
本試験当日、午前試験が免除される制度もあります。

30P ★★易 難介 護 福 祉 士

31P ★★★★易 難社 会 福 祉 士

!

! 大原の介護福祉士合格コースは合格に向けてコンパクトな
カリキュラムになっており、仕事と勉強の両立ができます。

介護福祉士国家試験の受験資格として、実務者
研修の修了が必須となります。

! 相談援助職（ソーシャルワーカー）になるには、
社会福祉士がオススメです。

高齢化社会への進行の中で最も注目されている
介護における最高峰の資格。
高齢化社会への進行の中で最も注目されている
介護における最高峰の資格。

医療福祉に関する相談援助の専門職!医療福祉に関する相談援助の専門職!

秘 書 検 定 ビジネスに必要なマナーや作法を
身に付けることができる。
ビジネスに必要なマナーや作法を
身に付けることができる。

高校生・大学生・社会人に大人気!
就職・転職で有利になるパソコン力の証明。
高校生・大学生・社会人に大人気!
就職・転職で有利になるパソコン力の証明。

仕事や生活に、あらゆるシーンで
知識を活かせる
色彩のスペシャリスト。

仕事や生活に、あらゆるシーンで
知識を活かせる
色彩のスペシャリスト。

病院・クリニックで働くための
人気資格！
病院・クリニックで働くための
人気資格！

33P
★★易 難

★★★易 難

３級
２級・AFP

目指す試験時期標準学習期間一般的な受講料

国内
総合
３級
２級

23,000円 約1ヶ月

27,000円 約3ヶ月

外国人に日本語・日本文化を教えるという仕事。外国人に日本語・日本文化を教えるという仕事。

２級
準１級

!
FPは社会に直結した「実践的資格」です。自分自
身の生活を豊かにするためならば2級、ビジネス
で活かすならば2級+AFPを目指しましょう！

１月・５月・９月

２月・６月・１０月

74,300円～ 約4～9ヶ月 ９月

120,100円～ 約4～9ヶ月 １０月

６月・１１月

489,000円～ 約9～15ヶ月 大原の420時間総合コースを
修了すれば資格が得られます。

30,000円～ 約２～６ヶ月 毎月

15,000円～ 約２ヶ月 いつでも受験できます

75,300円～ 約5～8ヶ月

19,300円～ 約１ヶ月 いつでも受験できます

上期（4月・5月）
下期（10月・11月）

介護福祉士国家試験
１月

一般養成施設 488,000円～
受験対策講座 68,200円～

実務者研修 69,800円～

受験対策 40,000円

一般養成施設　通信課程：1年6ヶ月
 夜間通学課程：1年
受験対策講座：約4ヶ月

社会福祉士国家試験
2月

10月

!

秘書検定は３級・２級・準１級・１級に分かれていま
すが、３級～準１級の内容は、共通した内容が多
く、各級ごとに問われる「深さ」をしっかり理解すれ
ば、複数の級をまとめて学ぶことができるため、大
原では２級・準１級対策をまとめて学べる構成にし
ています。

29,600円　
２月・６月・１1月

※2月は2級と3級のみ。
※2級はCBT試験を選択可。

約4ヶ月

30P ★易 難介護職員初任者研修 高齢化社会においてサービス業や接客業でも身につけて
おきたい「基本的な介護の知識や技術」を習得。
高齢化社会においてサービス業や接客業でも身につけて
おきたい「基本的な介護の知識や技術」を習得。

　

34P キャリアコンサルタント !
大原のキャリアコンサルタント養成講習は、
厚生労働大臣認定講習なので本講座を受講・
修了すると受験資格が得られます。

人びとのキャリア形成をサポートし、
人・企業・社会の架け橋となる
人びとのキャリア形成をサポートし、
人・企業・社会の架け橋となる 294,000円

31P ★★★★易 難ケアマネジャー 介護保険制度において、ケアプランを作成する専門職！介護保険制度において、ケアプランを作成する専門職！

約3ヶ月

3級
＋
2級

養成講習

420時間
総合コース

2級＋準1級

約3ヶ月

資格早見表資格初心者
のための 各講座の学習スタート時期・開講日程等は、

25P ★★★★易 難社会保険労務士 雇用制度や年金制度の改革で社労士ニーズは拡大！
注目度上昇中！
雇用制度や年金制度の改革で社労士ニーズは拡大！
注目度上昇中！    79,800円～ !

大原は効率性を重視して、忙しい社会人の方で
も受講しやすい講座としています。一発合格を
めざすなら、大原で学習するのがオススメです。

8月約7～12ヶ月
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浅井

【資格の王国 講座の紹介】 あなたを成功に導く大原の31講座

公認会計士
講座担当

関根 裕司

私たち常勤講師は、公認会計士合
格を目指す方を合格までサポート
します。
ご質問への対応はもちろん、学習上
の相談も何なりとお受けします。私
たちの用意したカリキュラムに沿っ
て最後までついてきていただけれ
ば、一発合格も十分
に可能です。

約2年

毎月
【短答式試験】
12月初旬の日曜日及び
5月下旬の日曜日
【論文式試験】
8月下旬の3日間（土日含む）

490,000円～870,000円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■2021年合格者数／1,360人（合格率：9.6％）
　（試験機関発表の全国合格者、合格率）
■受験資格／なし
■試験科目／

取得のカギ

「誰も解けない問題を必死に解答する」のではなく、
「みんなが解答できる項目を落とさないこと」がポイント
　論文式試験の合格ラインは、得点比率の５２％を基
準にして一定の比率で判定している。わかりやすくい
うと「平均点より少し上」が合否のラインとなるので、
いかに他の受験生が解ける問題を正答できるかが大
切となる。メインの科目である会計学（財務会計論・管
理会計論）を中心にしっかりと学習を進めれば、充分
初学者の一発合格も可能である。

活躍の場は多岐にわたる、会計分野のプロフェッショナル！
監査業務は、企業が外部の第三者に対
し公表する決算書類（財務諸表）が正しい
かどうかをチェックする業務であり、日本
の健全な経済発展のためには必要不可
欠である。実際の監査業務はただ書類に
目を通すだけでなく、いろいろなクライ
アントとのセッションや実地調査など、監
査業務を通じて貴重な経験を積むことが
できるのも大きな魅力と言える。

担当講師
から一言

Voice

■問い合わせ先／
公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 試験担当係
TEL：03－5251－7295
ホームページ https://www.fsa.go.jp/cpaaob/

財務会計論、管理会計論、企業法、
監査論、租税法

※租税法および選択科目は、論文式試験のみ実施

必須科目

経営学・経済学・民法・統計学
（うち1科目選択）選択科目

公
認
会
計
士
試
験
合
格
者

科目合格制度に
より、合格した科
目は2年間免除!

年2回の実施
により合格チ
ャンス拡大

公認会計士試験 公
認
会
計
士

短
答
式
試
験

論
文
式
試
験

短
答
式
試
験
合
格
者

実
務
補
習（
所
定
単
位
習
得
）

業
務
補
助（
2
年
以
上
）

修
了
考
査（
日
本
公
認
会
計
士
協
会
）

実務補習の全課程を修了した者は、日本公認会計士
協会が実施する「修了考査」が受験でき、これに合格
した者が晴れて公認会計士となる。

2年間以上、監査法人または公認会計士の業務を
補助するか、企業等において一定の監査類似の業
務に従事することが必要。ただし、公認会計士試験
合格の前後は問わない。

短答式試験合格者は
短答式試験を2年間
免除!

公認会計士になるまで

監査・コンサルティングから内部統制。
益々社会のニーズが高まる会計プロフェッショナル。

公認会計士
●監査業務は公認会計士にのみ許された独占業務！
●会計のプロとして様々なフィールドで活躍できる！
●医師・弁護士と並ぶ３大国家資格として、社会的ステータスも高い！

難易度 ★★★★★易 難

国家
試験

右記バーコードから
簡単アクセス

人のため地域のために働く、やりがいのある仕事

公務員（文章理解）
講座担当

戸辺 美葉

警察官・消防官に合格するために
は、効率的かつ効果的な学習が必
要です。大原では、まず基礎的な理
解を目的に講義を展開し、試験直前
には毎週模擬試験で実力を確認し
ます。また、繰り返しの添削指導や
面接指導で、合格を
確実なものにしてい
きます。

地域の安全のために働く「警察官」
警察官の仕事は大きく地域警察、刑事警察、交
通警察、生活安全警察、警備警察に分けることが
でき、様々な人材が活躍している。また、女性警察
官の場合、女性犯罪の捜査や少年補導、防犯活
動、警察広報活動など女性ならではの特色を活か
し多方面で活躍している。

火災消火から救急活動まで
住民の安全を守る「消防官」
消防官は消火活動の他、火災予防活動、人命救
助活動、救急活動や災害に対する防災活動など、
住民の生命・財産を守る重要な活動をしている。

担当講師
から一言

Voice
公務員（経済学）

講座担当

江尻 正幸

公務員試験は幅広い学習範囲から、
試験傾向にあわせ効率よく学習しな
くてはいけません。また、近年人物評
価が重視されており、論文･面接試
験対策も重要です。大原では繰り返
し面接指導をし、最終合格まで指導
をしますので、一緒
に頑張りましょう。

地方上級、一般職（大卒程度）：一次試験 4～6月（試験種や自治体により異なる）
地方中級・初級、国家一般職（高卒程度）：一次試験 9～10月（試験種や自治体により異なる）

地方上級、一般職（大卒程度）：
受験前々年の4月～受験年の3月
地方中級・初級、国家一般職（高卒程度）：
受験前年の9月～受験年の7月

地方上級、一般職（大卒程度）：約4～14ヶ月
地方中級・初級、国家一般職（高卒程度）：約2～10ヶ月

地方上級、一般職（大卒程度）：
55,000円～414,500円
地方中級・初級、国家一般職（高卒程度）：
56,000円～198,600円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド

公務員には国家公務員と地方公務員があ
り、国民や住民がより快適に生活できる環
境を整えるのが公務員の仕事である。国家
公務員は国の政策企画･立案、法の制定・改
正、予算編成、各種審議会の運営などに携
わり、国の舵取り役として活躍する。地方公
務員は住民の声が届きやすいところで地域
の実情に適した行政サービスを実施でき、
自分の仕事の成果が分かりやすく、いろい
ろな分野で仕事ができる。

担当講師
から一言

Voice

採用までの流れ 国家公務員・地方公務員に関わらず
ほぼ同様の流れとなります。

出
願

1
次
試
験

1
次
試
験
合
格
発
表

2
次
試
験

最
終
合
格

1次試験で課される論作文試験や2次試験で課される人物試験が重要視される
傾向にあり、試験種によっては配点比率が5割を超えるところもあるほど！
論作文試験や人物試験攻略が最終合格の“カギ”と言えます!

■競争率／国家公務員一般職(大卒程度)：3.6倍（令和3年）
■受験資格／年齢･最終学歴･勤務年数など志望先によって異なる
 主な公務員試験(年齢要件）
 国家公務員一般職（大卒程度）：21歳～30歳以下　
 国家公務員一般職（高卒程度）：17歳～20歳以下

■問い合わせ先／[地方公務員] 各地方自治体人事委員事務局
 [国家公務員] 人事院　など

教養（択一式）試験、専門（択一式）試験、
論文試験、面接・適性試験を実施必須科目

※多肢選択式試験の試験科目および論文試験の内容は志望先によって異なる

■試験科目／

　

大卒程度：自治体により異なる
高卒程度：一次試験：９月（試験種や自治体により異なる）

大卒程度：受験前々年の10月～受験年の2月
高卒程度：受験前年の9月～受験年の7月

大卒程度：約9ヶ月
高卒程度：約2～10ヶ月

大卒程度：
56,000円～273,900円
高卒程度：
56,000円～199,600円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■競争率／警視庁警察官(男性：大卒程度)：4.6倍（令和2年）
 東京消防庁Ⅰ類：第1回6.8倍（令和2年）
■受験資格／年齢･最終学歴･勤務年数など志望先によって異なる
 主な公務員試験
 警視庁警察官(大卒程度)：大学卒業（見込）かつ35歳未満

■問い合わせ先／[警察官] 警視庁および道府県警察本部
 [消防官] 東京消防庁および全国の市町村

教養（択一式）試験、論文試験、
面接試験・適性検査、体格検査、身体検査を実施必須科目

※教養（択一式）試験の試験科目および論文試験の内容は志望先によって異なる

■試験科目／

活躍できるフィールド
警察官の活躍できるフィールドは多岐に渡ります。最も身近な警察とし
て地域住民を守る地域警察、安全な交通社会を実現する交通警察、犯罪
捜査の最前線に立つ刑事警察、子供や女性を守る生活安全警察、テロや
ゲリラなどから社会を守る警備警察などさまざまです。
教育システム

初
任
教
養

（
警
察
学
校
）

初
任
補
修
教
養

（
警
察
学
校
）

職
場
実
習

（
警
察
署
）

実
戦
実
習

（
警
察
署・地
域
課
交
番
勤
務
）

採用時教養

大卒
高卒

6ヶ月
10ヶ月

4ヶ月
4ヶ月

2ヶ月
3ヶ月

3ヶ月
4ヶ月

各
自
の
適
性
や
能
力
、

本
人
の
希
望
に
よ
り

各
専
門
分
野
に

進
む
こ
と
も
可
能

社会公共のためにやりがいを
もって働ける。

公務員 国家一般職／国税専門官／
地方上級･中級･初級　等

難易度 ★★易 難地方中級・初級、
国家一般職（高卒程度）

難易度 ★★★★易 難地方上級、
国家一般職（大卒程度）

●社会的意義・規模が大きい仕事ができる。
●地域に密着したやりがいのある仕事ができる。
●整った労働環境で充実した生活が送れる。

大原 公務員 検索

さらに詳しく

社会の平和と安全を守る、
頼りになる存在。

警察官・消防官大卒レベル・高卒レベル

●地域の治安を守る仕事ができる。
●地域に密着したやりがいのある仕事ができる。
●整った労働環境で充実した生活が送れる。

難易度 ★★★易 難警察官、消防官
（大卒程度）

難易度 ★★易 難警察官、消防官
（高卒程度）

右記バーコードから
簡単アクセス

右記バーコードから
簡単アクセス資格のオススメ

POINT

日本国の現在と未来のグランドデザインを作る

公務員（政策研究）
講座担当

廣川 英明

国家総合職試験に合格するためには、各科目
の学習はもちろん、諸々の政策に関する知識
の蓄積と深い理解が欠かせません。グループ
討議やグループワークをふんだんに取り入
れた、大原独自の「政策研究ゼミ」を活用する
ことで、回を追うごとに成長する自分を感じ
ることができるはずで
す。志高い仲間たちと切
磋琢磨する濃密な時間
の積み重ねが、あなたを
必ず内定に導きます。

国家総合職（大卒程度）：
一次試験 4月

国家総合職（大卒程度）：
受験前々年の4月～受験前年の12月

国家総合職（大卒程度）：約4～14ヶ月

国家総合職（大卒程度）：
246,000円～618,000円

学 習 前 に チェ ッ ク

標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド

国家公務員総合職は、主に中央省庁（1府12省庁と外局）で、法律・政令・規則などを作った

り、改正したりするための政策立案を行います。そしてそれを決定する権限を持つ人たち（総

理大臣はじめ閣僚、国会議員など）や利害関係のある業界団体、市民団体などの人たちに、政

策案の説明（レクチャーと言います）をしたり、根回しをしたりということも担当します。単に名

誉あるエリートというだけではなく、30～50年後、場合によっては100年後の日本社会の

グランドデザインを作るやりがいのある仕事です。

担当講師
から一言

Voice

■競争率／国家公務員総合職(法律)：18.7倍（令和3年）
 国家公務員総合職(経済)：7.5倍（令和3年）
■受験資格／試験区分によって異なる
 国家総合職(大卒区分）：年齢要件
 21歳～30歳未満　

■問い合わせ先／人事院　など

基礎能力試験（多岐選択式）、専門試験（多岐選択式）、
専門試験（記述式）、政策論文試験、人物試験を実施必須科目

※多肢選択式試験の試験科目および論文試験の内容は試験区分によって異なる

■試験科目／

　

行政の中枢で
国と国民のために働く

●歴史に残る仕事、地図に残る仕事ができる

大原 国家総合職 検索

さらに詳しく

右記バーコードから
簡単アクセス資格のオススメ

POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

大原 警察官・消防官 検索

さらに詳しく

大原 公認会計士 検索

さらに詳しく公務員 国家総合職
難易度 ★★★★★易 難

19

2022.1.19
宮崎

2022.2.25
森

2022.3.14
浅井

【資格の王国 講座の紹介】 あなたを成功に導く大原の31講座

公認会計士
講座担当

関根 裕司

私たち常勤講師は、公認会計士合
格を目指す方を合格までサポート
します。
ご質問への対応はもちろん、学習上
の相談も何なりとお受けします。私
たちの用意したカリキュラムに沿っ
て最後までついてきていただけれ
ば、一発合格も十分
に可能です。

約2年

毎月
【短答式試験】
12月初旬の日曜日及び
5月下旬の日曜日
【論文式試験】
8月下旬の3日間（土日含む）

490,000円～870,000円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■2021年合格者数／1,360人（合格率：9.6％）
　（試験機関発表の全国合格者、合格率）
■受験資格／なし
■試験科目／

取得のカギ

「誰も解けない問題を必死に解答する」のではなく、
「みんなが解答できる項目を落とさないこと」がポイント
　論文式試験の合格ラインは、得点比率の５２％を基
準にして一定の比率で判定している。わかりやすくい
うと「平均点より少し上」が合否のラインとなるので、
いかに他の受験生が解ける問題を正答できるかが大
切となる。メインの科目である会計学（財務会計論・管
理会計論）を中心にしっかりと学習を進めれば、充分
初学者の一発合格も可能である。

活躍の場は多岐にわたる、会計分野のプロフェッショナル！
監査業務は、企業が外部の第三者に対
し公表する決算書類（財務諸表）が正しい
かどうかをチェックする業務であり、日本
の健全な経済発展のためには必要不可
欠である。実際の監査業務はただ書類に
目を通すだけでなく、いろいろなクライ
アントとのセッションや実地調査など、監
査業務を通じて貴重な経験を積むことが
できるのも大きな魅力と言える。

担当講師
から一言

Voice

■問い合わせ先／
公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 試験担当係
TEL：03－5251－7295
ホームページ https://www.fsa.go.jp/cpaaob/

財務会計論、管理会計論、企業法、
監査論、租税法

※租税法および選択科目は、論文式試験のみ実施

必須科目

経営学・経済学・民法・統計学
（うち1科目選択）選択科目

公
認
会
計
士
試
験
合
格
者

科目合格制度に
より、合格した科
目は2年間免除!

年2回の実施
により合格チ
ャンス拡大
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士
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）

実務補習の全課程を修了した者は、日本公認会計士
協会が実施する「修了考査」が受験でき、これに合格
した者が晴れて公認会計士となる。

2年間以上、監査法人または公認会計士の業務を
補助するか、企業等において一定の監査類似の業
務に従事することが必要。ただし、公認会計士試験
合格の前後は問わない。

短答式試験合格者は
短答式試験を2年間
免除!

公認会計士になるまで

監査・コンサルティングから内部統制。
益々社会のニーズが高まる会計プロフェッショナル。

公認会計士
●監査業務は公認会計士にのみ許された独占業務！
●会計のプロとして様々なフィールドで活躍できる！
●医師・弁護士と並ぶ３大国家資格として、社会的ステータスも高い！

難易度 ★★★★★易 難

国家
試験

右記バーコードから
簡単アクセス

人のため地域のために働く、やりがいのある仕事

公務員（文章理解）
講座担当

戸辺 美葉

警察官・消防官に合格するために
は、効率的かつ効果的な学習が必
要です。大原では、まず基礎的な理
解を目的に講義を展開し、試験直前
には毎週模擬試験で実力を確認し
ます。また、繰り返しの添削指導や
面接指導で、合格を
確実なものにしてい
きます。

地域の安全のために働く「警察官」
警察官の仕事は大きく地域警察、刑事警察、交
通警察、生活安全警察、警備警察に分けることが
でき、様々な人材が活躍している。また、女性警察
官の場合、女性犯罪の捜査や少年補導、防犯活
動、警察広報活動など女性ならではの特色を活か
し多方面で活躍している。

火災消火から救急活動まで
住民の安全を守る「消防官」
消防官は消火活動の他、火災予防活動、人命救
助活動、救急活動や災害に対する防災活動など、
住民の生命・財産を守る重要な活動をしている。

担当講師
から一言

Voice
公務員（経済学）

講座担当

江尻 正幸

公務員試験は幅広い学習範囲から、
試験傾向にあわせ効率よく学習しな
くてはいけません。また、近年人物評
価が重視されており、論文･面接試
験対策も重要です。大原では繰り返
し面接指導をし、最終合格まで指導
をしますので、一緒
に頑張りましょう。

地方上級、一般職（大卒程度）：一次試験 4～6月（試験種や自治体により異なる）
地方中級・初級、国家一般職（高卒程度）：一次試験 9～10月（試験種や自治体により異なる）

地方上級、一般職（大卒程度）：
受験前々年の4月～受験年の3月
地方中級・初級、国家一般職（高卒程度）：
受験前年の9月～受験年の7月

地方上級、一般職（大卒程度）：約4～14ヶ月
地方中級・初級、国家一般職（高卒程度）：約2～10ヶ月

地方上級、一般職（大卒程度）：
55,000円～414,500円
地方中級・初級、国家一般職（高卒程度）：
56,000円～198,600円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド

公務員には国家公務員と地方公務員があ
り、国民や住民がより快適に生活できる環
境を整えるのが公務員の仕事である。国家
公務員は国の政策企画･立案、法の制定・改
正、予算編成、各種審議会の運営などに携
わり、国の舵取り役として活躍する。地方公
務員は住民の声が届きやすいところで地域
の実情に適した行政サービスを実施でき、
自分の仕事の成果が分かりやすく、いろい
ろな分野で仕事ができる。

担当講師
から一言

Voice

採用までの流れ 国家公務員・地方公務員に関わらず
ほぼ同様の流れとなります。

出
願

1
次
試
験

1
次
試
験
合
格
発
表

2
次
試
験

最
終
合
格

1次試験で課される論作文試験や2次試験で課される人物試験が重要視される
傾向にあり、試験種によっては配点比率が5割を超えるところもあるほど！
論作文試験や人物試験攻略が最終合格の“カギ”と言えます!

■競争率／国家公務員一般職(大卒程度)：3.6倍（令和3年）
■受験資格／年齢･最終学歴･勤務年数など志望先によって異なる
 主な公務員試験(年齢要件）
 国家公務員一般職（大卒程度）：21歳～30歳以下　
 国家公務員一般職（高卒程度）：17歳～20歳以下

■問い合わせ先／[地方公務員] 各地方自治体人事委員事務局
 [国家公務員] 人事院　など

教養（択一式）試験、専門（択一式）試験、
論文試験、面接・適性試験を実施必須科目

※多肢選択式試験の試験科目および論文試験の内容は志望先によって異なる

■試験科目／

　

大卒程度：自治体により異なる
高卒程度：一次試験：９月（試験種や自治体により異なる）

大卒程度：受験前々年の10月～受験年の2月
高卒程度：受験前年の9月～受験年の7月

大卒程度：約9ヶ月
高卒程度：約2～10ヶ月

大卒程度：
56,000円～273,900円
高卒程度：
56,000円～199,600円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■競争率／警視庁警察官(男性：大卒程度)：4.6倍（令和2年）
 東京消防庁Ⅰ類：第1回6.8倍（令和2年）
■受験資格／年齢･最終学歴･勤務年数など志望先によって異なる
 主な公務員試験
 警視庁警察官(大卒程度)：大学卒業（見込）かつ35歳未満

■問い合わせ先／[警察官] 警視庁および道府県警察本部
 [消防官] 東京消防庁および全国の市町村

教養（択一式）試験、論文試験、
面接試験・適性検査、体格検査、身体検査を実施必須科目

※教養（択一式）試験の試験科目および論文試験の内容は志望先によって異なる

■試験科目／

活躍できるフィールド
警察官の活躍できるフィールドは多岐に渡ります。最も身近な警察とし
て地域住民を守る地域警察、安全な交通社会を実現する交通警察、犯罪
捜査の最前線に立つ刑事警察、子供や女性を守る生活安全警察、テロや
ゲリラなどから社会を守る警備警察などさまざまです。
教育システム

初
任
教
養

（
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察
学
校
）
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補
修
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交
番
勤
務
）

採用時教養

大卒
高卒

6ヶ月
10ヶ月

4ヶ月
4ヶ月

2ヶ月
3ヶ月

3ヶ月
4ヶ月

各
自
の
適
性
や
能
力
、

本
人
の
希
望
に
よ
り

各
専
門
分
野
に

進
む
こ
と
も
可
能

社会公共のためにやりがいを
もって働ける。

公務員 国家一般職／国税専門官／
地方上級･中級･初級　等

難易度 ★★易 難地方中級・初級、
国家一般職（高卒程度）

難易度 ★★★★易 難地方上級、
国家一般職（大卒程度）

●社会的意義・規模が大きい仕事ができる。
●地域に密着したやりがいのある仕事ができる。
●整った労働環境で充実した生活が送れる。

大原 公務員 検索

さらに詳しく

社会の平和と安全を守る、
頼りになる存在。

警察官・消防官大卒レベル・高卒レベル

●地域の治安を守る仕事ができる。
●地域に密着したやりがいのある仕事ができる。
●整った労働環境で充実した生活が送れる。

難易度 ★★★易 難警察官、消防官
（大卒程度）

難易度 ★★易 難警察官、消防官
（高卒程度）

右記バーコードから
簡単アクセス

右記バーコードから
簡単アクセス資格のオススメ

POINT

日本国の現在と未来のグランドデザインを作る

公務員（政策研究）
講座担当

廣川 英明

国家総合職試験に合格するためには、各科目
の学習はもちろん、諸々の政策に関する知識
の蓄積と深い理解が欠かせません。グループ
討議やグループワークをふんだんに取り入
れた、大原独自の「政策研究ゼミ」を活用する
ことで、回を追うごとに成長する自分を感じ
ることができるはずで
す。志高い仲間たちと切
磋琢磨する濃密な時間
の積み重ねが、あなたを
必ず内定に導きます。

国家総合職（大卒程度）：
一次試験 4月

国家総合職（大卒程度）：
受験前々年の4月～受験前年の12月

国家総合職（大卒程度）：約4～14ヶ月

国家総合職（大卒程度）：
246,000円～618,000円

学 習 前 に チェ ッ ク

標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド

国家公務員総合職は、主に中央省庁（1府12省庁と外局）で、法律・政令・規則などを作った

り、改正したりするための政策立案を行います。そしてそれを決定する権限を持つ人たち（総

理大臣はじめ閣僚、国会議員など）や利害関係のある業界団体、市民団体などの人たちに、政

策案の説明（レクチャーと言います）をしたり、根回しをしたりということも担当します。単に名

誉あるエリートというだけではなく、30～50年後、場合によっては100年後の日本社会の

グランドデザインを作るやりがいのある仕事です。

担当講師
から一言

Voice

■競争率／国家公務員総合職(法律)：18.7倍（令和3年）
 国家公務員総合職(経済)：7.5倍（令和3年）
■受験資格／試験区分によって異なる
 国家総合職(大卒区分）：年齢要件
 21歳～30歳未満　

■問い合わせ先／人事院　など

基礎能力試験（多岐選択式）、専門試験（多岐選択式）、
専門試験（記述式）、政策論文試験、人物試験を実施必須科目

※多肢選択式試験の試験科目および論文試験の内容は試験区分によって異なる

■試験科目／

　

行政の中枢で
国と国民のために働く

●歴史に残る仕事、地図に残る仕事ができる

大原 国家総合職 検索

さらに詳しく

右記バーコードから
簡単アクセス資格のオススメ

POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

大原 警察官・消防官 検索

さらに詳しく

大原 公認会計士 検索

さらに詳しく公務員 国家総合職
難易度 ★★★★★易 難
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【資格の王国 講座の紹介】 あなたを成功に導く大原の31講座

地方公会計
講座担当

佐藤 恒之介

大原では、日々の仕訳や基本的な財務
書類の作成手順、固定資産台帳の整備、
財務書類の見方・関係などを学習できる
統一的な基準による地方公会計の基礎
学習に最適な講座です。地方公共団体・
地方公営企業にお勤めの方はもちろん、
システムベンダー系企
業にお勤めの方や地
方公務員を目指す大
学生・高校生の方へも
オススメします。

［3級］約2ヵ月
［2級］約2ヵ月
随時
4月、10月
14,300円～
19,800円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／令和3年10月（第12回）

日本ビジネス技能検定協会 地方公会計検定®

[3級]44.8％　[2級]69.3％
（試験機関発表の全国合格率）

■受験資格／なし
■試験形式／多肢選択式（マークシート）
■問い合わせ先／一般財団法人　日本ビジネス技能検定協会
 TEL：03-5281-5381
 ホームページ http://www.jab-kentei.or.jp/

本格的な発生主義会計・複式簿記を取り入れた
新地方公会計
地方公共団体における財務書類の整備が進む中、本格的な発生主義会計・複式簿記を取り入
れた新地方公会計に対応できる人材教育は、我が国の地方財政の効率化・適正化を推進する
上で、重要な意味を持っています。

地方公共団体・地方公営企業にお勤めの方はオススメ！
適切に固定資産台帳を更新し、財務書類を作成することによって、財務書類や各種指標を多
面的に分析し、改善していくことが可能となります。各自治体にお勤めの方にとって、発生主義・
複式簿記の知識と新地方公会計の財務書類等の知識はもはや必須と言えます。

担当講師
から一言

Voice

難易度
3級 ★★易 難

難易度
2級 ★★★易 難

取得のカギ

地方自治体の財政課では
新公会計制度の知識は必須！
各自治体での財務書類の整備が進む中、今
後はその利活用が求められます。本講座では
新制度での実務に直結する内容を基礎編、応
用編として、確実にステップアップしながら習
得することが可能であり、検定試験でその実
力を適正に評価できることが魅力です。

総務省『統一的な基準』 完全対応！！

地方公会計
●複式簿記の知識と実務に役立つ財務書類の見方を最も効率的に学習できます。
●学習の効果を検定試験によって評価できます。

右記バーコードから
簡単アクセス

簿記講座担当

塚本 彩乃

「簿記」の学習内容は奥が深く、様々
な可能性を拡げることのできる知識
です。そのためには簿記の基礎知識
を正しく、しっかり身につけることが
重要です。簿記知識を身につけてい
ただくために必要なものがすべて
大原にはあります。
一緒にがんばりま
しょう！

学 習 前 に チェ ッ ク
[3級]約3ヶ月　
[2級]約5ヶ月　
[1級]約6ヶ月

標準学習期間

毎月 ※級により異なります。開講時期

日商簿記検定の場合
統一試験：6月、11月、2月
ネット試験：随時

試験実施時期

24,500円～204,200円受講料の目安

試験ガイド

商業簿記3級

商業簿記、工業簿記2級

商業簿記・会計学、工業簿記・原価計算1級

■合格率／2021年11月（第159回）日商簿記検定
　　　　　[3級] 27.1％ [2級] 30.6％ [1級] 10.2％ （試験機関発表の全国合格率）
■受験資格／なし
■試験科目／

■問い合わせ先／日本商工会議所　検定情報ダイヤル
 TEL：050－5541－8600
 ホームページ http://www.kentei.ne.jp/

取得のカギ

独学ではなく将来を見据えれば
大原での学習がオススメ
簿記に関する書籍は数多くあり、気軽に学習
を始められる。しかし独学ではメリハリがつけ
にくく、かえって理解に時間がかかり、取得に時
間を要する結果になることもある。大原を利用
し、基礎をしっかり身に付けることが合格への
近道であると同時に、将来の可能性を広げる。

あらゆる業種、業界で
必要となる必須知識
社会人ならぜひ身につけたい簿記2級
簿記とは商品取引に関わるお金の動きを整理・記録する

ための手段。企業の経済活動は複雑であり、それを段階を
追って学習するのが「簿記」である。
簿記3級では小規模な株式会社を前提とした帳簿記入

の方法を学習し、簿記2級では3級で学習していない株式
会社の会計処理を、さらに1級では大企業の会計について
学習する。従って、一般的には、株式会社会計の基礎を学習
する2級までの学習経験者が「簿記知識を有している」と見
られるため、2級までの修得をまず目標とする方が多い。

担当講師
から一言

Voice

年間のべ約50万人が
受験する日商簿記検定
人気の理由はこんなにある
企業の

経理部門で働く
必須スキル

会計資格の
登竜門

履歴書に書ける
損益計算書や
貸借対照表が
読める

資産運用の
基礎知識として
ニーズが増加中

就職活動に
役立つ

ビジネス全般に
役立つ知識

大学の講義・
単位認定

はじめての
資格学習として
挑戦しやすい

建設業経理士
講座担当

金子 純一

大原のカリキュラムでは、必要な知
識を総合的にインプットしていく「基
本講義」と試験傾向を踏まえた本試
験形式の「直前対策」の2段構えで
取り組みます。
安心して大原で学習をスタートして
ください。

［3級・2級］約3ヶ月
［1級（各科目）］約2～3ヶ月

例年4月～2月
3月、9月
15,600円～
173,200円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド

建設業の簿記・原価計算3級
建設業の簿記・原価計算及び会社会計2級
建設業原価計算、財務諸表及び財務分析1級

■合格率／2021年3月検定 ［3級］70.4％　［2級］41.1％
 ［1級］財務諸表21.9％　財務分析20.8％　原価計算11.2％ 
 （試験機関発表の全国合格率）

■受験資格／なし
■試験科目／

■問い合わせ先／（財）建設業振興基金 経理試験課
 TEL：03－5473－4581
 ホームページ https://www.keiri-kentei.jp

取得のカギ

日商簿記学習経験者は短期合格が可能！
日商簿記学習経験のある方は、日商簿記での学
習内容が多く重なっていることから、既に合格に
近い位置にいるといえます。日商簿記２級・１級を
受験された方であれば、短期合格を目指せる!

