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教育方針

学校長  吉 川  智 之

当校は、留学生をはじめとする外国人には、

日本の文化や職業観、それを踏まえた体系的な職業教育カリキュラムを

日本語で提供しています。

クラスメートはASEAN諸国をはじめ、

様々な国の学生が国家の枠を超えて学んでいます。

学生達は、こうしたDiversity（多様性）の中で、

異文化コミュニケーションを図っています。

日本における職業教育や労働を通して得られた技術は、

帰国後、母国の発展に資することとなり、

ひいては国際貢献になると考えます。

当校は、多様性を生かし、個性を生かし、

そして創意工夫を凝らして

みなさんを歓迎いたします。
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会計知識に長けているとともに、

現代の企業が求める職務と業界を選ばない汎用性の高いスキルの

習得及び起業家としての第一歩を踏み出せる

技術や知識を身につけます。

経営ビジネス学科

Business Adm
inistration D

epartm
ent

経
営

専門課程
昼間部
２年

Business Adm
inistration D

epartm
ent

経
営

●学科概要
経営に関する実務的な知識や技術を学びます。

国際的な視野に立って考え、文化や倫理、商慣習などの幅広い知識・教養を身につけ、

総合的な能力を備えた人材の育成を目指しています。

目標とする資格
●簿記検定（日商・全経）  ●ファイナンシャルプランニング技能士   ●ビジネスマナー検定  ●販売士
●文書処理能力検定（Word,Excel）●日商PC検定

カリキュラム
●簿記会計  ●経営学  ●税法概論  ●マーケティング  ●流通経営管理  ●国際経営学  ●国際会計学
●コンピュータ会計  ●ビジネスマナー 等

時間割
● 1年次 カリキュラム

● 2年次 カリキュラム

企業会計

企業会計

文書技術とコミュニケーション

文書技術とコミュニケーション

ＣＰ基礎

ＣＰ基礎

検定対策

検定対策

ＣＰ基礎

ＣＰ基礎

流通経営管理

流通経営管理

ビジネスマナー

ビジネスマナー

商業簿記Ⅰ

商業簿記Ⅰ

関係法規

関係法規

商業簿記Ⅰ

商業簿記Ⅰ

１時限目 ● ９：30～10：15

２時限目 ● 10：25～11：10

３時限目 ● 11：20～12：05

４時限目 ● 12：15～13：00

前期

前期

前期

前期

火 金水月 木曜　日

１時限目 ● ９：30～10：15

２時限目 ● 10：25～11：10

３時限目 ● 11：20～12：05

４時限目 ● 12：15～13：00

前期

前期

前期

前期

検定対策

検定対策

税法概論

税法概論

進路指導

進路指導

マーケティング概論

マーケティング概論

商業簿記Ⅱ

商業簿記Ⅱ

経営学

経営学  

ＣＰ応用

ＣＰ応用

経済と社会

経済と社会

工業簿記Ⅱ

工業簿記Ⅱ

ＣＰ財務会計

ＣＰ財務会計

火 金水月 木曜　日

（勉強できること）
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Business Adm
inistration D

