
卒業生資格・検定取得実績

出身県 出身高校 コース

福島県 福島商業 公認会計士チャレンジコース2.4年

出身県 出身高校 コース

福島県 福島商業 公認会計士チャレンジコース2.4年

山形県 山形市立商業 公認会計士コース4年

秋田県 秋田商業 公認会計士チャレンジコース4年

出身県 出身高校 コース

宮城県 仙台育英学園（通信制） 税理士コース4年

宮城県 仙台商業 税理士チャレンジコース2.4年

福島県 郡山商業 税理士チャレンジコース2.4年

経理・ビジネス分野

税理士は税金に関する相談を受けたり、書類の作成を行います。税制は複雑で改
正されることも多く、企業などでは普通、税理士に税関連の業務を依頼していま
す。独立開業も可能ですし、企業の経理部門でも活躍できます。税理士は所定の
科目試験を受験し、５科目合格することが必要です。

税理士試験［国家資格（国税庁）］

企業の監査を独占的に行える国家資格。財務書類に虚偽や不備がないか厳正な目
で確認し証明します。

公認会計士試験［国家資格］

簿記論　15名合格

短答式　３名合格

論文式　１名合格



福島県 郡山商業 公認会計士チャレンジコース2.4年

福島県 郡山商業 税理士チャレンジコース2.4年

福島県 福島商業 税理士コース2.4年

山形県 左沢 税理士コース2.4年

岩手県 水沢商業 税理士チャレンジコース4年

岩手県 大東 税理士コース4年

秋田県 秋田商業 税理士チャレンジコース2.4年

秋田県 大曲 税理士コース2.4年

秋田県 湯沢翔北 税理士チャレンジコース2.4年

青森県 黒石商業 税理士チャレンジコース3年

青森県 三本木 税理士コース2.4年

青森県 大湊 税理士コース2年

出身県 出身高校 コース

宮城県 仙台育英学園（通信制） 税理士コース4年

宮城県 仙台商業 税理士チャレンジコース2.4年

福島県 郡山商業 税理士チャレンジコース2.4年

福島県 郡山商業 公認会計士チャレンジコース2.4年

福島県 郡山商業 税理士チャレンジコース2.4年

福島県 福島商業 税理士コース2.4年

山形県 左沢 税理士コース2.4年

岩手県 水沢商業 税理士チャレンジコース4年

岩手県 大東 税理士コース4年

財務諸表論　　14名



秋田県 秋田商業 税理士チャレンジコース2.4年

秋田県 大曲 税理士コース2.4年

青森県 黒石商業 税理士チャレンジコース3年

青森県 三本木 税理士コース2.4年

青森県 大湊 税理士コース2年

出身県 出身高校 コース

岩手県 水沢商業 税理士チャレンジコース4年

秋田県 大曲 税理士コース2.4年

出身県 出身高校 コース

秋田県 由利工業 税理士会計士専攻学科

出身県 出身高校 コース

宮城県 石巻 税理士チャレンジコース2.4年

宮城県 仙台商業 税理士チャレンジコース2.4年

福島県 郡山商業 税理士チャレンジコース2.4年

福島県 郡山商業 公認会計士チャレンジコース2.4年

福島県 郡山商業 税理士チャレンジコース2.4年

福島県 福島商業 税理士コース2.4年

簿記論・財務諸表論能力認定試験［全国産業人能力開発団体連合会
主催／日本ビジネス技能検定協会主催］

上級簿記論　16名合格

法人税　1名合格

消費税　2名合格



山形県 左沢 税理士コース2.4年

岩手県 水沢商業 税理士チャレンジコース4年

岩手県 大東 税理士コース4年

秋田県 秋田商業 税理士チャレンジコース2.4年

秋田県 大曲 税理士コース2.4年

秋田県 湯沢翔北 税理士チャレンジコース2.4年

青森県 弘前工業 税理士コース2.4年

青森県 黒石商業 税理士チャレンジコース3年

青森県 三本木 税理士コース2.4年

青森県 大湊 税理士コース2年

出身県 出身高校 コース

福島県 郡山商業 公認会計士チャレンジコース2.4年

福島県 郡山商業 税理士チャレンジコース2.4年

福島県 福島商業 税理士コース2.4年

岩手県 水沢商業 税理士チャレンジコース4年

岩手県 大東 税理士コース4年

青森県 黒石商業 税理士チャレンジコース3年

青森県 三本木 税理士コース2.4年

企業の会計に必要な事務処理の方法を学ぶもので経理担当者を目指す人には必須
の検定です。
日本商工会議所主催の簿記検定は知名度が最も高く、中でも１級合格は税理士試
験の受験資格の一つになっています。