建設業界の経理・管理
担当者に必携のスキル
国土交通大臣が認定する建設業経理士は、
建設業界における簿記に相当する検定制度だ
といえる。この検定試験は建設業者の経営管
理能力を客観的に評価する基準となるもので
あり、建設会社の経理や管理部門に従事する
人にはまさに必携といえる資格である。
また資格取得を昇給・昇格の条件とする企業
も多いことから、就職後もキャリアアップの手
段として通用することになる。

担当講師
から一言

Voice

公共工事入札に係る
経営事項審査の評価対象
「建設業経理士」
国や地方自治体が発注する公共工事の入
札制度では、一定規模以上の発注に一般競
争入札制が導入されています。また競争参
加資格制度の審査基準のひとつに、その企
業に建設業経理士が何人いるか、というも
のがあります。つまり2級・1級建設業経理士
の人数が、その建設企業のランクを決める
ひとつの要因になるのです。

簿記は社会人にとって必須のスキル。
2級以上は取得しておきたい！

簿　　記
●会社のお金の流れがわかる。　●財務・会計の知識が身につく。
●就職・転職に有利。
●3級から2級へというようにステップアップできる。

建設業界の簿記検定。
キャリアアップや就職に威力を発揮！

建設業経理士
●簿記を学習していれば短期合格可能。　●昇給・昇格の評価に直結する。
●建設業界への就職・転職の武器になる。
●3級から2級へというようにステップアップできる。

右記バーコードから
簡単アクセス

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度
3級 ★★易 難

難易度
2級 ★★★易 難

難易度
1級 ★★★★易 難

難易度
3級 ★★易 難

難易度
2級 ★★★易 難

難易度
1級 ★★★★易 難

ネット試験
対策も万全!

取得のカギ

一度合格した科目は一生有効！試験制度の特色を活かし
自分の環境に合わせた学習プランが立てられる！

税理士試験の試験科目は、全部で11科目あり、そ
の中から自分で5科目を選択できる。一部必須の科
目もあるが、かなり選択の幅があるので、科目のボ
リューム、難易度、共通性を考えて選べる。

必ずしも一度に5科目全てに合格する必要はなく、
1科目ずつ合格することができる。また、一度合格し
た科目は一生有効なので、受験計画を立て、働きな
がら資格を取ることが十分可能。

税理士講座担当

水上 明

税理士試験は難易度の高い国家試
験ですが、受験者も非常に多い試験
です。大学生、社会人、主婦の方等、
様々な方が合格されています。「初
学者の方が一発で合格する」初学者
専用のコースを実現。私達講師陣が
合格へ導きます！

大学生・受験専念者等：
約2～3年　
社会人等：約3～5年

毎月

例年8月

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／各科目の令和3年度の合格率11.9%～23.9%（試験機関発表の全国合格率）
■受験資格／

■試験科目／

独立開業や税理士法人・税理士事務所さらに一般企業まで
あらゆるシーンで活躍の舞台が用意されている
税理士とは、顧客や顧問先の依頼に応じて税務書類
を作成し、税務上の指導や助言を行う、税務のプロ
フェッショナル。税務官公署に提出する申告・申請・届け
出などを行う「税務の代理」、確定申告書・青色申告承認
申請書・不服申立書を作成する「税務書類の作成」、所
得金額や税額の計算・税法上の処理についての相談に
応じる「税務の相談」の3つの主要業務は、税理士だけ
に認められる独占業務です。
この他に企業の経営コンサルタント業務に力点をシ
フトさせている税理士も年々増加しております。

担当講師
から一言

Voice

1日商簿記検定1級または全経簿記検定上級の合格者
②大学又は短大の卒業者※
③大学3年次以上で、62単位以上を取得した者※
④2年以上の実務経験者　　他
※②③は法律学又は経済学を1科目以上履修。受験資格の詳細は国税庁・各国税局に確認のこと。

簿記・財表初学者パック

281,000円～383,000円

税理士として活躍するまで

官報合格（5科目合格）

一部科目合格（1～3科目）

税理士事務所等へ就職

地域の税理士会に登録

働きながら学習

実務経験は税理士試験
合格の前でも後でもOK!

実務経験2年

独立して
開業する

税理士法人、
税理士事務所で
活躍する

一般企業で
活躍する

科目
選択制度

科目
合格制度■問い合わせ先／国税庁ホームページ（受験資格について）

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/qa/qa03.htm

簿記論・財務諸表論

※必修科目や選択必修科目の規定があるので確認のこと

会計科目
所得税法・法人税法・相続税法・消費税法
酒税法・国税徴収法・住民税・事業税・固定資産税税法科目

難易度 ★★★★易 難
コンサルティングまでこなす税務・会計のスペシャリスト。
1科目の合格から就職できるのが強み。

税  理  士
●独立開業できる。
●1科目の合格から就職できる。
●働きながら学習できる。

●高収入が期待できる。
●生涯仕事ができる。
●簿記の知識があると学習に有利。

国家
試験

右記バーコードから
簡単アクセス資格のオススメ

POINT
資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

大原 税理士 検索

さらに詳しく

大原 建設業経理士 検索

さらに詳しく

大原 地方公会計 検索

さらに詳しく

大原 簿記講座 検索

さらに詳しく
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【資格の王国 講座の紹介】 あなたを成功に導く大原の31講座

地方公会計
講座担当

佐藤 恒之介

大原では、日々の仕訳や基本的な財務
書類の作成手順、固定資産台帳の整備、
財務書類の見方・関係などを学習できる
統一的な基準による地方公会計の基礎
学習に最適な講座です。地方公共団体・
地方公営企業にお勤めの方はもちろん、
システムベンダー系企
業にお勤めの方や地
方公務員を目指す大
学生・高校生の方へも
オススメします。

［3級］約2ヵ月
［2級］約2ヵ月
随時
4月、10月
14,300円～
19,800円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／令和3年10月（第12回）

日本ビジネス技能検定協会 地方公会計検定®

[3級]44.8％　[2級]69.3％
（試験機関発表の全国合格率）

■受験資格／なし
■試験形式／多肢選択式（マークシート）
■問い合わせ先／一般財団法人　日本ビジネス技能検定協会
 TEL：03-5281-5381
 ホームページ http://www.jab-kentei.or.jp/

本格的な発生主義会計・複式簿記を取り入れた
新地方公会計
地方公共団体における財務書類の整備が進む中、本格的な発生主義会計・複式簿記を取り入
れた新地方公会計に対応できる人材教育は、我が国の地方財政の効率化・適正化を推進する
上で、重要な意味を持っています。

地方公共団体・地方公営企業にお勤めの方はオススメ！
適切に固定資産台帳を更新し、財務書類を作成することによって、財務書類や各種指標を多
面的に分析し、改善していくことが可能となります。各自治体にお勤めの方にとって、発生主義・
複式簿記の知識と新地方公会計の財務書類等の知識はもはや必須と言えます。

担当講師
から一言

Voice

難易度
3級 ★★易 難

難易度
2級 ★★★易 難

取得のカギ

地方自治体の財政課では
新公会計制度の知識は必須！
各自治体での財務書類の整備が進む中、今
後はその利活用が求められます。本講座では
新制度での実務に直結する内容を基礎編、応
用編として、確実にステップアップしながら習
得することが可能であり、検定試験でその実
力を適正に評価できることが魅力です。

総務省『統一的な基準』 完全対応！！

地方公会計
●複式簿記の知識と実務に役立つ財務書類の見方を最も効率的に学習できます。
●学習の効果を検定試験によって評価できます。

右記バーコードから
簡単アクセス

簿記講座担当

塚本 彩乃

「簿記」の学習内容は奥が深く、様々
な可能性を拡げることのできる知識
です。そのためには簿記の基礎知識
を正しく、しっかり身につけることが
重要です。簿記知識を身につけてい
ただくために必要なものがすべて
大原にはあります。
一緒にがんばりま
しょう！

学 習 前 に チェ ッ ク
[3級]約3ヶ月　
[2級]約5ヶ月　
[1級]約6ヶ月

標準学習期間

毎月 ※級により異なります。開講時期

日商簿記検定の場合
統一試験：6月、11月、2月
ネット試験：随時

試験実施時期

24,500円～204,200円受講料の目安

試験ガイド

商業簿記3級

商業簿記、工業簿記2級

商業簿記・会計学、工業簿記・原価計算1級

■合格率／2021年11月（第159回）日商簿記検定
　　　　　[3級] 27.1％ [2級] 30.6％ [1級] 10.2％ （試験機関発表の全国合格率）
■受験資格／なし
■試験科目／

■問い合わせ先／日本商工会議所　検定情報ダイヤル
 TEL：050－5541－8600
 ホームページ http://www.kentei.ne.jp/

取得のカギ

独学ではなく将来を見据えれば
大原での学習がオススメ
簿記に関する書籍は数多くあり、気軽に学習
を始められる。しかし独学ではメリハリがつけ
にくく、かえって理解に時間がかかり、取得に時
間を要する結果になることもある。大原を利用
し、基礎をしっかり身に付けることが合格への
近道であると同時に、将来の可能性を広げる。

あらゆる業種、業界で
必要となる必須知識
社会人ならぜひ身につけたい簿記2級
簿記とは商品取引に関わるお金の動きを整理・記録する

ための手段。企業の経済活動は複雑であり、それを段階を
追って学習するのが「簿記」である。
簿記3級では小規模な株式会社を前提とした帳簿記入

の方法を学習し、簿記2級では3級で学習していない株式
会社の会計処理を、さらに1級では大企業の会計について
学習する。従って、一般的には、株式会社会計の基礎を学習
する2級までの学習経験者が「簿記知識を有している」と見
られるため、2級までの修得をまず目標とする方が多い。

担当講師
から一言

Voice

年間のべ約50万人が
受験する日商簿記検定
人気の理由はこんなにある
企業の

経理部門で働く
必須スキル

会計資格の
登竜門

履歴書に書ける
損益計算書や
貸借対照表が
読める

資産運用の
基礎知識として
ニーズが増加中

就職活動に
役立つ

ビジネス全般に
役立つ知識

大学の講義・
単位認定

はじめての
資格学習として
挑戦しやすい

建設業経理士
講座担当

金子 純一

大原のカリキュラムでは、必要な知
識を総合的にインプットしていく「基
本講義」と試験傾向を踏まえた本試
験形式の「直前対策」の2段構えで
取り組みます。
安心して大原で学習をスタートして
ください。

［3級・2級］約3ヶ月
［1級（各科目）］約2～3ヶ月

例年4月～2月
3月、9月
15,600円～
173,200円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド

建設業の簿記・原価計算3級
建設業の簿記・原価計算及び会社会計2級
建設業原価計算、財務諸表及び財務分析1級

■合格率／2021年3月検定 ［3級］70.4％　［2級］41.1％
 ［1級］財務諸表21.9％　財務分析20.8％　原価計算11.2％ 
 （試験機関発表の全国合格率）

■受験資格／なし
■試験科目／

■問い合わせ先／（財）建設業振興基金 経理試験課
 TEL：03－5473－4581
 ホームページ https://www.keiri-kentei.jp

取得のカギ

日商簿記学習経験者は短期合格が可能！
日商簿記学習経験のある方は、日商簿記での学
習内容が多く重なっていることから、既に合格に
近い位置にいるといえます。日商簿記２級・１級を
受験された方であれば、短期合格を目指せる!

建設業界の経理・管理
担当者に必携のスキル
国土交通大臣が認定する建設業経理士は、
建設業界における簿記に相当する検定制度だ
といえる。この検定試験は建設業者の経営管
理能力を客観的に評価する基準となるもので
あり、建設会社の経理や管理部門に従事する
人にはまさに必携といえる資格である。
また資格取得を昇給・昇格の条件とする企業
も多いことから、就職後もキャリアアップの手
段として通用することになる。

担当講師
から一言

Voice

公共工事入札に係る
経営事項審査の評価対象
「建設業経理士」
国や地方自治体が発注する公共工事の入
札制度では、一定規模以上の発注に一般競
争入札制が導入されています。また競争参
加資格制度の審査基準のひとつに、その企
業に建設業経理士が何人いるか、というも
のがあります。つまり2級・1級建設業経理士
の人数が、その建設企業のランクを決める
ひとつの要因になるのです。

簿記は社会人にとって必須のスキル。
2級以上は取得しておきたい！

簿　　記
●会社のお金の流れがわかる。　●財務・会計の知識が身につく。
●就職・転職に有利。
●3級から2級へというようにステップアップできる。

建設業界の簿記検定。
キャリアアップや就職に威力を発揮！

建設業経理士
●簿記を学習していれば短期合格可能。　●昇給・昇格の評価に直結する。
●建設業界への就職・転職の武器になる。
●3級から2級へというようにステップアップできる。

右記バーコードから
簡単アクセス

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度
3級 ★★易 難

難易度
2級 ★★★易 難

難易度
1級 ★★★★易 難

難易度
3級 ★★易 難

難易度
2級 ★★★易 難

難易度
1級 ★★★★易 難

ネット試験
対策も万全!

取得のカギ

一度合格した科目は一生有効！試験制度の特色を活かし
自分の環境に合わせた学習プランが立てられる！

税理士試験の試験科目は、全部で11科目あり、そ
の中から自分で5科目を選択できる。一部必須の科
目もあるが、かなり選択の幅があるので、科目のボ
リューム、難易度、共通性を考えて選べる。

必ずしも一度に5科目全てに合格する必要はなく、
1科目ずつ合格することができる。また、一度合格し
た科目は一生有効なので、受験計画を立て、働きな
がら資格を取ることが十分可能。

税理士講座担当

水上 明

税理士試験は難易度の高い国家試
験ですが、受験者も非常に多い試験
です。大学生、社会人、主婦の方等、
様々な方が合格されています。「初
学者の方が一発で合格する」初学者
専用のコースを実現。私達講師陣が
合格へ導きます！

大学生・受験専念者等：
約2～3年　
社会人等：約3～5年

毎月

例年8月

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／各科目の令和3年度の合格率11.9%～23.9%（試験機関発表の全国合格率）
■受験資格／

■試験科目／

独立開業や税理士法人・税理士事務所さらに一般企業まで
あらゆるシーンで活躍の舞台が用意されている
税理士とは、顧客や顧問先の依頼に応じて税務書類
を作成し、税務上の指導や助言を行う、税務のプロ
フェッショナル。税務官公署に提出する申告・申請・届け
出などを行う「税務の代理」、確定申告書・青色申告承認
申請書・不服申立書を作成する「税務書類の作成」、所
得金額や税額の計算・税法上の処理についての相談に
応じる「税務の相談」の3つの主要業務は、税理士だけ
に認められる独占業務です。
この他に企業の経営コンサルタント業務に力点をシ
フトさせている税理士も年々増加しております。

担当講師
から一言

Voice

1日商簿記検定1級または全経簿記検定上級の合格者
②大学又は短大の卒業者※
③大学3年次以上で、62単位以上を取得した者※
④2年以上の実務経験者　　他
※②③は法律学又は経済学を1科目以上履修。受験資格の詳細は国税庁・各国税局に確認のこと。

簿記・財表初学者パック

281,000円～383,000円

税理士として活躍するまで

官報合格（5科目合格）

一部科目合格（1～3科目）

税理士事務所等へ就職

地域の税理士会に登録

働きながら学習

実務経験は税理士試験
合格の前でも後でもOK!

実務経験2年

独立して
開業する

税理士法人、
税理士事務所で
活躍する

一般企業で
活躍する

科目
選択制度

科目
合格制度■問い合わせ先／国税庁ホームページ（受験資格について）

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/qa/qa03.htm

簿記論・財務諸表論

※必修科目や選択必修科目の規定があるので確認のこと

会計科目
所得税法・法人税法・相続税法・消費税法
酒税法・国税徴収法・住民税・事業税・固定資産税税法科目

難易度 ★★★★易 難
コンサルティングまでこなす税務・会計のスペシャリスト。
1科目の合格から就職できるのが強み。

税  理  士
●独立開業できる。
●1科目の合格から就職できる。
●働きながら学習できる。

●高収入が期待できる。
●生涯仕事ができる。
●簿記の知識があると学習に有利。

国家
試験

右記バーコードから
簡単アクセス資格のオススメ

POINT
資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

大原 税理士 検索

さらに詳しく

大原 建設業経理士 検索

さらに詳しく

大原 地方公会計 検索

さらに詳しく

大原 簿記講座 検索

さらに詳しく

公
務
員

会
計
系

法
律
系

ビ
ジ
ネ
ス
・
経
営
系

情
報
系

医
療
・
福
祉
・
保
育
系

就
職
・
語
学

講
座
の
ご
紹
介
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【資格の王国 講座の紹介】 あなたを成功に導く大原の31講座

行政書士講座担当

蓑島 和樹

行政書士は法令重視の試験です。法
律に興味がある、勉強してみたいと
いう方にはぴったりの試験です。法
律に関しての幅広い分野を学習しま
すから、特に法律初学者の方に向い
ています。ぜひ法律の面白さを味わ
ってください。

約5～12ヶ月
例年10月～6月
例年11月
59,800円～213,000円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／令和3年 11.18％（試験機関発表の全国合格率）
■受験資格／なし
■試験科目／行政書士の業務に関し必要な法令等、
 行政書士の業務に関連する一般知識等
■問い合わせ先／
一般財団法人 行政書士試験研究センター　
TEL：03－3263－7700（試験専用）　
ホームページ https://gyosei-shiken.or.jp/

取得のカギ

『民法』『行政法』を制するものが、試験を制す！
　行政書士試験に合格するためには、１００％（３０
０点）を目指す必要はない。
トータル６０％（１８０点）で合格が可能なので、一
発合格するためには、必要最小限の学習時間で合
格するための効率的な学習が必要となる。大原で
は『民法』『行政法』を重視した講義回数を設定し、
テキスト・問題集に掲載する情報量も充実している
ので、安心して学習を進めることができる。

幅広い知識を学べる法律系スタンダード資格!独立開業にも最適！
行政書士は、一度合格しさえすればいつ

でも独立開業することができる、一生もの
の資格である。
行政書士の仕事には、主に官公署への提

出書類を作る「書類作成業務」、「許認可申
請の代理」等がある。
また、行政書士はコンサルタント的な業

務も求められ、国民と行政のパイプ役を担う
法律の専門家として、ますます活躍の場が
広がっている。
法律系資格の登竜門としてもニーズの高

い資格なので、他の試験にチャレンジする場
合も役立ち、ステップアップにも最適!!

担当講師
から一言

Voice

幅広い知識を学べる法律系スタンダード資格。独立開業にも最適！

行政書士
●将来、独立開業できる。　●法律系の知識を身につけて就職・転職を有利に進めることができる。
●大学生は公務員試験のための基礎力を養うことができる。
●他の資格へのステップアップにも最適！

右記バーコードから
簡単アクセス

行政書士として
活躍するまで

学習開始

行政書士試験

合 格

学歴や資格など
特に制限なく、

誰でも受験できる。

公務員 独立開業 企業内で
キャリアアップ

他資格に
ステップアップ

大学生
公務員試験の足掛り、社労士などの資
格へ進むための法律の入門知識として

会社員
就職･転職に、また企業
内での昇給（昇進）など

パート・アルバイト
身近な法律知識の習
得など

難易度 ★★★★易 難

国家
試験

U.S.CPA
講座担当

小松 美津穂

大原は「大原の講師による日本語の
講義」と「アメリカで人気の英語の講
義」の2つの講義を完備！理解力に合
わせて相互学習が可能です。
U.S.CPA試験の学習をしながら実
践の英語力を強化
できるので、海外勤
務希望の方や外資
系企業にお勤めの
方にもオススメの資
格です。

約12ヶ月
毎月

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
取得のカギ

社会人でも受験しやすい試験制度
1試験日が選べる！
　仕事とのスケジュール調整ができる！
2日本（東京・大阪）で受験が可能！
　忙しい社会人の方でも日帰りで受験ができる！
3科目合格制。受験者の約半数が合格!
4合格点は75％。人数制限はなし！

ビシネスのグローバル化の中で高まるニーズ！
ビジネスのグローバル化が加
速度的に進む中で国内の会計
スキルだけでなく、国際的な会
計知識を持った人材へのニー
ズが高まっている。 担当講師

から一言

Voice

BATIC（国際会計検定）®
講座担当

赤沢 宗俊

BATIC®試験は、皆様の将来の可能
性を大きく切り拓くチャンスとなり
ます。英文財務部門の実務に活かせ
る専門性の高い会計知識や英語力
などを修得していただけますので、
これからの時代のビジネスに役立つ
多くのスキルが
BATIC®の学習には
含まれています。

約1～2ヶ月
毎月
年2回 7月・8月/
 11月・12月

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
取得のカギ

得点に応じて称号が付与される
・初級レベル（50%）…Entry
・中級レベル（80%）…Middle
・上級レベル（90%）…Advanced
の各称号が付与される。BATICはグローバルな
ビジネスシーンに不可欠な英語力と国際会計ス
キルを同時に測る検定試験です。

企業（メーカー・商社・金融等）では日本の会計と合わせて、
国際会計の知識が必要とされている
IFRS（国際財務報告基準）は今や世界の
100カ国を超える国々が採用を表明している。
こうした背景から外資系企業はもちろんのこ
と、日本企業（メーカー・商社・金融等）でも国際
会計は日本の会計知識と同様に必須の知識と
なってきた。これは国際的な会計基準を知るこ
とのみならず、「英語の財務諸表を理解し、作成
する力」が求められていることを示している。

担当講師
から一言

Voice

毎月
（実施日は月により異なる）

499,400円～521,400円

18,000円～19,000円

活躍のフィールド

外資系企業の経理・
財務業務に必携
●本社と連動した英文経理業務
●英文IR（財務広報）業務
●英文財務管理業務
●投資・融資の審査・判断

「英語＋会計」力のある
人材へのニーズが急増
●米国会計基準による英文連結財務
　諸表の作成
●英文経理業務
●海外関連会社の管理
●海外投資家向けIR（財務広報）業務

監査法人・コンサルティング
ファームで活躍
●IFRSや米国基準による監査業務
●国際税務
●米国基準やIFRSの会計ソフトの
　導入運用コンサルティング

グローバルな資格は
海外勤務へのパスポート
●現地法人管理業務
●海外監査法人・税理士法人での業務
●海外子会社・関連会社の管理職

■合格率／FAR：49.98％、REG：62.29％、BEC：65.56％、AUD：52.84％
　（米国公認会計士協会公表データ 2020年の年間累計）
■受験資格／原則として大学卒（在学中でも可）で一定の会計
　単位等が必要となります。ただし、受験資格は州により異なります。
■試験科目／FAR（財務会計）、REG（法規）、BEC（ビジネス環
　境及び諸概念）、AUD（監査と監査証明業務）
■試験形式／試験はCBT（テストセンターのPCに解答を入力する
　試験方法）で行われます。選択問題と事例形式問題が出題されます。
■試験区分／米国公認会計士協会にて行われる全米統一の試験
■問い合わせ先／The Uniform CPA Examination
 ホームページ https://www.aicpa.org/becomeacpa/cpaexam.html

■受験資格／試験当日において、日本国内に居住している方に限る
■試験方式／IBT
　（Internet Based Test・インターネット経由での試験）
■問い合わせ先／東京商工会議所（検定センター）　
 TEL：03－3989－0777
 ホームページ　https://www.kentei.org/batic/

ＢＡＴＩＣ®は就職に有利！
BATIC®は国際会計の入り口
として最適な資格と言えるで
しょう。
「英語+会計」を資格として形
に残すことで、就職活動時に
様々な業種で十分なアピール
材料となります。

グローバル時代を勝ち抜くビジネススキルはU.S.CPA！
世界的に評価の高い資格です！

U.S.CPA（米国公認会計士）
●国際会計知識＋英語力だけでなく、ビジネス全般に役立つ知識の証明になる。
●就職・転職に役立つ。
●最短で大学３年生で合格できる。

短期間で国際的な会計基準である
IFRSの基礎が身に付く！

BATIC（国際会計検定）®
●国際会計知識が英語文で身につく。　●就職･キャリアアップに役立つ。
●国内外問わずに活躍できる。
●検定の称号だけでなく、実務に役立つ知識が身につく。

右記バーコードから
簡単アクセス

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度 ★★★★易 難

農業簿記講座担当

野島 一彦

「営農活動を安定的に行っていく
ためには、自己が行った営農活動
を客観的な数値を根拠として評価
し、分析し、対策を行うことが不可
欠です。農業簿記の学習を通じて
営農活動状況を計数で把握する能
力を身につけてい
きましょう。」

［3級］約2ヶ月
［2級］約4ヶ月
随時
7月、11月
6,500円～

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／2021年7月（第15回）
　　　　　日本ビジネス技能検定協会 農業簿記検定
　　　　　[3級] 70.4％　[2級] 43.2％　[1級] 32.1％ （試験機関発表の全国合格率）
■受験資格／なし
■試験形式／多肢選択式（マークシート）
■問い合わせ先／一般財団法人　日本ビジネス技能検定協会
 TEL：03-5281-5381
 ホームページ http://www.jab-kentei.or.jp/

収入保険制度で注目度UP! 農業に従事している人の必須スキル
農業は一般的な業種に比べて保有する資産の種類も多く、生産される作物の種類も多くあります。さらに、

作業受託収入や国などからの補助金収入などがあり、収入や支出の形態が多様になっているため、健全な
農業経営をするためには、正確な収支記録が必要になります。そこで、一般企業が使用している複式簿記を
ベースにした農業簿記が必要になります。農業を営む個人や企業の関係者などにとっては重要なスキルです。

個人や法人で農業を
営んでいる方にオススメ
青色申告や資金繰りで必要な

帳簿作成の技術が身に付きます。
また、収支状況を正確に把握でき
るようになるので、効率よく農業経
営を行うことができます。

農業金融に携わっている
方にオススメ
農業金融に携わる方は、農家が

つけた帳簿から収支状況を把握し
なくてはいけません。健全な農業
経営をサポートするためにも農業
簿記の知識は必須です。

農学部や農業高校に通い、
農協などへ就職をお考えの
方にオススメ
学校で学んだ農業に関する専門知

識に加え、会計知識を持つことでライ
バルに差をつけることができます。資
格取得は就職活動を有利に導きます。

担当講師
から一言

Voice

取得のカギ

ポイントを絞った教材と講義で
無理なく効率的に学習できる
仕事や学業と両立しながらの資格取得に
は効率的に学習する事が必要となります。大
原の講義DVDでは学習内容の解説はもち
ろんのこと、「重要ポイントはどこなのか？」
もしっかりお伝えして行きますので、効率的
に無理なく学習を進めることができます。

農業経営に必要な会計知識が身につく！

農業簿記
●複雑な農業経営の基礎が身につく。
●簿記の知識があれば短期間で合格可能。
●申告に必要な決算書の作成ができる。

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度
3級 ★★易 難

難易度
2級 ★★★易 難

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

大原 農業簿記 検索

さらに詳しく

大原 USCPA 検索

さらに詳しく

大原 BATIC 検索

さらに詳しく

大原 行政書士 検索

さらに詳しく

難易度 ★★易 難
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行政書士講座担当

蓑島 和樹

行政書士は法令重視の試験です。法
律に興味がある、勉強してみたいと
いう方にはぴったりの試験です。法
律に関しての幅広い分野を学習しま
すから、特に法律初学者の方に向い
ています。ぜひ法律の面白さを味わ
ってください。

約5～12ヶ月
例年10月～6月
例年11月
59,800円～213,000円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／令和3年 11.18％（試験機関発表の全国合格率）
■受験資格／なし
■試験科目／行政書士の業務に関し必要な法令等、
 行政書士の業務に関連する一般知識等
■問い合わせ先／
一般財団法人 行政書士試験研究センター　
TEL：03－3263－7700（試験専用）　
ホームページ https://gyosei-shiken.or.jp/

取得のカギ

『民法』『行政法』を制するものが、試験を制す！
　行政書士試験に合格するためには、１００％（３０
０点）を目指す必要はない。
トータル６０％（１８０点）で合格が可能なので、一
発合格するためには、必要最小限の学習時間で合
格するための効率的な学習が必要となる。大原で
は『民法』『行政法』を重視した講義回数を設定し、
テキスト・問題集に掲載する情報量も充実している
ので、安心して学習を進めることができる。

幅広い知識を学べる法律系スタンダード資格!独立開業にも最適！
行政書士は、一度合格しさえすればいつ

でも独立開業することができる、一生もの
の資格である。
行政書士の仕事には、主に官公署への提

出書類を作る「書類作成業務」、「許認可申
請の代理」等がある。
また、行政書士はコンサルタント的な業

務も求められ、国民と行政のパイプ役を担う
法律の専門家として、ますます活躍の場が
広がっている。
法律系資格の登竜門としてもニーズの高

い資格なので、他の試験にチャレンジする場
合も役立ち、ステップアップにも最適!!

担当講師
から一言

Voice

幅広い知識を学べる法律系スタンダード資格。独立開業にも最適！

行政書士
●将来、独立開業できる。　●法律系の知識を身につけて就職・転職を有利に進めることができる。
●大学生は公務員試験のための基礎力を養うことができる。
●他の資格へのステップアップにも最適！

右記バーコードから
簡単アクセス

行政書士として
活躍するまで

学習開始

行政書士試験

合 格

学歴や資格など
特に制限なく、

誰でも受験できる。

公務員 独立開業 企業内で
キャリアアップ

他資格に
ステップアップ

大学生
公務員試験の足掛り、社労士などの資
格へ進むための法律の入門知識として

会社員
就職･転職に、また企業
内での昇給（昇進）など

パート・アルバイト
身近な法律知識の習
得など

難易度 ★★★★易 難

国家
試験

U.S.CPA
講座担当

小松 美津穂

大原は「大原の講師による日本語の
講義」と「アメリカで人気の英語の講
義」の2つの講義を完備！理解力に合
わせて相互学習が可能です。
U.S.CPA試験の学習をしながら実
践の英語力を強化
できるので、海外勤
務希望の方や外資
系企業にお勤めの
方にもオススメの資
格です。

約12ヶ月
毎月

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
取得のカギ

社会人でも受験しやすい試験制度
1試験日が選べる！
　仕事とのスケジュール調整ができる！
2日本（東京・大阪）で受験が可能！
　忙しい社会人の方でも日帰りで受験ができる！
3科目合格制。受験者の約半数が合格!
4合格点は75％。人数制限はなし！

ビシネスのグローバル化の中で高まるニーズ！
ビジネスのグローバル化が加
速度的に進む中で国内の会計
スキルだけでなく、国際的な会
計知識を持った人材へのニー
ズが高まっている。 担当講師

から一言

Voice

BATIC（国際会計検定）®
講座担当

赤沢 宗俊

BATIC®試験は、皆様の将来の可能
性を大きく切り拓くチャンスとなり
ます。英文財務部門の実務に活かせ
る専門性の高い会計知識や英語力
などを修得していただけますので、
これからの時代のビジネスに役立つ
多くのスキルが
BATIC®の学習には
含まれています。

約1～2ヶ月
毎月
年2回 7月・8月/
 11月・12月

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
取得のカギ

得点に応じて称号が付与される
・初級レベル（50%）…Entry
・中級レベル（80%）…Middle
・上級レベル（90%）…Advanced
の各称号が付与される。BATICはグローバルな
ビジネスシーンに不可欠な英語力と国際会計ス
キルを同時に測る検定試験です。

企業（メーカー・商社・金融等）では日本の会計と合わせて、
国際会計の知識が必要とされている
IFRS（国際財務報告基準）は今や世界の
100カ国を超える国々が採用を表明している。
こうした背景から外資系企業はもちろんのこ
と、日本企業（メーカー・商社・金融等）でも国際
会計は日本の会計知識と同様に必須の知識と
なってきた。これは国際的な会計基準を知るこ
とのみならず、「英語の財務諸表を理解し、作成
する力」が求められていることを示している。

担当講師
から一言

Voice

毎月
（実施日は月により異なる）

499,400円～521,400円

18,000円～19,000円

活躍のフィールド

外資系企業の経理・
財務業務に必携
●本社と連動した英文経理業務
●英文IR（財務広報）業務
●英文財務管理業務
●投資・融資の審査・判断

「英語＋会計」力のある
人材へのニーズが急増
●米国会計基準による英文連結財務
　諸表の作成
●英文経理業務
●海外関連会社の管理
●海外投資家向けIR（財務広報）業務

監査法人・コンサルティング
ファームで活躍
●IFRSや米国基準による監査業務
●国際税務
●米国基準やIFRSの会計ソフトの
　導入運用コンサルティング

グローバルな資格は
海外勤務へのパスポート
●現地法人管理業務
●海外監査法人・税理士法人での業務
●海外子会社・関連会社の管理職

■合格率／FAR：49.98％、REG：62.29％、BEC：65.56％、AUD：52.84％
　（米国公認会計士協会公表データ 2020年の年間累計）
■受験資格／原則として大学卒（在学中でも可）で一定の会計
　単位等が必要となります。ただし、受験資格は州により異なります。
■試験科目／FAR（財務会計）、REG（法規）、BEC（ビジネス環
　境及び諸概念）、AUD（監査と監査証明業務）
■試験形式／試験はCBT（テストセンターのPCに解答を入力する
　試験方法）で行われます。選択問題と事例形式問題が出題されます。
■試験区分／米国公認会計士協会にて行われる全米統一の試験
■問い合わせ先／The Uniform CPA Examination
 ホームページ https://www.aicpa.org/becomeacpa/cpaexam.html

■受験資格／試験当日において、日本国内に居住している方に限る
■試験方式／IBT
　（Internet Based Test・インターネット経由での試験）
■問い合わせ先／東京商工会議所（検定センター）　
 TEL：03－3989－0777
 ホームページ　https://www.kentei.org/batic/

ＢＡＴＩＣ®は就職に有利！
BATIC®は国際会計の入り口
として最適な資格と言えるで
しょう。
「英語+会計」を資格として形
に残すことで、就職活動時に
様々な業種で十分なアピール
材料となります。

グローバル時代を勝ち抜くビジネススキルはU.S.CPA！
世界的に評価の高い資格です！

U.S.CPA（米国公認会計士）
●国際会計知識＋英語力だけでなく、ビジネス全般に役立つ知識の証明になる。
●就職・転職に役立つ。
●最短で大学３年生で合格できる。

短期間で国際的な会計基準である
IFRSの基礎が身に付く！

BATIC（国際会計検定）®
●国際会計知識が英語文で身につく。　●就職･キャリアアップに役立つ。
●国内外問わずに活躍できる。
●検定の称号だけでなく、実務に役立つ知識が身につく。

右記バーコードから
簡単アクセス

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度 ★★★★易 難

農業簿記講座担当

野島 一彦

「営農活動を安定的に行っていく
ためには、自己が行った営農活動
を客観的な数値を根拠として評価
し、分析し、対策を行うことが不可
欠です。農業簿記の学習を通じて
営農活動状況を計数で把握する能
力を身につけてい
きましょう。」

［3級］約2ヶ月
［2級］約4ヶ月
随時
7月、11月
6,500円～

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／2021年7月（第15回）
　　　　　日本ビジネス技能検定協会 農業簿記検定
　　　　　[3級] 70.4％　[2級] 43.2％　[1級] 32.1％ （試験機関発表の全国合格率）
■受験資格／なし
■試験形式／多肢選択式（マークシート）
■問い合わせ先／一般財団法人　日本ビジネス技能検定協会
 TEL：03-5281-5381
 ホームページ http://www.jab-kentei.or.jp/

収入保険制度で注目度UP! 農業に従事している人の必須スキル
農業は一般的な業種に比べて保有する資産の種類も多く、生産される作物の種類も多くあります。さらに、

作業受託収入や国などからの補助金収入などがあり、収入や支出の形態が多様になっているため、健全な
農業経営をするためには、正確な収支記録が必要になります。そこで、一般企業が使用している複式簿記を
ベースにした農業簿記が必要になります。農業を営む個人や企業の関係者などにとっては重要なスキルです。

個人や法人で農業を
営んでいる方にオススメ
青色申告や資金繰りで必要な

帳簿作成の技術が身に付きます。
また、収支状況を正確に把握でき
るようになるので、効率よく農業経
営を行うことができます。

農業金融に携わっている
方にオススメ
農業金融に携わる方は、農家が

つけた帳簿から収支状況を把握し
なくてはいけません。健全な農業
経営をサポートするためにも農業
簿記の知識は必須です。

農学部や農業高校に通い、
農協などへ就職をお考えの
方にオススメ
学校で学んだ農業に関する専門知

識に加え、会計知識を持つことでライ
バルに差をつけることができます。資
格取得は就職活動を有利に導きます。

担当講師
から一言

Voice

取得のカギ

ポイントを絞った教材と講義で
無理なく効率的に学習できる
仕事や学業と両立しながらの資格取得に
は効率的に学習する事が必要となります。大
原の講義DVDでは学習内容の解説はもち
ろんのこと、「重要ポイントはどこなのか？」
もしっかりお伝えして行きますので、効率的
に無理なく学習を進めることができます。

農業経営に必要な会計知識が身につく！

農業簿記
●複雑な農業経営の基礎が身につく。
●簿記の知識があれば短期間で合格可能。
●申告に必要な決算書の作成ができる。

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度
3級 ★★易 難

難易度
2級 ★★★易 難

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

大原 農業簿記 検索

さらに詳しく

大原 USCPA 検索

さらに詳しく

大原 BATIC 検索

さらに詳しく

大原 行政書士 検索

さらに詳しく

難易度 ★★易 難
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【資格の王国 講座の紹介】 あなたを成功に導く大原の31講座

ファイナンシャル・プランナー
講座担当

加藤 貴紀

FPとは、実社会に直結した「実践的
資格」です。
自分自身の生活を豊かにするためな
らば2級、企業で顧客の資産設計業
務を目指すなら2級+AFPを、さらに
高度な知識を習得し、独立をも視野
に入れるなら
CFP®取得を
目指すことを
お勧めします。

［3級］約2ヶ月　［2級・AFP］約3～5ヶ月
［CFPR］1課目あたり約2ヶ月

［3級］ 例年2月・4月・6月・8月・10月・12月
［2級（AFP）］ 例年1月・5月・9月
［CFPR］ 例年7月・12月

［3・2級］ 1月・5月・9月
［CFPR］ 6月・11月

17,300円～150,700円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／2021年9月検定 ［3級］ 学科84.69％  実技80.50％※資産設計提案業務
　 ［2級・AFP］ 学科50.56％  実技60.26％※資産設計提案業務
　 ［CFPR］ 課目ごとに30％～40％
■受験資格／ ［3級］ なし
 ［2級・AFP］ ・FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者　・3級FP技能検定合格者
  ・日本FP協会が認定するAFP認定研修修了者等
 ［CFPR］ ・AFP登録者　・協会が認めた大学院の所定の課程の単位取得者 ※一定の条件があります。

■試験科目／ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継
■問い合わせ先／
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会　TEL：03－5403－9700  ホームページ https://www.jafp.or.jp/
一般社団法人 金融財政事情研究会 検定センター　TEL：03－3358－0771  ホームページ https://www.kinzai.or.jp/

「お金について勉強する」 主婦や大学生にも人気!
　個人（顧客）の目標達成に向けたライフ
プランの立案には、金融商品、税金、不動
産、住宅ローン、生命保険、年金などの幅
広いお金の知識が必要となる。これら全
てを学習できるのがFPである。実務スキ
ルはもちろんのこと、自分自身の生活に
も役立つ知識が習得できる。そのため社
会人への第一歩として大学生、家庭の家
計管理や見直しのために主婦の資格取得
も年々増加している。また税理士、社会保
険労務士など業務拡大や顧客満足度アッ
プのために取得する場合もある。

担当講師
から一言

Voice

FPの知識はこんなに幅広いジャンルを網羅!!