epartm
ent

経
営

Business Adm
inistration D

epartm
ent

経
営

経営ビジネス学科では、簿記や企業会計、経営学、マーケティング等の講義を通じて、マネジメントに必要な専

門的な知識を学べ、実際のビジネス社会で通用する能力を身につけることができます。また、経営やビジネス

に欠かすことのできない資格の取得にも力を入れています。簿記検定試験を初め、販売士検定試験、文書処

理能力検定試験等の試験対策授業が充実しています。他にもビジネスマナー検定試験、日商ＰＣ検定なども

受験可能です。

卒業後の未来像は、将来自分で起業をしてマネジメント業務に携わることができることを目標にしています。

起業をして経営者として社会に貢献し、日本や母国で成功したいと熱い夢を持っている方に是非、チャレンジ

してほしいと思います。

夢に向かってチャレンジしてほしい。
先生からのメッセージ

チャンティフォン
●経営ビジネス学科　
●ベトナム出身
●東京グローバル日本語学校 卒業 　

グェンヴォチャン
マイフォン
●経営ビジネス学科　
●ベトナム出身
●東京日本語研究所 卒業 　

　一年半前に皆さんと同じように専門学校や

大学を探しました。その時日本語学校の先生

や先輩に聞いたり、インターネットで調べたり

しました。日商簿記三鷹福祉専門学校を先生

から紹介され入学しました。

　入学した時からずっと「楽しさ」が続いてい

ます。毎日の授業で担当の先生が工夫し、優

しくわかりやすい授業のおかげで、どんどん

専門の知識がしっかり頭に入ってきます。1年

経った今、昨年の自分より確実に成長してい

ると実感しています。

　学生の将来のため、就職支援の授業も実施

しています。細かいことから大きなことも全て

教えてくれますから安心して授業を受けるこ

とができ、就職しても役に立つことばかりだと

思います。皆さん、日本で就職したい人は当学

園はお勧めです。ぜひ頑張ってくださいね。

（教員）森 田  英 樹
●担当科目：ビジネスマナー、簿記

安心して授業を受けることができ、
将来、日本で働きたい方にお勧め！！

先輩からのメッセージ

　私は、自分の能力で専門学校に本当に入れ

るかどうか、日本語学校を卒業するときとても

心配でした。この学校に初めて来たとき、隣に

は広い公園があって静かな環境のこの学校で

勉強したいと思いました。その後合格証をも

らったとき本当に嬉しかったです。入学出来て

本当に良かった。

　勉強に関しては、教科書は多く、一つ一つ

が厚いし、苦手な漢字も多く出てきます。心配

でしたが、先生たちが優しく教えてくれまし

た。今は漢字は結構読めます。1年生で簿記

検定3級に合格したので、2年生では2級合格

を目指しています。クラスには色々な国の学生

と日本語でコミュニケーションを取っていま

す。一緒にバーベキューやバス旅行に行って

親睦も深めて先生やクラスメートと楽しい思

い出を作りました。

　新しい環境も最初は大変でしたが、今は慣

れて毎日が楽しいです。２年生になったので、

就職にむかって頑張っていきますが、先生方

も協力をしてくれるので安心です。みなさん緊

張しないで学校に来てください！待ってます。

先輩からのメッセージ

合格証をもらえて本当に嬉しかったです。
入学出来て本当に良かった。
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●学科概要

情報ビジネス学科 コンピューターやネットワークを活用できる人材を育成します。

簿記会計、マーケティング及び国際的なビジネスに携われるよう教育します。

専門課程
昼間部
２年

情
報

Inform
ation Business D

epartm
ent

情
報

Inform
ation Business D

epartm
ent

●ITパスポート試験  ●簿記検定（日商・全経）●文書処理能力検定（Word,Excel）  ●日商PC検定
●Webクリエイター能力認定試験  ●ビジネスマナー検定

目標とする資格

時間割
● 1年次 カリキュラム

● 2年次 カリキュラム

文書技術とコミュニケーション

文書技術とコミュニケーション

情報メディア産業論

情報メディア産業論

検定対策

検定対策

ＣＰⅠ

ＣＰⅠ

情報通信技術

情報通信技術

ＣＰⅠ

ＣＰⅠ

商業簿記Ⅰ

商業簿記Ⅰ

ビジネスマナー

ビジネスマナー

マーケティング概論

プレゼンテーション

関係法規

関係法規

１時限目 ● ９：30～10：15

２時限目 ● 10：25～11：10

３時限目 ● 11：20～12：05

４時限目 ● 12：15～13：00

前期

前期

前期

前期

火 金水月 木曜　日

１時限目 ● ９：30～10：15

２時限目 ● 10：25～11：10

３時限目 ● 11：20～12：05

４時限目 ● 12：15～13：00

前期

前期

前期

前期

情報メディア産業論

情報メディア産業論

検定対策

検定対策

文書技術とコミュニケーション

文書技術とコミュニケーション

工業簿記

工業簿記

国際経営学

国際経営学

商業簿記Ⅱ

商業簿記Ⅱ 

システムデザイン

ＣＰアーキテクチャ

ＣＰⅢ

ＣＰⅢ

ＣＰⅢ

ＣＰⅢ

マーケティング概論

プレゼンテーション

火 金水月 木曜　日

●Office全般  ●ネットワーク言語  ●情報通信技術論  ●情報メディア産業論  ●簿記会計  
●マーケティング概論  ●プレゼンテーション  ●コンピュータ言語：HTML/CSS,JavaScript,PHP,MySQL,VBA 等