簿記検定［日本商工会議所主催］

上級財務諸表論　7名合格



出身県 出身高校 コース

宮城県 大河原商業 公認会計士チャレンジ2年

宮城県 仙台育英学園（通信制） 税理士コース4年

宮城県 仙台商業 公認会計士チャレンジ2年

宮城県 仙台商業 公認会計士チャレンジ2年

福島県 郡山商業 公認会計士チャレンジコース2.4年

福島県 郡山商業 公認会計士チャレンジ2年

福島県 郡山商業 税理士チャレンジコース2.4年

山形県 山形市立商業 公認会計士コース4年

岩手県 水沢商業 税理士チャレンジコース4年

秋田県 秋田商業 公認会計士チャレンジコース2.4年

秋田県 秋田商業 公認会計士チャレンジコース4年

青森県 黒石商業 税理士チャレンジコース3年

1級　14名合格



青森県 大湊 税理士コース2年

青森県 三本木 税理士コース2.4年

出身県 出身高校 コース

宮城県 石巻 税理士チャレンジコース2.4年

宮城県 石巻商業 総合ビジネスコース

宮城県 黒川 総合ビジネスコース

宮城県 気仙沼 公認会計士コース4年

宮城県 仙台育英学園（通信制） 税理士コース4年

宮城県 仙台育英学園・宮城野校舎 税理士コース2.4年

宮城県 仙台商業 総合ビジネスコース

宮城県 仙台商業 経理ビジネスコース

宮城県 仙台東 経理ビジネスコース

宮城県 仙台南 総合ビジネスコース

宮城県 多賀城 OA経理事務コース

宮城県 東北・小松島キャンパス 不動産ビジネスコース

宮城県 常盤木学園 経理ビジネスコース

宮城県 名取 経理ビジネスコース

宮城県 宮城第一 OA経理事務コース

宮城県 宮城野 情報経理コース

宮城県 宮城広瀬 OA経理事務コース

宮城県 宮城広瀬 総合情報ビジネスコース

宮城県 利府 医療事務会計コース

2級　38名合格



宮城県 亘理 公務員・民間就職コース

宮城県 鹿島学園 医療事務会計コース

福島県 郡山商業 税理士チャレンジコース2.4年

福島県 福島東稜 税理士コース2年

山形県 左沢 税理士コース2.4年

山形県 鶴岡中央 OA経理事務コース

山形県 日本大学山形 OA経理事務コース

山形県 羽黒 税理士コース2年

山形県 山形市立商業 公認会計士コース4年

山形県 山形市立商業 経理ビジネスコース

山形県 山形市立商業 公認会計士コース4年

岩手県 遠野緑峰 事務職総合コース

岩手県 高卒認定合格 鉄道交通ビジネスコース

岩手県 大東 税理士コース4年

秋田県 大曲 税理士チャレンジコース2年

秋田県 大曲 税理士コース2.4年

秋田県 湯沢翔北 税理士コース2年

青森県 三本木 税理士コース2.4年

青森県 大湊 税理士コース2年



出身県 出身高校 コース

宮城県 大河原商業 公認会計士チャレンジ2年

宮城県 気仙沼 公認会計士コース4年

宮城県 仙台商業 税理士チャレンジコース2.4年

宮城県 仙台商業 公認会計士チャレンジ2年

宮城県 仙台商業 公認会計士チャレンジ2年

福島県 郡山商業 公認会計士チャレンジ2年

福島県 郡山商業 税理士チャレンジコース2.4年

福島県 郡山商業 公認会計士チャレンジコース2.4年

福島県 福島商業 税理士コース2.4年

山形県 左沢 税理士コース2.4年

山形県 山形市立商業 公認会計士コース4年

岩手県 水沢商業 税理士チャレンジコース4年

岩手県 大東 税理士コース4年

秋田県 秋田商業 税理士チャレンジコース2.4年

秋田県 秋田商業 公認会計士チャレンジコース4年

秋田県 秋田商業 公認会計士チャレンジコース2.4年

秋田県 大曲 税理士コース2.4年

秋田県 湯沢翔北 税理士チャレンジコース2.4年

企業の経理処理に不可欠な簿記の能力を問う検定です。上級合格は税理士試験の
受験資格の一つになっています。

簿記能力検定［全国経理教育協会主催／文部科学省後援］

上級　20名

3級　41名合格



青森県 弘前工業 税理士コース2.4年

青森県 黒石商業 税理士チャレンジコース3年

出身県 出身高校 コース

宮城県 仙台商業 総合ビジネスコース

出身県 出身高校 コース

宮城県 石巻 税理士チャレンジコース2.4年

宮城県 仙台育英学園（通信制） 税理士コース4年

宮城県 仙台育英学園・宮城野校舎 税理士コース2.4年

宮城県 仙台商業 経理ビジネスコース

宮城県 仙台東 経理ビジネスコース

宮城県 常盤木学園 経理ビジネスコース

宮城県 名取 経理ビジネスコース

宮城県 宮城広瀬 OA経理事務コース

福島県 郡山商業 税理士チャレンジコース2.4年

福島県 郡山商業 税理士チャレンジコース2.4年

福島県 福島商業 税理士コース2.4年

福島県 福島商業 経理ビジネスコース

福島県 福島南 OA経理事務コース

山形県 左沢 税理士コース2.4年