金融資産運用
金融資産運用設計

税金対策
タックスプランニング

相続対策
相続・事業承継設計

年金対策
ライフプランニング・

リタイアメントプランニング

不動産運用
不動産運用設計

保険関係
リスクと保険

コスト
資産の運用や保険等にかか
るコスト（税金）について知識
の習得をし、コストを減らす
（抑える）方法についての知
識を身に付けます。

保障
様々な年金や保険の種
類、その特徴やリスクに
ついて基本的な知識を
身に付けます。

運用
「金融商品」や「不動産」資
産形成や運用に関する知
識を身に付けます。

（試験機関（日本FP協会）発表の全国合格率）

お金に関する幅広い知識を活かして
顧客のライフプランを設計する専門家。

FP（ファイナンシャル・プランナー）
●金融業界や保険業界、不動産業界で活躍できる。
●人生を豊かにするために必要な「お金の知識」が身につく。
●FPプラスα（他資格）で業務の幅を広げることができる。

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度
3級 ★★易 難 難易度

2級 ★★★易 難

国家
試験

※3級・2級FP技能検定

社会保険労務士
講座担当

石戸 泰史

試験では広範な法律知識が問われ
ますが、「繰り返し学習」に重点を置
いた大原独自の学習法なら、初学者
の方も短期間のうちに、合格するた
めに必要な知識を効率的に吸収で
きるはず。そして、講師の熱意によっ
て、皆様の合格を責
任をもってサポ ト̶
いたします。

約7～12ヶ月
例年5月～2月
8月
79,800円～
265,000円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／令和3年 7.9%（合格者：2,937人／受験者：37,036人）
 （試験機関発表の全国合格者数、合格率）

■受験資格／１ 大学または短期大学などを卒業した者
2 大学で一般教養科目の学習を終えた者
3 一定の要件を満たし専門学校の専門課程を修了した者
4 行政書士・税理士の資格を有するもの
※その他の学歴、資格、職歴により受験資格が得られるので確認のこと

■試験科目／労働関係法令、一般常識、社会保険関係法令
■問い合わせ先／
全国社会保険労務士会連合会 試験センター
TEL：03－6225－4880
ホームページ https://www.sharosi-siken.or.jp

企業体制の変革に伴いその役割は一層重要に！
　社労士は、従業員の健康保険や年金に関する
書類作成と手続を事業主に代わって行ったり、就
業規則の作成をはじめとする労務管理全般の指
導や相談業務にもあたる、社会保険と労務管理
のスペシャリスト。近年、社労士に対するニーズ
がアップしている。その要因の1つは、社会全体
の雇用環境の変化である。社労士は、まさにこれ
からの日本社会を担っていく注目資格の1つと
いえるだろう。

担当講師
から一言

Voice

実
務
経
験
は

試
験
合
格
前
も

認
め
ら
れ
て
い
る
。 都道府県社会保険労務士会に入会

全国社会保険労務士会連合会に登録

実務経験2年または指定講習6ヶ月

合 格

労務管理・年金等のスペシャリスト

勤務(企業内)
社会保険労務士

開業(独立)
社会保険労務士

社会保険労務士試験

「高得点での合格→合格のための最低限の点数での合格」と、
試験に対する意識改革を！

取得のカギ

社労士は法律系国家資格の中でも難関資格として扱われているが、合格者の方の
多くは毎年出題されている論点や基本的な問題を確実に得点し合格基準点を満た
している。
「高得点を狙って膨大な知識をマスターする」のではなく、合格基準点を確実に取
る「最低限必要な知識をマスターする」学習こそ、資格取得のための「鍵」といえる。

社会保険労務士になるまで

中小企業診断士
講座担当

　横森 達雄

中小企業診断士試験は決して易し
い試験ではありませんが、正しい学
習法をとれば短期合格も十分可能
です。大原では、徹底した過去問題
研究に基づいた教材と講義により、
効率的かつ実践的に知識を身につ
け、短期合格を達成
します。ぜひ大原で
一緒に合格を目指
し、がんばりましょ
う！

毎月
7～12ヶ月

1次試験：7月～8月の
　　　　土･日曜(2日間)
2次試験：（筆記試験）
　　　　10月中旬の日曜、
　　　　（口述試験）
　　　　12月中旬の日曜
198,000円～
298,000円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■2021年合格者数／(1次試験）5,839人、
 　　　　（2次試験）1,600人（試験機関発表の全国合格者数）
■標準学習期間／7～12ヶ月
■受験資格／ 1次試験：どなたでも受験できます
 2次試験：1次試験合格年度とその翌年度
■試験科目／

■問い合わせ先／一般社団法人　中小企業診断協会　TEL：03－3563－0851
 ホームページ http://www.j-smeca.jp/

あらゆるビジネスシーンで活用できるその知識と能力。
　中小企業診断士の仕事を端的に説明するならば
「中小企業の経営状況を診断・助言し、具体的な経営
改善策を提案するコンサルティング」となる。資格取
得には幅広い分野の学習を必要とするが、経営につ
いて全般的に学習したい、または多くの中小企業の経
営を指導するプロデューサー的な役割を果たしてみ
たい、と考える人にとってそれは非常に魅力的な分野
である。資格を取得する過程で身につける知識･能力
がビジネススキルの向上に直結しているため、一般企
業においてもキャリアアップに必要な資格・知識とし
て広く認識されており、そのことが多くの社会人がこ
の資格に惹きつけられる理由となっている。

担当講師
から一言

Voice

多くの業種・職種で
必要とされるその能力

企
業
内
で
の
資
格
の
主
な
活
か
し
方

信頼できる“経営コンサルタント”、
それが中小企業診断士

プ
ロ
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
の

中
小
企
業
診
断
士
の
主
な
仕
事

企業内診断士 プロのコンサルタント

組織のリーダーとして
活躍

審査能力向上
（審査部門で活躍）

業務改善に活かす

営業能力向上　等

経営コンサルティング

中小企業支援センター等
での経営相談

講演・研修

執筆活動

経済学・経済政策、財務・会計、企業経営理論、
運営管理（オペレーション・マネジメント）、
経営法務、経営情報システム、中小企業経営・中小企業政策

1次試験

筆記（4事例）及び、口述による試験2次試験

活躍するフィールドが広い。それが中小企業診断士

1次試験は科目合格制が採用されているため、複数年での
合格を目指すことも可能。2次試験では、1次試験で出題さ
れる「中小企業診断士として必要な知識」を前提に、その
「応用能力」が試されるため、1次試験を突破し、最新知識
を保持しているその年の2次試験合格を目指す『1次･2次
一発合格戦略』が最も効率的で確実な学習方法である。

1次試験・2次試験の一発合格が
最も効率的で確実な合格戦略。

取得のカギ

雇用制度や年金制度の改革で社労士二一ズは拡大！注目度上昇中！
社会保険労務士

●企業の発達や労働者の福祉の向上に貢献できる。
●事業を問わず、広く社会で通用するスキルを身につけられる。
●人事・コンサルティング業務に活用できる。　●独立開業できる。

右記バーコードから
簡単アクセス

国家
試験

難易度 ★★★★易 難

経営コンサルタント唯一の国家資格。
幅広い業界で活躍が可能！

中小企業診断士
●経営コンサルタント唯一の国家資格なので｢信用」を得られる。
●経営に関する幅広い知識が身につく。
●就職･転職に役立つ。　●独立できる

右記バーコードから
簡単アクセス

国家
試験

難易度 ★★★★易 難

宅地建物取引士
講座担当

首藤 務

大原では、初めて学習に取り組む方
でも無理なく合格できるコースをご
用意しています。また、講義では、合
格に必要な重要項目はもちろん、問
題の解法テクニックもカバーし、で
きる限りわかりやすく説明いたしま
す。「本気で合格を
目指すなら大原」
で、私たちと一緒に
頑張りましょう！

約6ヶ月
例年1月～7月
10月
39,700円～172,100円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／令和3年 17.7％
 ※10月実施分と
 　12月実施分の合算値
　　　　　　（試験機関発表の全国合格率）
■受験資格／なし
■試験科目／権利関係、法令上の制限、
　　　　　　宅建業法、税法、その他
■問い合わせ先／
（一財）不動産適正取引推進機構（試験部）
TEL：03－3435－8181
ホームページ https://www.retio.or.jp/

取得のカギ

50問全問が四肢択一式で
マークシート方式であるため受験しやすい！
宅建士試験は、四肢択一式でマークシート方式となっているの
で、ズバリ！受験しやすい『国家試験』である。四肢択一式（四つの
選択肢の中から正解肢を一つ選ぶ形式）であるため、四つの選択
肢のうち、三つの選択肢に正誤の判別が付けられれば、消去法に
より正解肢を導きだすことが可能であり、また、マークシート方
式であるため、記述が一切ないというのも宅建士試験の魅力の
ひとつといえる。

不動産業界のみならず多彩な業界で有効！
宅地建物取引士は、「不動産取引の専門家」であり、不動
産業を営む事務所では従業員5人につき１人以上の割
合で宅地建物取引士を配置することが「宅地建物取引業
法」で定められている。また、20万人以上にのぼる受験
申込者のうち、不動産業に従事する人以外の割合が約7
割というデータが示すように、その活躍の場は不動産業
界だけにとどまらない。例えば融資を行う際の担保とし
て不動産を扱う銀行等の金融機関や、顧客の資産設計
を行う生保業界、店舗の立地が重要な経営戦略となる小
売業や外食産業などでも、宅建士は必要とされている。

担当講師
から一言

Voice
マイホーム購入時に備え、不動産知識を身につけるために、
一般の方が取得するケースもあります！

不動産業
事務所では5人に1人以上の
割合で配置が義務付けられ
ている。

金融機関
担保として不動産を扱う場
合や、住宅資金融資の際に
知識が必要となる。

小売業や
外食産業など

店舗の立地が重要な経営戦
略のカギとなるため、不動産
に関する知識が武器になる。

その他
一般企業

所有不動産の管理・運用や、
社宅の賃借管理などを行う総
務・財務部門で活躍できる。

活躍のフィールド

幅広い業界で通用する有望資格。
他の法律系資格取得への出発点としても活用できる!

宅地建物取引士
●不動産・建設・金融などの業界でのキャリアアップを目指せる。
●就職が有利になる。　●不動産業の独立開業を目指せる。
●不動産知識を深められる。

右記バーコードから
簡単アクセス

国家
試験

難易度 ★★★易 難

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

大原 宅建士 検索

さらに詳しく

大原 診断士 検索

さらに詳しく

大原 FP 検索

さらに詳しく

大原 社労士 検索

さらに詳しく
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森

【資格の王国 講座の紹介】 あなたを成功に導く大原の31講座

ファイナンシャル・プランナー
講座担当

加藤 貴紀

FPとは、実社会に直結した「実践的
資格」です。
自分自身の生活を豊かにするためな
らば2級、企業で顧客の資産設計業
務を目指すなら2級+AFPを、さらに
高度な知識を習得し、独立をも視野
に入れるなら
CFP®取得を
目指すことを
お勧めします。

［3級］約2ヶ月　［2級・AFP］約3～5ヶ月
［CFPR］1課目あたり約2ヶ月

［3級］ 例年2月・4月・6月・8月・10月・12月
［2級（AFP）］ 例年1月・5月・9月
［CFPR］ 例年7月・12月

［3・2級］ 1月・5月・9月
［CFPR］ 6月・11月

17,300円～150,700円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／2021年9月検定 ［3級］ 学科84.69％  実技80.50％※資産設計提案業務
　 ［2級・AFP］ 学科50.56％  実技60.26％※資産設計提案業務
　 ［CFPR］ 課目ごとに30％～40％
■受験資格／ ［3級］ なし
 ［2級・AFP］ ・FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者　・3級FP技能検定合格者
  ・日本FP協会が認定するAFP認定研修修了者等
 ［CFPR］ ・AFP登録者　・協会が認めた大学院の所定の課程の単位取得者 ※一定の条件があります。

■試験科目／ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継
■問い合わせ先／
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会　TEL：03－5403－9700  ホームページ https://www.jafp.or.jp/
一般社団法人 金融財政事情研究会 検定センター　TEL：03－3358－0771  ホームページ https://www.kinzai.or.jp/

「お金について勉強する」 主婦や大学生にも人気!
　個人（顧客）の目標達成に向けたライフ
プランの立案には、金融商品、税金、不動
産、住宅ローン、生命保険、年金などの幅
広いお金の知識が必要となる。これら全
てを学習できるのがFPである。実務スキ
ルはもちろんのこと、自分自身の生活に
も役立つ知識が習得できる。そのため社
会人への第一歩として大学生、家庭の家
計管理や見直しのために主婦の資格取得
も年々増加している。また税理士、社会保
険労務士など業務拡大や顧客満足度アッ
プのために取得する場合もある。

担当講師
から一言

Voice

FPの知識はこんなに幅広いジャンルを網羅!!

金融資産運用
金融資産運用設計

税金対策
タックスプランニング

相続対策
相続・事業承継設計

年金対策
ライフプランニング・

リタイアメントプランニング

不動産運用
不動産運用設計

保険関係
リスクと保険

コスト
資産の運用や保険等にかか
るコスト（税金）について知識
の習得をし、コストを減らす
（抑える）方法についての知
識を身に付けます。

保障
様々な年金や保険の種
類、その特徴やリスクに
ついて基本的な知識を
身に付けます。

運用
「金融商品」や「不動産」資
産形成や運用に関する知
識を身に付けます。

（試験機関（日本FP協会）発表の全国合格率）

お金に関する幅広い知識を活かして
顧客のライフプランを設計する専門家。

FP（ファイナンシャル・プランナー）
●金融業界や保険業界、不動産業界で活躍できる。
●人生を豊かにするために必要な「お金の知識」が身につく。
●FPプラスα（他資格）で業務の幅を広げることができる。

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度
3級 ★★易 難 難易度

2級 ★★★易 難

国家
試験

※3級・2級FP技能検定

社会保険労務士
講座担当

石戸 泰史

試験では広範な法律知識が問われ
ますが、「繰り返し学習」に重点を置
いた大原独自の学習法なら、初学者
の方も短期間のうちに、合格するた
めに必要な知識を効率的に吸収で
きるはず。そして、講師の熱意によっ
て、皆様の合格を責
任をもってサポ ト̶
いたします。

約7～12ヶ月
例年5月～2月
8月
79,800円～
265,000円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／令和3年 7.9%（合格者：2,937人／受験者：37,036人）
 （試験機関発表の全国合格者数、合格率）

■受験資格／１ 大学または短期大学などを卒業した者
2 大学で一般教養科目の学習を終えた者
3 一定の要件を満たし専門学校の専門課程を修了した者
4 行政書士・税理士の資格を有するもの
※その他の学歴、資格、職歴により受験資格が得られるので確認のこと

■試験科目／労働関係法令、一般常識、社会保険関係法令
■問い合わせ先／
全国社会保険労務士会連合会 試験センター
TEL：03－6225－4880
ホームページ https://www.sharosi-siken.or.jp

企業体制の変革に伴いその役割は一層重要に！
　社労士は、従業員の健康保険や年金に関する
書類作成と手続を事業主に代わって行ったり、就
業規則の作成をはじめとする労務管理全般の指
導や相談業務にもあたる、社会保険と労務管理
のスペシャリスト。近年、社労士に対するニーズ
がアップしている。その要因の1つは、社会全体
の雇用環境の変化である。社労士は、まさにこれ
からの日本社会を担っていく注目資格の1つと
いえるだろう。

担当講師
から一言

Voice

実
務
経
験
は

試
験
合
格
前
も

認
め
ら
れ
て
い
る
。 都道府県社会保険労務士会に入会

全国社会保険労務士会連合会に登録

実務経験2年または指定講習6ヶ月

合 格

労務管理・年金等のスペシャリスト

勤務(企業内)
社会保険労務士

開業(独立)
社会保険労務士

社会保険労務士試験

「高得点での合格→合格のための最低限の点数での合格」と、
試験に対する意識改革を！

取得のカギ

社労士は法律系国家資格の中でも難関資格として扱われているが、合格者の方の
多くは毎年出題されている論点や基本的な問題を確実に得点し合格基準点を満た
している。
「高得点を狙って膨大な知識をマスターする」のではなく、合格基準点を確実に取
る「最低限必要な知識をマスターする」学習こそ、資格取得のための「鍵」といえる。

社会保険労務士になるまで

中小企業診断士
講座担当

　横森 達雄

中小企業診断士試験は決して易し
い試験ではありませんが、正しい学
習法をとれば短期合格も十分可能
です。大原では、徹底した過去問題
研究に基づいた教材と講義により、
効率的かつ実践的に知識を身につ
け、短期合格を達成
します。ぜひ大原で
一緒に合格を目指
し、がんばりましょ
う！

毎月
7～12ヶ月

1次試験：7月～8月の
　　　　土･日曜(2日間)
2次試験：（筆記試験）
　　　　10月中旬の日曜、
　　　　（口述試験）
　　　　12月中旬の日曜
198,000円～
298,000円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■2021年合格者数／(1次試験）5,839人、
 　　　　（2次試験）1,600人（試験機関発表の全国合格者数）
■標準学習期間／7～12ヶ月
■受験資格／ 1次試験：どなたでも受験できます
 2次試験：1次試験合格年度とその翌年度
■試験科目／

■問い合わせ先／一般社団法人　中小企業診断協会　TEL：03－3563－0851
 ホームページ http://www.j-smeca.jp/

あらゆるビジネスシーンで活用できるその知識と能力。
　中小企業診断士の仕事を端的に説明するならば
「中小企業の経営状況を診断・助言し、具体的な経営
改善策を提案するコンサルティング」となる。資格取
得には幅広い分野の学習を必要とするが、経営につ
いて全般的に学習したい、または多くの中小企業の経
営を指導するプロデューサー的な役割を果たしてみ
たい、と考える人にとってそれは非常に魅力的な分野
である。資格を取得する過程で身につける知識･能力
がビジネススキルの向上に直結しているため、一般企
業においてもキャリアアップに必要な資格・知識とし
て広く認識されており、そのことが多くの社会人がこ
の資格に惹きつけられる理由となっている。

担当講師
から一言

Voice

多くの業種・職種で
必要とされるその能力

企
業
内
で
の
資
格
の
主
な
活
か
し
方

信頼できる“経営コンサルタント”、
それが中小企業診断士

プ
ロ
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
の

中
小
企
業
診
断
士
の
主
な
仕
事

企業内診断士 プロのコンサルタント

組織のリーダーとして
活躍

審査能力向上
（審査部門で活躍）

業務改善に活かす

営業能力向上　等

経営コンサルティング

中小企業支援センター等
での経営相談

講演・研修

執筆活動

経済学・経済政策、財務・会計、企業経営理論、
運営管理（オペレーション・マネジメント）、
経営法務、経営情報システム、中小企業経営・中小企業政策

1次試験

筆記（4事例）及び、口述による試験2次試験

活躍するフィールドが広い。それが中小企業診断士

1次試験は科目合格制が採用されているため、複数年での
合格を目指すことも可能。2次試験では、1次試験で出題さ
れる「中小企業診断士として必要な知識」を前提に、その
「応用能力」が試されるため、1次試験を突破し、最新知識
を保持しているその年の2次試験合格を目指す『1次･2次
一発合格戦略』が最も効率的で確実な学習方法である。

1次試験・2次試験の一発合格が
最も効率的で確実な合格戦略。

取得のカギ

雇用制度や年金制度の改革で社労士二一ズは拡大！注目度上昇中！
社会保険労務士

●企業の発達や労働者の福祉の向上に貢献できる。
●事業を問わず、広く社会で通用するスキルを身につけられる。
●人事・コンサルティング業務に活用できる。　●独立開業できる。

右記バーコードから
簡単アクセス

国家
試験

難易度 ★★★★易 難

経営コンサルタント唯一の国家資格。
幅広い業界で活躍が可能！

中小企業診断士
●経営コンサルタント唯一の国家資格なので｢信用」を得られる。
●経営に関する幅広い知識が身につく。
●就職･転職に役立つ。　●独立できる

右記バーコードから
簡単アクセス

国家
試験

難易度 ★★★★易 難

宅地建物取引士
講座担当

首藤 務

大原では、初めて学習に取り組む方
でも無理なく合格できるコースをご
用意しています。また、講義では、合
格に必要な重要項目はもちろん、問
題の解法テクニックもカバーし、で
きる限りわかりやすく説明いたしま
す。「本気で合格を
目指すなら大原」
で、私たちと一緒に
頑張りましょう！

約6ヶ月
例年1月～7月
10月
39,700円～172,100円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／令和3年 17.7％
 ※10月実施分と
 　12月実施分の合算値
　　　　　　（試験機関発表の全国合格率）
■受験資格／なし
■試験科目／権利関係、法令上の制限、
　　　　　　宅建業法、税法、その他
■問い合わせ先／
（一財）不動産適正取引推進機構（試験部）
TEL：03－3435－8181
ホームページ https://www.retio.or.jp/

取得のカギ

50問全問が四肢択一式で
マークシート方式であるため受験しやすい！
宅建士試験は、四肢択一式でマークシート方式となっているの
で、ズバリ！受験しやすい『国家試験』である。四肢択一式（四つの
選択肢の中から正解肢を一つ選ぶ形式）であるため、四つの選択
肢のうち、三つの選択肢に正誤の判別が付けられれば、消去法に
より正解肢を導きだすことが可能であり、また、マークシート方
式であるため、記述が一切ないというのも宅建士試験の魅力の
ひとつといえる。

不動産業界のみならず多彩な業界で有効！
宅地建物取引士は、「不動産取引の専門家」であり、不動
産業を営む事務所では従業員5人につき１人以上の割
合で宅地建物取引士を配置することが「宅地建物取引業
法」で定められている。また、20万人以上にのぼる受験
申込者のうち、不動産業に従事する人以外の割合が約7
割というデータが示すように、その活躍の場は不動産業
界だけにとどまらない。例えば融資を行う際の担保とし
て不動産を扱う銀行等の金融機関や、顧客の資産設計
を行う生保業界、店舗の立地が重要な経営戦略となる小
売業や外食産業などでも、宅建士は必要とされている。

担当講師
から一言

Voice
マイホーム購入時に備え、不動産知識を身につけるために、
一般の方が取得するケースもあります！

不動産業
事務所では5人に1人以上の
割合で配置が義務付けられ
ている。

金融機関
担保として不動産を扱う場
合や、住宅資金融資の際に
知識が必要となる。

小売業や
外食産業など

店舗の立地が重要な経営戦
略のカギとなるため、不動産
に関する知識が武器になる。

その他
一般企業

所有不動産の管理・運用や、
社宅の賃借管理などを行う総
務・財務部門で活躍できる。

活躍のフィールド

幅広い業界で通用する有望資格。
他の法律系資格取得への出発点としても活用できる!

宅地建物取引士
●不動産・建設・金融などの業界でのキャリアアップを目指せる。
●就職が有利になる。　●不動産業の独立開業を目指せる。
●不動産知識を深められる。

右記バーコードから
簡単アクセス

国家
試験

難易度 ★★★易 難

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

大原 宅建士 検索

さらに詳しく

大原 診断士 検索

さらに詳しく

大原 FP 検索

さらに詳しく

大原 社労士 検索

さらに詳しく

公
務
員

会
計
系

法
律
系

ビ
ジ
ネ
ス
・
経
営
系

情
報
系

医
療
・
福
祉
・
保
育
系

就
職
・
語
学

講
座
の
ご
紹
介

26

法
律
系

ビ
ジ
ネ
ス
・
経
営
系



2022.1.19
宮崎

2022.2.25
森

【資格の王国 講座の紹介】 あなたを成功に導く大原の31講座

高校生・大学生・社会人に大人気!就職・転職で有利になる
パソコン力の証明。

パソコン（MOS）
●就職や転職に役立つパソコン資格。
●Word, Excel, PowerPointの使い方が身につく。
●効率良く仕事を進めることができる。

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度 ★易 難

約1ヶ月
随時
いつでも受験可
19,300円～

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■受験資格／なし
■試験科目／
「Word」「Excel®」「PowerPoint®」「Access®」など。
出題形式は受験するOfficeのバージョンによって異なります。
※Excel、PowerPoint、Accessは、米国Microsoft Corporationの
　米国およびその他の国における登録商標または商標です。
■問い合わせ先／
株式会社オデッセイコミュニケーションズ
カスタマーサービス
ホームページ 
https://mos.odyssey-com.co.jp/

取得のカギ

試験はすべて実技試験！
全国の試験会場で随時実施されてい
るので、都合の良い時に受験ができる。
試験は実技試験だけで筆記試験はなく、
正しく操作できるかを判定する。しっかり
と練習すれば一発合格を目指せる。

MOS講座担当

舟橋 克弥

学生の皆さんには、パソコンスキル
を証明するMOSで履歴書やＥＳの
欄を飾って、就職活動でアピールし
てほしいですね。
また、社会人の皆さんも、何となくパ
ソコンが使えている状態の方も少な
くないと思いますの
で、一通りの機能や
操作を正しく身に付
けていただきたいと
思っています。

担当講師
から一言

Voice

パソコンの操作は社会人の必須スキル！
MOSは社会に広く認知されているパ
ソコン（WordやExcelなどのマイクロソ
フトオフィス製品）の操作スキルを証明
する国際資格です。学生の方は就職の
ために、社会人の方は業務の効率化の
ためにと、取得する方の目的は様々で
す。パソコンを使用することが必須と
なっている社会で、パソコンの操作スキ
ルを証明できることは、何事にも有利に
なるでしょう。

繰り返し学習で操作が身につく

操作の
説明を見る

認識

マネしながら
操作する

確認

自力で
操作する

理解

色彩検定講座担当

上田 勝美

今では色が関係しない職業はない
とも言われる時代。色の活用範囲、
その可能性は無限大です。この講座
で学ぶ色の知識は生活に役立つの
はもちろん、その理論を理解するこ
とはこれからの戦力に、また、心強い
味方を得ることになるでしょう。

約1～3ヶ月
毎月
6月、11月
23,000円～
パック 46,000円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／2021年度色彩検定 
　　　　　［3級］76.8％ ［2級］77.9％ 
　　　　　（試験機関発表の全国合格率）
■受験資格／なし
■問い合わせ先／内閣府認定公益社団法人 色彩検定協会
 ホームページ https://www.aft.or.jp/

取得のカギ

試験は年2回実施。
併願受験も可能。
色彩検定は、例年6月と11月に実施され
る。3級と2級を併願受験することができる
ので短期合格も目指すことができる。
2級は3級の知識も必要なため、併願受
験がおすすめ。

多彩な業界で通用する注目度抜群の資格
私たちの生活空間は、実に様々な色で満たされている。インテリアや服装など色彩が人に与え
る印象はとても大きく、この色彩の効果を熟知し、仕事や実生活で活用するスペシャリストが、カ
ラーコーディネーターだ。資格取得の活躍の場は非常に広く、アパレル業界や建築インテリア関
連、メーカーの商品開発担当者など多種多彩。また、その知識は自分自身の生活を美しく彩るこ
とにも活かせるため、趣味として学習する人も多い。学生から社会人、主婦の方など幅広い層の
受講生が学んでいるのもこの講座の特徴である。

担当講師
から一言

Voice
色彩検定3/2級

年2回の試験で3級から2級へ
と着実にステップアップ

様々な仕事に生かせる専門知識

自らの生活を美しく彩る

合格学習開始

仕事や生活に、あらゆるシーンで知識を活かせる
色彩のスペシャリスト。

色彩検定（カラーコーディネーター）
●就職活動が有利になる。
●色に関する知識が学べる。
●仕事にも実生活にも役立つ。

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度
AFT3級 ★★易 難 難易度

AFT2級 ★★★易 難

実務力養成シリーズ
講座担当

税理士 神山 法明

仕事の意味を理解せずに働いてい
る人は、意外と多いです。仕事の知
識は、経験を積み上げていかなけ
れば、なかなか身につかないもので
す。その基本となるものを我々プロ
が提供させていただきます。

学 習 前 に チェ ッ ク 試験ガイド

実務での悩みをスッキリ解決
例えば「簿記や税理士の資格を持っているのに、いざ実務となるとうまく仕訳ができない」、

「会計事務所に勤務しているが、受験科目として選択しなかった税法のことがよくわからない」
といった悩みを抱える人は少なくない。そんな場合に大きな味方となってくれるのが、短い期間
で効率よく実力を養える講座群だ。

すぐに仕事で使える知識が満載の講座群
受講生は、「とにかく実践ですぐに役立つ知識を吸収したい」という人が多く、就職が内定した学生
から、異動で新しい部署に就いたばかりの社会人、業務の幅を広げたいと考える税理士や公認会計
士など様々だ。また、簿記・税理士・社会保険労務士等の有資格者や受験経験者が実務に就いた後
に、「受験のための学習」と「実務」の間にギャップを感じ受講する人が多いのもこの講座の特徴とい
える。年齢層も20代から50代まで非常に幅広く、女性の受講者が急増しているのも最近の傾向だ。

担当講師
から一言

Voice

随時開講時期

1コース 
3,000円～40,000円
パック 
30,700円～91,300円

受講料の目安

■経理実務講座／経理のプロを目指す！
　日々の会計処理コース／決算（会計応用）コース／
　会社の税務コース／年末調整・源泉徴収実務コース
■税務実務講座／法人税・消費税・所得税・相続税の実務はバッチリ!
●法人税…法人税法の体系を学ぶコース／申告実務Ⅰコース／
　 申告実務Ⅱコース／申告実務Ⅲコース
●消費税…消費税法の体系を学ぶコース／申告実務Ⅰコース／
　 申告実務Ⅱコース
●所得税…所得税法の体系を学ぶコース／申告実務Ⅰコース／
 申告実務Ⅱコース
●相続・贈与税…相続税法の体系を学ぶコース／
　　　　　　　　申告実務コース／財産評価実務コース

■財務分析・計画講座／数字から「分析・計画」力を身につける！
　決算書入門コース／財務分析コース／経営計画コース／財務分析実践コース
■社会・労働保険実務講座／経理・総務の実務に保険の知識は欠かせません!
社会・労働保険の体系を学ぶコース／社会保険実務コース／
労働保険実務コース
■スキルアップセミナー／最新の会計・税務が手軽に学べる！
改正税法／会社法入門／グループ通算課税／
法人税申告実務実践／収益認識基準／連結会計／税効果会計／
キャッシュ・フロー計算書／相続税の納税資金対策／
事業承継の基礎知識／消費税軽減税率／減損会計／
資産除去債務／成年後見制度／契約実務／労働基準法 等

経理や税務の実務スキルが短期間の学習で
確実にレベルアップ！

実務力養成シリーズ
●経理・税務・財務分析・保険などの実務スキルが身につく。
●実務能力が身につく。
●関連業務の知識を身につけて業務の幅を広げることができる（税理士、公認会計士、社会保険労務士、FPなど）

右記バーコードから
簡単アクセス

AFP/CFPR登録者の方の継続教育
研修としての認定を受けています。

AFP/CFP®登録者の方にオススメ!