カリキュラム

IT及びWebシステム開発技術に長けるともに、

社会人として必須の普遍的な知識を短期間でバランス良く身につけ、

ビジネスマネジメントやデザインなどクリエイターに必要な

技術や知識をトータルに身につけます。

（勉強できること）
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情
報

Inform
ation Business D

epartm
ent

情
報

Inform
ation Business D

epartm
ent

私の授業では、コンピューターの基礎から応用までを2年間で学びます。１年時には、世界共通のアプリケー

ションでもあるMicrosoft officeを勉強し、Excel検定試験の３級・２級合格を目指します。２年時には、簿記会

計の授業で覚えた知識を生かし、会計ソフトを使って実際の経理管理の勉強やWebの勉強します。

生活面においては、日本語検定のweb申込や、履歴書作成のサポートをしています。コンピューターは「おもし

ろい」「すごい」「もっと使いこなしたい」と思ってもらえるように楽しい授業を心掛けています。また、教科書

には載っていない機能も惜しみなくアドバイスします。

IT業界は、常に変化し成長しつづけています。時代の変化に乗り遅れないためにも、日商簿記三鷹福祉専門学

校で、学び成長しましょう。お会いできる日を楽しみにしています。

使えるコンピュータースキルを習得。
先生からのメッセージ

グェンティタン
●情報ビジネス学科　
●ベトナム出身
●新世界語学院 卒業　

グェンティミーダイ
●情報ビジネス学科　
●ベトナム出身
●ユニタス日本語学校 卒業　

　私はこの学校に入学できたおかげで、私の

毎日が充実しています。私がパソコンが大好

きで、とくに得意なことはWordやExcel、コン

ピュータ会計です。１年間Excelの勉強をして

Excel3級の資格を取りました。今、２年生なの

で2級の資格取得とコンピュータ会計を自分

のものにしたいと考えています。

　学校の先生は優しく教えてくれて日々勉強

することが楽しいです。情報ビジネス学科はコ

ンピュータの授業が多くてよかったです。

　もうひとつ興味を持っていることが簿記で

す。今年中に２級が取れるよう頑張りたいと

思っています。自分の将来の仕事のためにコ

ンピュータと簿記両方ともしっかり頑張りたい

と思っています。

（教員）清 野  有 子
●担当科目：コンピュータⅠ～ IV、
　　　　　　コンピュータ財務会計

毎日が充実していて、
日々勉強することが楽しい。

　皆さんこんにちは。グェンティミーダイと申

します。私にとってのこ学校で勉強できること

はとても運が良いことだと思っています。

　この学校は会計教育で有名で、そして特別

な学校のカリキュラムが素晴らしいと思って

います。もちろん会計だけでなく日本語やコン

ピュータについても学ぶことができます。現在

ほとんどの会社でコンピュータスキルは必須

の時代です。わたしたちもしっかりとコン

ピュータも学んでいます。

　そして学校生活において、学生の希望があ

れば安い寮やアルバイトなどを紹介してくれ

ます。いつもいつも先生が助けてくれてとても

嬉しいです。

　先生たちは本当に優しいし、親切だし、私

たちに何かあったら先生たちに相談すること

ができます。先生たちが家族にように感じて

います。学校はいつも私たちを迎え入れてく

れます。本当にありがたいと思っているので、

皆さんも温かみのあるこの学校に来てくださ

いね。

ここが魅力、先輩からのメッセージ

ここが魅力、先輩からのメッセージ

先生達が家族のように感じ、
勉強もバイトも何でも相談できます。
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専門学校を卒業してから日本の会社で就職したい留学生の皆さん