1級　23名合格

工業簿記1級　1名合格

簿記能力検定［全国産業人能力開発団体連合会主催／日本ビジネス
技能検定協会主催］



山形県 羽黒 税理士コース2年

山形県 山形市立商業 公認会計士コース4年

山形県 山形市立商業 経理ビジネスコース

岩手県 大東 税理士コース4年

秋田県 大曲 税理士コース2.4年

秋田県 湯沢翔北 税理士チャレンジコース2.4年

青森県 三本木 税理士コース2.4年

青森県 大湊 税理士コース2年

青森県 八戸商業 総合ビジネスコース

２級商業簿記　6名

２級工業簿記    16名

１級商業簿記・会計学　1名合格

１級工業簿記・原価計算  3名合格

3級　35名合格

2級　55名合格



出身県 出身高校 コース

宮城県 仙台育英学園（通信制） 税理士コース4年

宮城県 仙台商業 税理士チャレンジコース2.4年

福島県 郡山商業 税理士チャレンジコース2.4年

山形県 左沢 税理士コース2.4年

岩手県 水沢商業 税理士チャレンジコース4年

岩手県 大東 税理士コース4年

秋田県 秋田商業 税理士チャレンジコース2.4年

秋田県 大曲 税理士コース2.4年

秋田県 湯沢翔北 税理士チャレンジコース2.4年

青森県 黒石商業 税理士チャレンジコース3年

青森県 三本木 税理士コース2.4年

出身県 出身高校 コース

岩手県 水沢商業 税理士チャレンジコース4年

法人税法能力検定［全国経理教育協会主催］

消費税法能力検定［全国経理教育協会主催］

1級　11名合格

1級　1名合格

3級　4名合格



出身県 出身高校 コース

宮城県 仙台商業 税理士チャレンジコース2.4年

福島県 郡山商業 税理士チャレンジコース2.4年

秋田県 秋田商業 税理士チャレンジコース2.4年

青森県 黒石商業 税理士チャレンジコース3年

青森県 三本木 税理士コース2.4年

出身県 出身高校 コース

宮城県 石巻商業 総合ビジネスコース

宮城県 黒川 総合ビジネスコース

宮城県 小牛田農林 経理ビジネスコース

宮城県 塩釜 公務員・民間就職コース

宮城県 聖ウルスラ学院英智 ITビジネスコース

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 公務員・民間就職コース

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 公務員・民間就職コース

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 公務員・民間就職コース

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 総合ビジネスコース

所得税法能力検定［全国経理教育協会主催］

2級　5名合格

2級　26名合格

3級　21名合格



宮城県 仙台育英学園（通信制） 不動産ビジネスコース

宮城県 仙台商業 総合ビジネスコース

宮城県 仙台商業 経理ビジネスコース

宮城県 築館 パソコン事務コース

宮城県 東北・泉キャンパス 総合ビジネスコース

宮城県 東北・小松島キャンパス 公務員・民間就職コース

宮城県 東北生活文化大学 OA経理事務コース

宮城県 東北生活文化大学 公務員・民間就職コース

宮城県 名取 経理ビジネスコース

宮城県 亘理 公務員・民間就職コース

宮城県 屋久島おおぞら（仙台） 総合ビジネスコース

福島県 福島成蹊 総合ビジネスコース

福島県 福島東稜 税理士コース2年

福島県 福島南 OA経理事務コース

福島県 保原 税理士コース2年

山形県 鶴岡南(通信制） ホテル観光ビジネスコース

青森県 大湊 不動産ビジネスコース

計算実務能力検定［全国経理教育協会主催］

3級　3名合格

2級　1名合格



出身県 出身高校 コース

宮城県 仙台南 総合ビジネスコース

岩手県 水沢商業 税理士チャレンジコース4年

青森県 大湊 不動産ビジネスコース

出身県 出身高校 コース

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 総合ビジネスコース

出身県 出身高校 コース

秋田県 秋田商業 税理士チャレンジコース2.4年

出身県 出身高校 コース

宮城県 石巻商業 総合ビジネスコース

宮城県 気仙沼西 総合ビジネスコース

ファイナンシャル・プランニング技能検定［日本FP協会主催］

3級　33名合格

2級実技試験　1名合格

2級学科試験　1名合格

2級　3名合格

金融の自由化で、個人資産の運用アドバイスなどを行う専門家ファイナンシャ
ル・プランナーの人気が高まりつつあります。個人、中小企業の取引や保険関係
の知識とコンサルティングの技能が問われます。（１級は実務経験が必要）