旅行業法令、約款、国内旅行実務、海外旅行実務
※令和3年度の場合

総合

旅行業法令、約款、国内旅行実務
※令和3年度の場合

国内

旅行業務取扱管理者
講座担当

東 達也

大原では、受講生の皆さんが確実
に実力を身につけていただけるよ
う、イラストや図・表を多用したオリ
ジナルのテキストを使い、毎回わか
りやすく、内容の濃い講義を展開し
ていきます。旅行業界への第一歩
を、大原から始めま
せんか！

［国内］約4～9ヶ月 
［総合］約4～9ヶ月 
例年1月～9月
［国内］9月
［総合］10月
25,400円～
153,700円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／令和3年度 [国内]40.9%

令和3年度 [総合]6.2%
■受験資格／なし
■試験科目／

■問い合わせ先／
　国内旅行業務取扱管理者試験：一般社団法人全国旅行業協会 試験係
TEL：03－6277－6805　ホームページ https://www.anta.or.jp/

　総合旅行業務取扱管理者試験：一般社団法人日本旅行業協会 研修・試験部（試験係）
TEL：03－3592－1277　ホームページ https://www.jata-net.or.jp/

取得のカギ

満点を狙う必要は全く無し！
科目別に効率的に学習することで
一発合格を実現できる！
　旅行業務取扱管理者試験は各受験科目の満
点の6割以上の得点で合格が可能。試験に“合
格”するためには、出題範囲をすべて学習し、満
点を狙う必要はありません。大原では、科目別に
戦略を立てて、無駄なく効率的に、合格安全圏内
の満点の8割以上の正解を目指す。

旅行業界で活躍するためには
必須の資格
旅行業界における主な業務には、ツアーの企画やセー

ルスを行う「営業企画」、店頭などで顧客を相手に旅行の
申込み手続き等を担当する「カウンター」、ツアーに同行し
て安全なツアーを実施する「添乗」がある。これら業務を
遂行するために欠かせない資格が旅行業務取扱管理
者である。取得しなければ旅行会社に就職できないとい
うものではないが、その学習過程で得られる幅広い知識
は、実務で役立つ内容ばかり。また旅行業法では「原則と
して営業所ごとに一人以上の旅行業務取扱管理者を選
任しなければならない」と定められていることも考える
と、この業界で働くためには欠かせない資格といえる。

合格までの流れ

担当講師
から一言

Voice
試
験
科
目

旅行業法令

海外旅行実務
国内旅行実務

旅行業約款・運送約款および宿泊約款

総合旅行業務取扱管理者国内旅行業務取扱管理者

国内旅行業務
取扱管理者合格

総合旅行業務
取扱管理者合格

総合旅行業務取扱管理者の学習範囲で、2つの試験に
合格可能。W合格で就職・転職活動時に熱意をアピー
ル！ 旅行業界を志望するならW合格を目標にしよう。

旅行業務取扱管理者は
旅のトータルプロデューサー。

旅行業務取扱管理者
●旅行業界や関連業界への就職が有利に！
●転職などで、キャリアアップを図ることができる。
●趣味の旅行をさらに充実させることができる。

右記バーコードから
簡単アクセス

国家
試験

難易度
総合 ★★★易 難難易度

国内 ★★易 難

（試験機関発表の全国合格率） 

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

大原 旅行 検索

さらに詳しく

大原 色彩検定 検索

さらに詳しく

大原 パソコン 検索

さらに詳しく

大原 実務 検索

さらに詳しく
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【資格の王国 講座の紹介】 あなたを成功に導く大原の31講座

高校生・大学生・社会人に大人気!就職・転職で有利になる
パソコン力の証明。

パソコン（MOS）
●就職や転職に役立つパソコン資格。
●Word, Excel, PowerPointの使い方が身につく。
●効率良く仕事を進めることができる。

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度 ★易 難

約1ヶ月
随時
いつでも受験可
19,300円～

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■受験資格／なし
■試験科目／
「Word」「Excel®」「PowerPoint®」「Access®」など。
出題形式は受験するOfficeのバージョンによって異なります。
※Excel、PowerPoint、Accessは、米国Microsoft Corporationの
　米国およびその他の国における登録商標または商標です。
■問い合わせ先／
株式会社オデッセイコミュニケーションズ
カスタマーサービス
ホームページ 
https://mos.odyssey-com.co.jp/

取得のカギ

試験はすべて実技試験！
全国の試験会場で随時実施されてい
るので、都合の良い時に受験ができる。
試験は実技試験だけで筆記試験はなく、
正しく操作できるかを判定する。しっかり
と練習すれば一発合格を目指せる。

MOS講座担当

舟橋 克弥

学生の皆さんには、パソコンスキル
を証明するMOSで履歴書やＥＳの
欄を飾って、就職活動でアピールし
てほしいですね。
また、社会人の皆さんも、何となくパ
ソコンが使えている状態の方も少な
くないと思いますの
で、一通りの機能や
操作を正しく身に付
けていただきたいと
思っています。

担当講師
から一言

Voice

パソコンの操作は社会人の必須スキル！
MOSは社会に広く認知されているパ
ソコン（WordやExcelなどのマイクロソ
フトオフィス製品）の操作スキルを証明
する国際資格です。学生の方は就職の
ために、社会人の方は業務の効率化の
ためにと、取得する方の目的は様々で
す。パソコンを使用することが必須と
なっている社会で、パソコンの操作スキ
ルを証明できることは、何事にも有利に
なるでしょう。

繰り返し学習で操作が身につく

操作の
説明を見る

認識

マネしながら
操作する

確認

自力で
操作する

理解

色彩検定講座担当

上田 勝美

今では色が関係しない職業はない
とも言われる時代。色の活用範囲、
その可能性は無限大です。この講座
で学ぶ色の知識は生活に役立つの
はもちろん、その理論を理解するこ
とはこれからの戦力に、また、心強い
味方を得ることになるでしょう。

約1～3ヶ月
毎月
6月、11月
23,000円～
パック 46,000円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／2021年度色彩検定 
　　　　　［3級］76.8％ ［2級］77.9％ 
　　　　　（試験機関発表の全国合格率）
■受験資格／なし
■問い合わせ先／内閣府認定公益社団法人 色彩検定協会
 ホームページ https://www.aft.or.jp/

取得のカギ

試験は年2回実施。
併願受験も可能。
色彩検定は、例年6月と11月に実施され
る。3級と2級を併願受験することができる
ので短期合格も目指すことができる。
2級は3級の知識も必要なため、併願受
験がおすすめ。

多彩な業界で通用する注目度抜群の資格
私たちの生活空間は、実に様々な色で満たされている。インテリアや服装など色彩が人に与え
る印象はとても大きく、この色彩の効果を熟知し、仕事や実生活で活用するスペシャリストが、カ
ラーコーディネーターだ。資格取得の活躍の場は非常に広く、アパレル業界や建築インテリア関
連、メーカーの商品開発担当者など多種多彩。また、その知識は自分自身の生活を美しく彩るこ
とにも活かせるため、趣味として学習する人も多い。学生から社会人、主婦の方など幅広い層の
受講生が学んでいるのもこの講座の特徴である。

担当講師
から一言

Voice
色彩検定3/2級

年2回の試験で3級から2級へ
と着実にステップアップ

様々な仕事に生かせる専門知識

自らの生活を美しく彩る

合格学習開始

仕事や生活に、あらゆるシーンで知識を活かせる
色彩のスペシャリスト。

色彩検定（カラーコーディネーター）
●就職活動が有利になる。
●色に関する知識が学べる。
●仕事にも実生活にも役立つ。

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度
AFT3級 ★★易 難 難易度

AFT2級 ★★★易 難

実務力養成シリーズ
講座担当

税理士 神山 法明

仕事の意味を理解せずに働いてい
る人は、意外と多いです。仕事の知
識は、経験を積み上げていかなけ
れば、なかなか身につかないもので
す。その基本となるものを我々プロ
が提供させていただきます。

学 習 前 に チェ ッ ク 試験ガイド

実務での悩みをスッキリ解決
例えば「簿記や税理士の資格を持っているのに、いざ実務となるとうまく仕訳ができない」、

「会計事務所に勤務しているが、受験科目として選択しなかった税法のことがよくわからない」
といった悩みを抱える人は少なくない。そんな場合に大きな味方となってくれるのが、短い期間
で効率よく実力を養える講座群だ。

すぐに仕事で使える知識が満載の講座群
受講生は、「とにかく実践ですぐに役立つ知識を吸収したい」という人が多く、就職が内定した学生
から、異動で新しい部署に就いたばかりの社会人、業務の幅を広げたいと考える税理士や公認会計
士など様々だ。また、簿記・税理士・社会保険労務士等の有資格者や受験経験者が実務に就いた後
に、「受験のための学習」と「実務」の間にギャップを感じ受講する人が多いのもこの講座の特徴とい
える。年齢層も20代から50代まで非常に幅広く、女性の受講者が急増しているのも最近の傾向だ。

担当講師
から一言

Voice

随時開講時期

1コース 
3,000円～40,000円
パック 
30,700円～91,300円

受講料の目安

■経理実務講座／経理のプロを目指す！
　日々の会計処理コース／決算（会計応用）コース／
　会社の税務コース／年末調整・源泉徴収実務コース
■税務実務講座／法人税・消費税・所得税・相続税の実務はバッチリ!
●法人税…法人税法の体系を学ぶコース／申告実務Ⅰコース／
　 申告実務Ⅱコース／申告実務Ⅲコース
●消費税…消費税法の体系を学ぶコース／申告実務Ⅰコース／
　 申告実務Ⅱコース
●所得税…所得税法の体系を学ぶコース／申告実務Ⅰコース／
 申告実務Ⅱコース
●相続・贈与税…相続税法の体系を学ぶコース／
　　　　　　　　申告実務コース／財産評価実務コース

■財務分析・計画講座／数字から「分析・計画」力を身につける！
　決算書入門コース／財務分析コース／経営計画コース／財務分析実践コース
■社会・労働保険実務講座／経理・総務の実務に保険の知識は欠かせません!
社会・労働保険の体系を学ぶコース／社会保険実務コース／
労働保険実務コース
■スキルアップセミナー／最新の会計・税務が手軽に学べる！
改正税法／会社法入門／グループ通算課税／
法人税申告実務実践／収益認識基準／連結会計／税効果会計／
キャッシュ・フロー計算書／相続税の納税資金対策／
事業承継の基礎知識／消費税軽減税率／減損会計／
資産除去債務／成年後見制度／契約実務／労働基準法 等

経理や税務の実務スキルが短期間の学習で
確実にレベルアップ！

実務力養成シリーズ
●経理・税務・財務分析・保険などの実務スキルが身につく。
●実務能力が身につく。
●関連業務の知識を身につけて業務の幅を広げることができる（税理士、公認会計士、社会保険労務士、FPなど）

右記バーコードから
簡単アクセス

AFP/CFPR登録者の方の継続教育
研修としての認定を受けています。

AFP/CFP®登録者の方にオススメ!

旅行業法令、約款、国内旅行実務、海外旅行実務
※令和3年度の場合

総合

旅行業法令、約款、国内旅行実務
※令和3年度の場合

国内

旅行業務取扱管理者
講座担当

東 達也

大原では、受講生の皆さんが確実
に実力を身につけていただけるよ
う、イラストや図・表を多用したオリ
ジナルのテキストを使い、毎回わか
りやすく、内容の濃い講義を展開し
ていきます。旅行業界への第一歩
を、大原から始めま
せんか！

［国内］約4～9ヶ月 
［総合］約4～9ヶ月 
例年1月～9月
［国内］9月
［総合］10月
25,400円～
153,700円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／令和3年度 [国内]40.9%

令和3年度 [総合]6.2%
■受験資格／なし
■試験科目／

■問い合わせ先／
　国内旅行業務取扱管理者試験：一般社団法人全国旅行業協会 試験係
TEL：03－6277－6805　ホームページ https://www.anta.or.jp/

　総合旅行業務取扱管理者試験：一般社団法人日本旅行業協会 研修・試験部（試験係）
TEL：03－3592－1277　ホームページ https://www.jata-net.or.jp/

取得のカギ

満点を狙う必要は全く無し！
科目別に効率的に学習することで
一発合格を実現できる！
　旅行業務取扱管理者試験は各受験科目の満
点の6割以上の得点で合格が可能。試験に“合
格”するためには、出題範囲をすべて学習し、満
点を狙う必要はありません。大原では、科目別に
戦略を立てて、無駄なく効率的に、合格安全圏内
の満点の8割以上の正解を目指す。

旅行業界で活躍するためには
必須の資格
旅行業界における主な業務には、ツアーの企画やセー

ルスを行う「営業企画」、店頭などで顧客を相手に旅行の
申込み手続き等を担当する「カウンター」、ツアーに同行し
て安全なツアーを実施する「添乗」がある。これら業務を
遂行するために欠かせない資格が旅行業務取扱管理
者である。取得しなければ旅行会社に就職できないとい
うものではないが、その学習過程で得られる幅広い知識
は、実務で役立つ内容ばかり。また旅行業法では「原則と
して営業所ごとに一人以上の旅行業務取扱管理者を選
任しなければならない」と定められていることも考える
と、この業界で働くためには欠かせない資格といえる。

合格までの流れ

担当講師
から一言

Voice
試
験
科
目

旅行業法令

海外旅行実務
国内旅行実務

旅行業約款・運送約款および宿泊約款

総合旅行業務取扱管理者国内旅行業務取扱管理者

国内旅行業務
取扱管理者合格

総合旅行業務
取扱管理者合格

総合旅行業務取扱管理者の学習範囲で、2つの試験に
合格可能。W合格で就職・転職活動時に熱意をアピー
ル！ 旅行業界を志望するならW合格を目標にしよう。

旅行業務取扱管理者は
旅のトータルプロデューサー。

旅行業務取扱管理者
●旅行業界や関連業界への就職が有利に！
●転職などで、キャリアアップを図ることができる。
●趣味の旅行をさらに充実させることができる。

右記バーコードから
簡単アクセス

国家
試験

難易度
総合 ★★★易 難難易度

国内 ★★易 難

（試験機関発表の全国合格率） 

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

大原 旅行 検索

さらに詳しく

大原 色彩検定 検索

さらに詳しく

大原 パソコン 検索

さらに詳しく

大原 実務 検索

さらに詳しく
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【資格の王国 講座の紹介】 あなたを成功に導く大原の31講座

介護福祉士講座担当

萩原 身和

介護福祉士の受験生の多くは仕事
をしている方であるため、無駄なく
効率的な学習が必要です。大原の
受験対策講座では、講義レジュメで
重要ポイントを確認、模擬試験で本
番形式での問題演習ができ段階的
にステップアップで
きるよう構成されて
います。

約3ヶ月
受験対策

実務者研修

8月～1月
1月
40,000円

学 習 前 に チェ ッ ク

標準学習期間 開講時期

試験実施時期

受講料の目安

約3ヶ月・約6ヶ月
毎月開講

標準学習期間

開講時期

試験ガイド
介護福祉士国家試験
■合格率／第33回（2021年1月実施） 
 合格者 59,975名　合格率 71.0% 
 （試験機関発表の合格者数、合格率）
■受験資格／実務経験ルート、福祉系高校ルート、養成施設ルート、他
■試験内容／実務経験ルート：筆記試験、他
■資格認定の条件／ 介護福祉士国家試験に合格する
■問い合わせ先／公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 
 TEL：03－3486－7559
 ホームページ http://www.sssc.or.jp/

取得のカギ

未経験でも実務者研修が受講できます！
実務経験ルートにて介護福祉士国家試験
を受験するためには、3年以上の実務経験
に加え、実務者研修を修了する必要があ
る。実務者研修は実務経験がなくても受講
でき、将来介護福祉士へのステップアップを
考えている方は早めに受講しておくことが
オススメ。

介護現場のエキスパート
介護福祉士は専門知識と技術をもって、身体上または精神上の障害があることにより日常生
活を営むのに支障がある人に対し、自立した生活が送れるよう入浴、排泄、食事その他の介護
を行う専門職。介護福祉士は専門職として厚い信頼が寄せられており、最近では資格手当や常
勤採用等、待遇面で優遇される事例が増えてきている。介護職として継続的に従事する人はぜ
ひ取得しておきたい資格である。 担当講師

から一言

Voice
実務者研修

合格

介護福祉士になるまで（実務経験ルート：実務経験3年以上かつ従事日数540日以上）

69,800円～受講料の目安

※国家試験の詳細は法改正により変更となる場合があります。

自宅学習 スクーリング 修了

受験対策 介護福祉士
国家試験基本講義 模擬試験

※受講料はエリア等に
　より異なります。

高齢化社会への進行の中で最も注目されている介護における
最高峰の資格。

介護福祉士
●介護現場のリーダーになり活躍できる。
●やりがいを感じる福祉の仕事に従事できる。

右記バーコードから
簡単アクセス

実務者研修
受験対策

※大原学園介護福祉士実務者養成施設

難易度 ★★易 難

国家
試験

介護職員初任者研修
講座担当

萩原 身和

この資格は、介護職のほか家族介護
やボランティア、接客業などでも活
かすことができます。家族の介護を
している方も負担が軽くなったなど
の声もいただきました。学習過程で
は多くの方とふれ合うことにより学
ぶことも多く、自己
啓発という面でも大
変有意義な時間に
なると思います。

約4ヶ月

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

試験ガイド
■受験資格／なし
■資格認定の条件／
　都道府県知事認可の学校等で所定の養成研修を修了し、
修了試験（筆記試験）に合格することにより認定となります。
■問い合わせ先／
大原介護職員初任者研修事務局　
TEL：03－6261－1371
（ご利用時間 月～土 9：00～18：00　※日・祝を除く）

取得のカギ

スクーリングの演習は
大原の充実した施設で行える！
大原のスクーリングは充実した施設を利
用することにより初めての方でも安心して
受講ができる。実際の現場と同じ本格的な
設備で介護職に必要な基礎知識や介護技
術がしっかりと身につくまで、じっくり親切
に指導が受けられる。

期待が集まる高齢社会の担い手
我が国の国民は4人に1人が65歳以上の高齢者という時代を迎え、介護職員初任者研修修
了者に対する社会の需要は、今後さらに高まっていく。その主な業務内容は、高齢者や体の不
自由な方の入浴や着替え、食事などの介護をすることである。しかし、体位交換や車椅子への
移乗、衣類の着脱といった介助には正しい知識と的確な技術が求められるため、都道府県が認
可した学校などで養成研修を受ける必要がある。 担当講師

から一言

Voice介護職員初任者研修修了証の発行まで

スクーリング学習
介護を行うために必要な基礎知識と実技を習得

自宅学習
定期的な課題の提出で知識を習得 修

了
判
定

修
了
試
験

（
筆
記
試
験
）

修
了
認
定

修
了
証
の
発
行

83,500円受講料の目安

※制度改正によりホームヘルパー2級は、2013年4月1日より「介護職員初任者研修」に
変わりました。なお、法施行の際、ホームヘルパー2級修了者については、介護職員初任
者研修の修了者としてみなされます。  

高齢化社会においてサービス業や接客業でも身につけておきたい
「基本的な介護の知識や技術」を習得。

介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級）
●福祉業界への就職に直結する資格。
●身内の介護にも活かせる。
●接客業など様々な業種で求められている。

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度 ★易 難

ITパスポート
講座担当

加藤 恵理

ITパスポートは出題範囲として3つ
の分野がありそれぞれに基準点が
あります。大原では学習方法から始
まり、ポイントを分野ごとにわかりや
すく説明しますので、初心者の方で
も安心して受講していただけます。

ＩＴパスポート：約2ヶ月
基本情報技術者：約5～8ヶ月
ＩＴパスポート：随時
基本情報技術者：[上期]8～10月
 [下期]3～5月

ＩＴパスポート：15,000円～
基本情報技術者：75,300円～

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

ＩＴパスポート：いつでも受験可
基本情報技術者：[上期]4・5月
 [下期]10・11月

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／[ITパスポート]
 2021年度（2021年4月～12月）54.0%
 [基本情報技術者]
 2021年度上期 41.6%
■受験資格／なし
■問い合わせ先／
独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）
IT人材育成センター国家資格・試験部
ホームページ　https://www.jitec.ipa.go.jp/

取得のカギ

基本情報もCBT試験になりました
　基本情報技術者試験もITパスポート試験同様パソ
コンを使用するCBT方式になりました。試験会場が
定めたスケジュールの中から受験する日時が選べます。

「午前試験免除制度」を利用して効率よく基本情報の合格を目指す
　大原の「午前試験免除制度」対象コースを受講し、事前の
修了試験に合格して認定基準を満たすと本試験当日は午
前試験が免除され、午後試験に集中することができます。

まずはITパスポートから始めよう
ITパスポートは、職業人が共通に備えて
おくべきITに関する基礎的な知識を測る資
格である。現代社会では、企業においてコン
ピュータは欠くことのできない道具であり、
また、日常の生活においても、インターネッ
トなどを利用した情報システムはなくては
ならない存在となっている。今や常識とも
いえるITに関する基礎知識を、習得できて
いるかどうかの指標となる。IT系の上位資
格を目指す方にも、入門資格として最適な
資格といえる。

担当講師
から一言

Voice

ITに関する知識レベル・技術力レベルを証明できる国家試験。
情報処理技術者試験は、対象者別（IT利活用者・ITエンジニア）、レベル別（エントリ・基本・応用・高度）、専門別に体系化されており、自分の目的や
レベルに合った試験を受験できる。情報処理安全確保支援士は、セキュリティの専門家として注目されている。

※情報処理安全確保支援士試験合格者は、情報
処理安全確保支援士登録簿に必要事項を登
録することにより、情報処理安全確保支援士に
なることができます。

出題分野
ストラテジ系（経営全般）

財務、法務、経営戦略など経営全般に関する基本的な
考え方や特徴など。

マネジメント系（IT管理）
システム開発、プロジェクトの管理、ITシステムの運用管理など。

テクノロジ系（IT技術）
コンピュータ内部の仕組み、データベース、ネット
ワーク、セキュリティなど。

情報セキュリティ
マネジメント試験

（SG）

ITの安全な
利活用を推進
するための
基本的知識・
技能

情
報
処
理
安
全
確
保
支
援
士
試
験

（
S
C
）

安
全
な
情
報
シ
ス
テ
ム
を
設
計
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発
、

運
用
す
る
た
め
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に

関
す
る
知
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・
技
能

ITパスポート試験（IP）

ITを利活用
するための
共通的
基礎知識

ITを利活用する者 情報処理技術者 情報処理安全確保支援士

情報処理技術者試験 情報処理安全確保支援士試験

応用情報技術者試験
 （AP）

応用的
知識・技能

ITの安全な利活用を推進する者

全ての社会人

初学者に
オススメ

初学者に
オススメ

基本情報技術者試験
 （FE）

基本的
知識・技能

初学者に
オススメ

技術者も利用者も!社会人に必須の
"ＩＴ力"を国家資格で証明しよう!

ITパスポート／基本情報技術者試験
●就職や転職に役立つITの国家試験！
●ITの基礎知識について幅広く、体系的に学べる!
●IT系企業では新人研修の目標に基本情報技術者試験の合格が設定されることも！

右記バーコードから
簡単アクセス

国家
試験

「IT」に携わる業務に必要なスキルの証明に最適な試験。

情報処理技術者・
情報処理安全確保支援士

国家
試験

[基本情報技術者]

難易度 ★★★易 難

[ITパスポート]

難易度 ★★易 難

右記バーコードから
簡単アクセス

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

大原 情報処理 検索

さらに詳しく

大原 初任者研修 検索

さらに詳しく

大原 介護福祉士 検索

さらに詳しく

大原 情報処理 検索

さらに詳しく

※高度試験には、データベーススペシャリスト試験、ネットワーク
スペシャリスト試験等がございます。
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【資格の王国 講座の紹介】 あなたを成功に導く大原の31講座

介護福祉士講座担当

萩原 身和

介護福祉士の受験生の多くは仕事
をしている方であるため、無駄なく
効率的な学習が必要です。大原の
受験対策講座では、講義レジュメで
重要ポイントを確認、模擬試験で本
番形式での問題演習ができ段階的
にステップアップで
きるよう構成されて
います。

約3ヶ月
受験対策

実務者研修

8月～1月
1月
40,000円

学 習 前 に チェ ッ ク

標準学習期間 開講時期

試験実施時期

受講料の目安

約3ヶ月・約6ヶ月
毎月開講

標準学習期間

開講時期

試験ガイド
介護福祉士国家試験
■合格率／第33回（2021年1月実施） 
 合格者 59,975名　合格率 71.0% 
 （試験機関発表の合格者数、合格率）
■受験資格／実務経験ルート、福祉系高校ルート、養成施設ルート、他
■試験内容／実務経験ルート：筆記試験、他
■資格認定の条件／ 介護福祉士国家試験に合格する
■問い合わせ先／公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 
 TEL：03－3486－7559
 ホームページ http://www.sssc.or.jp/

取得のカギ

未経験でも実務者研修が受講できます！
実務経験ルートにて介護福祉士国家試験
を受験するためには、3年以上の実務経験
に加え、実務者研修を修了する必要があ
る。実務者研修は実務経験がなくても受講
でき、将来介護福祉士へのステップアップを
考えている方は早めに受講しておくことが
オススメ。

介護現場のエキスパート
介護福祉士は専門知識と技術をもって、身体上または精神上の障害があることにより日常生
活を営むのに支障がある人に対し、自立した生活が送れるよう入浴、排泄、食事その他の介護
を行う専門職。介護福祉士は専門職として厚い信頼が寄せられており、最近では資格手当や常
勤採用等、待遇面で優遇される事例が増えてきている。介護職として継続的に従事する人はぜ
ひ取得しておきたい資格である。 担当講師

から一言

Voice
実務者研修

合格

介護福祉士になるまで（実務経験ルート：実務経験3年以上かつ従事日数540日以上）

69,800円～受講料の目安

※国家試験の詳細は法改正により変更となる場合があります。

自宅学習 スクーリング 修了

受験対策 介護福祉士
国家試験基本講義 模擬試験

※受講料はエリア等に
　より異なります。

高齢化社会への進行の中で最も注目されている介護における
最高峰の資格。

介護福祉士
●介護現場のリーダーになり活躍できる。
●やりがいを感じる福祉の仕事に従事できる。

右記バーコードから
簡単アクセス

実務者研修
受験対策

※大原学園介護福祉士実務者養成施設

難易度 ★★易 難

国家
試験

介護職員初任者研修
講座担当

萩原 身和

この資格は、介護職のほか家族介護
やボランティア、接客業などでも活
かすことができます。家族の介護を
している方も負担が軽くなったなど
の声もいただきました。学習過程で
は多くの方とふれ合うことにより学
ぶことも多く、自己
啓発という面でも大
変有意義な時間に
なると思います。

約4ヶ月

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

試験ガイド
■受験資格／なし
■資格認定の条件／
　都道府県知事認可の学校等で所定の養成研修を修了し、
修了試験（筆記試験）に合格することにより認定となります。
■問い合わせ先／
大原介護職員初任者研修事務局　
TEL：03－6261－1371
（ご利用時間 月～土 9：00～18：00　※日・祝を除く）

取得のカギ

スクーリングの演習は
大原の充実した施設で行える！
大原のスクーリングは充実した施設を利
用することにより初めての方でも安心して
受講ができる。実際の現場と同じ本格的な
設備で介護職に必要な基礎知識や介護技
術がしっかりと身につくまで、じっくり親切
に指導が受けられる。

期待が集まる高齢社会の担い手
我が国の国民は4人に1人が65歳以上の高齢者という時代を迎え、介護職員初任者研修修
了者に対する社会の需要は、今後さらに高まっていく。その主な業務内容は、高齢者や体の不
自由な方の入浴や着替え、食事などの介護をすることである。しかし、体位交換や車椅子への
移乗、衣類の着脱といった介助には正しい知識と的確な技術が求められるため、都道府県が認
可した学校などで養成研修を受ける必要がある。 担当講師

から一言

Voice介護職員初任者研修修了証の発行まで

スクーリング学習
介護を行うために必要な基礎知識と実技を習得

自宅学習
定期的な課題の提出で知識を習得 修

了
判
定

修
了
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83,500円受講料の目安

※制度改正によりホームヘルパー2級は、2013年4月1日より「介護職員初任者研修」に
変わりました。なお、法施行の際、ホームヘルパー2級修了者については、介護職員初任
者研修の修了者としてみなされます。  

高齢化社会においてサービス業や接客業でも身につけておきたい
「基本的な介護の知識や技術」を習得。

介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級）
●福祉業界への就職に直結する資格。
●身内の介護にも活かせる。
●接客業など様々な業種で求められている。

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度 ★易 難

ITパスポート
講座担当

加藤 恵理

ITパスポートは出題範囲として3つ
の分野がありそれぞれに基準点が
あります。大原では学習方法から始
まり、ポイントを分野ごとにわかりや
すく説明しますので、初心者の方で
も安心して受講していただけます。

ＩＴパスポート：約2ヶ月
基本情報技術者：約5～8ヶ月
ＩＴパスポート：随時
基本情報技術者：[上期]8～10月
 [下期]3～5月

ＩＴパスポート：15,000円～
基本情報技術者：75,300円～

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

ＩＴパスポート：いつでも受験可
基本情報技術者：[上期]4・5月
 [下期]10・11月

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／[ITパスポート]
 2021年度（2021年4月～12月）54.0%
 [基本情報技術者]
 2021年度上期 41.6%
■受験資格／なし
■問い合わせ先／
独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）
IT人材育成センター国家資格・試験部
ホームページ　https://www.jitec.ipa.go.jp/

取得のカギ

基本情報もCBT試験になりました
　基本情報技術者試験もITパスポート試験同様パソ
コンを使用するCBT方式になりました。試験会場が
定めたスケジュールの中から受験する日時が選べます。

「午前試験免除制度」を利用して効率よく基本情報の合格を目指す
　大原の「午前試験免除制度」対象コースを受講し、事前の
修了試験に合格して認定基準を満たすと本試験当日は午
前試験が免除され、午後試験に集中することができます。

まずはITパスポートから始めよう
ITパスポートは、職業人が共通に備えて
おくべきITに関する基礎的な知識を測る資
格である。現代社会では、企業においてコン
ピュータは欠くことのできない道具であり、
また、日常の生活においても、インターネッ
トなどを利用した情報システムはなくては
ならない存在となっている。今や常識とも
いえるITに関する基礎知識を、習得できて
いるかどうかの指標となる。IT系の上位資
格を目指す方にも、入門資格として最適な
資格といえる。

担当講師
から一言

Voice

ITに関する知識レベル・技術力レベルを証明できる国家試験。
情報処理技術者試験は、対象者別（IT利活用者・ITエンジニア）、レベル別（エントリ・基本・応用・高度）、専門別に体系化されており、自分の目的や
レベルに合った試験を受験できる。情報処理安全確保支援士は、セキュリティの専門家として注目されている。

※情報処理安全確保支援士試験合格者は、情報
処理安全確保支援士登録簿に必要事項を登
録することにより、情報処理安全確保支援士に
なることができます。

出題分野
ストラテジ系（経営全般）

財務、法務、経営戦略など経営全般に関する基本的な
考え方や特徴など。

マネジメント系（IT管理）
システム開発、プロジェクトの管理、ITシステムの運用管理など。

テクノロジ系（IT技術）
コンピュータ内部の仕組み、データベース、ネット
ワーク、セキュリティなど。

情報セキュリティ
マネジメント試験

（SG）

ITの安全な
利活用を推進
するための
基本的知識・
技能

情
報
処
理
安
全
確
保
支
援
士
試
験

（
S
C
）

安
全
な
情
報
シ
ス
テ
ム
を
設
計
、開
発
、

運
用
す
る
た
め
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に

関
す
る
知
識
・
技
能

ITパスポート試験（IP）

ITを利活用
するための
共通的
基礎知識

ITを利活用する者 情報処理技術者 情報処理安全確保支援士

情報処理技術者試験 情報処理安全確保支援士試験

応用情報技術者試験
 （AP）

応用的
知識・技能

ITの安全な利活用を推進する者

全ての社会人

初学者に
オススメ

初学者に
オススメ

基本情報技術者試験
 （FE）

基本的
知識・技能

初学者に
オススメ

技術者も利用者も!社会人に必須の
"ＩＴ力"を国家資格で証明しよう!