「日本で就職したいけど何をしたらいいのかわからない」そんな留学生にわかる

「やさしい仕事の日本語」を大手貿易商社に長年勤務した実践経験と

プロの日本語教師経験で教えます。

就職の夢をかなえる「ビジネス日本語力」の実力をつけます。

日本語で、日本企業に働くことができるビジネス場面に必要な自己紹介、あいさつ、

電話応対等の会話、プレゼンの実践力、仕事の言葉、ビジネス表現を身につけます。

日本での就職は、いくつかの大切なポイントがあります。

お辞儀、採用面接時の受け答え、日本語の言葉使い、日本の商習慣に対する理解を

深めます。

日商簿記三鷹福祉専門学校で、一緒に日本企業や母国の日系企業への

就職の夢をかなえましょう！

「ビジネス日本語力」の実力をつける！

（講師）大 坂  秀 二
●担当科目：
　プレゼンテーション
　文書技術とコミュニケーション

2018年3月に経営ビジネス学科を卒業したチャンバンフンです。経営ビジネス学科では、

たくさんの国籍の人たちと簿記や経営学、マーケティングなどについて勉強しました。就

職が内定し、今は就職に向け準備をしています。

この学校は先生たちは優しいし、しっかりと日本の慣習やマナー、会計の仕組みなどを

教えてくれるとてもいい学校です。簿記も取得し、就職するときにとても役に立っていま

す。ビジネスを勉強するなら日商簿記三鷹福祉専門学校はとてもおすすめです。

就職に役立つ授業をしっかり勉強。

チャンバンフン

●経営ビジネス学科／新日本学院 卒業

情報ビジネス学科を卒業した張吉鵬です。4月から就職先で頑張っています。情報ビジネ

ス学科なので、ITを勉強しました。とくにWebサイトを作成するためのHTML/CSS、

JavaScriptは今もとても役に立っています。ITだけじゃなくビジネス全般も学べるのがこ

の学科のいいところです。簿記も合格し、コンピュータの資格も取得できたのは先生方

のおかげです。

これから就職先のホームページをよくしたり、I Tを使って業務の改善を提案していきた

いと思っています。まだまだ出来ないことは多いですが、経験を積んで頑張っていきた

いと思っています。

ITだけじゃなく、ビジネス全般も学べる授業。

張吉鵬
●情報ビジネス学科
　／学鵬日本語学校 卒業

●入学する皆さんへ

一年生の経営管理論、二年生の管理会計論を担当しています。

世界経済や企業経営が日々変化する中、日々起こっている諸問題に関心を持ち

それを自分で理解できる力を二年間で身につけられるよう授業を行っています。

一年生では、マネジメントの学問的な基礎知識を学習するだけでなく、

新聞記事やビデオなどを使いながら

幅広いビジネスの知識や感覚を習得するような授業を行っています。

特に、留学生の皆さんが関心を持っている日本経済や日本企業がどのようにして

成長してきたのかについて会計的な視点から一緒に勉強していきます。

二年生では、一年生で習得したマネジメントや簿記の基礎知識を使って

応用問題に取り組みます。

授業では決算書の読み方や原価計算、経営分析、税法など幅広い問題を取り上げ、

お金を通じた経営活動に焦点を当てています。

二年間こうして勉強していけば、将来に日本で就職する時にも

自分の国で仕事をするにも役に立つと信じています。

幅広いビジネスの知識や感覚を習得。

税理士

（講師）相 澤  豪
●担当科目：
　経営管理論、管理会計論

●入学する皆さんへ教員 卒業生

message message

（ベトナム出身）

（中国出身）

ネパール出身のバンダリゴビンダハリと申します。この学校を卒業したあとは大学に進

学しました。この学校で商業やITを勉強したんですが、さらに学びたいと思い大学進学

を選びました。就職するかとても悩みましたが、日本の技術や考え方をもっともっと吸

収してからでも遅くないと思い決断しました。

大学を選ぶ際、7月にこの学校に大学がたくさん来てくれて校内ガイダンスをやってもら

いました。そこで学習環境がよく、印象がよかった大学を選びました。学生の進路のこと

をひとりひとりきちんと考えてくれる専門学校なので、安心して勉強できますよ。

学生の進路もきちんと考えてくれます。

バンダリゴビンダハリ

●情報ビジネス学科
　／東京グローバル日本語学校 卒業

（ネパール出身）
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検定試験合格に向けて
●検定試験の取り組み ▼担当の先生から

