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文部科学省認定社会通信教育とは
文部科学大臣は民間で行われている通信教育のうち、学校または民法法人が行う通信教育
で社会教育上奨励すべきものを社会教育法の規定に基づき認定し、その普及奨励を図ってい
ます。認 定を受けた社 会 通 信教育は113課 程（平成23年1月現在）、年間受講 者数 約7万5千人
（平成21年）となっており、生涯学習のための重要な手段となっています。
※認定の際には、社会教育法（昭和24年法律第207号）、社会通信教育規程（昭和37年文部省
令第18号）及び社会通信教育基 準（昭和37年文部省告示第134号）の規定に基づいて中央 教
育審議会に諮問し、調査審議を行っています。

学校通信教育

大学教育、
短期大学通信教育、
高等学校通信教育、
中等教育学校（後期課程）
の通信教育、特別支援学校の高等部の通信教育（学校教育法）

社会通信教育 学校教育法による通信教育を除いた通信教育（社会教育法）

文部科学省認定社会通信教育
学校または民法法人が行う通信教育で社会教育上奨励すべきもの

一般の社会通信教育
文部科学省認定社会通信教育以外のもの

Voice
「自分のペースでがんばれ

ばいいよね」と自分に言い
聞
かせ眠い目をこすりながら
学習を進めました。修了ま
でたどり着けたのは周囲の
支えがあったから。感謝の
気持 ちで 一杯 です。こ れか
らは、学 んだ こと を活 かし
恩返しができるよう努力し
ていきたいと思います。
〔栃木県 A・K さん〕

Voice
いつでもどこでも自分のペースで学習できるというこ
とが通信教育講座の大きな魅力です。
〔山形県 A・H さん〕

Voice
講座は修了しました
が、私にとってこれ
は終着点でも通
過点でもなく、学ん
だ知識を活かした新
たな出発点です。
〔東京都 K・W さ
ん〕

認定社会通信教育関連行事
文部科学省認定社会通信教育修了者表彰式
文部科学省では、社会通信教育の課程を優れた成績で修了さ
れた方々を対 象として、年に1度、表彰式を行い文 部 科 学 大臣 賞
を授与しています。

社会通信教育受講者研究集会
文部科学省 認定社会通信教育受講者等を対象として、面接指
導のほか学習成果の発表・展示・講演等の研究集会を年1回開
催しています。

生 涯学習インストラクター制度
生 涯学習コーディネーター制度
認定社会通信教育講座を実施する団体の総括団体である（財）
社会通信教育協会では、平成4年に認定社会通信教育等の修了者
を対象とした生涯学習インストラクター制度、また平成21年には
生涯学習コーディネーター制度を創設し、生涯学習活動を推進・
指導する人材を養成しています。登録者は全国で約2万8千人（平
成23年1月現在）に達しています。各人の学習成果を生かして学校
や地域の学習活動の推進に取り組んでいます。また、登録者を中
心に「生涯学習インストラクターの会」が、全国で66団体設立され
ています。
（平成23年1月現在）

Voice
えてきて意欲が高
学習を進めるうちに自己の課題が見
大勢 いる こと を知
まり まし た。修了 後、同じ 修了 生が
会」を立ち上げました。
り「生涯学習インストラクターの
に広めていきたい
生涯学習の意義や重要性などを地域
と思います。

〔長野県 Y・K さん〕

Voice
なんといっても、家

事と両立して学べる
通信教育講座
を選んでよかったで
す。学 び を 通 し て 知
識 が 広 が り、
新たな自分を発見し
キャリアアップを図
ることができ
ました。
〔大分県 N・M さん
〕

認定講座・課程一覧

1
事務系（37課程）

（財）日本通信教育学園

3

（社）日本マネジメント
スクール

現代統計実務講座
校正実務講座
生涯学習指導者養成講座生涯学
習ボランティアコース
編集制作レイアウト講座
多変量解析実務講座

ミドル・マネジメント・コース
(基礎課程、実践編)
フォアマン・コース

TEL:03-3746-4021

TEL:03-3357-8153

TEL:03-5281-3741

生活技術・教養系（45課程）

（社）日本経営協会

（財）実務教育研究所

法律講座民法課程
日商簿記検定講座(３級コース、
２級コース）

技術系（31課程）

6

2

7

（社）公開経営指導協会

8

（学）産業能率大学

9

（財）日本経営教育
センター

企業会計講座(企業会計マスター
コース)、現代経営講座(戦略管理
者コース、管理者基礎コース、中堅
社員実力養成コース)、経営実務講
座(営業基礎コース、ビジネス文書
速修コース、営業戦力化コース、民
法入門コース、経済入門コース、労
働法入門コース)

ＰＯＰ広告実技講座

新･生産管理基本コース
漢字能力検定２級受験講座
マネジメント基本講座
製造基本講座
製造監督者講座
生産管理者講座
生産経営者講座

社会保険労務士講座
衛生管理者講座
行政書士講座

TEL:03-3403-6238

TEL:03-3542-0306

TEL:03-3704-9115

TEL:03-5249-1020

中央工学校
12 （財）国際文化カレッジ 13 （財）
生涯学習センター

14 （社）日本測量協会

15 （学）東京農業大学

自動車講座、オートバイ講座
家庭園芸講座、洋菓子講座
総合盆栽講座、造園講座
ハイキングとカメラ技法講座
庭木と果樹の手入れ講座
植物医講座、写真作品創作塾
庭の工作物手作り講座