ITパスポート／基本情報技術者試験
●就職や転職に役立つITの国家試験！
●ITの基礎知識について幅広く、体系的に学べる!
●IT系企業では新人研修の目標に基本情報技術者試験の合格が設定されることも！

右記バーコードから
簡単アクセス

国家
試験

「IT」に携わる業務に必要なスキルの証明に最適な試験。

情報処理技術者・
情報処理安全確保支援士

国家
試験

[基本情報技術者]

難易度 ★★★易 難

[ITパスポート]

難易度 ★★易 難

右記バーコードから
簡単アクセス

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

大原 情報処理 検索

さらに詳しく

大原 初任者研修 検索

さらに詳しく

大原 介護福祉士 検索

さらに詳しく

大原 情報処理 検索

さらに詳しく

※高度試験には、データベーススペシャリスト試験、ネットワーク
スペシャリスト試験等がございます。

公
務
員

会
計
系

法
律
系

ビ
ジ
ネ
ス
・
経
営
系

情
報
系

医
療
・
福
祉
・
保
育
系

就
職
・
語
学

講
座
の
ご
紹
介
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【資格の王国 講座の紹介】 あなたを成功に導く大原の31講座

保育科講座担当

戸澤 一恵

幼稚園教諭免許状取得者で所定の実務
経験を有する方には、保育士資格取得の
ための特例制度を利用した取得方法をオ
ススメします。特例教科目を履修・修了す
ることにより全科目が免除になりますの
で、負担なく保育士資格が取得できます。
大原では働きながらま
たは子育てしながらで
も学べるように工夫を
していますので、安心
して受講してください。

4ヶ月
4月、8月
特例制度対象者の受験申請期間
2022年4月中旬頃
2022年10月中旬頃

60,000円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■受験資格／学校教育法による大学に2年以上在学して
　　　　　　62単位以上修得した者または高等専門学校を
　　　　　　卒業した者　等
■試験科目／筆記試験9科目
　　　　　　実技試験3分野中2分野選択（筆記試験全科目合格者のみ）
■問い合わせ先／
一般社団法人 全国保育士養成協議会　保育士試験事務センター
TEL：0120-4194-82　
ホームページ：https://www.hoyokyo.or.jp/exam/

取得のカギ

保育士資格の取得に関する
特例制度を利用できる!
　幼稚園教諭免許状取得者で3年以上
かつ4,320時間以上の実務経験を有す
る方が、特例教科目8単位を履修修了す
ることにより、保育士試験の全科目が免
除され、所定の手続きを経て、保育士資
格が取得できる制度。

女性特有のライフスタイルに合わせて多様な働き方ができるのが保育士！
結婚・出産後も
続けられ、かつ、子
育ての経験も活か
せる職業。社会全
体で子育て支援を
推進している今日
において、保育士
の重要性は高まっ
ている。

担当講師
から一言

Voice

保育士になるまで（保育士資格取得特例制度による保育士資格取得ルート）

幼稚園教諭免許
状を有し、幼稚園
等において3年以
上かつ4,320時間
以上の実務経験
を有する者

（履修単位：8単位）

❶福祉と養護(2単位)
❷保健と食と栄養(2単位)
❸乳児保育(2単位)
❹子ども家庭支援論(2単位)

特例教科目履修 保育士試験申込手続（受験）

❶幼稚園教諭免許状取得による免除
筆記試験9科目のうち3科目（教育
原理、保育の心理学、保育実習理
論）と実技試験が免除

❷特例教科目履修により免除
筆記試験9科目のうち6科目（社会
福祉、社会的養護、子ども家庭福祉、
保育原理、子どもの保健、子どもの
食と栄養）が免除

保
育
士
試
験

保
育
士
登
録
手
続

保
育
士
証

筆記試験・
実技試験免除
により合格

大原で
学べる

※保育士試験の詳細を必ずご確認ください。

幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格の取得に関する
特例制度が設けられました。

保育科
●特例制度終了まであと2年！
●保育士不足のため、活躍の場は多数。
●通信形式だから働きながら、子育てをしながらでも無理なく学べる。

右記バーコードから
簡単アクセス

※大原医療秘書福祉保育専門学校
※特例制度を利用される方の特例教科目8単位を履修する講座です。

国家
試験

難易度 ★易 難

※2022年の実施予定です。
　実施年により変更される場合があります。

医療事務講座担当

植村 くるみ

医療事務員は医療保険に関する知
識や診療報酬明細書（レセプト）に
関する知識が必要となります。大原
では短期間でステップアップできる
ように構成されたカリキュラムを準
備し、その内容はクリニックから大
学病院といった各
医療機関で必要な
知識が盛り込まれ
ています。

約1～5ヶ月
随時
2月、6月、10月
14,200円～94,700円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■受験資格／特になし
■目標とする試験／
　医療事務（医科）能力検定試験
■問い合わせ先／
一般財団法人
日本ビジネス技能検定協会
TEL:03－5281－5381
ホームページ
http://www.jab-kentei.or.jp

取得のカギ

お仕事が忙しい方、お子様がいらっしゃる方も安心。
医療事務の試験は在宅受験が可能！
　医療事務の試験は在宅で受験が可能。試験日当日の午前中に試験
問題が到着するので、受け取り後試験を実施し、翌日までに解答用紙
を郵送するスタイル。お子様がいて長時間家を空けることができない
方にはオススメの資格。また試験では資料を見ながら解答できるの
で、必要な知識を全て暗記する必要はない。

医療現場の事務を担うやりがいのある仕事
　医療事務の業務は、病院やクリニックで患者様の対応やカルテ管理、診療費の算定、会計業務などを
行う。この資格はそれらに必要な専門スキルを身につけることができる。特に医療費のうち患者負担分
を除く診療報酬請求額の算定に必要な「診療報酬明細書（レセプト）」の作成や、各種医療保険等の点数
計算を行う専門知識は、医療現場の事務職として活躍するためにはぜひ身につけておきたい。

担当講師
から一言

Voice
医療事務員になるまで
3級学習
スタート

2級学習
スタート

1級学習
スタート

3級合格 2級合格

1級合格

クリニック・
診療所で活躍!

総合病院・大学病院
で活躍！

病院・クリニックで働くための人気資格！

医療事務
●病院での事務職に必要な知識・技能が身につく。
●病院への就職・転職に有利。
●在宅受験ができるので忙しい方でも資格取得ができる。

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度
3級 ★易 難

難易度
2級 ★★易 難

難易度
1級 ★★★易 難

社会福祉士
講座担当

遠藤 良明

社会福祉士は、多様なニーズに対応
して幅広い領域での活躍がますま
す期待される専門職です。大原で
は、受験資格を得ると同時に国家試
験対策も行うカリキュラムとなって
おり、着実に社会福祉士の資格取得
を目指すことができ
ます。私達と一緒に
頑張りましょう!

通信課程 1年6ヶ月
夜間通学課程 1年
2023年4月
通信課程 488，000円
夜間通学課程 1，120，000円

学 習 前 に チェ ッ ク

標準学習期間

開講時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／第33回（2021年2月実施）

合格者 10,333名 合格率 29.3％
 （試験機関発表の全国合格者数、合格率）
■受験資格／１．４年制大学で指定科目を修めて卒業した方
２．２年制（又は３年制）短期大学等で指定科目を修めて卒業し、
指定施設において２年以上（又は１年以上）相談援助の業務に従事した方
３．社会福祉士短期養成施設（６月以上）を卒業（修了）した方
４．社会福祉士一般養成施設（１年以上）を卒業（修了）した方 等
※受験資格の詳細は、（公財）社会福祉振興・試験センターのHP等でご確認ください
■試験科目／筆記試験：全19科目
■問い合わせ先／
公益財団法人　社会福祉振興・試験センター　TEL：03-3486-7559
ホームページ　http://www.sssc.or.jp/

取得のカギ

実習は1週間単位から可能！
1年間で合格がめざせる夜間通学課程！
　仕事と両立しながら学習できるよう、実習は1週
間単位から可能。通信課程では、学習のポイントや
進め方、そして国家試験の出題傾向を説明する「学
習サポートDVD」が付くとともに、「担任制」の導入
により自宅学習での悩みや疑問点などもしっかり
サポート。夜間通学課程は1年間の短期集中学習
で、日々の講義から万全な国家試験対策を行う。

高齢化に伴い、社会福祉士へのニーズが高まっています！
　社会福祉士は、専門的知識と技術を持って、ソーシャルワーカー（相談員）として、身体上もしくは精神上の障害がある人や環境
上の理由により日常生活を営むのに支障がある人々の相談に応じ、助言や指導、その他の援助を行う専門職である。その相談相
手は高齢者、身体障害者、精神障害者、知的障害者、ひとり親、虐待問題を抱えた家族、低所得者など多岐にわたり、少子高齢化の
進行や虐待問題など、多様な社会問題が存在する現代社会においては、社会福祉士に対するニーズが年々高まっている。

担当講師
から一言

Voice
社会福祉士になるまで

社
会
福
祉
士
国
家
試
験

合

　
格

社
会
福
祉
士
資
格
取
得（
登
録
）

国
家
試
験
受
験
が
必
須

 ・　 一般大学等（4年）

 ・　相談援助実務（4年）

相談援助実務1年 ・　一般短大等（3年）

相談援助実務2年 ・　一般短大等（2年）

大原への入学資格

※入学資格の詳細はお問い合わせください。

社
会
福
祉
士
と
し
て
活
躍

大原で学習
（受験資格取得）

一般養成施設
通信課程
または

夜間通学課程

約4ヶ月
受験対策講座

一般養成施設

9月 2月
68,200円～

標準学習期間 開講時期 試験実施時期

受講料の目安

医療福祉に関する相談援助の専門職!

社会福祉士
●福祉に関する相談援助のプロフェッショナルになれる！
●医療機関や行政機関など活躍の場が多くある。
●やりがいを感じる福祉の仕事に従事できる。

右記バーコードから
簡単アクセス

※社会福祉士一般養成施設

国家
試験

★★★★易 難難易度

ケアマネジャー
講座担当

山野 祐子

ケアマネジャーの受験生の多くは仕
事をしている方であるため、無駄なく
効率的な学習が必要です。大原の受
験対策講座では、講義レジュメと過
去試験問題集で知識の習得、模擬試
験で本番形式での問題演習を行い
段階的にステップ
アップできるよう
構成されていま
す。一発合格を目
指しましょう。

約5ヶ月
6月・7月
10月
68,000円～

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■受験資格／
　医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士等の実務経験が
　5年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が
　900日以上であること。他多数あり。
■試験形式／五肢複択方式
■問い合わせ先／
各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験担当課

働きながらでも
続けられるカリキュラム！
働きながら学習する方の負担を軽減す
る効率的な大原のカリキュラムは、基礎力
養成期（8回の基本講義と6回の試験対策
講義）と実力アップ期（2回の模擬試験）で
充分合格できるレベルに到達できる。

介護に関するコーディネーターのケアマネジャーとは
ケアマネジャーとは、正式には「介護支援専門員」といい、試験に合格することにより、ケアマネ
ジャーになるための「実務研修」を受けることができる。支援を必要とする高齢者やその家族からの
相談に応じ、適切なサービスが利用できるように支援したり、関係機関への連絡・調整を行う。

担当講師
から一言

Voice基礎力養成期

ケアマネジャーになるまで

基本講義（8回）

試験対策講義（6回）

実力アップ期

基礎模擬試験

全国統一公開模擬試験

介護支援専門員
実務研修受講試験

実務研修

取得のカギ

合格 修了

介護保険制度において、ケアプランを作成する専門職！

ケアマネジャー
●居宅介護支援事業者および介護保険施設において、
　ケアプランを作成することができる。
●利用者と介護施設や事業所との橋渡しの役割を担う。

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度 ★★★★易 難

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

大原 ケアマネジャー 検索

さらに詳しく

大原 医療事務 検索

さらに詳しく

大原 保育科 検索

さらに詳しく

大原 社会福祉士 検索

さらに詳しく
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保育科講座担当

戸澤 一恵

幼稚園教諭免許状取得者で所定の実務
経験を有する方には、保育士資格取得の
ための特例制度を利用した取得方法をオ
ススメします。特例教科目を履修・修了す
ることにより全科目が免除になりますの
で、負担なく保育士資格が取得できます。
大原では働きながらま
たは子育てしながらで
も学べるように工夫を
していますので、安心
して受講してください。

4ヶ月
4月、8月、12月
特例制度対象者の受験申請期間
2022年4月中旬頃
2022年10月中旬頃

60,000円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■受験資格／学校教育法による大学に2年以上在学して
　　　　　　62単位以上修得した者または高等専門学校を
　　　　　　卒業した者　等
■試験科目／筆記試験9科目
　　　　　　実技試験3分野中2分野選択（筆記試験全科目合格者のみ）
■問い合わせ先／
一般社団法人 全国保育士養成協議会　保育士試験事務センター
TEL：0120-4194-82　
ホームページ：https://www.hoyokyo.or.jp/exam/

取得のカギ

保育士資格の取得に関する
特例制度を利用できる!
　幼稚園教諭免許状取得者で3年以上
かつ4,320時間以上の実務経験を有す
る方が、特例教科目8単位を履修修了す
ることにより、保育士試験の全科目が免
除され、所定の手続きを経て、保育士資
格が取得できる制度。

女性特有のライフスタイルに合わせて多様な働き方ができるのが保育士！
結婚・出産後も
続けられ、かつ、子
育ての経験も活か
せる職業。社会全
体で子育て支援を
推進している今日
において、保育士
の重要性は高まっ
ている。

担当講師
から一言

Voice

保育士になるまで（保育士資格取得特例制度による保育士資格取得ルート）

幼稚園教諭免許
状を有し、幼稚園
等において3年以
上かつ4,320時間
以上の実務経験
を有する者

（履修単位：8単位）

❶福祉と養護(2単位)
❷保健と食と栄養(2単位)
❸乳児保育(2単位)
❹子ども家庭支援論(2単位)

特例教科目履修 保育士試験申込手続（受験）

❶幼稚園教諭免許状取得による免除
筆記試験9科目のうち3科目（教育
原理、保育の心理学、保育実習理
論）と実技試験が免除

❷特例教科目履修により免除
筆記試験9科目のうち6科目（社会
福祉、社会的養護、子ども家庭福祉、
保育原理、子どもの保健、子どもの
食と栄養）が免除

保
育
士
試
験

保
育
士
登
録
手
続

保
育
士
証

筆記試験・
実技試験免除
により合格

大原で
学べる

※保育士試験の詳細を必ずご確認ください。

幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格の取得に関する
特例制度が設けられました。

保育科
●特例制度終了まであと2年！
●保育士不足のため、活躍の場は多数。
●通信形式だから働きながら、子育てをしながらでも無理なく学べる。

右記バーコードから
簡単アクセス

※大原医療秘書福祉保育専門学校
※特例制度を利用される方の特例教科目8単位を履修する講座です。

国家
試験

難易度 ★易 難

※2022年の実施予定です。
　実施年により変更される場合があります。

医療事務講座担当

植村 くるみ

医療事務員は医療保険に関する知
識や診療報酬明細書（レセプト）に
関する知識が必要となります。大原
では短期間でステップアップできる
ように構成されたカリキュラムを準
備し、その内容はクリニックから大
学病院といった各
医療機関で必要な
知識が盛り込まれ
ています。

約1～5ヶ月
随時
2月、6月、10月
14,200円～94,700円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■受験資格／特になし
■目標とする試験／
　医療事務（医科）能力検定試験
■問い合わせ先／
一般財団法人
日本ビジネス技能検定協会
TEL:03－5281－5381
ホームページ
http://www.jab-kentei.or.jp

取得のカギ

お仕事が忙しい方、お子様がいらっしゃる方も安心。
医療事務の試験は在宅受験が可能！
　医療事務の試験は在宅で受験が可能。試験日当日の午前中に試験
問題が到着するので、受け取り後試験を実施し、翌日までに解答用紙
を郵送するスタイル。お子様がいて長時間家を空けることができない
方にはオススメの資格。また試験では資料を見ながら解答できるの
で、必要な知識を全て暗記する必要はない。

医療現場の事務を担うやりがいのある仕事
　医療事務の業務は、病院やクリニックで患者様の対応やカルテ管理、診療費の算定、会計業務などを
行う。この資格はそれらに必要な専門スキルを身につけることができる。特に医療費のうち患者負担分
を除く診療報酬請求額の算定に必要な「診療報酬明細書（レセプト）」の作成や、各種医療保険等の点数
計算を行う専門知識は、医療現場の事務職として活躍するためにはぜひ身につけておきたい。

担当講師
から一言

Voice
医療事務員になるまで
3級学習
スタート

2級学習
スタート

1級学習
スタート

3級合格 2級合格

1級合格

クリニック・
診療所で活躍!

総合病院・大学病院
で活躍！

病院・クリニックで働くための人気資格！

医療事務
●病院での事務職に必要な知識・技能が身につく。
●病院への就職・転職に有利。
●在宅受験ができるので忙しい方でも資格取得ができる。

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度
3級 ★易 難

難易度
2級 ★★易 難

難易度
1級 ★★★易 難

社会福祉士
講座担当

遠藤 良明

社会福祉士は、多様なニーズに対応
して幅広い領域での活躍がますま
す期待される専門職です。大原で
は、受験資格を得ると同時に国家試
験対策も行うカリキュラムとなって
おり、着実に社会福祉士の資格取得
を目指すことができ
ます。私達と一緒に
頑張りましょう!

通信課程 1年6ヶ月
夜間通学課程 1年
2023年4月
通信課程 488，000円
夜間通学課程 1，120，000円

学 習 前 に チェ ッ ク

標準学習期間

開講時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／第33回（2021年2月実施）

合格者 10,333名 合格率 29.3％
 （試験機関発表の全国合格者数、合格率）
■受験資格／１．４年制大学で指定科目を修めて卒業した方
２．２年制（又は３年制）短期大学等で指定科目を修めて卒業し、
指定施設において２年以上（又は１年以上）相談援助の業務に従事した方
３．社会福祉士短期養成施設（６月以上）を卒業（修了）した方
４．社会福祉士一般養成施設（１年以上）を卒業（修了）した方 等
※受験資格の詳細は、（公財）社会福祉振興・試験センターのHP等でご確認ください
■試験科目／筆記試験：全19科目
■問い合わせ先／
公益財団法人　社会福祉振興・試験センター　TEL：03-3486-7559
ホームページ　http://www.sssc.or.jp/

取得のカギ

実習は1週間単位から可能！
1年間で合格がめざせる夜間通学課程！
　仕事と両立しながら学習できるよう、実習は1週
間単位から可能。通信課程では、学習のポイントや
進め方、そして国家試験の出題傾向を説明する「学
習サポートDVD」が付くとともに、「担任制」の導入
により自宅学習での悩みや疑問点などもしっかり
サポート。夜間通学課程は1年間の短期集中学習
で、日々の講義から万全な国家試験対策を行う。

高齢化に伴い、社会福祉士へのニーズが高まっています！
　社会福祉士は、専門的知識と技術を持って、ソーシャルワーカー（相談員）として、身体上もしくは精神上の障害がある人や環境
上の理由により日常生活を営むのに支障がある人々の相談に応じ、助言や指導、その他の援助を行う専門職である。その相談相
手は高齢者、身体障害者、精神障害者、知的障害者、ひとり親、虐待問題を抱えた家族、低所得者など多岐にわたり、少子高齢化の
進行や虐待問題など、多様な社会問題が存在する現代社会においては、社会福祉士に対するニーズが年々高まっている。

担当講師
から一言

Voice
社会福祉士になるまで

社
会
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社
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取
得（
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 ・　 一般大学等（4年）

 ・　相談援助実務（4年）

相談援助実務1年 ・　一般短大等（3年）

相談援助実務2年 ・　一般短大等（2年）

大原への入学資格

※入学資格の詳細はお問い合わせください。

社
会
福
祉
士
と
し
て
活
躍

大原で学習
（受験資格取得）

一般養成施設
通信課程
または

夜間通学課程

約4ヶ月
受験対策講座

一般養成施設

9月 2月
68,200円～

標準学習期間 開講時期 試験実施時期

受講料の目安

医療福祉に関する相談援助の専門職!

社会福祉士
●福祉に関する相談援助のプロフェッショナルになれる！
●医療機関や行政機関など活躍の場が多くある。
●やりがいを感じる福祉の仕事に従事できる。

右記バーコードから
簡単アクセス

※社会福祉士一般養成施設

国家
試験

★★★★易 難難易度

ケアマネジャー
講座担当

山野 祐子

ケアマネジャーの受験生の多くは仕
事をしている方であるため、無駄なく
効率的な学習が必要です。大原の受
験対策講座では、講義レジュメと過
去試験問題集で知識の習得、模擬試
験で本番形式での問題演習を行い
段階的にステップ
アップできるよう
構成されていま
す。一発合格を目
指しましょう。

約5ヶ月
6月・7月
10月
68,000円～

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■受験資格／
　医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士等の実務経験が
　5年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が
　900日以上であること。他多数あり。
■試験形式／五肢複択方式
■問い合わせ先／
各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験担当課

働きながらでも
続けられるカリキュラム！
働きながら学習する方の負担を軽減す
る効率的な大原のカリキュラムは、基礎力
養成期（8回の基本講義と6回の試験対策
講義）と実力アップ期（2回の模擬試験）で
充分合格できるレベルに到達できる。

介護に関するコーディネーターのケアマネジャーとは
ケアマネジャーとは、正式には「介護支援専門員」といい、試験に合格することにより、ケアマネ
ジャーになるための「実務研修」を受けることができる。支援を必要とする高齢者やその家族からの
相談に応じ、適切なサービスが利用できるように支援したり、関係機関への連絡・調整を行う。

担当講師
から一言

Voice基礎力養成期

ケアマネジャーになるまで

基本講義（8回）

試験対策講義（6回）

実力アップ期

基礎模擬試験

全国統一公開模擬試験

介護支援専門員
実務研修受講試験

実務研修

取得のカギ

合格 修了

介護保険制度において、ケアプランを作成する専門職！

ケアマネジャー
●居宅介護支援事業者および介護保険施設において、
　ケアプランを作成することができる。
●利用者と介護施設や事業所との橋渡しの役割を担う。

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度 ★★★★易 難

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

大原 ケアマネジャー 検索

さらに詳しく

大原 医療事務 検索

さらに詳しく

大原 保育科 検索

さらに詳しく

大原 社会福祉士 検索

さらに詳しく
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キャリアコンサルタント
講座担当

野口 英雄

大原のキャリアコンサルタント養成
講習は「実務に役立つこと」にこだ
わっています。通信とスクーリングを
組み合わせることにより、効率よく
実践力を身につけることができるの
で、何も知らない方でも心配いりま
せん。一緒に頑張り
ましょう。

3ヶ月
4月、9月、1月（予定）
7月、11月、3月
294,000円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／2021年11月（第18回）

[キャリアコンサルティング協議会] 学科82.6％ 実技68.0％
[日本キャリア開発協会] 学科79.0％ 実技57.0％

■受験資格／１．厚生労働大臣が認定する講習の課程を修了した方
２．労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上の
　いずれかに関する相談に関し3年以上の経験を有する方
３．技能検定キャリアコンサルティング職種の学科試験又は実技試験に合格した方
４．上記の項目と同等以上の能力を有する方
■試験区分／学科 四肢択一（50問）／実技 論述（記述式解答50分）、

実技面接（ロールプレイ15分、口頭試問5分）
■問い合わせ先／
・特定非営利活動法人 キャリアコンサルティング協議会　https://www.career-shiken.org/
・特定非営利活動法人 日本キャリア開発協会　https://www.jcda-careerex.org/

取得のカギ

大原オリジナル教材で
実務と試験に必要な知識が身につきます！
　現状では、国家資格キャリアコンサルタントには、
２つの登録試験機関があります。学科試験は同じ内
容が出題されますが、実技試験は各登録試験機関に
より採点ポイントが異なりますが大原は2つの登録
試験機関の対策を行います。大原のオリジナル教材
は最新の試験に対応しており、試験対策はもちろん、
実務にも役立つ知識を身につけることができます。

20年後も一人ひとりが輝くために、いま日本にはキャリアコンサルタントの力が必要です
2016年４月より国家資格になりました。キャリア

コンサルタントは登録制（５年の更新）のいわゆる名
称独占資格です。国の計画によると、2024年度末
に達成すべき目標としてキャリアコンサルタント養成
数（延べ数）10万人が掲げられており、今最も必要と
されている資格の一つです。
相談者ご本人の興味・適性の明確化や職業生活の

振り返りを通じて、職業生活設計の支援や職業の選
択、スキルアップについて、意欲の向上を促し、自己
決定を後押しする支援を行う専門家です。
その活躍の場（活動領域）は、人のライフ・イベント

の様々なタイミングで生じるため多岐にわたります。

担当講師
から一言

Voice

予測がつかない未来に、
キャリアコンサルタントが必要です

「100年のライフキャリア」
「働き方改革」

学習指導要領が
大きく変わる

AI時代に突入

さらなる
グローバル化へ

人びとのキャリア形成をサポートし、人・企業・社会の架け橋となる

キャリアコンサルタント
●国家資格を取得できる。　●教育機関や就労支援機関で働いている人の必須スキル。
●オンライン受講で全国どこでも学習可能。
●専門実践教育訓練給付制度指定講座です。

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度 ★★★易 難

外国人に日本語・日本文化を教えるという仕事

日本語教師
●海外で働ける。　●就職活動でのアピールポイントになる。
●コミュニケーションスキルが身につく。
●年齢・性別を問わず就職できる。

右記バーコードから
簡単アクセス

日本語教師養成
講座担当

岩瀬 有佐

日本語を学ぶ外国人は日本国内で約
27万人、海外では385万人いると
いわれています。現在のグローバル
化社会において、日本語を教えるチャ
ンスはますます広がります。日本語教
師になりたいという方はぜひ大原に
お越しください。

学 習 前 に チェ ッ ク
約9～15ヶ月標準学習期間

4月、5月、7月、8月、10月、
1月、2月

開講時期

【日本語教育能力検定試験】
10月

試験実施時期

20,000円～538,300円受講料の目安

試験ガイド

■問い合わせ先／
試験：公益財団法人 日本国際教育支援協会
TEL：03-5454-5215
ホームページ：
http://www.jees.or.jp/
養成：一般財団法人 全国日本語教師養成協議会
TEL：03-6812-1972
ホームページ：
https://www.zenyoukyou.jp/

取得のカギ

文化庁届出受理講座の「420時間総合コース」を
修了すれば日本語教師として活躍できます！※
　「420時間総合コース」を修了すれば、日本語教師の資格が与え
られます！大原には様々なクラス設定があるので自分にあったスケ
ジュールで受講が可能。そして、フォローやサポートが充実している
ので初学者でも安心して学習を始めることができます。
※420時間総合コースを修了して日本語教師を目指す方は、学士の学位（大学卒
業）を有していることが条件となります。詳しくは講座お申込前に講座説明会や
個別受講相談において必ずご確認ください。

グローバル時代で広がる活躍の場。多くの外国人が日本語教育を必要としています。
日本国内の日本語学校だけでなく、海外の日本語学校でもたくさんの日本語教師が活躍しています。また海外青年

協力隊・シニア海外ボランティアといったプロジェクトへ参加するなど、新しい自分を見つけたい方にもオススメです。

担当講師
から一言

Voice

難易度 ★★★易 難

日本語教師のお仕事は
420時間
総合コース
修了

国内外で日本語教師として活躍！

就職・転職・活動において
アピールできる！

ボランティアで地域の外国人に
日本語を教えるなど、人の役に立てる！

日本語教育
能力検定試験
合格

年齢・性別を
問わず活躍できる
海外で働ける
やりがいがある

学
習
開
始

広
が
る
フ
ィ
ー
ル
ド

TOEIC®Listening & Reading Testはビジネスで使える
英語力の証明

TOEIC®L＆R攻略
●英語力を客観的に証明できる。
●英語によるコミュニケーション能力が身につく。
●就職に役立つ。　●スキルアップに役立つ。

右記バーコードから
簡単アクセス

TOEIC®L＆R攻略
講座担当

鈴木 達哉

TOEIC®Listening & Reading Testは、
効果的な学習方法を効率的なやり方で一
定期間続けていけば、誰もが必ず点数が上
がるテストです。この講座では、通訳養成学
校でも使われている、英語力を効率的に伸
ばすメソッドを用いて、短期間でリスニン
グ、リーディングともバ
ランス良くスコアアップ
出来るようにカリキュラ
ムが組まれています。

学 習 前 に チェ ッ ク
約2～6ヶ月標準学習期間

毎月開講時期

公開テスト：
年13回実施

試験実施時期

30,000円～
43,900円

受講料の目安

試験ガイド
■テスト形式／合計２時間で200問のマークシート方式

写真描写問題（6問）、応答問題（25問）、
会話問題（39問）、説明文問題（30問）
短文穴埋め問題（30問）、
長文穴埋め問題（16問）、読解問題（54問※）

　※１つの文章：29問、複数の文章：25問
■テスト結果／
合格、不合格ではなくリスニング５～495点、リーディング5～495点、
トータル10～990点のスコアで５点刻みで表示されます。
※スコアは正答数そのままの素点（Raw Score）ではなく、スコアの同一化（Equating）と
　呼ばれる統計処理によって算出された換算点（Scaled Score）となります。
■問い合わせ先／TOEIC®公式サイト https://www.iibc-global.org/

取得のカギ

合格・不合格がないので
気軽に受験できる！
　公開テストは毎月実施されるので、
他の資格試験のように年1回の試験
というプレッシャーもなく、気軽に受
験することができる。「不合格」がな
いので英語学習のモチベーションの
維持もしやすく、目標設定に合わせて
継続的に学習することができる。

目標スコアに応じてステップアップ！段階的にスコアアップが目指せるコース
大原のTOEIC®L＆R攻略講座は、３つのコースの継続学習でTOEIC®Listening & Reading 
Testの総合的なスコアアップを目指すコースとなっています。週2回の講義なら、半年で860
点以上のスコアを目指すことができます。

担当講師
から一言

Voice

リスニングセクション

リーディングセクション

TOEIC Listening & Reading Test挑戦のメリットR

英語力を
客観的なスコアで
伝えることが
できる。

大学では
単位認定に
使える学校も
ある。

高得点を
とれば

就職に有利。

昇進、昇給、
海外赴任の
基準としている
企業もある。

難易度 ーー易 難

秘書検定講座担当

加藤 貴紀

秘書検定は、ビジネスマナーや冠婚
葬祭の知識、コミュニケーションス
キルや日程管理、ファイリングなど、
社会で役立つ内容が満載です。ビジ
ネスのさまざまな場面における問題
解決力を学ぶことが可能です。実際
の場面をイメージし
わかりやすく楽しく
学び、合格を目指し
てください。

約4ヶ月

随時

3級・2級 / 6月・11月・2月
準1級・1級 / 6月・11月
※2級はCBT試験を選択可。

29,600円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■受験資格／なし
■試験形式／選択問題（マークシート方式）と記述問題
　　　　　　準1級は、筆記試験合格者に面接が
　　　　　　課されます。※2級はCBT試験を選択可。
■問い合わせ先／
公益財団法人実務技能検定協会
TEL：03-3200-6675
ホームページ https://jitsumu-kentei.jp/HS/index/

取得のカギ

2級・準1級の併願受験も可能。
短期合格も目指せる。
秘書検定試験の3級～準1級の学習内容は共通して
いる点が多く、各級ごとの“深さ”さえ理解すれば、各
級をまとめて学ぶことができる。また、3級は基本項
目となり簡単すぎるという意見が多くあるため、大原
では基本項目から2級・準1級をまとめて学ぶことが
できる。秘書検定は2級・準1級を併願受験するチャ
ンスがあるので、短期合格も目指せる。

マナーや作法が学べる社会人必須知識
秘書検定で学べるものは、
挨拶の仕方や、言葉遣い、態度
などビジネスマナー全般です。
準1級では、面接試験も課され
実践的なスキルを持っている
人と高い評価を得ることがで
きます。就職活動を控えた学
生や、新入社員さらにはマナー
について学び直しキャリアアッ
プを考えている方に最適な資
格です。

担当講師
から一言

Voice

秘書検定の知識を活用する

秘
書
検
定
試
験

合
格

学
習
開
始

大学生　マナーを身につけるだけでなく、履歴書にも
書ける資格試験です。学生時代に取得することによ
り、就活でのアピールポイントにすることができます。

会社員　相手や状況に合わせて敬語を使い分
けることができ、会議やプレゼン等で活かす事が
できるスキルです。

主婦・主夫等　地区や子供の行事等できちんと
した言葉遣いや振る舞いができれば、初対面の
相手に良い印象を与えることができ、その後の
人間関係をスムーズに進めることができます。

ビジネスに必要なマナーや作法を身に付けることができる。

秘書検定
●就職・転職に役立つ
●社会人として必要なマナーや一般常識が身につく
●日常業務での振る舞いが身につくので活躍の場を選ばない

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度
2級 ★★易 難

難易度
準1級 ★★★易 難

【資格の王国 講座の紹介】 あなたを成功に導く大原の31講座

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

大原 秘書検定 検索

さらに詳しく

大原 TOEIC 検索

さらに詳しく

大原 日本語教師 検索

さらに詳しく

大原 キャリアコンサルタント 検索

さらに詳しく

大原の420時間総合コースを修了すれば、
試験に合格しなくても資格を得られます。
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キャリアコンサルタント
講座担当

野口 英雄

大原のキャリアコンサルタント養成
講習は「実務に役立つこと」にこだ
わっています。通信とスクーリングを
組み合わせることにより、効率よく
実践力を身につけることができるの
で、何も知らない方でも心配いりま
せん。一緒に頑張り
ましょう。

3ヶ月
4月、9月、1月（予定）
7月、11月、3月
294,000円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■合格率／2021年11月（第18回）

[キャリアコンサルティング協議会] 学科82.6％ 実技68.0％
[日本キャリア開発協会] 学科79.0％ 実技57.0％

■受験資格／１．厚生労働大臣が認定する講習の課程を修了した方
２．労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上の
　いずれかに関する相談に関し3年以上の経験を有する方
３．技能検定キャリアコンサルティング職種の学科試験又は実技試験に合格した方
４．上記の項目と同等以上の能力を有する方
■試験区分／学科 四肢択一（50問）／実技 論述（記述式解答50分）、

実技面接（ロールプレイ15分、口頭試問5分）
■問い合わせ先／
・特定非営利活動法人 キャリアコンサルティング協議会　https://www.career-shiken.org/
・特定非営利活動法人 日本キャリア開発協会　https://www.jcda-careerex.org/

取得のカギ

大原オリジナル教材で
実務と試験に必要な知識が身につきます！
　現状では、国家資格キャリアコンサルタントには、
２つの登録試験機関があります。学科試験は同じ内
容が出題されますが、実技試験は各登録試験機関に
より採点ポイントが異なりますが大原は2つの登録
試験機関の対策を行います。大原のオリジナル教材
は最新の試験に対応しており、試験対策はもちろん、
実務にも役立つ知識を身につけることができます。