本校に入学した外国人留学生は、1年次に簿記

検定試験3級、2年次に2級に合格することを目

標としています。近年は、非漢字圏の学生が多

いため、簿記の専門用語については、分かりや

すく理解が定着するように工夫をしています。

はじめに、「簿記」が生活の身近なものである

ことを説明し、難しいというイメージを払しょく

させます。教科書の説明では漢字にふりがなを

付けるのは当然ですが、学生の生活の場面で常

日頃経験していることを例に用いて説明をしな

がら分かりやすい講義を心がけています。難し

い簿記専門用語は英語で説明することもあり

ます。

また、演習を毎回取り入れて理解度を確認した

り、毎回の授業の冒頭では必ず前回のポイント

を復習する形で進めています。試験の出題パ

ターンに慣れることを目的に、試験本番1ヶ月前

からは過去問題演習をひたすら繰り返します。

このような授業をすることで、本校の留学生の

簿記検定試験の合格者数は毎年増加してい

ます。ぜひ、皆さんも本校でチャレンジしませ

んか。

この学校では簿記だけでなく、WordやExcelそ

してWebクリエイター能力認定試験の合格者を

多数出しています。WordやExcelの試験は両学

科で実施し、Webクリエイター能力認定試験は

情報ビジネス学科で実施しています。

企業が最低限必要なWord&Excelスキルのエビ

デンスとして、Webクリエイターに関してはIT業

界に就職するためのスキルの証明として積極的

に受験しています。特にWebクリエイターに関し

ては、HTMLとCSSを習得するうえでとても効果

的です。Webの学びが未経験の方はこの二つの

言語はとても成長を感じることができ、達成感

を得られそして就職に結びついていきます。

何回も過去問題を繰り返し、問題のパターンを

予測し合格に結び付けているので、学生の努力

が形になるとき最高の瞬間を迎えることができ

ます。私たちの教育を信じてみなさん入学し学

習してください。きっと結果が得られます。

２年生の簿記検定対策の授業を担当している

濱野です。授業では漢字と過去問の練習を、で

きるまで何度も繰り返します。留学生にとって検

定試験での一番の難関は漢字の読み書きです

が、何度も繰り返して練習すれば、検定試験に

必ず合格することができます。

資格を持っていると、就職活動の時に自分の語

学力や計算能力を簡単に証明することができま

す。そして、簿記（BOOKKEEPING）は、世界共通

のビジネスツールですので、必ず将来の役に立

つはずです。

簿記検定試験の合格者は
毎年増加。

練習を繰り返して
簿記検定資格の取得を。

コンピューター関連資格
合格のために。

（教員）
森田 英樹 先生

（学校長）
吉川 智之

（税理士、公認会計士）
濱野 智徳 先生

JLPT
Nissho
Zenkei

Ｗeｂ Word
Excel

日商簿記三鷹福祉専門学校なら

簿記やコンピュータの資格取得をばっちりサポート。

合格へ導く取り組みやノウハウを紹介します！！

　情報ビジネス学科のボホラレクナツです。在校中に簿記2級に合格

できました。漢字圏ではない僕たちは簿記の言葉を覚えるだけでも大

変でしたが、担当の先生が親身になって導いてくれました。何回も仕分

けの用語を書いたり、過去問題を繰り返し解答したりと大変でしたが、

こうして努力の成果がでてとてもうれしいです。

　この学校のほとんどの学生が簿記3級を取得し、半数の学生が簿記

2級を取得しています。試験勉強に費やした時間は絶対に無駄になら

ないと思っています。皆さんも簿記の資格を取りたければ日商簿記三

鷹福祉専門学校に来てください。

　2017年4月に日商簿記三鷹福祉専門学校に入学しました、情報ビジ

ネス学科のチャンホンクァンです。この学校に通っていて本当に楽しい

です。授業はいつも活発だし、勉強している科目も面白いです。また

バーベキューやバス旅行など楽しいイベントで親睦を深めています。学

校の授業に日本語があって、受験対策をしっかりとしてくれました。

　2017年12月にJLPTのN1に合格できました。もちろん難しい言葉や

漢字、文法など沢山ありますが、わからないことは遠慮しないで先生に

聞いてください。皆さんと同じ学校の学生となれれば幸いです。

ボホラレクナツ
●情報ビジネス学科／東京国際交流学院 卒業

簿記2級合格者
チャンホンクァン
●情報ビジネス学科／東京日本語学校 卒業

N1合格者

合格者
急増中！！

（ネパール出身） （ベトナム出身）
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進路指導（　）について就職
進学

