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～求められる IT 人材になるためにマーケティングやアカウンティングスキルも重要視する人が約 7 割～

ヒューマンアカデミービジネススクールより
MBA プログラム ファウンデーション講座『アカウンティング基礎』開講
教育事業を運営するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：川上 輝之、以下「当
社」）は約 20 年の運営実績のある英国国立大学 MBA プログラムのノウハウをもとに、予測不可能な VUCA 時代に
すべてのビジネスパーソンに向けたオンデマンド授業「MBA プログラム ファウンデーション講座」を 2021 年 6 月より提供。
第一弾のマーケティング基礎に続き、このたび第二弾として、会計のフレームワークから財務情報の読み取り方、そこから
課題発見できる力を身につける「MBA プログラム ファウンデーション講座 『アカウンティング基礎』」を開講いたします。
【本件のポイント】
●英国国立大学 MBA プログラム運営 20 年の実績を生かしたオンデマンド授業「ファウンデーション講座」第二弾が
登場
●第一弾の『マーケティング基礎』に続き、第二弾は簿記・会計・経営分析の視点を養う『アカウンティング基礎』
●同講座シリーズの『マーケティング基礎』受講者の約 7 割が AI/WEB 系講座併用

サイト：https://ec.athuman.com/products/detail/2241

■本件に関するお問い合わせ■ ヒューマンアカデミー株式会社 広報担当 斉藤・村田
TEL：03-6846-7009 FAX：03-5389-8672 E-mail：ha_info@athuman.com

【本件の背景】
IT 技術の発達や新型コロナウイルスの感染拡大により、世界的に先行き不透明な VUCA 時代と言われており、ビジ
ネスにおいても「次の一手」をどうしていくべきか分析・決断するために必要な知識が問われています。
ヒューマンアカデミービジネススクールでは、約 20 年に亘る英国国立大学 MBA プログラムの運営経験から、そのエッセ
ンスを取り入れ、「本格的な内容でありながらも未経験者でも学びやすい」1 教程 1 時間で完結型のオンデマンド講座
「MBA プログラム ファウンデーション講座 『マーケティング基礎』」を 2021 年 6 月より開講しました。これまで学んだこと
がない人だからこそ、基礎からしっかり体系的に学べるうえ、全 15 時間でマーケティングや経営戦略、組織戦略の基礎
を押さえられるよう、MBA プログラムで教鞭をとる国内一流大学の名誉教授が監修・講義しています。
この第一弾に続き、第二弾は、ビジネスにおいて確かな判断をするために必要不可欠な「数字を読みとる」、「現状を
把握・分析する」力を身につける『アカウンティング基礎』を 9 月に開講。財務諸表を読み取り、財務会計や管理会計を
より深く理解することで、事業の現状や特徴などを把握・分析する力、リスク分析に役立つ力を養い、決算書を「読む」
「作る」「活用する」ことができるようになります。決算書をもとにビジネスにおける視点や意見の幅を広く持てる「アカウンテ
ィングの力」はどの業界、職種においても、今の時代だからこそ改めて重要視されるスキルです。
また、こうした時代に求められる知識・スキルをアップデートする「リカレント教育」の重要性が叫ばれており、ヒューマンア
カデミーはこれを推進していく所存です。「MBA プログラム ファウンデーション講座『マーケティング基礎』」においても、開講
から 2 か月の間で、受講者の約 7 割が Web 制作スキルと動画編集スキルを総合的に身につける「Web 動画総合コ
ース」や、初めてからでもプログラミングを学びやすい「プログラマー総合コース」、AI 知識や企画も学べる「IT 総合講座」
など当社の「WEB/IT 系講座」と併用受講しているという状況です。つまり、いま最も必要とされている「IT 人材」には、
IT スキルや知識だけではなく、「マーケティング」という基本的なビジネススキルが必須であり、顧客ニーズも高まっているこ
とが表れています。今回の第二弾である『アカウンティング基礎』についても、商売の原理原則を学べる内容としてより着
実なビジネススキルを携えた「IT 人材の育成」に不可欠な講座となっていくと考えています。
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※算出方法：8 月 30 日時点での「MBA プログラム ファウンデーション講座 『マーケティング基礎』」受講生数を母体にヒューマンアカデミー内講座同時受講状況を調査

当社「MBA プログラム ファウンデーション講座 『マーケティング基礎』」受講者の約 7 割が当社の Web 制作スキルと動画
編集スキルを総合的に身につける「Web 動画総合コース」や、初めてからでもプログラミングを学びやすい「プログラマー総合コ
ース」、AI 知識や企画も学べる「IT 総合講座」などの WEB/IT 系講座との併用していることが分かっています。

■本件に関するお問い合わせ■ ヒューマンアカデミー株式会社 広報担当斉藤・村田
TEL：03-6846-7009 FAX：03-5389-8672 E-mail：ha_info@athuman.com

【本件の詳細】
■MBA プログラム ファウンデーション講座 『アカウンティング基礎』
・受講方法：オンデマンド形式
・講義構成：全 4 章 ※合計 10 時間（標準受講期間：1 か月間）
・受講費：¥88,000（税込）
・申込：https://ec.athuman.com/products/detail/2241
本講座の開講を記念して 9 月 30 日までに『マーケティング基礎』と『アカウンティング基礎』をセットでお申込みいただくと、
『アカウンティング基礎』の受講費を 11,000 円引き合計 77,000 円（税込）でご受講いただけます。詳しくはお問い
合わせください。
講師：田中 弘 氏