宮城県 小牛田農林 経理ビジネスコース

宮城県 白石工業 総合ビジネスコース

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 総合ビジネスコース

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 総合ビジネスコース

宮城県 仙台商業 経理ビジネスコース

宮城県 東北生活文化大学 OA経理事務コース

宮城県 東北生活文化大学 不動産ビジネスコース

宮城県 常盤木学園 経理ビジネスコース

宮城県 名取 経理ビジネスコース

宮城県 宮城野 情報経理コース

宮城県 宮城広瀬 総合情報ビジネスコース

宮城県 ヒューマンキャンパス 医療秘書情報コース

宮城県 飛鳥未来 総合ビジネスコース

福島県 小高産業技術 情報システムコース

福島県 郡山商業 税理士チャレンジコース2.4年

福島県 福島商業 税理士コース2.4年

福島県 福島商業 経理ビジネスコース

福島県 福島成蹊 総合ビジネスコース

山形県 左沢 税理士コース2.4年

山形県 山形工業 総合ビジネスコース

岩手県 遠野緑峰 事務職総合コース

岩手県 水沢商業 税理士チャレンジコース4年



秋田県 秋田商業 税理士チャレンジコース2.4年

秋田県 秋田商業 公認会計士チャレンジコース4年

秋田県 秋田和洋女子 医療事務会計コース

秋田県 秋田和洋女子 医療事務会計コース

秋田県 大曲 税理士コース2.4年

青森県 弘前南 情報システムコース

青森県 三本木 税理士コース2.4年

青森県 大湊 不動産ビジネスコース

青森県 八戸西 総合ビジネスコース

出身県 出身高校 コース

宮城県 白石工業 総合ビジネスコース

出身県 出身高校 コース

宮城県 石巻 税理士チャレンジコース2.4年

宮城県 石巻西 不動産ビジネスコース

宮城県 角田 不動産ビジネスコース

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 総合ビジネスコース

宮城県 仙台育英学園（通信制） 不動産ビジネスコース

宮城県 仙台育英学園（通信制） 税理士コース4年

3級実技試験　15名合格

3級学科試験　1名合格



宮城県 仙台商業 税理士チャレンジコース2.4年

宮城県 東北・泉キャンパス 総合ビジネスコース

宮城県 東北・小松島キャンパス 不動産ビジネスコース

山形県 九里学園 不動産ビジネスコース

山形県 羽黒 税理士コース2年

岩手県 大東 税理士コース4年

秋田県 湯沢翔北 税理士チャレンジコース2.4年

青森県 弘前工業 税理士コース2.4年

青森県 黒石商業 税理士チャレンジコース3年

出身県 出身高校 コース

宮城県 仙台商業 税理士チャレンジコース2.4年

宮城県 東北・小松島キャンパス 不動産ビジネスコース

宮城県 飛鳥未来 総合ビジネスコース

福島県 清陵情報 総合ビジネスコース

福島県 福島商業 税理士コース2.4年

山形県 羽黒 税理士コース2年

岩手県 水沢商業 税理士チャレンジコース4年

秋田県 大曲 税理士コース2.4年

12名合格

不動産に関する専門知識やお客様が知っておくべき重要事項を説明するのが宅地
建物取引士。不動産業を営む営業所ごとに有資格者を５人に１人以上設置する義
務がある資格です。