●就職・進学の取り組み

当校では、就職支援カリキュラムがしっかりしており、毎年就職する学生が増えてい

ます。株式会社イーパス様と共同で行っており、取り組みの一例として、「日本で就職

する心構え」から始まり「人間性診断プログラム」、「自己発見プログラム」、「履歴書

作成プログラム」、「挨拶・発声・電話練習」、「面接練習」、「企業研究」、「個別面談」

を時節に合わせておこなっています。

また、企業を誘致しての「企業ガイダンス」を数回行い就職に結びつけられるような

取り組みを行っています。時には教員が郊外で行われる企業ガイダンスや外国人専用

にハローワークに引率するなど、学生が就職できるよう積極的にサポートを行ってい

ます。

進学する学生は多くはないですが、希望者には大学や

専門学校を誘致しての校内ガイダンスを実施していま

す。また、「願書の記入」や「面接練習」をしっかりと行

い、学生が希望の大学や大学院、専門学校に進学でき

るよう意識を高めています。そのために日頃より、日本

語力の強化を行っており、Ｎ2以上取得に向け積極的に

授業や時間外の補講も行っています。

大学には編入できる場合もあり、3年次編入する学生も

中にはいます。有名大学に合格するケースもあり、学生

が少しでも日本で多く学びそのあとの就職に結びつい

てけるよう指導を徹底しています。

●法律やビジネスのプロがサポート

進路指導は就職・進学問わず、親身になって実施しているので就職内定者は毎年増加！

進学も合格できるようサポートを徹底！

専任教員や就職支援スタッフはもちろんですが、講師として弁護士、税

理士、行政書士、社会保険労務士の先生方、企業の代表取締役等が

それぞれ週1回来てくれています。就職やアルバイトの紹介や相談、「ビ

ザ」についての相談、労務管理や社会保険について法律のプロがしっ

かりサポートしています。普段から授業に来られる先生たちなので、年

齢（30 代～ 40 代）も若いため距離が近く気軽に相談できます。

法律のプロや会社経営者がここまで揃っている学校はなかなかないと

思います。学生が自分の将来を考えることができ、就職やアルバイト、

日本での生活が安心して送れるよう学校としてしっかりと体制を整えて

います。

学生
希望
大学（院）

各学科
担任 企業

進路相談
個別面談

進路
指導 就職

オープンキャンパス

大学進学

求人情報

企業訪問

企業
訪問

入試対策
情報

学生のための徹底サポート体制
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Support

支
援

Support for foreign students

支
援

Support for foreign students

●留学生学習奨励費 
　利用学生
ボハラサハデブ
（ネパール出身）
▶ 情報ビジネス学科 卒業  
●ユニタス日本語学校 卒業

　2018年3月に情報ビジネス学科を卒業しました。ITや会

計、財務管理や労務管理などたくさんのことを日商簿記三鷹

福祉専門学校で学び、就職できました。それは、奨学金をも

らいながら勉強できたので、アルバイトなどを多くいれること

なくバランスよく学習できたからだと思います。

　学校で学んだことを就職先で活かして、日本でしっかりと

働きたいと思っています。近い将来、家族を母国から呼び、

心身共に豊かな生活をしていきたいと思っています。そして

夢の実現に向けて前向きに頑張っていきたいと思っていま

す。そのためにこの学校での2年間と奨学金の制度はとても

役に立ちました。

　奨学金を受給できるのは審査がありますが、学校に毎日出

席し、成績もよければ選ばれますので頑張ってください。皆さ

んの夢がかなうようこころから願っています。

●アルバイト学生

アルバイトは
実践的な日本語習得のチャンス。

奨学金のおかげで勉強に専念。

ニンニンピュウ
（ミャンマー出身）　
▶情報ビジネス学科 在籍
●TCC日本語学校 卒業

　ミャンマーから来ましたニンニンピュウと申します。情報ビ

ジネス学科を選んだのは、将来ミャンマーの若者たちが母国