機械設計製図講座

測量教室測量士補講座

造園製図コース

TEL:03-3364-1811

TEL:03-5814-1221

TEL:03-5684-3355

TEL:03-5477-2562

大塚学院
20 （学）
大塚末子きもの学院

清水学園・専門学校
（財）日本英語検定協会
21 （学）
23 （財）日本書道教育学会
清水とき・きものアカデミア 22

きもの通信教育講座(一般コー
ス、上級コース)

現代きもの講座

実用英語講座(1級、準1級、2級、
準2級、3級、4級)
YOU CAN英語講座
日常オフィス英語講座
英語ルール60英語講座
英検対策講座(1級、準1級、2級、
準2級、3級)

書道基礎科講座
書道専攻科講座
ペン習字基礎講座
ペン習字教育講座
篆刻入門講座

TEL:03-6278-9361

TEL:03-3400-0286

TEL:03-3266-6511

TEL:03-3234-3961

建築講座設計製図課程木造コース
トレース講座
土地家屋調査士講座
宅地建物取引主任者講座
漢字検定ゼミナール

Voice
部科学省認定社会
当社では、スキルアップのために文
教育講座の受講を
通信教育などを社員に紹介し、通信
奨励しています。

4

（財）
日本生産性本部

生産性通信講座（初級コース、上
級コース、実務コース）

5

〔東京都 A 社〕

（学）
川口学園

早稲田速記講座（速習課程、専門
課程）

Voice
弊社では、企業内教育の一
環として通信教育受講制度
を取り入れ、社内における
支援条件を社員に提示して
受講継続を応援しています
。
〔愛知県 B 社〕

TEL:03-3467-7252

TEL:03-3232-0211

秋田大学
工学資源学部

11 （社）日本電気協会

10

秋田大学工学資源学部通信教育
講座（地球科学コース、資源開発
コース、材料工学基礎コース、電
気・電子基礎コース、一般科学
技術コース、電気系専門コース、
電子系専門コース、材料工学専
門コース）

第二種電気工事士講座
第一種電気工事士講座
電験３種講座

TEL:018-889-2315

TEL:03-3216-0556

16 （社）全国農協乳業協会 17 （学）香川栄養学園

Voice
して通信教育の受講を推奨
当社は、社員研修の一部と
いつ でも、ど こで も受 講で
して いま す。通信 教育 は、
、
務時間に関係なく学習でき
きるので忙しい社員でも勤
大変ありがたい制度です。
〔大阪府 C 社〕

文化学園文化服装
杉野学園ドレス
18 （学）
19 （学）
学院生涯学習部
メーカー学院

乳業製造技術通信教育

栄養と料理一般講座
栄養と料理専門講座(専門職業
コース、専門料理コース、治療食
コース)

文化服装通信講座(服装一般)
ファッション画講座上級コース
（ファッション・デザイン画編）

TEL:03-5577-6151

TEL:03-3917-9657

日本音楽教育
24 （財）
文化振興会

サンシャイン学園
25 （学）日本放送協会学園 26 （財）日本習字教育財団 27 （学）
東京福祉保育専門学校

音楽講座(音楽通論コース、ソル
フェージュコース、和声学コー
ス、作曲学コース)

漢詩講座(風雅をよむ、自然をよ
む)
古文書を読む・基礎
俳句入門
短歌入門
川柳入門

書写技能基礎講座（楷書編、行書
編）
書道臨書講座（
【楷書Ⅰ】、
【楷書
Ⅱ】）

ホームヘルパー養成２級課程・
通信コース
ホームヘルパー養成１級課程・
通信コース

TEL:03-3814-2977

TEL:042-580-5018

TEL:03-5276-2681

TEL:03-3987-1466

TEL:03-3299-2231

ドレメ通信教育講座

TEL:03-3491-8654

（平成23年3月31日現在）

認定を受けた社会通信教育には
様々な優遇措置が適用されます
教育訓練給付制度（一部対象講座あり）
働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的
とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者（在職者）または一般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、本人が教育訓練施設に支
払った教育訓練経費の20％（支給要件期間が3年以 上の者。ただし当分の間、初回に限り、1年
以 上の者。）に相当する額（上限10万円。ただし4千円を超える場合。）がハローワーク（公共職
業安定所）から支給されます。教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記試験、社会保
険労務士資格などをめざす講座や、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定さ
れています。
※詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。
（対象講座は各教育訓練施設へお問い合わせください。）

http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/kyouiku/index.html

第4種郵便
第4種郵便とは、郵便法の規定により、教育学術や福祉向上等のために特に低料金とされた
郵便物のことです。法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信教育を行う学校又は法人
とその受講者との間で当該通信教育を行うために発受されるものに限ります。文部科学省 認
定の社会通信教育を行う学校又は民法法人とその受講者との間で発受される添削問題や質問
用紙などは、この第4種郵便の適用を受けることができます。例えば100gの郵便を出す時に、
第4種郵便では15円（第1種郵便では140円）で出すことができます。

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課民間教育事業振興室
〒100-8959

東京都千代田区霞が関3-2-2

電話03-5253-4111〈内線2642〉