宅地建物取引士資格試験［国家資格（国土交通省）］



青森県 黒石商業 税理士チャレンジコース3年

青森県 三本木 税理士コース2.4年

青森県 大湊 税理士コース2年

青森県 大湊 不動産ビジネスコース

出身県 出身高校 コース

宮城県 利府 販売ビジネスコース

宮城県 利府 医療事務会計コース

宮城県 屋久島おおぞら（仙台） 総合ビジネスコース

岩手県 高卒認定合格 鉄道交通ビジネスコース

出身県 出身高校 コース

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 鉄道交通ビジネスコース

宮城県 仙台南 総合ビジネスコース

宮城県 迫桜 鉄道交通ビジネスコース

宮城県 明成 鉄道交通ビジネスコース

宮城県 利府 販売ビジネスコース

ホテル実務技能認定試験［サーティファイ ソフトウェア活用能力認
定委員会主催］

5名合格

地理などの国内旅行に関する様々な知識や料金計算などの実務、管理能力が問わ
れます。旅行業者では資格取得者に資格手当を支給することが多いです。

4名合格

国内旅行取扱管理者試験［国家資格（国土交通省）］



出身県 出身高校 コース

宮城県 石巻商業 総合ビジネスコース

宮城県 角田 不動産ビジネスコース

宮城県 気仙沼西 総合ビジネスコース

宮城県 白石工業 総合ビジネスコース

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 公務員・民間就職コース

宮城県 仙台城南 総合ビジネスコース

宮城県 仙台南 総合ビジネスコース

宮城県 東北・泉キャンパス 総合ビジネスコース

宮城県 東北・小松島キャンパス 不動産ビジネスコース

宮城県 東北生活文化大学 不動産ビジネスコース

宮城県 東北生活文化大学 公務員・民間就職コース

宮城県 東北生活文化大学 不動産ビジネスコース

宮城県 登米総合産業 総合ビジネスコース

宮城県 宮城広瀬 公務員・民間就職コース

宮城県 宮城広瀬 スポーツビジネスコース

宮城県 利府 販売ビジネスコース

宮城県 屋久島おおぞら（仙台） 総合ビジネスコース

リテールマーケティング（販売士）検定［日本商工会議所主催］

お客様への応対や商品を美しくみせる照明など、販売技術や商品知識について広
く学びます。

2級　23名合格



福島県 清陵情報 総合ビジネスコース

福島県 福島成蹊 総合ビジネスコース

山形県 九里学園 不動産ビジネスコース

秋田県 秋田工業 ホテル観光ビジネスコース

青森県 大湊 不動産ビジネスコース

青森県 八戸西 総合ビジネスコース

出身県 出身高校 コース

宮城県 石巻好文館 医療秘書情報コース

宮城県 石巻商業 総合ビジネスコース

宮城県 小牛田農林 経理ビジネスコース

宮城県 柴田 事務職総合コース

宮城県 多賀城 OA経理事務コース

宮城県 東北生活文化大学 OA経理事務コース

宮城県 宮城県農業 総合情報ビジネスコース

宮城県 宮城広瀬 総合情報ビジネスコース

宮城県 宮城広瀬 OA経理事務コース

宮城県 利府 医療事務会計コース

宮城県 ヒューマンキャンパス 医療秘書情報コース

準1級　20名合格

秘書の職務について理解し、専門的な秘書業務に関して知識、技能をもち、かつ
発揮できるかを問われます。秘書の資質、職務知識、一般知識、マナー・接待
遇、技能の６分野に分けて出題されます。