でIT業界に就職できるよう会社を作るためです。そのために

毎日一生懸命勉強しています。毎日がチャレンジです。

　アルバイトは三鷹のローソンで働いています。そのローソ

ンでは、今まで外国人は雇ったことがなく私が初めて言われ

びっくりしました。仕事のマナーや日本語を勉強してアルバイ

トに入った時「失礼な日本語を使うこともあるかと思います

が、よろしくご指導ください。」と言いました。皆さん「そんな

にきれいな日本語を使えるんですね、よく勉強してるね。」と

褒められて嬉しかったです。今はスタッフの皆さんとも仲良く

なり仕事もスムーズになりました。

　今、私は一年生ですがこの学校で学んだことを社会に活か

せています。これからも実力を身につけ頑張っていきますの

で、皆さんも私と一緒にビジネスのことを詳しくわかるよう勉

強しましょう。

▼企業からのコメント
留学生に求める人材像は、素直で真面目に一生懸命仕事に取り

組む学生です。

経済的に豊かでない学生が、午前１時から新聞配達を行い、そ

の後９時から授業に出て、また午後３時から新聞配達を行う。こ

のような生活を毎日のように繰り返しながらもいつも笑顔で１日

も休まず頑張っている学生を見ているだけでも応援したくなり

ます。

そのような留学生が日本で働き、日本で生活することは、日本の

国力にもつながり、私たち日本人が教わることもたくさんありま

す。しかし、日本で働くためには、日本語能力や日本の文化を柔

軟に受け入れる姿勢がとても大切です。真面目に一生懸命仕事

に励む留学生が日本で働く機会を心からを望みます。

弊社は「人は財」をモットーに、「人と人とのつながり」を大切にしています。

人と人とのコミュニケーションは自分を表現し、相手を理解して、「思いやる

心」をもって答える事が大切です。素直に受け止め、柔軟な対応が出来る事、

これが社会の中で生活する第一歩として大切な事と考えています。

私たちが生活している社会は様々な人達によって成り立っています。人がいな

ければ、社会を営むことはできません。地域が変わっても国が変わっても、基

本的な社会の構成が大きく変わることはないと思います。

真面目に仕事に取り組む事、常に新しいことにチャレンジする事、これもまた

非常に大切なファクターです。真面目に一生懸命に業務を遂行する、常に自分

のスキルを高めるということは、継続的に必要な事です。その中で、「人」の為

のサービスを「人」が提供するということ、自分の仕事が社会へと繋がってい

ることを感じながら、新しい社会の中で頑張ってもらいたいと願います。

●大学・短期大学
岩手大学
横浜国立大学
学芸大学
法政大学
日本大学
専修大学
駒沢大学
獨協大学
国士舘大学
秀明大学
産業能率大学
東京経済大学
流通経済大学
立正大学
帝京大学

拓殖大学
帝京平成大学
城西大学
大東文化大学
千葉商科大学
嘉悦大学
東京国際大学
成徳大学
敬愛大学
聖学院大学
神奈川工科大学
上武大学
流通情報大学
筑波学園大学
日本橋学館大学

明海大学
横浜創英短期大学
川口女子短期大学
埼玉女子短期大学
西武文理大学
至誠館大学　等

駿台トラベル＆ホテル専門学校
米山ファッションビジネス専門学校
新宿情報ビジネス専門学校
中野スクールオブビジネス
大森家政専門学校
織田調理専門学校
日本産業専門学校
鶴見織物専門学校大宮文化専門学校
東京心理音楽福祉専門学校
日本電子専門学校、
東京電子専門学校、
東京ホテルビジネス専門学校
東京コミュニケーションアート専門学校
CAD製図専門学校
青山製図専門学校　等

進学先一例

代表取締役 岩 瀬  貴 幸
株式会社イーパス

代表取締役 鈴 木  恒 雄
サンワシステムサポート株式会社

株式会社 ハウスメイトパートナーズ
株式会社 鴻池メディカル
株式会社 ミニミニ
信越食品株式会社
コネクト株式会社
ICT21株式会社
ブルーシステムズ株式会社
タスコシステム株式会社
SDS株式会社
株式会社 ISTソフトウェア
インターネットテレフォン株式会社
株式会社 クラフト
株式会社 テクノカルチャー
コンピュートロニクス株式会社