20年後も一人ひとりが輝くために、いま日本にはキャリアコンサルタントの力が必要です
2016年４月より国家資格になりました。キャリア

コンサルタントは登録制（５年の更新）のいわゆる名
称独占資格です。国の計画によると、2024年度末
に達成すべき目標としてキャリアコンサルタント養成
数（延べ数）10万人が掲げられており、今最も必要と
されている資格の一つです。
相談者ご本人の興味・適性の明確化や職業生活の

振り返りを通じて、職業生活設計の支援や職業の選
択、スキルアップについて、意欲の向上を促し、自己
決定を後押しする支援を行う専門家です。
その活躍の場（活動領域）は、人のライフ・イベント

の様々なタイミングで生じるため多岐にわたります。

担当講師
から一言

Voice

予測がつかない未来に、
キャリアコンサルタントが必要です

「100年のライフキャリア」
「働き方改革」

学習指導要領が
大きく変わる

AI時代に突入

さらなる
グローバル化へ

人びとのキャリア形成をサポートし、人・企業・社会の架け橋となる

キャリアコンサルタント
●国家資格を取得できる。　●教育機関や就労支援機関で働いている人の必須スキル。
●オンライン受講で全国どこでも学習可能。
●専門実践教育訓練給付制度指定講座です。

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度 ★★★易 難

外国人に日本語・日本文化を教えるという仕事

日本語教師
●海外で働ける。　●就職活動でのアピールポイントになる。
●コミュニケーションスキルが身につく。
●年齢・性別を問わず就職できる。

右記バーコードから
簡単アクセス

日本語教師養成
講座担当

岩瀬 有佐

日本語を学ぶ外国人は日本国内で約
27万人、海外では385万人いると
いわれています。現在のグローバル
化社会において、日本語を教えるチャ
ンスはますます広がります。日本語教
師になりたいという方はぜひ大原に
お越しください。

学 習 前 に チェ ッ ク
約9～15ヶ月標準学習期間

4月、5月、7月、8月、10月、
1月、2月

開講時期

【日本語教育能力検定試験】
10月

試験実施時期

20,000円～538,300円受講料の目安

試験ガイド

■問い合わせ先／
試験：公益財団法人 日本国際教育支援協会
TEL：03-5454-5215
ホームページ：
http://www.jees.or.jp/
養成：一般財団法人 全国日本語教師養成協議会
TEL：03-6812-1972
ホームページ：
https://www.zenyoukyou.jp/

取得のカギ

文化庁届出受理講座の「420時間総合コース」を
修了すれば日本語教師として活躍できます！※
　「420時間総合コース」を修了すれば、日本語教師の資格が与え
られます！大原には様々なクラス設定があるので自分にあったスケ
ジュールで受講が可能。そして、フォローやサポートが充実している
ので初学者でも安心して学習を始めることができます。
※420時間総合コースを修了して日本語教師を目指す方は、学士の学位（大学卒
業）を有していることが条件となります。詳しくは講座お申込前に講座説明会や
個別受講相談において必ずご確認ください。

グローバル時代で広がる活躍の場。多くの外国人が日本語教育を必要としています。
日本国内の日本語学校だけでなく、海外の日本語学校でもたくさんの日本語教師が活躍しています。また海外青年

協力隊・シニア海外ボランティアといったプロジェクトへ参加するなど、新しい自分を見つけたい方にもオススメです。

担当講師
から一言

Voice

難易度 ★★★易 難

日本語教師のお仕事は
420時間
総合コース
修了

国内外で日本語教師として活躍！

就職・転職・活動において
アピールできる！

ボランティアで地域の外国人に
日本語を教えるなど、人の役に立てる！

日本語教育
能力検定試験
合格

年齢・性別を
問わず活躍できる
海外で働ける
やりがいがある

学
習
開
始
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TOEIC®Listening & Reading Testはビジネスで使える
英語力の証明

TOEIC®L＆R攻略
●英語力を客観的に証明できる。
●英語によるコミュニケーション能力が身につく。
●就職に役立つ。　●スキルアップに役立つ。

右記バーコードから
簡単アクセス

TOEIC®L＆R攻略
講座担当

鈴木 達哉

TOEIC®Listening & Reading Testは、
効果的な学習方法を効率的なやり方で一
定期間続けていけば、誰もが必ず点数が上
がるテストです。この講座では、通訳養成学
校でも使われている、英語力を効率的に伸
ばすメソッドを用いて、短期間でリスニン
グ、リーディングともバ
ランス良くスコアアップ
出来るようにカリキュラ
ムが組まれています。

学 習 前 に チェ ッ ク
約2～6ヶ月標準学習期間

毎月開講時期

公開テスト：
年13回実施

試験実施時期

30,000円～
43,900円

受講料の目安

試験ガイド
■テスト形式／合計２時間で200問のマークシート方式

写真描写問題（6問）、応答問題（25問）、
会話問題（39問）、説明文問題（30問）
短文穴埋め問題（30問）、
長文穴埋め問題（16問）、読解問題（54問※）

　※１つの文章：29問、複数の文章：25問
■テスト結果／
合格、不合格ではなくリスニング５～495点、リーディング5～495点、
トータル10～990点のスコアで５点刻みで表示されます。
※スコアは正答数そのままの素点（Raw Score）ではなく、スコアの同一化（Equating）と
　呼ばれる統計処理によって算出された換算点（Scaled Score）となります。
■問い合わせ先／TOEIC®公式サイト https://www.iibc-global.org/

取得のカギ

合格・不合格がないので
気軽に受験できる！
　公開テストは毎月実施されるので、
他の資格試験のように年1回の試験
というプレッシャーもなく、気軽に受
験することができる。「不合格」がな
いので英語学習のモチベーションの
維持もしやすく、目標設定に合わせて
継続的に学習することができる。

目標スコアに応じてステップアップ！段階的にスコアアップが目指せるコース
大原のTOEIC®L＆R攻略講座は、３つのコースの継続学習でTOEIC®Listening & Reading 
Testの総合的なスコアアップを目指すコースとなっています。週2回の講義なら、半年で860
点以上のスコアを目指すことができます。

担当講師
から一言

Voice

リスニングセクション

リーディングセクション

TOEIC Listening & Reading Test挑戦のメリットR

英語力を
客観的なスコアで
伝えることが
できる。

大学では
単位認定に
使える学校も
ある。

高得点を
とれば

就職に有利。

昇進、昇給、
海外赴任の
基準としている
企業もある。

難易度 ーー易 難

秘書検定講座担当

加藤 貴紀

秘書検定は、ビジネスマナーや冠婚
葬祭の知識、コミュニケーションス
キルや日程管理、ファイリングなど、
社会で役立つ内容が満載です。ビジ
ネスのさまざまな場面における問題
解決力を学ぶことが可能です。実際
の場面をイメージし
わかりやすく楽しく
学び、合格を目指し
てください。

約4ヶ月

随時

3級・2級 / 6月・11月・2月
準1級・1級 / 6月・11月
※2級はCBT試験を選択可。

29,600円

学 習 前 に チェ ッ ク
標準学習期間

開講時期

試験実施時期

受講料の目安

試験ガイド
■受験資格／なし
■試験形式／選択問題（マークシート方式）と記述問題
　　　　　　準1級は、筆記試験合格者に面接が
　　　　　　課されます。※2級はCBT試験を選択可。
■問い合わせ先／
公益財団法人実務技能検定協会
TEL：03-3200-6675
ホームページ https://jitsumu-kentei.jp/HS/index/

取得のカギ

2級・準1級の併願受験も可能。
短期合格も目指せる。
秘書検定試験の3級～準1級の学習内容は共通して
いる点が多く、各級ごとの“深さ”さえ理解すれば、各
級をまとめて学ぶことができる。また、3級は基本項
目となり簡単すぎるという意見が多くあるため、大原
では基本項目から2級・準1級をまとめて学ぶことが
できる。秘書検定は2級・準1級を併願受験するチャ
ンスがあるので、短期合格も目指せる。

マナーや作法が学べる社会人必須知識
秘書検定で学べるものは、
挨拶の仕方や、言葉遣い、態度
などビジネスマナー全般です。
準1級では、面接試験も課され
実践的なスキルを持っている
人と高い評価を得ることがで
きます。就職活動を控えた学
生や、新入社員さらにはマナー
について学び直しキャリアアッ
プを考えている方に最適な資
格です。

担当講師
から一言

Voice

秘書検定の知識を活用する

秘
書
検
定
試
験

合
格

学
習
開
始

大学生　マナーを身につけるだけでなく、履歴書にも
書ける資格試験です。学生時代に取得することによ
り、就活でのアピールポイントにすることができます。

会社員　相手や状況に合わせて敬語を使い分
けることができ、会議やプレゼン等で活かす事が
できるスキルです。

主婦・主夫等　地区や子供の行事等できちんと
した言葉遣いや振る舞いができれば、初対面の
相手に良い印象を与えることができ、その後の
人間関係をスムーズに進めることができます。

ビジネスに必要なマナーや作法を身に付けることができる。

秘書検定
●就職・転職に役立つ
●社会人として必要なマナーや一般常識が身につく
●日常業務での振る舞いが身につくので活躍の場を選ばない

右記バーコードから
簡単アクセス

難易度
2級 ★★易 難

難易度
準1級 ★★★易 難

【資格の王国 講座の紹介】 あなたを成功に導く大原の31講座

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

資格のオススメ
POINT

大原 秘書検定 検索

さらに詳しく

大原 TOEIC 検索

さらに詳しく

大原 日本語教師 検索

さらに詳しく

大原 キャリアコンサルタント 検索

さらに詳しく

大原の420時間総合コースを修了すれば、
試験に合格しなくても資格を得られます。

公
務
員

会
計
系

法
律
系

ビ
ジ
ネ
ス
・
経
営
系

情
報
系

医
療
・
福
祉
・
保
育
系

就
職
・
語
学

講
座
の
ご
紹
介
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講義を収録した映像を大原校内の個別視聴ブースにて視聴する学習スタイルです。
自分のスケジュールに合わせて無理なく受講することができます。
※受講期間中に、お申込みいただいた受講校でご視聴いただけます。
※パソコンを利用しての学習など、受講形態は学校により異なります。
　詳しくは各校へお問い合わせください。
※視聴時間帯につきましては、各講座パンフレットをご覧いただくか、受講校にてお問い合わせください。

通学講座 快適な学習環境で学習できる！

決まった日程・時間に大原に通学し、教室で講義を受ける学習スタイルです。大原の
専任講師の熱意あふれる講義を、同じ目的を持った仲間と一緒に受講します。欠席
フォローや振替出席制度などのサポート（13P参照）も充実しています。

教室通学のメリット 講師の熱意がダイレクトに伝わる臨場感！ 疑問があったら即解消！

安心の振替出席制度/欠席フォロー通学することで学習ペースを一定に保てる

自分だけの学習スペースで集中学習! 大原人気講師の講義を映像で学習

定例試験や模擬試験を教室で受験できる！スケジュールは自分で決定！予約制で安心!

リアルタイムの教室通学!! 中継クラス開講！
人気のクラスに出席！ 他の校舎で実施する教室通学の講義を同時中継で放映！講義は生中継なので緊張感抜群！

■ 最新の情報もオンタイムで聞ける！　■ 採点はその場で回収し、担当講師へ送るので教室通学と同じタイミングで返却。
■ 電話やテレビ電話の利用で質問体制も万全！ LIVE LIVE

同時
中継

映像通学のメリット

まずは日程・視聴時間帯および視聴したい講義
内容（科目・講数）をご予約ください。
学習スケジュールの立て方などは講師のアドバ
イスを受けることもできます。映像通学窓口カウ
ンターまでお申出ください。
※ご予約方法や視聴時間帯は各校により異なります。
※視聴時間帯は、各講座パンフレットをご覧いただくか、受講
校にてお問い合わせください。

予約した視聴時間帯に、大原の個別視聴ブー
スで講義を視聴してください。
答案練習は時間内に解答した後、解説講義をご
覧ください。
※使用する教材は映像通学窓口カウンターにてお受取りください。
※答案練習・模擬試験は、教室で受験することもできます。

次回受講時までに、学習範囲についてテキスト
の内容を復習し、提示された問題演習をしっか
り行いましょう。
疑問点があれば、すぐに大原の講師に質問して
ください。
※質問時間帯や質問方法は、受講校へお問い合わせくださ
い。

映像通学の受講方法 ※視聴時間帯につきましては、各講座パンフレットをご覧いただくか、受講校にてお問い合わせください。

通信講座 自分のペースで学習ができる！

学習メディアの管理が不要！

Web通信のメリット

大原ホームページで
サンプル講義（映像講義）が体験できます！ 無料 https://goukakuweb3.o-hara.ac.jp/Check/ 大原 動作環境 検索

※お申込みの前にご利用中のパソコン、インターネット環境がWeb講座の動作環境に対応しているかご確認ください。詳しくは大原ホームページをご覧ください。

スピード再生機能で効率的に学習できる 24時間いつでも好きな時に何度でも繰り返し学習できる

Web通信
映像で学ぶ！

自分のペースで進められる 無駄を省いて経済的

書店の参考書、問題集では不安だ…という方にオススメです
大原で使用しているテキストや問題集・模擬試験などの教材のみで学習するスタイルです。
学習経験のある方や、講義がなくても教材さえあれば自分で学習を進められる方に最適です。

資料通信のメリット

資料通信
教材で学ぶ！

静止画像もハッキリ見えるので安心！ 分かるまで繰り返し見ることができる！

場所を選ばず何度でも大原の講義が視聴できる！
DVD を利用して、講義を見ながら学習するスタイルです。DVD プレ
ーヤーさえあればいつでもどこでも講義を見ながら学習が可能です。
※大原のDVD 通信はDVD-R を使用しています。お申込みの際は、あらかじめお手持ちのDVD 
プレーヤーがDVD-R の再生に対応しているかご確認ください。 

DVD通信のメリット

DVD通信
映像で学ぶ！

視聴のご予約 講義を視聴 復習・質問

教室通学
ライブで聞いて学ぶ！

映像通学
大原に通って映像で学ぶ！

資格取得までには、長い期間が必要。この期間中学習を無理なく続けるためには、

自分のライフスタイルに最適な学習方法を選ぶことが大切です。大原には、実に多彩な学習スタイルが用意されています。

きっとあなたにぴったりの学習スタイルが見つかるはずです。

プロの講師による講義を身近で体験するなら、やはり教室通学スタイル。 講師が身近にいるから疑問点を即解消できます。

教室通学なら休まずしっかりと講義に出席することで理想の学習ペース
を保つことができます。

急な欠席等にも、振替出席制度を利用すれば、大原各校のいずれかで実
施してる同一講義に出席することができます。

インターネット環境があれば、いつでもどこでも、大原の講義が受講できます。Webならではの便利な機能が充実しており、
大きな学習効果が得られます。

パソコンはもちろん、
スマホ・タブレットでも
視聴できる!!

※スマートフォン・タブレット端末では、端末に標準でインストールされているブラウザおよび動画プレーヤーにて、映像を再生いたします。パソコンでご利用可能な映像
再生機能のうち、「続きから再生、画面サイズの変更、スキップ機能」はご利用いただけません。

■Web通信をご利用いただくにあたり、「コンピュータの動作環境」をご確認ください。詳しくは、大原ホームページをご覧ください。

便利な機能が満載!!
❶スピード再生機能

❷インデックス　❸続きから再生機能
❹画面サイズ（小・中・大・全画面）
❺スキップ機能（10秒・30秒・60秒）　

その他にも機能がいっぱい!!

スマホ・タブレットでも
スピード再生できます！

0.1倍刻みで再生スピードが選べる便利な機能!!最大で2倍速まで
速度を上げて講義を視聴できます。1.5倍速で視聴すると、たとえ
ば、3時間講義が2時間程度で視聴ができ、学習の効率化に役立ち
ます。
※スピード再生機能は、1Mbpsの実効速度以上でインターネットに常時
接続している環境が必要です。

CMYK

あなたのライフスタイルに
合わせて選べる!

目指す資格が決まったら、最適な学習方法を選びましょう!

独立した個別視聴ブースで集中して学習できます。

学習スケジュールは自分の都合に合わせて決めることができます。 定期的に実施される定例試験や、本試験直前の模擬試験等を教室（教室
通学）で受験することができます。
※教室受験できる科目・講数については、各講座パンフレットをご覧いただくか、受講校にてお問い合わせください。

大原人気講師の講義映像を見ながら学習できます。また、視聴時間内
であれば何度でも繰り返し見ることができます。

多彩な学習スタイル

場所を選ばずいつでもどこでも学習できる 学習アドバイスをメール等で受けられる

担当講師が担任となり、毎回、講義進行に合わせた学習アドバイ
スなどがメール等で発信されます。
インターネットを通じて場所に縛られない学習スタイル「Webライブ」
は自宅の PC・タブレット等で受講可能です！講義日程が決まっている
ライブ配信だから、学習計画が立てやすい。欠席時はWeb講義でフォ
ローできるのも安心です！

Webライブのメリット

Webライブ
映像で学ぶ！ NEW

※Android・iOSの専用アプリが必要です（無料）。
パソコンにはダウンロードできません。
※ダウンロードした動画は、2週間視聴可能となります。
受講期間内であれば何度でもダウンロード可能です。
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講義を収録した映像を大原校内の個別視聴ブースにて視聴する学習スタイルです。
自分のスケジュールに合わせて無理なく受講することができます。
※受講期間中に、お申込みいただいた受講校でご視聴いただけます。
※パソコンを利用しての学習など、受講形態は学校により異なります。
　詳しくは各校へお問い合わせください。
※視聴時間帯につきましては、各講座パンフレットをご覧いただくか、受講校にてお問い合わせください。

通学講座 快適な学習環境で学習できる！

決まった日程・時間に大原に通学し、教室で講義を受ける学習スタイルです。大原の
専任講師の熱意あふれる講義を、同じ目的を持った仲間と一緒に受講します。欠席
フォローや振替出席制度などのサポート（13P参照）も充実しています。

教室通学のメリット 講師の熱意がダイレクトに伝わる臨場感！ 疑問があったら即解消！

安心の振替出席制度/欠席フォロー通学することで学習ペースを一定に保てる

自分だけの学習スペースで集中学習! 大原人気講師の講義を映像で学習

定例試験や模擬試験を教室で受験できる！スケジュールは自分で決定！予約制で安心!

リアルタイムの教室通学!! 中継クラス開講！
人気のクラスに出席！ 他の校舎で実施する教室通学の講義を同時中継で放映！講義は生中継なので緊張感抜群！

■ 最新の情報もオンタイムで聞ける！　■ 採点はその場で回収し、担当講師へ送るので教室通学と同じタイミングで返却。
■ 電話やテレビ電話の利用で質問体制も万全！ LIVE LIVE

同時
中継

映像通学のメリット

まずは日程・視聴時間帯および視聴したい講義
内容（科目・講数）をご予約ください。
学習スケジュールの立て方などは講師のアドバ
イスを受けることもできます。映像通学窓口カウ
ンターまでお申出ください。
※ご予約方法や視聴時間帯は各校により異なります。
※視聴時間帯は、各講座パンフレットをご覧いただくか、受講
校にてお問い合わせください。

予約した視聴時間帯に、大原の個別視聴ブー
スで講義を視聴してください。
答案練習は時間内に解答した後、解説講義をご
覧ください。
※使用する教材は映像通学窓口カウンターにてお受取りください。
※答案練習・模擬試験は、教室で受験することもできます。

次回受講時までに、学習範囲についてテキスト
の内容を復習し、提示された問題演習をしっか
り行いましょう。
疑問点があれば、すぐに大原の講師に質問して
ください。
※質問時間帯や質問方法は、受講校へお問い合わせくださ
い。

映像通学の受講方法 ※視聴時間帯につきましては、各講座パンフレットをご覧いただくか、受講校にてお問い合わせください。

通信講座 自分のペースで学習ができる！

学習メディアの管理が不要！

Web通信のメリット

大原ホームページで
サンプル講義（映像講義）が体験できます！ 無料 https://goukakuweb3.o-hara.ac.jp/Check/ 大原 動作環境 検索

※お申込みの前にご利用中のパソコン、インターネット環境がWeb講座の動作環境に対応しているかご確認ください。詳しくは大原ホームページをご覧ください。

スピード再生機能で効率的に学習できる 24時間いつでも好きな時に何度でも繰り返し学習できる

Web通信
映像で学ぶ！

自分のペースで進められる 無駄を省いて経済的

書店の参考書、問題集では不安だ…という方にオススメです
大原で使用しているテキストや問題集・模擬試験などの教材のみで学習するスタイルです。
学習経験のある方や、講義がなくても教材さえあれば自分で学習を進められる方に最適です。

資料通信のメリット

資料通信
教材で学ぶ！

静止画像もハッキリ見えるので安心！ 分かるまで繰り返し見ることができる！

場所を選ばず何度でも大原の講義が視聴できる！
DVD を利用して、講義を見ながら学習するスタイルです。DVD プレ
ーヤーさえあればいつでもどこでも講義を見ながら学習が可能です。
※大原のDVD 通信はDVD-R を使用しています。お申込みの際は、あらかじめお手持ちのDVD 
プレーヤーがDVD-R の再生に対応しているかご確認ください。 

DVD通信のメリット

DVD通信
映像で学ぶ！

視聴のご予約 講義を視聴 復習・質問

教室通学
ライブで聞いて学ぶ！

映像通学
大原に通って映像で学ぶ！

資格取得までには、長い期間が必要。この期間中学習を無理なく続けるためには、

自分のライフスタイルに最適な学習方法を選ぶことが大切です。大原には、実に多彩な学習スタイルが用意されています。

きっとあなたにぴったりの学習スタイルが見つかるはずです。

プロの講師による講義を身近で体験するなら、やはり教室通学スタイル。 講師が身近にいるから疑問点を即解消できます。

教室通学なら休まずしっかりと講義に出席することで理想の学習ペース
を保つことができます。

急な欠席等にも、振替出席制度を利用すれば、大原各校のいずれかで実
施してる同一講義に出席することができます。

インターネット環境があれば、いつでもどこでも、大原の講義が受講できます。Webならではの便利な機能が充実しており、
大きな学習効果が得られます。

パソコンはもちろん、
スマホ・タブレットでも
視聴できる!!

※スマートフォン・タブレット端末では、端末に標準でインストールされているブラウザおよび動画プレーヤーにて、映像を再生いたします。パソコンでご利用可能な映像
再生機能のうち、「続きから再生、画面サイズの変更、スキップ機能」はご利用いただけません。

■Web通信をご利用いただくにあたり、「コンピュータの動作環境」をご確認ください。詳しくは、大原ホームページをご覧ください。

便利な機能が満載!!
❶スピード再生機能

❷インデックス　❸続きから再生機能
❹画面サイズ（小・中・大・全画面）
❺スキップ機能（10秒・30秒・60秒）　

その他にも機能がいっぱい!!

スマホ・タブレットでも
スピード再生できます！

0.1倍刻みで再生スピードが選べる便利な機能!!最大で2倍速まで
速度を上げて講義を視聴できます。1.5倍速で視聴すると、たとえ
ば、3時間講義が2時間程度で視聴ができ、学習の効率化に役立ち
ます。
※スピード再生機能は、1Mbpsの実効速度以上でインターネットに常時
接続している環境が必要です。

CMYK

あなたのライフスタイルに
合わせて選べる!

目指す資格が決まったら、最適な学習方法を選びましょう!

独立した個別視聴ブースで集中して学習できます。

学習スケジュールは自分の都合に合わせて決めることができます。 定期的に実施される定例試験や、本試験直前の模擬試験等を教室（教室
通学）で受験することができます。
※教室受験できる科目・講数については、各講座パンフレットをご覧いただくか、受講校にてお問い合わせください。

大原人気講師の講義映像を見ながら学習できます。また、視聴時間内
であれば何度でも繰り返し見ることができます。

多彩な学習スタイル

場所を選ばずいつでもどこでも学習できる 学習アドバイスをメール等で受けられる

担当講師が担任となり、毎回、講義進行に合わせた学習アドバイ
スなどがメール等で発信されます。
インターネットを通じて場所に縛られない学習スタイル「Webライブ」
は自宅の PC・タブレット等で受講可能です！講義日程が決まっている
ライブ配信だから、学習計画が立てやすい。欠席時はWeb講義でフォ
ローできるのも安心です！

Webライブのメリット

Webライブ
映像で学ぶ！ NEW

※Android・iOSの専用アプリが必要です（無料）。
パソコンにはダウンロードできません。
※ダウンロードした動画は、2週間視聴可能となります。
受講期間内であれば何度でもダウンロード可能です。
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2021.2.1
桑原

2021.3.10
川上史

2022.1.20
松家

申込手続のご案内
下記の注意事項を必ずお読みの上、お申込みください。ご不明な点がございましたら、大原各校窓口にお問合せください。

受

講

開

始

申 込 方 法 支 払 方 法 手 順

受
講
証
の
発
行

受講申込書に受講料（銀行振込の場合は振込控え（コピー
可））を添えて、受付窓口にご提出ください。

大原受付窓口での
お申込み

現金
クレジットカード
デビットカード
銀行振込
教育ローン

大学生協・購買会等
でのお申込み

お支払い方法は、
各大学により異
なります。

①大学生協・購買会等
で諸手続きを行い、
申込控えをお受取り
ください。

②大原の受講申込書をご記入の
上、申込控えとともに大原受付
窓口へご提出ください。

※取扱店舗により申込方法が異なる場合がございます。
また、申込みができないコースもございます。

（通信講座の場合は通信教育本部へご郵送ください。）

［2022年4月1日現在］

注
意
事
項

●各講座とも、定員になり次第申込みを締め切らせていただく場合がございます。ま
た、現在開講中または将来開講予定のコース・クラスにつき、やむを得ず変更ま
たは中止する場合がございます。
●大原グループの講座（通学・通信）に初めてお申込みの方は、受講料の他に入
学金6,000円（税込）が必要です（入学金不要の記載がある講座を除きます。）。
●入学金を既にお支払い済みの方（入学金免除の方を含みます。）は、それを証明
できるもの（メンバーズカード等）が必要です。
●銀行振込手数料はお客様のご負担となります。（インターネットバンキングまたは
ATMをご利用いただくと手数料がお得になります。）
●インターネットバンキングご利用の場合には、振込終了画面等（大原への送金が
確認できる画面）をプリントアウトし、受講申込書に添えてご提出ください（口座番
号・口座残高は黒塗り等していただいて結構です）。

●大原受付窓口での支払方法について
①クレジットカード（MUFG・DC・UFJ・NICOS・VISA・MasterCard）で受講料のお支払いができます。

※ボーナス払いのお取扱いはございません。
※カードの名義人はお申込されるご本人に限ります。カード名
義人と異なる場合はカード名義人様のご同行が必要です。

②キャッシュカードで受講料のお支払いができます。
※金融機関により、利用に制限（限度額など）がございます。詳細は取引金融機関へお問い合わせください。

③現金、クレジットカードまたはデビットカードでのお支払いは、一部お取扱いしていない校舎がございます。
   また、専門課程及び集中資格取得コースのお申込みにはご利用できません。
   詳しくはお申込み校舎の受付窓口までお問い合わせください。
●本パンフレット掲載の受講料等における消費税は、税率10％で計算されています（２０21年4月1日現在）。
　（今後の消費税率の変更等を理由に受講料等を改定する場合がございます。）

インターネット
でのお申込み

クレジットカード
コンビニ決済
銀行振込
教育ローン

郵送でのお申込み
銀行振込

教育ローン

あらかじめ受講料を振り込み後、受講申込書と振込控え（コ
ピー可）を受講校または通信教育本部へご郵送ください。
※教育ローンご希望の場合は、教育ローン申込書を同封の上ご郵送ください。
※事務処理の都合上、受講開始の１週間前までにご郵送ください。

詳細は大原ホームページをご覧ください。
（申込みができないコースもございます）

https://www.o-hara.jp/
※事務処理の都合上、受講開始の１週間前までにお手続きください。

通信講座のご案内（Web、DVDに関するご確認事項）
Web通信・フォローをお申込みいただく際は､事前に下記大原ホームページにて｢コンピュータの動作環境｣をご確認ください｡
実際にご視聴になる端末からの動作をご確認いただいた上でお申込みください｡

DVDのご視聴にはDVD-R対応のプレーヤーが必要です｡お申込みをいただく際は､事前にお手持ちのプレーヤーがDVD-R対応であるかご確認ください｡

https://goukakuweb3.o-hara.ac.jp/Check/

銀行振込）三菱UFJ銀行 神保町支店 普通0402938  大原通信教育部
郵便振替）振替番号 00160-6-608406  大原通信教育部

【郵送申込み】 受講申込書郵送先・受講料振込先のご案内

郵送先、振込先は、下記大原ホームページにてご確認ください。
※下記PDFに記載のない学校は銀行振込のお取扱いはございません。

■通学講座お申込みの方■通信講座お申込みの方

https://www.o-hara.jp/files/page/main/furikomi.pdf

郵送先） 〒101-0065 千代田区西神田2-2-10  資格の大原 通信教育本部

※現金書留でのご送金は、お取り扱いしておりませんので予めご了承ください。    
※ご依頼人の氏名につきましては、企業研修の場合でも、必ず学習されるご本人の名義でご記入ください。

税理士 簿記・財表初学者一発合格パック（通学）

12
6,000円

383,000円
389,000円

33,600円34,298円
33,600円

☆頭金は不要。ご利用金額1万円以上＋
月々のご返済額３千円以上からご利
用可能
☆支払い回数は２回～３６回の間で、
ボーナス併用払いなども選べます。

受講料の分割払いをご希望の方は、(株)ジャックス提携 教育ローンをご利用ください。

https://www.o-hara.jp/loan
資料請求専用
フリーダイヤル 0120-597-008検索

■教育ローンの詳細・ローンシミュレーション・資料のご請求は、下記ホームページで

資格の大原  教育ローン

2021.2.1
桑原

2021.2.16
松家

2022.1.20
松家

一般教育訓練給付制度は、

【東京水道橋校給付金課】　103-3237-8067手続き方法などについての
お問い合わせは　

教育訓練給付制度のご案内 （2022年3月1日現在）

一般教育訓練給付金 /特定一般教育訓練給付金 専門実践教育訓練給付金

であった方（離職者）

講座 講座

支給対象者
（受給資格）

給付額

対象講座

支給要件照会とは？

最寄り

次の（１）又は（２）のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する
一般教育訓練講座を修了した方です。 
（１）雇用保険の被保険者

厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日（以下「受講開始日」
という。）において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が３年
以上（※）ある方。 

（２）雇用保険の被保険者であった方。
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日
（離職日の翌日）以降、受講開始日までが1年（適用対象期間の延長が行われ
た場合には最大20年）以内であり、かつ支給要件期間が3年以上（※）ある
方。 

※上記（１）、（２）とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする
方については支給要件期間が１年以上あれば可。また、前回の教育訓練給付
金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることが要件にな
ります（平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合のみ）。

（注）特定一般教育訓練給付金のご利用には、受講開始日の１ヶ月前までにハ
ローワーク等の事前の手続きが必要になりますので、ご注意ください。

（注）給付金のご利用には、受講開始日の1ヶ月前までにハローワーク等の事前の手続きが必
要になりますので、ご注意ください。

次の（１）又は（２）のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する専門実践教育
訓練講座を修了する見込みで受講している方となります。
（１）雇用保険の被保険者（在職者）

専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が
3年（※）以上ある方。

（２）雇用保険の被保険者であった方（離職者）
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日（離職日の翌日）以降、受
講開始日までが１年以内（妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間
が延長された場合は最大20年以内）であり、かつ支給要件期間が3年（※）以上ある方。

(※)上記（1）（2）とも、当分の間、初めて教育訓練給付制度の支給を受けようとする方につ
いては支給要件期間が2年以上であれば可。

　平成26年10月1日以降、同制度を初めて申請される方に限り、当分の間、被保険者期間
が2年以上に緩和されております。

　（平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合は、その受給に係る受講開始日
から今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要）。

※平成29年12月31日以前に受講開始した場合の支給額は、教育訓練経費の40%相当額
（年内上限32万円）となります。
なお、10年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、最初に専門実践教育訓練
を受講開始した日を起点として、10年を経過するまでの間に受講開始した専門実践教育訓
練の教育訓練給付金の合計額は、168万円が限度となります。 

【一般教育訓練給付金】　
　厚生労働大臣が指定した教育訓練
を受けて修了した場合、その受講のた
めに受講者本人が教育訓練施設に対
して支払った教育訓練経費の20％に
相当する額をハローワークより支給し
ます。
　ただし、その20％に相当する額が、
10万円を超える場合の支給額は10
万円とし、4千円を超えない場合は教
育訓練給付金は支給されません。

【特定一般教育訓練給付金】
　厚生労働大臣が指定した教育訓練
を受けて修了した場合、その受講のた
めに受講者本人が教育訓練施設に対
して支払った教育訓練経費の40％に
相当する額をハローワークより支給し
ます。
　ただし、その40％に相当する額が、
20万円を超える場合の支給額は20
万円とし、４千円を超えない場合は教
育訓練給付金は支給されません。　

金

厚生労働大臣の指定する
「特定一般教育訓練」講座

（対象講座の確認方法は下記参照）

3

CMYK

（https://www.mhlw.go.jp/index.html） https://www.o-hara.jp/kyufu
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申込手続のご案内
下記の注意事項を必ずお読みの上、お申込みください。ご不明な点がございましたら、大原各校窓口にお問合せください。

受

講

開

始

申 込 方 法 支 払 方 法 手 順

受
講
証
の
発
行

受講申込書に受講料（銀行振込の場合は振込控え（コピー
可））を添えて、受付窓口にご提出ください。

大原受付窓口での
お申込み

現金
クレジットカード
デビットカード
銀行振込
教育ローン

大学生協・購買会等
でのお申込み

お支払い方法は、
各大学により異
なります。

①大学生協・購買会等
で諸手続きを行い、
申込控えをお受取り
ください。

②大原の受講申込書をご記入の
上、申込控えとともに大原受付
窓口へご提出ください。

※取扱店舗により申込方法が異なる場合がございます。
また、申込みができないコースもございます。

（通信講座の場合は通信教育本部へご郵送ください。）

［2022年4月1日現在］

注
意
事
項

●各講座とも、定員になり次第申込みを締め切らせていただく場合がございます。ま
た、現在開講中または将来開講予定のコース・クラスにつき、やむを得ず変更ま
たは中止する場合がございます。
●大原グループの講座（通学・通信）に初めてお申込みの方は、受講料の他に入
学金6,000円（税込）が必要です（入学金不要の記載がある講座を除きます。）。
●入学金を既にお支払い済みの方（入学金免除の方を含みます。）は、それを証明
できるもの（メンバーズカード等）が必要です。
●銀行振込手数料はお客様のご負担となります。（インターネットバンキングまたは
ATMをご利用いただくと手数料がお得になります。）
●インターネットバンキングご利用の場合には、振込終了画面等（大原への送金が
確認できる画面）をプリントアウトし、受講申込書に添えてご提出ください（口座番
号・口座残高は黒塗り等していただいて結構です）。