秘書技能検定［実務技能検定協会主催／文部科学省後援］



宮城県 鹿島学園 医療事務会計コース

福島県 福島南 OA経理事務コース

福島県 保原 OA経理事務コース

山形県 上山明新館 事務職総合コース

山形県 鶴岡中央 OA経理事務コース

山形県 日本大学山形 OA経理事務コース

山形県 山本学園 経理ビジネスコース

秋田県 秋田和洋女子 医療事務会計コース

秋田県 六郷 事務職総合コース

出身県 出身高校 コース

福島県 福島商業 経理ビジネスコース

出身県 出身高校 コース

福島県 福島商業 税理士コース2.4年

福島県 福島南 OA経理事務コース

岩手県 遠野緑峰 事務職総合コース

秋田県 秋田商業 公認会計士チャレンジコース4年

青森県 黒石商業 税理士チャレンジコース3年

2段　5名合格

6段　1名合格

電卓技能検定［日本電卓技能検定協会主催］



出身県 出身高校 コース

宮城県 仙台商業 経理ビジネスコース

宮城県 登米総合産業 総合ビジネスコース

宮城県 美田園 国家公務員コース1年

福島県 福島南 地方公務員中級・初級コース

岩手県 水沢商業 税理士チャレンジコース4年

出身県 出身高校 コース

福島県 福島商業 経理ビジネスコース

出身県 出身高校 コース

福島県 福島商業 経理ビジネスコース

青森県 八戸商業 総合ビジネスコース

初段　5名合格

2級　124名合格

1級　95名合格

7段　2名合格

8段　1名合格

一般教養力検定［日本ビジネス技能検定協会主催］

電卓計算能力検定［全国経理教育協会］



出身県 出身高校 コース

宮城県 ヒューマンキャンパス 医療秘書情報コース

秋田県 秋田和洋女子 医療事務会計コース

出身県 出身高校 コース

宮城県 ヒューマンキャンパス 医療秘書情報コース

秋田県 秋田和洋女子 医療事務会計コース

出身県 出身高校 コース

山形県 寒河江 ゲームエンジニアコース

2級　2名合格

1級　2名合格

情報処理分野

2級　8名合格

1級　2名合格

医療・医療事務分野

医療秘書実務能力検定試験［日本ビジネス技能検定協会主催］

医療請求事務能力検定試験［日本ビジネス技能検定協会主催］

応用情報技術者試験［国家資格（経済産業省）］

ソフトを開発するシステムエンジニアを想定しており、プログラミング言語をプ
ログラミングするほかに設計等も学びます。高度情報処理技術者の基礎となる資
格ですので、資格手当を支給している会社も多くなっています。

１名合格



出身県 出身高校 コース

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 ゲームエンジニアコース

宮城県 東北・小松島キャンパス ゲームエンジニアコース

宮城県 宮城野 情報経理コース

山形県 寒河江 ゲームエンジニアコース

山形県 寒河江 情報システムコース

岩手県 水沢 情報システムコース

出身県 出身高校 コース

宮城県 白石工業 総合ビジネスコース

宮城県 宮城野 情報経理コース

福島県 小高産業技術 情報システムコース

青森県 弘前南 情報システムコース

4名合格

基本情報技術者試験［国家資格（経済産業省）］

Excel表計算処理技能認定試験［サーティファイ ソフトウェア活用
能力認定委員会主催］

ITパスポート試験［国家資格（経済産業省）］

6名合格

ソフトを開発するシステムエンジニアを想定しており、プログラミング言語をプ
ログラミングするほかに設計等も学びます。高度情報処理技術者の基礎となる資
格ですので、資格手当を支給している会社も多くなっています。