ダイソー
ファミリーマート
株式会社 エスワイシステム
株式会社 ヤマヲ
株式会社 イーソフト　等

就職先一例

入学から卒業まで様々な支援を行っています。

▼留学生のためのサポート

1

2

3

4

住居に関する
サポート

学習、生活相談
サポート

アルバイト紹介
サポート

経済的サポート

入学が決定した留学生に対し、
比較的家賃の安い民間住宅を
紹介しています。

留学生担当教員による
入学後の学習相談や
生活相談を随時行っています。

留学生の希望に沿った
アルバイト先を紹介します。

学ぶ意欲の高い留学生に、
日本学生支援機構の奨学金の
推薦や各種奨学金の推薦を
行っています。

●専門学校
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三鷹駅（南口）より
徒歩８分

日商簿記
三鷹福祉
専門学校

コンビニ
Convenience store

コンビニConvenience store

2019

Campus

学習環境や学生生活において
最高のロケーション

出会いと学びの場となる教室は、
静かで日当たりも良く
学習するには最適な環境です。
ビジネスに関する知識や教養を広げ、
人と人との関わりの大切さを学びます。

日商簿記三鷹専門学校は簿記とビジネスの学校としてスタートし、
17年前に日商簿記三鷹福祉専門学校と校名変更し、
介護福祉学科が設立されました。
地上3Ｆ、地下1Ｆの校舎で総勢約150名が学習しています。

教  室

校  舎

インターネットは常時接続していますので、
就職に関する情報を入手できます。
最新のコンピュータが40台あり、情報通信技術の知識や
技術について本格的な学習ができます。

コンピュータ実習室

 学校説明会開催日程 

学校説明会では、勉強する内容や、出願方法や入試など入学するまで、
入学してからのサポート等を詳しく説明します。安心して学ぶことができる
日商簿記三鷹福祉専門学校の学校見学に参加してみませんか？ http://www.sb-nm.ac.jp

June August September October November December

予約は電話 （0120-378-240） か
Webサイトから。

6 8 9 10 11 12

▼ 開催時間はいずれも 14：00～15：30

※１月以降は適宜対応いたします。

6月19日（火）
6月26日（火）

July7
7月 3日（火）
7月10日（火）
7月20日（金）
7月24日（火）
7月31日（火）

8月 3日（金）
8月 7日（火）
8月21日（火）
8月24日（金）

9月 4日（火）
9月 7日（金）
9月11日（火）
9月14日（金）
9月21日（金）
9月28日（金）

10月 5日（金）
10月12日（金）
10月16日（火）
10月19日（金）
10月26日（金）
10月30日（火）

11月 6日（火）
11月13日（火）
11月20日（火）
11月27日（火）

12月 4日（火）
12月11日（火）

オープンキャンパスに行こう！
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Campus 
Life

●入学式　
●オリエンテーション
●前期授業開始
●新歓バーベキュー

4月

●後期授業開始　
●バス旅行
●文書処理能力検定（Word,Excel）

10月

●日商簿記検定
●全経簿記検定

11月

●進路調査
●JLPT

12月

●全経簿記検定　
●日商簿記検定
●文書処理能力検定 （Word,Excel）

2月

●期末試験
●進級判定

3月

●日商簿記検定
6月

●全経簿記検定
●JLPT

7月

●夏季休暇
8月

●前期末試験
9月

●前期授業開始
●新歓バーベキュー

4月

●後期授業開始
●バス旅行
●文書処理能力検定（Word,Excel）

10月

●日商簿記検定
●全経簿記検定

11月

●最終進路ガイダンス
●企業説明会（校内）
●JLPT

12月

●全経簿記検定　
●日商簿記検定
●文書処理能力検定（Word,Excel）
●期末試験

2月

●卒業式
3月

●日商簿記検定
●外国人専用ハローワーク引率

6月
●進路ガイダンス
5月

●面接指導・適正検査
●全経簿記検定
●進学説明会（校内）
●Webクリエイター能力認定試験
●JLPT

7月

●夏季休暇
8月

●直前試験対策
●前期末試験
●企業説明会（校内）

9月

First year
Schedule

Second year
Schedule
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