神奈川大学名誉教授
ウェールズ大学トリニティセントデイビッド（UWTSD)
MBA プログラムアカウンティング・マネジメント 担当講師
札幌生まれ、早稲田大学商学部を卒業後、同大学大学院商学研究科修士
課程・博士課程を修了し、博士号を取得。ロンドン大学（ＬＳＥ）客員教
授、公認会計士試験員、大蔵省保険経理フォローアップ研究会座長、郵政省
簡易保険経理研究会座長などを歴任。現在、一般財団法人経営戦略研究
財団理事長、一般財団法人日本ビジネス技能検定協会会長、辻・本郷税理
士法人顧問、一般社団法人中小企業経営経理研究所所長など。
著書は、会計学、簿記、経営分析、学術書など、80 冊ほどを出版されている、
会計学の専門家。

【今後の展望】
MBA プログラム ファウンデーション講座の＜第一弾＞として『マーケティング基礎』を 6 月に開講し、幅広いキャリアアッ
プニーズに対応できるよう＜第二弾＞の『アカウンティング基礎』を９月に開講。さらに今後は「DX」、「SDGs」、「ブラン
ドマネジメント」など、これからの経営や経営者視点をもってビジネスに携わりたいすべての人に求められていくスキルや考え
方を養うキャリアアップ講座をより充実させながら、「MBA ファウンデーション講座シリーズ」として開講していく定です。
MBA を目指す人の第一歩となる入門編でもあり、また MBA を目指さない人でもこれからの時代でビジネスを成功させ
ていくために、「経験と勘」だけではない着実な力をつけるための「学び直し」で、世の中のリカレント教育を応援していきま
す。不確実な現代社会だからこそ、答えを出すだけではなく、「いい問いを作りながら多様な視点と考えをもって進むこと
のできる人材」を育成してまいります。
■ヒューマンアカデミービジネススクール
資格取得、キャリアアップを目指す通学型の専門スクールです。1985 年の開講以来、修了生・卒業生数は 152 万
名以上、資格・検定試験の合格者数は 22 万名以上を輩出してきました。仕事にいきる実践力を身につけるための講
座と、資格取得・就職・転職を支援するためのサポートが充実しています。
●ヒューマンアカデミー 通学講座：https://haa.athuman.com/

■本件に関するお問い合わせ■ ヒューマンアカデミー株式会社 広報担当斉藤・村田
TEL：03-6846-7009 FAX：03-5389-8672 E-mail：ha_info@athuman.com

■英国国立ウェールズ大学トリニティセントデイビッド(UWTSD) MBA プログラム
ヒューマンアカデミービジネススクールは、英国国立ウェールズ大学トリニティ・セント・デイビッド（UWTSD）が認証する
MBA プログラムを運営しています。教育水準の高い英国国立大学 MBA プログラムをヒューマンアカデミーが運営して、
来年 2022 年には 20 周年を迎えます。現在は週末に完全オンライン形式で講義を行っているため、キャリアを中断す
ることなく、また場所を選ばず受講ができ、英国国立大学認証の海外 MBA 取得が可能です。体系的に学んだ経営学
を元に、自身のキャリアやプライベートで感じた社会の問題・課題について、専門指導教員とマンツーマンで分析し、日本
語で論文を執筆。英国本校承認のもと、世界中の方々が読める修士論文を仕上げ、ビジネスとは別の専門領域を確
立することができます。英国国立大学教授陣とヒューマンアカデミービジネススクールスタッフおよび講師との連携により、受
講生は海外 MBA という経営学学位を日本語で取得することができます。
※英文正式名称： Part-time MBA Programme at HABS, Validated by University of Wales Trinity Saint David (UWTSD)

●英国国立ウェールズ大学トリニティセントデイビッド(UWTSD) MBA プログラム：https://mba.athuman.com/
■ヒューマングループについて
ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、美容、スポーツ、
IT と多岐にわたる事業を展開しています。1985 年の創業以来「為世為人（いせ
いいじん）」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業を通じて、労働力不足、
高齢化社会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解
決に取り組み、独自のビジネスモデルを展開してきました。
人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき
目標として掲げられた SDGs（持続可能な開発目標）にも積極的に取り組んでいきます。SDGs への貢献を通じて、
「為世為人」の実現を加速させ、より良い社会づくりに貢献していきます。
●ヒューマンホールディングス WEB サイト：https://www.athuman.com/

ヒューマンアカデミー株式会社
●代表者：代表取締役 川上 輝之 ●所在地：東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿プライムスクエア 1 階
●設立

：2010 年 4 月

●資本金：1,000 万円

●URL ：https://manabu.athuman.com/

■本件に関するお問い合わせ■ ヒューマンアカデミー株式会社 担当 斉藤・村田
TEL：03-6846-7009 FAX：03-5389-8672 E-mail：ha_info@athuman.com
■ヒューマングループに関するお問い合わせ■ ヒューマングループ 広報担当 原、若林
E-mail：kouhou@athuman.com