●大原受付窓口での支払方法について
①クレジットカード（MUFG・DC・UFJ・NICOS・VISA・MasterCard）で受講料のお支払いができます。

※ボーナス払いのお取扱いはございません。
※カードの名義人はお申込されるご本人に限ります。カード名
義人と異なる場合はカード名義人様のご同行が必要です。

②キャッシュカードで受講料のお支払いができます。
※金融機関により、利用に制限（限度額など）がございます。詳細は取引金融機関へお問い合わせください。

③現金、クレジットカードまたはデビットカードでのお支払いは、一部お取扱いしていない校舎がございます。
   また、専門課程及び集中資格取得コースのお申込みにはご利用できません。
   詳しくはお申込み校舎の受付窓口までお問い合わせください。
●本パンフレット掲載の受講料等における消費税は、税率10％で計算されています（２０21年4月1日現在）。
　（今後の消費税率の変更等を理由に受講料等を改定する場合がございます。）

インターネット
でのお申込み

クレジットカード
コンビニ決済
銀行振込
教育ローン

郵送でのお申込み
銀行振込

教育ローン

あらかじめ受講料を振り込み後、受講申込書と振込控え（コ
ピー可）を受講校または通信教育本部へご郵送ください。
※教育ローンご希望の場合は、教育ローン申込書を同封の上ご郵送ください。
※事務処理の都合上、受講開始の１週間前までにご郵送ください。

詳細は大原ホームページをご覧ください。
（申込みができないコースもございます）

https://www.o-hara.jp/
※事務処理の都合上、受講開始の１週間前までにお手続きください。

通信講座のご案内（Web、DVDに関するご確認事項）
Web通信・フォローをお申込みいただく際は､事前に下記大原ホームページにて｢コンピュータの動作環境｣をご確認ください｡
実際にご視聴になる端末からの動作をご確認いただいた上でお申込みください｡

DVDのご視聴にはDVD-R対応のプレーヤーが必要です｡お申込みをいただく際は､事前にお手持ちのプレーヤーがDVD-R対応であるかご確認ください｡

https://goukakuweb3.o-hara.ac.jp/Check/

銀行振込）三菱UFJ銀行 神保町支店 普通0402938  大原通信教育部
郵便振替）振替番号 00160-6-608406  大原通信教育部

【郵送申込み】 受講申込書郵送先・受講料振込先のご案内

郵送先、振込先は、下記大原ホームページにてご確認ください。
※下記PDFに記載のない学校は銀行振込のお取扱いはございません。

■通学講座お申込みの方■通信講座お申込みの方

https://www.o-hara.jp/files/page/main/furikomi.pdf

郵送先） 〒101-0065 千代田区西神田2-2-10  資格の大原 通信教育本部

※現金書留でのご送金は、お取り扱いしておりませんので予めご了承ください。    
※ご依頼人の氏名につきましては、企業研修の場合でも、必ず学習されるご本人の名義でご記入ください。

税理士 簿記・財表初学者一発合格パック（通学）

12
6,000円

383,000円
389,000円

33,600円34,298円
33,600円

☆頭金は不要。ご利用金額1万円以上＋
月々のご返済額３千円以上からご利
用可能
☆支払い回数は２回～３６回の間で、
ボーナス併用払いなども選べます。

受講料の分割払いをご希望の方は、(株)ジャックス提携 教育ローンをご利用ください。

https://www.o-hara.jp/loan
資料請求専用
フリーダイヤル 0120-597-008検索

■教育ローンの詳細・ローンシミュレーション・資料のご請求は、下記ホームページで

資格の大原  教育ローン

2021.2.1
桑原

2021.2.16
松家

2022.1.20
松家

一般教育訓練給付制度は、

【東京水道橋校給付金課】　103-3237-8067手続き方法などについての
お問い合わせは　

教育訓練給付制度のご案内 （2022年3月1日現在）

一般教育訓練給付金 /特定一般教育訓練給付金 専門実践教育訓練給付金

であった方（離職者）

講座 講座

支給対象者
（受給資格）

給付額

対象講座

支給要件照会とは？

最寄り

次の（１）又は（２）のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する
一般教育訓練講座を修了した方です。 
（１）雇用保険の被保険者

厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日（以下「受講開始日」
という。）において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が３年
以上（※）ある方。 

（２）雇用保険の被保険者であった方。
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日
（離職日の翌日）以降、受講開始日までが1年（適用対象期間の延長が行われ
た場合には最大20年）以内であり、かつ支給要件期間が3年以上（※）ある
方。 

※上記（１）、（２）とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする
方については支給要件期間が１年以上あれば可。また、前回の教育訓練給付
金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることが要件にな
ります（平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合のみ）。

（注）特定一般教育訓練給付金のご利用には、受講開始日の１ヶ月前までにハ
ローワーク等の事前の手続きが必要になりますので、ご注意ください。

（注）給付金のご利用には、受講開始日の1ヶ月前までにハローワーク等の事前の手続きが必
要になりますので、ご注意ください。

次の（１）又は（２）のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する専門実践教育
訓練講座を修了する見込みで受講している方となります。
（１）雇用保険の被保険者（在職者）

専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が
3年（※）以上ある方。

（２）雇用保険の被保険者であった方（離職者）
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日（離職日の翌日）以降、受
講開始日までが１年以内（妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間
が延長された場合は最大20年以内）であり、かつ支給要件期間が3年（※）以上ある方。

(※)上記（1）（2）とも、当分の間、初めて教育訓練給付制度の支給を受けようとする方につ
いては支給要件期間が2年以上であれば可。

　平成26年10月1日以降、同制度を初めて申請される方に限り、当分の間、被保険者期間
が2年以上に緩和されております。

　（平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合は、その受給に係る受講開始日
から今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要）。

※平成29年12月31日以前に受講開始した場合の支給額は、教育訓練経費の40%相当額
（年内上限32万円）となります。
なお、10年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、最初に専門実践教育訓練
を受講開始した日を起点として、10年を経過するまでの間に受講開始した専門実践教育訓
練の教育訓練給付金の合計額は、168万円が限度となります。 

【一般教育訓練給付金】　
　厚生労働大臣が指定した教育訓練
を受けて修了した場合、その受講のた
めに受講者本人が教育訓練施設に対
して支払った教育訓練経費の20％に
相当する額をハローワークより支給し
ます。
　ただし、その20％に相当する額が、
10万円を超える場合の支給額は10
万円とし、4千円を超えない場合は教
育訓練給付金は支給されません。

【特定一般教育訓練給付金】
　厚生労働大臣が指定した教育訓練
を受けて修了した場合、その受講のた
めに受講者本人が教育訓練施設に対
して支払った教育訓練経費の40％に
相当する額をハローワークより支給し
ます。
　ただし、その40％に相当する額が、
20万円を超える場合の支給額は20
万円とし、４千円を超えない場合は教
育訓練給付金は支給されません。　

金

厚生労働大臣の指定する
「特定一般教育訓練」講座

（対象講座の確認方法は下記参照）

3

CMYK

（https://www.mhlw.go.jp/index.html） https://www.o-hara.jp/kyufu
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32.2.12
井村

2020.3.12
松家

2021.3.16
宮崎

2022.1.19
松家

2022.2.25
森

2022.3.14
浅井

資格の大原では「資格」を通じて学生のスキルアップや進学・就職にお役立ていただくため資格紹介セミナーや、職業選
択セミナー等の大学内セミナーのご提案をさせていただいております。資格取得における永年の経験・実績・信頼のも
と、既に多数の大学にて開催させていただいており、学生はもちろん、多くの先生方にもご好評をいただいております。
ご相談のうえ、貴校のニーズに合ったセミナー等をご提案させていただきますので、まずはお問い合わせください。

貴学の学生の資格取得をサポートいたします。

大 学 内 セ ミ ナ ー 開 催 実 績
●将来を考える職業選択セミナー（公認会計士・税理士・公務員） ●大学生活の過ごし方セミナー～資格取得と大学の両立を考える～
●簿記３級体験講義（ライブ講義形式・映像形式） ●簿記検定対策教材のご提供　etc.

TEL 03-6811-0584●お問い合わせ

実 施 講 座 講座実施までの流れ

公務員／簿記／FP（ファイナンシャル・プランナー）／宅地建物取引士／ITパスポート／
旅行業務取扱管理者／色彩検定（カラーコーディネーター）／就職対策など

大学内講座
大学関係者様へのご案内 企業様へのご案内

就職・転職をお考えの方へ

公認会計士／税理士／行政書士など

2.国家試験対策として

各種模擬試験

3.その他

公務員…………… 公務員 （国家一般職／国税専門官／地方上級・中級・初級）／
 公務員 （国家総合職）／警察官・消防官 （大卒レベル）
会計系 …………… 公認会計士／税理士／簿記／建設業経理士／地方公会計／
 農業簿記／U.S.CPA（米国公認会計士）
法律系…………… 行政書士／宅地建物取引士／社会保険労務士／
 ビジネス実務法務検定®
ビジネス・経営系… 中小企業診断士／FP（ファイナンシャル・プランナー）／
 旅行業務取扱管理者／色彩検定 （カラーコーディネーター）／
 リテールマーケティング（販売士）
情報系…………… ITパスポート／情報処理技術者／情報処理安全確保支援士／パソコン（MOS）
医療・介護・保育系… 医療事務／介護職員初任者研修／介護福祉士／社会福祉士／
 保育科
就職・語学……… 就職対策（企業研究・エントリーシート・面接対策）／秘書検定／
 TOEIC®L&R攻略／日本語教師／キャリアコンサルタント

ニーズに応じた各種講座をご提供させていただきます。

資格の大原では、現在数多くの大学・短大内において
資格取得講座を実施しております。
各種国家試験対策、就職対策等ニーズに合わせた講座運営が可能です。
下記問い合わせ先またはメールにてお気軽にご相談ください。

1.就職対策として

●講座運営スタイル　講師派遣形式・WEBライブ形式・オンデマンド視聴形式・集合映像視聴形式

ご相談 担当者がご訪問のうえ、ご希望の教育内容・目標・人数・
期間・ご予算等をお伺いさせていただきます。

企画書の
ご提出

ご相談内容にもとづき、企画書および見積書を
ご提案させていただきます。

実施まで
講座説明会、告知ポスターの作成などのお手伝いを
いたします。

実 施
受験指導のプロが永年の教育ノウハウ（テキストは大原オリ
ジナル教材です）により、貴学の実績づくりをいたします。

ご報告
講座出席率、模擬試験得点、
本試験結果等ご報告させていただきます。

九州地区 〒812-0026　福岡県福岡市博多区上川端町14－13
TEL 092－271－2698　FAX 092－282－3793

関西地区 〒530-0051　大阪府大阪市北区太融寺町2－14 8階
TEL 06－4806－8666　FAX 06－6130－7424

大原ホームページの「メール相談」からのお問い合わせも可能です。

関東地区
その他の地区

〒101-0065　東京都千代田区西神田1－1－3　
TEL 03－6811－0584　FAX 03－3294－9077

東海地区 〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅3－20－8　
TEL 052－582－7733　FAX 052－582－7736

北海道地区 〒060-0806　北海道札幌市北区北6条西8　
TEL 011－707－0088　FAX 011－707－3206

お問い
合わせ

社員教育を総合的にサポートいたします。

大原ならではの、企業のニーズにあわせてカスタマイズした
最適な教育カリキュラムをご提案いたします。

大原キャリアスタッフ
就職・転職をバックアップいたします。

企業研修
企業研修の特色

時間や場所に制約されない4つの研修スタイル

貴社に合った研修カリキュラムを
設計いたします。

研修は大原の実力講師が
担当いたします。

コンサルティング、カリキュラム開発、
スクーリング、達成評価まで

研修を総合的にサポートいたします。

実務
講座

経理実務／税務実務／保険実務／財務分析／
新人研修スキルアップセミナー／地方公会計／
ドローン講習など

資格
講座

公認会計士／税理士／簿記／建設業経理士／
キャリアコンサルタント／社会保険労務士／行政書士／
宅地建物取引士／中小企業診断士／
FP（ファイナンシャル・プランナー）／旅行業務取扱管理者／
色彩検定（カラーコーディネーター）／
ITパスポート／基本情報技術者／パソコン（MOS）
応用情報技術者など

これまでの経験と実績から、企業研修として
最適な4つの研修スタイルをご用意いたしました。 

企業単位での
通学受講方式

大原グループ各校の通学講座を企業単位で受講いただきます。
（少人数からの受講も承ります。）

企業単位での
通信教育方式

大原の通信教育を企業単位でお届けします。発送先は個人・企業
のいずれも可能です。

講師派遣または大原
研修施設受講形式

大原の講師が企業へ赴き、講義をしますので個々の参加者のスケ
ジュール管理の負担を最小限におさえることができます。

通信教育＋
講師派遣方式

特に資格取得を目的とした場合、短期集中的に出題傾向等を講
義し、効率的に合格に向けた指導をすることができます。

研修施設 富士宮・菅平・登戸研修センターの貸出も行っております。

法人割引があります！大原グループの通学・通信講座を法人としてご利用の場合は、割引の特典がございます。詳しくは営業担当者へお問い合わせください。

大原キャリアスタッフ

〒101-0065　
東京都千代田区西神田2-3-6 ミイレービル1F
人材派遣事業（派13-010517）　
人材紹介事業（13-ユ-010766）
TEL 03－3234－6210

〒532-0011　
大阪府大阪市淀川区西中島3-6-9 大原法律公務員専門学校 大阪校2階
人材派遣事業（派27-301755）　人材紹介事業（27-ユ-301280）
TEL 0120－153－069

北陸・関西・
中国エリア

〒060-0806　
北海道札幌市北区北６条西8丁目
人材派遣事業（派01-300582）　
人材紹介事業（01-ユ-300364）
TEL 011－707－1211

北海道
エリア

〒812-0026　
福岡県福岡市博多区上川端町14-13
人材紹介事業（40-ユ-300701）
TEL 092－271－2698

九州
エリア

お問い合わせ・ご相談はお気軽に!

資格取得を目指す方、勉強と仕事
の両立をバックアップします。

資格、経験、スキルを活かした就職・
転職活動をバックアップします。

資格取得中や資格試験後の就職・転職活動を
バックアップします。
ぜひお気軽にご相談ください。

人材派遣

人材紹介・紹介予定派遣

正社員・アルバイト等の求人を自分自身でしっかり探したい方をバックアップし
ます。「資格の大原」ならではの、資格や知識を要求している求人情報がたくさ
んあります。大原グループ内の掲示板※や大原ホームページで公開していま
すので、授業の合間の休憩時間などちょっとした時間にも情報収集できます。

求人情報公開

さまざまな方法で就職活動をサポートします

派遣先企業

スキル経験を発揮し
労働力を提供 雇用契約

仕事の指示 お仕事の依頼
給与支払い

労働者派遣契約

大原キャリアスタッフ

q紹介予定派遣 紹介予定派遣
就業開始

派遣契約
期間終了

w人 材 紹 介 採用面接 双方の
合意

あ
な
た
の
希
望
に
あ
っ
た

就
職
先
を
紹
介
し
ま
す

あ
な
た
の
就
職
意
思
確
認

企
業
の
採
用
意
思
確
認

正
式
採
用・入
社

関東
エリア

あなた（派遣スタッフ）

※関西・九州を除く。

お問い合わせ・
ご相談は
お気軽に!

大原人材開発センター
https://www.o-hara-hd.jp/

〒101-0065　東京都千代田区西神田2-3-6 ミイレービル
TEL 03－3234－6220　FAX 03－3234－6237
［月曜日～金曜日10：00～16：00］
〒532-0011　大阪府大阪市北区太融寺2-14
TEL 06－4806－8669　FAX 06－6302－2887
［月曜日～金曜日9：00～18：00］

大阪本部
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅3-20-8
TEL 052－582－7733
［月曜日～金曜日9：00～18：00］

東海本部

東京本部

詳しくは46Pをご覧ください。

貴学の学生の社会的・職業的自立に向けて、サポートいたします。

大学内セミナーのご案内

大原の学習ノウハウが活きる多彩な講座
資格スクールとしての実績を誇る大原ならではの学習ノウハウで、

参加者のスキルを確実にアップさせます。

上記内容以外にも様々なガイダンス・進学アドバイス等を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

■学外提携のご案内
大学・短大内の教室が取れない、講座運営管理が難しい等の理由で大学内講座の開講ができない場合、資格の大原各校にて講
座受講する“学外提携”もございます。下記問い合わせ先またはメールにてお気軽にお問い合わせください。

資格試験後の就職活動を力強くバックアップ。多数の求人企業が集まって皆さ
んの来場をお待ちしています。もちろん参加企業の情報は就職情報誌に掲載
しますので、事前準備も万全です。

就職面談会・セミナー開催・
就職情報誌配布

https://www.o-hara.ac.jp/career/

〒450-0002　
愛知県名古屋市中村区名駅3-20-8
人材紹介事業（23-ユ-020175）
TEL 052－581－7733

東海
エリア

https://www.o-hara.jp/university_courses_guide
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32.2.12
井村

2020.3.12
松家

2021.3.16
宮崎

2022.1.19
松家

2022.2.25
森

2022.3.14
浅井

資格の大原では「資格」を通じて学生のスキルアップや進学・就職にお役立ていただくため資格紹介セミナーや、職業選
択セミナー等の大学内セミナーのご提案をさせていただいております。資格取得における永年の経験・実績・信頼のも
と、既に多数の大学にて開催させていただいており、学生はもちろん、多くの先生方にもご好評をいただいております。
ご相談のうえ、貴校のニーズに合ったセミナー等をご提案させていただきますので、まずはお問い合わせください。

貴学の学生の資格取得をサポートいたします。

大 学 内 セ ミ ナ ー 開 催 実 績
●将来を考える職業選択セミナー（公認会計士・税理士・公務員） ●大学生活の過ごし方セミナー～資格取得と大学の両立を考える～
●簿記３級体験講義（ライブ講義形式・映像形式） ●簿記検定対策教材のご提供　etc.

TEL 03-6811-0584●お問い合わせ

実 施 講 座 講座実施までの流れ

公務員／簿記／FP（ファイナンシャル・プランナー）／宅地建物取引士／ITパスポート／
旅行業務取扱管理者／色彩検定（カラーコーディネーター）／就職対策など

大学内講座
大学関係者様へのご案内 企業様へのご案内

就職・転職をお考えの方へ

公認会計士／税理士／行政書士など

2.国家試験対策として

各種模擬試験

3.その他

公務員…………… 公務員 （国家一般職／国税専門官／地方上級・中級・初級）／
 公務員 （国家総合職）／警察官・消防官 （大卒レベル）
会計系 …………… 公認会計士／税理士／簿記／建設業経理士／地方公会計／
 農業簿記／U.S.CPA（米国公認会計士）
法律系…………… 行政書士／宅地建物取引士／社会保険労務士／
 ビジネス実務法務検定®
ビジネス・経営系… 中小企業診断士／FP（ファイナンシャル・プランナー）／
 旅行業務取扱管理者／色彩検定 （カラーコーディネーター）／
 リテールマーケティング（販売士）
情報系…………… ITパスポート／情報処理技術者／情報処理安全確保支援士／パソコン（MOS）
医療・介護・保育系… 医療事務／介護職員初任者研修／介護福祉士／社会福祉士／
 保育科
就職・語学……… 就職対策（企業研究・エントリーシート・面接対策）／秘書検定／
 TOEIC®L&R攻略／日本語教師／キャリアコンサルタント

ニーズに応じた各種講座をご提供させていただきます。

資格の大原では、現在数多くの大学・短大内において
資格取得講座を実施しております。
各種国家試験対策、就職対策等ニーズに合わせた講座運営が可能です。
下記問い合わせ先またはメールにてお気軽にご相談ください。

1.就職対策として

●講座運営スタイル　講師派遣形式・WEBライブ形式・オンデマンド視聴形式・集合映像視聴形式

ご相談 担当者がご訪問のうえ、ご希望の教育内容・目標・人数・
期間・ご予算等をお伺いさせていただきます。

企画書の
ご提出

ご相談内容にもとづき、企画書および見積書を
ご提案させていただきます。

実施まで
講座説明会、告知ポスターの作成などのお手伝いを
いたします。

実 施
受験指導のプロが永年の教育ノウハウ（テキストは大原オリ
ジナル教材です）により、貴学の実績づくりをいたします。

ご報告
講座出席率、模擬試験得点、
本試験結果等ご報告させていただきます。

九州地区 〒812-0026　福岡県福岡市博多区上川端町14－13
TEL 092－271－2698　FAX 092－282－3793

関西地区 〒530-0051　大阪府大阪市北区太融寺町2－14 8階
TEL 06－4806－8666　FAX 06－6130－7424

大原ホームページの「メール相談」からのお問い合わせも可能です。

関東地区
その他の地区

〒101-0065　東京都千代田区西神田1－1－3　
TEL 03－6811－0584　FAX 03－3294－9077

東海地区 〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅3－20－8　
TEL 052－582－7733　FAX 052－582－7736

北海道地区 〒060-0806　北海道札幌市北区北6条西8　
TEL 011－707－0088　FAX 011－707－3206

お問い
合わせ

社員教育を総合的にサポートいたします。

大原ならではの、企業のニーズにあわせてカスタマイズした
最適な教育カリキュラムをご提案いたします。

大原キャリアスタッフ
就職・転職をバックアップいたします。

企業研修
企業研修の特色

時間や場所に制約されない4つの研修スタイル

貴社に合った研修カリキュラムを
設計いたします。

研修は大原の実力講師が
担当いたします。

コンサルティング、カリキュラム開発、
スクーリング、達成評価まで

研修を総合的にサポートいたします。

実務
講座

経理実務／税務実務／保険実務／財務分析／
新人研修スキルアップセミナー／地方公会計／
ドローン講習など

資格
講座

公認会計士／税理士／簿記／建設業経理士／
キャリアコンサルタント／社会保険労務士／行政書士／
宅地建物取引士／中小企業診断士／
FP（ファイナンシャル・プランナー）／旅行業務取扱管理者／
色彩検定（カラーコーディネーター）／
ITパスポート／基本情報技術者／パソコン（MOS）
応用情報技術者など

これまでの経験と実績から、企業研修として
最適な4つの研修スタイルをご用意いたしました。 

企業単位での
通学受講方式

大原グループ各校の通学講座を企業単位で受講いただきます。
（少人数からの受講も承ります。）

企業単位での
通信教育方式

大原の通信教育を企業単位でお届けします。発送先は個人・企業
のいずれも可能です。

講師派遣または大原
研修施設受講形式

大原の講師が企業へ赴き、講義をしますので個々の参加者のスケ
ジュール管理の負担を最小限におさえることができます。

通信教育＋
講師派遣方式

特に資格取得を目的とした場合、短期集中的に出題傾向等を講
義し、効率的に合格に向けた指導をすることができます。

研修施設 富士宮・菅平・登戸研修センターの貸出も行っております。

法人割引があります！大原グループの通学・通信講座を法人としてご利用の場合は、割引の特典がございます。詳しくは営業担当者へお問い合わせください。

大原キャリアスタッフ

〒101-0065　
東京都千代田区西神田2-3-6 ミイレービル1F
人材派遣事業（派13-010517）　
人材紹介事業（13-ユ-010766）
TEL 03－3234－6210

〒532-0011　
大阪府大阪市淀川区西中島3-6-9 大原法律公務員専門学校 大阪校2階
人材派遣事業（派27-301755）　人材紹介事業（27-ユ-301280）
TEL 0120－153－069

北陸・関西・
中国エリア

〒060-0806　
北海道札幌市北区北６条西8丁目
人材派遣事業（派01-300582）　
人材紹介事業（01-ユ-300364）
TEL 011－707－1211

北海道
エリア

〒812-0026　
福岡県福岡市博多区上川端町14-13
人材紹介事業（40-ユ-300701）
TEL 092－271－2698

九州
エリア

お問い合わせ・ご相談はお気軽に!

資格取得を目指す方、勉強と仕事
の両立をバックアップします。

資格、経験、スキルを活かした就職・
転職活動をバックアップします。

資格取得中や資格試験後の就職・転職活動を
バックアップします。
ぜひお気軽にご相談ください。

人材派遣

人材紹介・紹介予定派遣

正社員・アルバイト等の求人を自分自身でしっかり探したい方をバックアップし
ます。「資格の大原」ならではの、資格や知識を要求している求人情報がたくさ
んあります。大原グループ内の掲示板※や大原ホームページで公開していま
すので、授業の合間の休憩時間などちょっとした時間にも情報収集できます。

求人情報公開

さまざまな方法で就職活動をサポートします

派遣先企業

スキル経験を発揮し
労働力を提供 雇用契約

仕事の指示 お仕事の依頼
給与支払い

労働者派遣契約

大原キャリアスタッフ

q紹介予定派遣 紹介予定派遣
就業開始

派遣契約
期間終了

w人 材 紹 介 採用面接 双方の
合意

あ
な
た
の
希
望
に
あ
っ
た

就
職
先
を
紹
介
し
ま
す

あ
な
た
の
就
職
意
思
確
認

企
業
の
採
用
意
思
確
認

正
式
採
用・入
社

関東
エリア

あなた（派遣スタッフ）

※関西・九州を除く。

お問い合わせ・
ご相談は
お気軽に!

大原人材開発センター
https://www.o-hara-hd.jp/

〒101-0065　東京都千代田区西神田2-3-6 ミイレービル
TEL 03－3234－6220　FAX 03－3234－6237
［月曜日～金曜日10：00～16：00］
〒532-0011　大阪府大阪市北区太融寺2-14
TEL 06－4806－8669　FAX 06－6302－2887
［月曜日～金曜日9：00～18：00］

大阪本部
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅3-20-8
TEL 052－582－7733
［月曜日～金曜日9：00～18：00］

東海本部

東京本部

詳しくは46Pをご覧ください。

貴学の学生の社会的・職業的自立に向けて、サポートいたします。

大学内セミナーのご案内

大原の学習ノウハウが活きる多彩な講座
資格スクールとしての実績を誇る大原ならではの学習ノウハウで、

参加者のスキルを確実にアップさせます。

上記内容以外にも様々なガイダンス・進学アドバイス等を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

■学外提携のご案内
大学・短大内の教室が取れない、講座運営管理が難しい等の理由で大学内講座の開講ができない場合、資格の大原各校にて講
座受講する“学外提携”もございます。下記問い合わせ先またはメールにてお気軽にお問い合わせください。

資格試験後の就職活動を力強くバックアップ。多数の求人企業が集まって皆さ
んの来場をお待ちしています。もちろん参加企業の情報は就職情報誌に掲載
しますので、事前準備も万全です。

就職面談会・セミナー開催・
就職情報誌配布

https://www.o-hara.ac.jp/career/

〒450-0002　
愛知県名古屋市中村区名駅3-20-8
人材紹介事業（23-ユ-020175）
TEL 052－581－7733

東海
エリア

https://www.o-hara.jp/university_courses_guide
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32.2.12
井村

2021.2.17
増澤

2021.3.2
伊藤光

2021.3.10
川上史

2021.3.16
宮崎

日本語を通じて日本を学び、世界で活躍する人材を育成します。

詳しくはこちら

https://www.o-hara.ac.jp/abroad/japanese/

大原の留学生教育

大原グループにはいろいろな国からの留学生が日本語を通じて交流できる場が
あります。
その交流の輪は進学や就職したあとも全世界に広がっています。
OHARA is not just a place to study Japanese! 
It is where you can interact with people from all over the world. 
Its network becomes greater and supports your future even after your graduation.

Cultivate human resources who have an understanding of Japan through Japanese 
and can play an active role in the world.

資格・仕事の学校、大原です。
キャリアを支える大原グループ

資格の講座（社会人講座）

大原大学院
大学

大原学園
高等学校

大原予備校 府中ひばり
幼稚園

大原日本語
学院

集中資格取得
（全日・夜間）
コース

専門学校
（ビジネス専攻コース）

大原
グループ

公認会計士
税理士
簿記
建設業経理士
地方公会計
農業簿記
U.S.CPA（米国公認会計士）
BATIC（国際会計検定）®

会計系

行政書士
宅地建物取引士
社会保険労務士

法律系

中小企業診断士
ＦＰ （ファイナンシャル・プランナー）
旅行業務取扱管理者
実務力養成シリーズ
色彩検定 （カラーコーディネーター）

ビジネス・経営系
公務員 （一般職／国税専門官／地方上級・中級・初級）
公務員 （国家総合職）
警察官・消防官 （大卒程度・高卒程度）

公務員

介護職員初任者研修
介護福祉士（実務者研修・受験対策）
ケアマネジャー
社会福祉士
医療事務
保育科

医療・福祉・保育系

秘書検定
TOEICⓇL＆R攻略
日本語教師
キャリアコンサルタント

就職・語学

パソコン（MOS）
情報処理技術者
情報処理安全確保支援士

情報系

●全国7拠点で日本語教育のための学科を設けています。

大原公務員・医療事務・語学専門学校

32.2.12
井村

2021.3.10
川上史

2022.1.20
松家

大原会計大学院は、高度会計専門職業人の育成をめざす会計専門職大学院です。

大原会計大学院
大原大学院大学 検索さらに詳しく

※正式名称：大原大学院大学

4月入学

大学院での会計研究と、公認会計士・税理士など
資格試験受験の両立をはかれる環境を提供

所定の単位を修得して修了すると、公認
会計士短答式試験4科目のうち3科目が
免除されます。

1.

所定の単位を修得し修士論文を作成し
て修了すると、税理士試験の会計学1科
目あるいは税法2科目の免除申請を行う
ことができます。
※免除を得るにはその他条件があります。

2.

課外学習として、一定の要件のもと、大原学園が運営する公認会計士講座、
U.S.CPA講座、税理士講座、実務力養成シリーズ講座、簿記講座、BATIC(
国際会計検定)Ⓡ講座、TOEICⓇL&R攻略講座、FP講座を無料で受講できま
す（一定の条件有）。入学手続きが終了すれば入学前から受講できます。

4.

昼夜開講制のため、昼間のみならず、夜間（第6時限：18:30～、第7時限：
20:10～）及び土曜日を中心に履修できます。土曜日の授業も充実してお
り、社会人の方でも通いやすい環境です。

3.

※

学校案内・資料請求
入学案内書・入学試験要項を無料送付します。

お気軽にご請求ください。

大原大学院大学の教育目標や優れたカリキュラム、入学者の特
典、入試要項などについて詳しくご説明します。説明終了後に
は、個別相談も承ります。

随時受け付けていますのでお気軽にご相談ください。

個別入学相談  無料・要予約

入試説明相談会  参加無料・要予約

大学院の校舎で、本学での学習環境を体感いただくことが出来
ます。校舎見学終了後には個別での相談にもお答えします。

個別相談会＋校舎見学  参加無料・要予約

日程はホームページでご確認ください。

　03-3237-8760

大原大学院大学ホームページ
https://www.o-hara.ac.jp/grad/

スマートフォンからも
資料請求出来ます

資料請求はこちら
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一人ひとりと向かい合う保育。

府中ひばり幼稚園
年少・年中・年長の年齢差を踏まえ、各学年年齢に応じ
た活動・指導を心掛けています。
季節折々の行事等も園児たちが主役であり、楽しめる
よう進めています。
将来の日本を担う園児達のため常に、質の高い教育を
目指しています。

住所 〒183-0035
東京都府中市四谷2-25

TEL 042-362-8674

HP https://o-hb.ed.jp/

第一志望の中学・高校合格の秘訣は
「わかるまで、できるまで」

大原予備校

大原予備校は、子どもの可能性を信じ、その子の良さと
特性をしっかり見つめ、「わかるまで、できるまで」の気
概と責任感をもって、能力・資質を伸ばす教育を実践し
ています。

住所 〒101-0065
東京都千代田区西神田2-7-2里村ビル1F

TEL 03-5217-5671

HP https://o-hara-yobiko.gr.jp/

個性にあった希望の進路を実現します。

大原学園高等学校
「大学・専門学校に進学したい」、「なりたい職業に向けた学
習がしたい」、「学び直しをして、確実に卒業したい」、「自分
のペースで登校したい」そんな希望にジャストフィットする
教育を実践しています。
【設置コース】
平日コース（週5日）／土曜・集中履修コース（週1日）

住所 〒101-0051
 東京都千代田区神田神保町2-42

TEL 03-3237-3141

HP https://ohs.o-hara.ac.jp/

大原大学院大学概要
■学 位 名 称／会計修士（専門職）
■学 生 定 員／入学定員60名　収容定員120名
■授 業 時 間／昼夜間開講
■修 業 年 限／標準2年

大原大学院大学のメリット

5. 簿記知識が不足している方には、入学前に簿記講座を無料で受講できる
制度があります。

email : grad@mail.o-hara.ac.jp

相談会・個別相談の予約はこちら

https://www3.o-hara.ac.jp/grad/
order/form.html
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32.2.12
井村

2021.2.17
増澤

2021.3.2
伊藤光

2021.3.10
川上史

2021.3.16
宮崎

日本語を通じて日本を学び、世界で活躍する人材を育成します。

詳しくはこちら

https://www.o-hara.ac.jp/abroad/japanese/

大原の留学生教育

大原グループにはいろいろな国からの留学生が日本語を通じて交流できる場が
あります。
その交流の輪は進学や就職したあとも全世界に広がっています。
OHARA is not just a place to study Japanese! 
It is where you can interact with people from all over the world. 
Its network becomes greater and supports your future even after your graduation.

Cultivate human resources who have an understanding of Japan through Japanese 
and can play an active role in the world.