出身県 出身高校 コース

宮城県 黒川 総合ビジネスコース

宮城県 仙台商業 経理ビジネスコース

宮城県 東北・泉キャンパス 総合ビジネスコース

宮城県 常盤木学園 経理ビジネスコース

宮城県 名取 経理ビジネスコース

宮城県 宮城第一 OA経理事務コース

宮城県 宮城広瀬 OA経理事務コース

宮城県 亘理 公務員・民間就職コース

福島県 福島商業 経理ビジネスコース

福島県 福島南 OA経理事務コース

山形県 寒河江 ゲームエンジニアコース

山形県 鶴岡中央 OA経理事務コース

山形県 鶴岡南(通信制） ホテル観光ビジネスコース

青森県 大湊 不動産ビジネスコース

青森県 八戸商業 総合ビジネスコース

3級　90名合格

2級　128名合格

1級　15名合格

ビジネス社会で求められるExcelを活用した表計算処理に関する能力を求める検
定試験です。



出身県 出身高校 コース

宮城県 黒川 総合ビジネスコース

宮城県 柴田農林 ゲームエンジニアコース

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 ゲームエンジニアコース

宮城県 仙台商業 経理ビジネスコース

宮城県 東北・泉キャンパス 情報経理コース

宮城県 東北・泉キャンパス 総合ビジネスコース

宮城県 東北・小松島キャンパス ゲームエンジニアコース

宮城県 名取 経理ビジネスコース

宮城県 名取北 事務職総合コース

宮城県 宮城第一 OA経理事務コース

宮城県 宮城野 情報経理コース

宮城県 宮城広瀬 OA経理事務コース

福島県 小高産業技術 ゲームエンジニアコース

福島県 福島商業 経理ビジネスコース

山形県 寒河江 ゲームエンジニアコース

山形県 寒河江 情報システムコース

山形県 山本学園 経理ビジネスコース

山形県 山形電波工業 ネットワークセキュリティコース

1級　23名合格

ビジネス社会で求められるWordを活用した文書処理に関する能力を求める検定
試験です。

Word文書処理技能認定試験［サーティファイ ソフトウェア活用能
力認定委員会主催］



岩手県 一関第一 公務員チャレンジコース

岩手県 水沢 情報システムコース

秋田県 横手城南 ネットワークセキュリティコース

青森県 弘前南 情報システムコース

青森県 八戸商業 総合ビジネスコース

出身県 出身高校 コース

宮城県 黒川 総合ビジネスコース

宮城県 仙台商業 総合ビジネスコース

宮城県 仙台商業 経理ビジネスコース

宮城県 仙台東 経理ビジネスコース

宮城県 常盤木学園 経理ビジネスコース

宮城県 名取 経理ビジネスコース

宮城県 名取北 事務職総合コース

宮城県 宮城第一 OA経理事務コース

宮城県 宮城広瀬 OA経理事務コース

宮城県 亘理 公務員・民間就職コース

上級　13名合格

3級　196名合格

2級　98名合格

PowerPointプレゼンテーション技能認定試験［サーティファイ ソ
フトウェア活用能力認定委員会主催］



福島県 福島商業 経理ビジネスコース

山形県 山形市立商業 経理ビジネスコース

青森県 八戸学院光星 経理ビジネスコース

出身県 出身高校 コース

宮城県 石巻 税理士チャレンジコース2.4年

宮城県 仙台商業 税理士チャレンジコース2.4年

福島県 郡山商業 税理士チャレンジコース2.4年

福島県 郡山商業 税理士チャレンジコース2.4年

福島県 福島商業 税理士コース2.4年

山形県 左沢 税理士コース2.4年

岩手県 水沢商業 税理士チャレンジコース4年

岩手県 大東 税理士コース4年

秋田県 秋田商業 税理士チャレンジコース2.4年

秋田県 大曲 税理士コース2.4年

秋田県 湯沢翔北 税理士チャレンジコース2.4年

秋田県 湯沢翔北 税理士コース2年

コンピュータを活用して会計・決算処理を円滑に行うためにデータ入力から決算
書類作成までの能力を認定します。

コンピュータ会計能力検定［全国経理教育協会主催］

2級　13名合格

初級　34名合格



青森県 黒石商業 税理士チャレンジコース3年

出身県 出身高校 コース

山形県 寒河江 ゲームエンジニアコース

出身県 出身高校 コース

宮城県 宮城第一 OA経理事務コース

出身県 出身高校 コース

福島県 福島商業 経理ビジネスコース

3級　16名合格

2級　１名合格

1級　1名合格

2級　7名合格

Accessビジネスデータベース技能認定試験

情報技術能力検定［日本ビジネス技能協会主催］

1級　1名合格