資格・仕事の学校、大原です。
キャリアを支える大原グループ

資格の講座（社会人講座）

大原大学院
大学

大原学園
高等学校

大原予備校 府中ひばり
幼稚園

大原日本語
学院

集中資格取得
（全日・夜間）
コース

専門学校
（ビジネス専攻コース）

大原
グループ

公認会計士
税理士
簿記
建設業経理士
地方公会計
農業簿記
U.S.CPA（米国公認会計士）
BATIC（国際会計検定）®

会計系

行政書士
宅地建物取引士
社会保険労務士

法律系

中小企業診断士
ＦＰ （ファイナンシャル・プランナー）
旅行業務取扱管理者
実務力養成シリーズ
色彩検定 （カラーコーディネーター）

ビジネス・経営系
公務員 （一般職／国税専門官／地方上級・中級・初級）
公務員 （国家総合職）
警察官・消防官 （大卒程度・高卒程度）

公務員

介護職員初任者研修
介護福祉士（実務者研修・受験対策）
ケアマネジャー
社会福祉士
医療事務
保育科

医療・福祉・保育系

秘書検定
TOEICⓇL＆R攻略
日本語教師
キャリアコンサルタント

就職・語学

パソコン（MOS）
情報処理技術者
情報処理安全確保支援士

情報系

●全国7拠点で日本語教育のための学科を設けています。

大原公務員・医療事務・語学専門学校

32.2.12
井村

2021.3.10
川上史

2022.1.20
松家

大原会計大学院は、高度会計専門職業人の育成をめざす会計専門職大学院です。

大原会計大学院
大原大学院大学 検索さらに詳しく

※正式名称：大原大学院大学

4月入学

大学院での会計研究と、公認会計士・税理士など
資格試験受験の両立をはかれる環境を提供

所定の単位を修得して修了すると、公認
会計士短答式試験4科目のうち3科目が
免除されます。

1.

所定の単位を修得し修士論文を作成し
て修了すると、税理士試験の会計学1科
目あるいは税法2科目の免除申請を行う
ことができます。
※免除を得るにはその他条件があります。

2.

課外学習として、一定の要件のもと、大原学園が運営する公認会計士講座、
U.S.CPA講座、税理士講座、実務力養成シリーズ講座、簿記講座、BATIC
(国際会計検定)Ⓡ講座、TOEICⓇL&R攻略講座、FP講座を無料で受講できま
す（一定の条件有）。入学手続きが終了すれば入学前から受講できます。

4.

昼夜開講制のため、昼間のみならず、夜間（第6時限：18:30～、第7時限：
20:10～）及び土曜日を中心に履修できます。土曜日の授業も充実してお
り、社会人の方でも通いやすい環境です。

3.

※

学校案内・資料請求
入学案内書・入学試験要項を無料送付します。

お気軽にご請求ください。

大原大学院大学の教育目標や優れたカリキュラム、入学者の特
典、入試要項などについて詳しくご説明します。説明終了後に
は、個別相談も承ります。

随時受け付けていますのでお気軽にご相談ください。

個別入学相談  無料・要予約

入試説明相談会  参加無料・要予約

大学院の校舎で、本学での学習環境を体感いただくことが出来
ます。校舎見学終了後には個別での相談にもお答えします。

個別相談会＋校舎見学  参加無料・要予約

日程はホームページでご確認ください。

　03-3237-8760

大原大学院大学ホームページ
https://www.o-hara.ac.jp/grad/

スマートフォンからも
資料請求出来ます

資料請求はこちら
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一人ひとりと向かい合う保育。

府中ひばり幼稚園
年少・年中・年長の年齢差を踏まえ、各学年年齢に応じ
た活動・指導を心掛けています。
季節折々の行事等も園児たちが主役であり、楽しめる
よう進めています。
将来の日本を担う園児達のため常に、質の高い教育を
目指しています。

住所 〒183-0035
東京都府中市四谷2-25

TEL 042-362-8674

HP https://o-hb.ed.jp/

第一志望の中学・高校合格の秘訣は
「わかるまで、できるまで」

大原予備校

大原予備校は、子どもの可能性を信じ、その子の良さと
特性をしっかり見つめ、「わかるまで、できるまで」の気
概と責任感をもって、能力・資質を伸ばす教育を実践し
ています。

住所 〒101-0065
東京都千代田区西神田2-7-2里村ビル1F

TEL 03-5217-5671

HP https://o-hara-yobiko.gr.jp/

個性にあった希望の進路を実現します。

大原学園高等学校
「大学・専門学校に進学したい」、「なりたい職業に向けた学
習がしたい」、「学び直しをして、確実に卒業したい」、「自分
のペースで登校したい」そんな希望にジャストフィットする
教育を実践しています。
【設置コース】
平日コース（週5日）／土曜・集中履修コース（週1日）

住所 〒101-0051
 東京都千代田区神田神保町2-42

TEL 03-3237-3141

HP https://ohs.o-hara.ac.jp/

大原大学院大学概要
■学 位 名 称／会計修士（専門職）
■学 生 定 員／入学定員60名　収容定員120名
■授 業 時 間／昼夜間開講
■修 業 年 限／標準2年

大原大学院大学のメリット

5. 簿記知識が不足している方には、入学前に簿記講座を無料で受講できる
制度があります。

email : grad@mail.o-hara.ac.jp

相談会・個別相談の予約はこちら

https://www3.o-hara.ac.jp/grad/
order/form.html
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2020.2.12
増澤

2020.2.28
伊藤光

2021.2.16
松家

2022.1.19
松家

大原の通学講座NO.１の学習時間をご提供
受験に専念したい方に最適コース ！

集中資格取得（全日・夜間）コース

授業時間の中で講義から問題演習、復習まで行うので、学習ペースも早期につかめます。
スケジュール管理から生活指導までサポート体制は万全です。

公認会計士／税理士／国家公務員・地方公務員／警察官・消防官／
情報処理／医療事務・医療秘書／介護福祉士／社会福祉士／就職・転職

※詳細は、コース・学校により異なりますのでお問い合わせください。

こんな方に最適なコースです

集中資格取得（全日・夜間）コースのポイント
月～土曜の毎日学習
「その日の授業内容は、その日のうちに理解する」
が基本ですので、次回に課題を残しません。

授業の中で講義・
試験対策まで徹底フォロー
授業時間の中で講義から問題演習、復習まで行う
ため、学習ペースを早期につかむことができます。

個人別成績表による弱点補強の指導
担任や各科目の先生が模試や答練などの
成績を見ながら個人の理解度を把握し、
習熟度に応じて弱点ポイントの指導を行います。

丁寧な質問対応で
疑問点はすぐに解消
休憩時間や放課後に疑問点を解消できる
個別質問体制が充実しています。

学習計画不要
個人の能力に応じて担任がアドバイスします
ので、自分で学習計画を立てなくても自然と
実力を身につけられます。

専用自習室・
無料の個人ロッカーを完備
専用の自習室と一人ひとつのロッカーが
無料でご利用になれます。

◆集中できる学習環境で毎日     
　通学したい方

◆基礎から丁寧に学びたい方

◆自分で学習計画を立てるの
　が苦手な方

さらに詳しく 検索集中資格

請 求 方 法

学費・カリキュラム等の詳細は、集
中資格取得コースのパンフレット
に掲載していますのでお気軽にご
請求ください。

スマートフォン・
ケータイから
も資料請求で
きます

0120-597-008
ゴウカクスルナラ　    オオハラ

無料 資料請求はこちら

集中資格取得コースの1日の流れ

①ミニテスト 午前 朝のミニテストは前回の復習です。
ここで前回の授業の理解度をチェックできます。

②講義 午前 午後 担任がその日の授業内容はその日のうちに理解できるように、
講義時間を十分に取り、理解度に合わせた授業を行います。

③問題演習 午前 午後 大原のオリジナル教材を使用し、多くの問題演習を行うので、自分の弱点が把握
できます。

④解説 午前 午後 本試験でよく出題される問題や応用問題などについては、
丁寧に解説を行うので理解が深まります。

⑤チェックテスト 午後 その日の授業内容・理解度をチェックできます。

⑥弱点強化・
　レベルアップ 夜間

理解できなかった内容もタイムリーに質問することができるので、授業内容を
しっかり自分のものにして帰ることができます。また、オリジナル補助プリントの
問題演習も多く実施するので無理なくレベルアップできます。

取得資格による特別奨学生制度

入学コースごとに早期申込み特典あり！

主な
認定資格

主な特典
●簿記3級授業が無料で受講可能
●基礎力総復習授業が無料で受講可能

●日商簿記検定２級合格
●日本漢字能力検定２級合格
●実用英語技能検定準２級合格
●ITパスポート合格　など

学費
万円
免除
万円
免除最大20最大20

早期申込
特典あり
早期申込
特典あり

CMYK

2020.2.12
増澤

2020.2.28
伊藤光

2021.2.16
松家

2021.3.2
伊藤光

2022.1.19
松家

資料請求は
こちら

就職活動を完全サポート

資格取得の徹底対策

入    

社

即戦力・仕事力の養成

内    

定

入    

学

大原には、数多くの求人
が寄せられ、担任が内
定獲得に向け親身に
バックアップします。

就職を見すえて実力
アップ。その証明となる
資格取得を目指します。

内定後、内定職種別のプレ・
キャリア・プログラムで、即戦
力・仕事力を養成します。

こんな方に最適なコースです

◆徹底した就職対策をしたい方
◆即戦力としての力をつけたい方
◆面接対策を充実させたい方

ビジネス専攻コースで就職できるポイント！

3,393名大手・優良企業への
就職者数

99.1%全国専門課程
就職率 就職希望者5,606名中5,556名

2020年度卒業生 全国専門課程実績(2021年3月31日現在)

11,328社求人企業数

“就職指導のプロ”が
一人ひとりを徹底指導！

“圧倒的な情報力”で
「最適な就職」をサポート！

OB•OGが大活躍！
企業からの信頼が厚い！

自己PRや志望動機の
説得力を高める！3

POINT

大学と異なり、担任制の大原では先生が一人ひとりの出席
状況や成績を把握し、個性や適性を見極め進路や企業選び
を丁寧にサポートします。弱気になりがちな就職活動期も
“いつでも話せる”&“相談できる”先生が、あなたの挑戦を
力強く後押ししてくれます。

大原の先輩たちは、さまざまな分
野の企業に就職し、活躍していま
す。その高い評価が次の卒業生へ
の期待につながり、優良企業に「大
原枠」が存在するのです。

内定だけでなく、入社後に活躍で
きる意識とスキルを養成するため、
早期から担任と面接を重ね、「働い
ている自分の姿をイメージしなが
ら」綿密な自己分析を行います。一
人よがりにならず、社会人としての
考え方やコミュニケーション能力を高め、自己PRや志望動
機を説得力の高いものにします。

膨大な企業情報がある大原には、
求人票に記載しきれない「求めら
れる人物像やスキル」などの詳細
な情報や、卒業生からの情報もあ
ります。さらに、内定者の人物像分
析により、“真に適した分野や職
業、企業”へのマッチングを図り、万全の準備で臨みます。

学費・カリキュラム等の詳細は、専門
学校のパンフレットに掲載していま
すのでお気軽にご請求ください。
スマートフォン・ケータイからも資料
請求できます

1
POINT

4
POINT

2
POINT

入学手続完了者を対象に入学前の11月～2月まで、無料で月8回
程度(1回1時間：予約制）の個別就職サポートを行います。手続完了
後より予約が可能となりますので、ぜひご利用ください。

就活準備プログラム 無料：11月～2月 随時
入学手続完了者を対象に入学前の資格取得をサポートします。
資格の大原の簿記講座が無料で受講可能です。

入学前に簿記合格サポート 無料：9月～3月早期
申込み特典

無料 ゴウカクスルナラ オオハラ

「仕事ができるプロ」として就職/転職！！

ビジネス専攻コース
大学・短大の卒業生(中退者)／フリーター／就活を経験した方　対象

さらに詳しく 検索ビジネス専攻

大学の新卒就職と異なり、入社後に仕事の現場で活きる知識やスキルを身につけ、
デキる人材として「キャリアアップ就職/転職」を目指します。
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2020.2.12
増澤

2020.2.28
伊藤光

2021.2.16
松家

2022.1.19
松家

大原の通学講座NO.１の学習時間をご提供
受験に専念したい方に最適コース ！

集中資格取得（全日・夜間）コース

授業時間の中で講義から問題演習、復習まで行うので、学習ペースも早期につかめます。
スケジュール管理から生活指導までサポート体制は万全です。

公認会計士／税理士／国家公務員・地方公務員／警察官・消防官／
情報処理／医療事務・医療秘書／介護福祉士／社会福祉士／就職・転職

※詳細は、コース・学校により異なりますのでお問い合わせください。

こんな方に最適なコースです

集中資格取得（全日・夜間）コースのポイント
月～土曜の毎日学習
「その日の授業内容は、その日のうちに理解する」
が基本ですので、次回に課題を残しません。

授業の中で講義・
試験対策まで徹底フォロー
授業時間の中で講義から問題演習、復習まで行う
ため、学習ペースを早期につかむことができます。

個人別成績表による弱点補強の指導
担任や各科目の先生が模試や答練などの
成績を見ながら個人の理解度を把握し、
習熟度に応じて弱点ポイントの指導を行います。

丁寧な質問対応で
疑問点はすぐに解消
休憩時間や放課後に疑問点を解消できる
個別質問体制が充実しています。

学習計画不要
個人の能力に応じて担任がアドバイスします
ので、自分で学習計画を立てなくても自然と
実力を身につけられます。

専用自習室・
無料の個人ロッカーを完備
専用の自習室と一人ひとつのロッカーが
無料でご利用になれます。

◆集中できる学習環境で毎日     
　通学したい方

◆基礎から丁寧に学びたい方

◆自分で学習計画を立てるの
　が苦手な方

さらに詳しく 検索集中資格

請 求 方 法

学費・カリキュラム等の詳細は、集
中資格取得コースのパンフレット
に掲載していますのでお気軽にご
請求ください。

スマートフォン・
ケータイから
も資料請求で
きます

0120-597-008
ゴウカクスルナラ　    オオハラ

無料 資料請求はこちら

集中資格取得コースの1日の流れ

①ミニテスト 午前 朝のミニテストは前回の復習です。
ここで前回の授業の理解度をチェックできます。

②講義 午前 午後 担任がその日の授業内容はその日のうちに理解できるように、
講義時間を十分に取り、理解度に合わせた授業を行います。

③問題演習 午前 午後 大原のオリジナル教材を使用し、多くの問題演習を行うので、自分の弱点が把握
できます。

④解説 午前 午後 本試験でよく出題される問題や応用問題などについては、
丁寧に解説を行うので理解が深まります。

⑤チェックテスト 午後 その日の授業内容・理解度をチェックできます。

⑥弱点強化・
　レベルアップ 夜間

理解できなかった内容もタイムリーに質問することができるので、授業内容を
しっかり自分のものにして帰ることができます。また、オリジナル補助プリントの
問題演習も多く実施するので無理なくレベルアップできます。

取得資格による特別奨学生制度

入学コースごとに早期申込み特典あり！

主な
認定資格

主な特典
●簿記3級授業が無料で受講可能
●基礎力総復習授業が無料で受講可能

●日商簿記検定２級合格
●日本漢字能力検定２級合格
●実用英語技能検定準２級合格
●ITパスポート合格　など

学費
万円
免除
万円
免除最大20最大20

早期申込
特典あり
早期申込
特典あり

CMYK

2020.2.12
増澤

2020.2.28
伊藤光

2021.2.16
松家

2021.3.2
伊藤光

2022.1.19
松家

2022.2.25
ひぐち

資料請求は
こちら

就職活動を完全サポート

資格取得の徹底対策

入    

社

即戦力・仕事力の養成

内    

定

入    

学

大原には、数多くの求人
が寄せられ、担任が内
定獲得に向け親身に
バックアップします。

就職を見すえて実力
アップ。その証明となる
資格取得を目指します。

内定後、内定職種別のプレ・
キャリア・プログラムで、即戦
力・仕事力を養成します。

こんな方に最適なコースです

◆徹底した就職対策をしたい方
◆即戦力としての力をつけたい方
◆面接対策を充実させたい方

ビジネス専攻コースで就職できるポイント！

3,393名大手・優良企業への
就職者数

99.1%全国専門課程
就職率 就職希望者5,606名中5,556名

2020年度卒業生 全国専門課程実績(2021年3月31日現在)

11,328社求人企業数

“就職指導のプロ”が
一人ひとりを徹底指導！

“圧倒的な情報力”で
「最適な就職」をサポート！

OB•OGが大活躍！
企業からの信頼が厚い！

自己PRや志望動機の
説得力を高める！3

POINT

大学と異なり、担任制の大原では先生が一人ひとりの出席
状況や成績を把握し、個性や適性を見極め進路や企業選び
を丁寧にサポートします。弱気になりがちな就職活動期も
“いつでも話せる”&“相談できる”先生が、あなたの挑戦を
力強く後押ししてくれます。

大原の先輩たちは、さまざまな分
野の企業に就職し、活躍していま
す。その高い評価が次の卒業生へ
の期待につながり、優良企業に「大
原枠」が存在するのです。

内定だけでなく、入社後に活躍で
きる意識とスキルを養成するため、
早期から担任と面接を重ね、「働い
ている自分の姿をイメージしなが
ら」綿密な自己分析を行います。一
人よがりにならず、社会人としての
考え方やコミュニケーション能力を高め、自己PRや志望動
機を説得力の高いものにします。

膨大な企業情報がある大原には、
求人票に記載しきれない「求めら
れる人物像やスキル」などの詳細
な情報や、卒業生からの情報もあ
ります。さらに、内定者の人物像分
析により、“真に適した分野や職
業、企業”へのマッチングを図り、万全の準備で臨みます。

学費・カリキュラム等の詳細は、専門
学校のパンフレットに掲載していま
すのでお気軽にご請求ください。
スマートフォン・ケータイからも資料
請求できます

1
POINT

4
POINT

2
POINT

入学手続完了者を対象に入学前の11月～2月まで、無料で月8回
程度(1回1時間：予約制）の個別就職サポートを行います。手続完了
後より予約が可能となりますので、ぜひご利用ください。

就活準備プログラム 無料：11月～2月 随時
入学手続完了者を対象に入学前の資格取得をサポートします。
資格の大原の簿記講座が無料で受講可能です。

入学前に簿記合格サポート 無料：9月～3月早期
申込み特典

無料 ゴウカクスルナラ オオハラ

「仕事ができるプロ」として就職/転職！！

ビジネス専攻コース
大学・短大の卒業生(中退者)／フリーター／就活を経験した方　対象

さらに詳しく 検索ビジネス専攻

大学の新卒就職と異なり、入社後に仕事の現場で活きる知識やスキルを身につけ、
デキる人材として「キャリアアップ就職/転職」を目指します。
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2020.2.12
増澤

2020.3.12
松家

2021.2.16
松家

2021.3.2
伊藤光

2022.1.19
松家

2022.2.25
森

高校・大学・短大卒業、フリーター対象
資格を取って就職したい方をサポート ！

専門学校
大原 専門学校 検索さらに詳しく

1～4年制多彩なコースで「なりたい」が見つかります!
公務員 経理・事務

情報処理・SE ゲーム・CG・アニメ 医療事務・歯科衛生士※ 保育士・幼稚園教諭

介護・社会福祉士 スポーツ・トレーナー

公認会計士・税理士

専門学校に在学中の方
は、大原の資格取得講
座が入学金免除と受講
料割引で何回でも受講
可能です。

受講料

20%off

在学生割引制度

大原ならではの入学特典

専門学校在学生のご家
族は、大原の資格取得
講座が入学金免除と受
講料割引で受講可能で
す。

受講料

10%off
（対象者はご確認ください）

家族割引制度

大原独自の特別奨学生
試験の結果に応じて、入
学金・授業料の全額また
は一部が免除になりま
す。

学費最大

160万円免除
（学校により異なります）

試験による特待生制度
入学前に取得している
資格・成績に応じて、入
学金・授業料の全額また
は一部が免除になりま
す。

学費最大

160万円免除
（学校により異なります）

資格・クラブ活動による特待生制度
学費・カリキュラム等の詳細は、専
門学校のパンフレットに掲載してい
ますのでお気軽にご請求ください。

スマートフォン・
ケータイから
も資料請求で
きます

資格合格者実績

就職きめ細かい指導で安心きめ細かい指導で安心

99.1%99.1%
に強い

全国専門課程就職率

公務員
に強い

2020年度卒業生 就職希望者
5,606名中5,556名(2021年3月31日現在)

日商簿記２級 582名 （154回143名、156回439名合計）
 ※第155回日商簿記検定は中止
サービス接遇２級 228名 （50回228名）※第49回試験は中止
基本情報技術者 150名 （2021年1月～3月実施CBT試験）
 ※2020年春期・秋期試験は中止
ＩＴパスポート 168名 （2020年度）
医療秘書実務１級 1,223名 （50回29名、51回117名、52回1,077名合計）
介護福祉士 148名 （33回）
保育士資格 313名 （2020年度） 他多数
   2021年3月 全国専門課程実績

高い合格実績を達成高い合格実績を達成

54名54名

に強い

2020年公認会計士
論文式試験

2020年度（第70回）
税理士試験

会計士
税理士

※大原公認会計士コースの専門課程生のうち、該当年度において最終合格した者。
（全国専門課程実績（2021年2月10日現在））

※大原税理士コースの専門課程生（該当年度の卒業生まで含む）のうち、
税理士試験合格に必要な受験科目の過半数に合格し、かつ該当年度に
おいて官報合格した者。

（全国専門課程実績（2021年2月10日現在））

ブライダル・ビューティー ホテル・旅行・鉄道

ビジネス・販売

国家（大卒程度）・地方上級・地方中級等

…………1,344名 …………17,911名
国家（高卒程度）・地方初級等

試験区分別

職種別

都道府県庁等職員

…………1,473名
警察官・消防官・自衛官等

………11,810名
市役所・区役所等職員

…………3,240名
国家公務員等

…………2,732名
2021年3月31日現在全国専門課程実績

合格のためのベストな環境合格のためのベストな環境

19,255名19,255名

全国専門課程
公務員1次・筆記試験のべ合格者

2021年3月31日現在全国専門課程実績

無料 資料請求はこちら

サクセスナビ
月～金の9：30～15：00まで毎日授業を行います。
●学習スケジュール：経理ビジネスコース 2年制（首都圏校例）

大原生 合格者

17名17名大原生 合格者

請 求 方 法

0120-597-008
ゴウカクスルナラ　    オオハラ

※東京都知事指定  歯科衛生士養成所指定申請中

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1
年次

2
年次

日商簿記
2・3級

FASS検定

日商簿記
1・2級

源泉徴収事務実習

経理実務（給与計算）

経理事務実習

秘書検定
2級

※カリキュラムは、各種検定試験の日程等により、一部変更となる場合があります。 　　　は実習授業です。

FPMOS
Excel

FP基礎

税務会計実習 ビジネスマナー実習

オフィスワーク実習（経理）
Excel活用実習 実務経理知識

パソコン応用知識

簿記Ⅰ・Ⅱ
（商業簿記・工業簿記）

簿記Ⅳ
（日商簿記直前対策）

簿記Ⅲ
商業簿記・会計学（工業簿記・原価計算）

秘書
（職務知識・一般知識・マナー）

業界研究・企業研究マナー実習

CMYK

28.2.26
伊藤光

28.3.14
小井

28.3.23
高橋

31.2.8
稲垣

31.2.25
造士

31.3.13
村瀬

2020.2.28
伊藤光

2020.3.12
松家

研修センターのご案内
快適な

研修設備を
提供!!

〒418-0103　静岡県富士宮市上井出1650-3
TEL.0544-54-0211（代）　FAX.0544-54-1340
https://www.o-hara.ac.jp/kensyu/

ゼミ、サークル、スポーツ合宿などに最適です

サークルスポーツ合宿

ゼミ、セミナー

部活動のスポーツ合宿、
大学のサークル旅行 など

資格取得セミナー、人材開発セミナー、
物販セミナー、趣味のセミナー、宗教セミナー など

研修プログラム・講師について
各種の研修プログラム・多数の講師を揃えております。お客
様のご希望に合わせてご相談に応じておりますので、ぜひご
利用ください。

詳しくは40Pをご覧ください。

利用例

企業の研修・会議・セミナーに便利です

大原富士宮ビガークラブ

大原富士宮ビガークラブ外観

大原富士宮ビガークラブ食堂 大原富士宮ビガークラブバーベキューハウス

〒214-0013　神奈川県川崎市多摩区登戸新町108
TEL.03-3219-2877

大原学園登戸研修所

大原学園登戸研修所教室

大原学園登戸研修所外観

大原学園登戸研修所グラウンド

〒386-2204　長野県上田市菅平高原1223-2692
TEL.0268-74-3377（代）　FAX.0268-74-3376
https://www.o-hara.ac.jp/kensyu/

大原菅平ビガークラブ

研修

会議

セミナー

新入社員研修、技術研修、教育研修 など

役員会議、営業会議、経営会議、企画会議 など

勉強会、ビジネスセミナー、自己啓発セミナー、起業セミナー、
経営者セミナー、資格研修、物品販売セミナー など

大原菅平ビガークラブロビー

大原菅平ビガークラブ外観

大原菅平ビガークラブサッカーグラウンド

利用例

大原富士宮ビガークラブ・大原菅平ビガークラブ・大原学園登戸研修所は、全国の大原生の研修を中心とした教育・訓練の場として運営しておりますが、
企業・学校及び地方公共団体の皆様にも宿泊研修・講習会・会議等の施設として幅広くご利用頂いております。
また、当ビガークラブ・研修所では皆様の教育・訓練が一層効果的に行われますよう、研修施設、宿泊施設、運動施設の整備に努め
サービスに万全を期しております。社員教育、勉強合宿等を実施される際には、ぜひご利用ください。

CMYK
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2020.2.12
増澤

2020.3.12
松家

2021.2.16
松家

2021.3.2
伊藤光

2022.1.19
松家

2022.2.25
森

高校・大学・短大卒業、フリーター対象
資格を取って就職したい方をサポート ！

専門学校
大原 専門学校 検索さらに詳しく

1～4年制多彩なコースで「なりたい」が見つかります!
公務員 経理・事務

情報処理・SE ゲーム・CG・アニメ 医療事務・歯科衛生士※ 保育士・幼稚園教諭

介護・社会福祉士 スポーツ・トレーナー

公認会計士・税理士

専門学校に在学中の方
は、大原の資格取得講
座が入学金免除と受講
料割引で何回でも受講
可能です。

受講料

20%off

在学生割引制度

大原ならではの入学特典

専門学校在学生のご家
族は、大原の資格取得
講座が入学金免除と受
講料割引で受講可能で
す。

受講料

10%off
（対象者はご確認ください）

家族割引制度

大原独自の特別奨学生
試験の結果に応じて、入
学金・授業料の全額また
は一部が免除になりま
す。

学費最大

160万円免除
（学校により異なります）

試験による特待生制度
入学前に取得している
資格・成績に応じて、入
学金・授業料の全額また
は一部が免除になりま
す。

学費最大

160万円免除
（学校により異なります）

資格・クラブ活動による特待生制度
学費・カリキュラム等の詳細は、専
門学校のパンフレットに掲載してい
ますのでお気軽にご請求ください。

スマートフォン・
ケータイから
も資料請求で
きます

資格合格者実績

就職きめ細かい指導で安心きめ細かい指導で安心

99.1%99.1%
に強い

全国専門課程就職率

公務員
に強い

2020年度卒業生 就職希望者
5,606名中5,556名(2021年3月31日現在)

日商簿記２級 582名 （154回143名、156回439名合計）
 ※第155回日商簿記検定は中止
サービス接遇２級 228名 （50回228名）※第49回試験は中止
基本情報技術者 150名 （2021年1月～3月実施CBT試験）
 ※2020年春期・秋期試験は中止
ＩＴパスポート 168名 （2020年度）
医療秘書実務１級 1,223名 （50回29名、51回117名、52回1,077名合計）
介護福祉士 148名 （33回）
保育士資格 313名 （2020年度） 他多数
   2021年3月 全国専門課程実績

高い合格実績を達成高い合格実績を達成

54名54名

に強い

2020年公認会計士
論文式試験

2020年度（第70回）
税理士試験

会計士
税理士

※大原公認会計士コースの専門課程生のうち、該当年度において最終合格した者。
（全国専門課程実績（2021年2月10日現在））

※大原税理士コースの専門課程生（該当年度の卒業生まで含む）のうち、
税理士試験合格に必要な受験科目の過半数に合格し、かつ該当年度に
おいて官報合格した者。

（全国専門課程実績（2021年2月10日現在））

ブライダル・ビューティー ホテル・旅行・鉄道

ビジネス・販売

国家（大卒程度）・地方上級・地方中級等

…………1,344名 …………17,911名
国家（高卒程度）・地方初級等

試験区分別

職種別

都道府県庁等職員

…………1,473名
警察官・消防官・自衛官等

………11,810名
市役所・区役所等職員

…………3,240名
国家公務員等

…………2,732名
2021年3月31日現在全国専門課程実績

合格のためのベストな環境合格のためのベストな環境

19,255名19,255名

全国専門課程
公務員1次・筆記試験のべ合格者

2021年3月31日現在全国専門課程実績

無料 資料請求はこちら

サクセスナビ
月～金の9：30～15：00まで毎日授業を行います。
●学習スケジュール：経理ビジネスコース 2年制（首都圏校例）

大原生 合格者

17名17名大原生 合格者

請 求 方 法

0120-597-008
ゴウカクスルナラ　    オオハラ

※東京都知事指定  歯科衛生士養成所指定申請中

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1
年次

2
年次

日商簿記
2・3級

FASS検定

日商簿記
1・2級

源泉徴収事務実習

経理実務（給与計算）

経理事務実習

秘書検定
2級

※カリキュラムは、各種検定試験の日程等により、一部変更となる場合があります。 　　　は実習授業です。

FPMOS
Excel

FP基礎

税務会計実習 ビジネスマナー実習

オフィスワーク実習（経理）
Excel活用実習 実務経理知識

パソコン応用知識

簿記Ⅰ・Ⅱ
（商業簿記・工業簿記）

簿記Ⅳ
（日商簿記直前対策）

簿記Ⅲ
商業簿記・会計学（工業簿記・原価計算）

秘書
（職務知識・一般知識・マナー）

業界研究・企業研究マナー実習

CMYK

28.2.26
伊藤光

28.3.14
小井

28.3.23
高橋

31.2.8
稲垣

31.2.25
造士

31.3.13
村瀬

2020.2.28
伊藤光

2020.3.12
松家

研修センターのご案内
快適な

研修設備を
提供!!

〒418-0103　静岡県富士宮市上井出1650-3
TEL.0544-54-0211（代）　FAX.0544-54-1340
https://www.o-hara.ac.jp/kensyu/

ゼミ、サークル、スポーツ合宿などに最適です

サークルスポーツ合宿

ゼミ、セミナー

部活動のスポーツ合宿、
大学のサークル旅行 など

資格取得セミナー、人材開発セミナー、
物販セミナー、趣味のセミナー、宗教セミナー など

研修プログラム・講師について
各種の研修プログラム・多数の講師を揃えております。お客
様のご希望に合わせてご相談に応じておりますので、ぜひご
利用ください。

詳しくは40Pをご覧ください。

利用例

企業の研修・会議・セミナーに便利です

大原富士宮ビガークラブ

大原富士宮ビガークラブ外観

大原富士宮ビガークラブ食堂 大原富士宮ビガークラブバーベキューハウス

〒214-0013　神奈川県川崎市多摩区登戸新町108
TEL.03-3219-2877

大原学園登戸研修所

大原学園登戸研修所教室

大原学園登戸研修所外観

大原学園登戸研修所グラウンド

〒386-2204　長野県上田市菅平高原1223-2692
TEL.0268-74-3377（代）　FAX.0268-74-3376
https://www.o-hara.ac.jp/kensyu/

大原菅平ビガークラブ

研修

会議

セミナー

新入社員研修、技術研修、教育研修 など

役員会議、営業会議、経営会議、企画会議 など

勉強会、ビジネスセミナー、自己啓発セミナー、起業セミナー、
経営者セミナー、資格研修、物品販売セミナー など

大原菅平ビガークラブロビー

大原菅平ビガークラブ外観

大原菅平ビガークラブサッカーグラウンド

利用例

大原富士宮ビガークラブ・大原菅平ビガークラブ・大原学園登戸研修所は、全国の大原生の研修を中心とした教育・訓練の場として運営しておりますが、
企業・学校及び地方公共団体の皆様にも宿泊研修・講習会・会議等の施設として幅広くご利用頂いております。
また、当ビガークラブ・研修所では皆様の教育・訓練が一層効果的に行われますよう、研修施設、宿泊施設、運動施設の整備に努め
サービスに万全を期しております。社員教育、勉強合宿等を実施される際には、ぜひご利用ください。

CMYK
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2021.1.28
増澤

2022.1.19
松家

2022.1.24
川口

2022.2.9
坂田

2022.3.8
松家

2022.2.28
井村

2022.3.11
松家

掲載内容は改良のため、事前の予告なしに
変更する場合があります。予めご了承ください。

掲載内容の有効期限
2023年5月31日

大原総合案内 2022年4月～

※本パンフレット掲載の受講料等における
　消費税は、税率10％で計算されています
　（2022年4月1日現在）。
　（今後の消費税率の変更等を理由に　  受講料等を改定する場合があります。）

資格の取り方・
活かし方ガイド

仕事に活かせるスキルを伸ばそう!

人気資格ランキング
資格選びで迷ったら
ファーストステップ資格
学習期間・難易度・受講料から選ぶ
資格早見表

資格の王国

CMYK

2021.1.28
増澤

2021.3.2
伊藤光

2021.3.10
川上史

2022.1.19
松家

2022.1.24
川口

2022.3.17
村瀬

●
2
0
2
2
 大
原
総
合
案
内

受講相談・体験入学 随時受付中! ご自宅からOK オンラインでも受講相談を承ります!

王
国

の
資
格

■受付時間のご案内
各校受付時間につきましては、
右記大原ホームページにてご案内しております。

右記バーコードから
簡単アクセス！

学校一覧 資格の大原 社会人講座 検索

https://www.o-hara.jp/school/list

大 分 校

熊 本 校

あなたのそばに、きっとある。

資格の大原は
日本全国に展開
しています。

岐 阜 校

姫 路 校

津 校

宇都宮校

水 戸 校

沼 津 校

甲 府 校
盛 岡 校

山 形 校

豊橋教室

松 本 校

岡 山 校

広 島 校

280322-550000

CMYK


