
文部科学省認定　社会通信教育講座一覧　１10課程

【事務系】

講座名 講座概要 受講期間
日商簿記検定講座２級コース 簿記の実務知識と日商簿記検定試験２級合格の実力養成を目指します。 ６カ月
日商簿記検定講座３級コース 簿記の実務知識と日商簿記検定試験３級合格の実力養成を目指します。（web版も有り） ４カ月
法律講座民法課程 休講中

講座名 講座概要 受講期間
現代統計実務講座 統計の基本から回帰分析、標本調査法、実験計画法等の各統計的手法を学習します。 ８カ月
校正実務講座 各種印刷物の校正に必要な知識・技術等を学習します。 ６カ月
生涯学習指導者養成講座生涯学習ボランティアコース 生涯学習について考え、学習ボランティアに必要な知識・技術等を学習します。 ６カ月
編集制作レイアウト講座 各種印刷物の編集制作およびレイアウトに関する知識・技術等を学習します。 ４カ月
多変量解析実務講座 多変数の関係性を捉え、現象の原因を明らかにして予測する手法を学習します。 ４カ月

講座名 講座概要 受講期間
ミドル・マネジメント・コース（基礎課程） 管理職に必要な経営管理の基礎知識<人間問題・経営計画等>を修得します。 １０カ月
ミドル・マネジメント・コース（実践編） 目標を追求するリーダーのための<組織づくり・部下の教育等>を学びます。 ６カ月
フォアマン・コース 製造業の現場リーダーが上げるべき成果<技術の伝承・問題解決等>を学びます。 ８カ月

講座名 講座概要 受講期間
早稲田速記講座専門課程 早稲田速記法の全体系を修得。マスコミや議会・在宅で活用します。 １２カ月
早稲田速記講座速習課程 早稲田式速記法の入門編。電話や会議のメモに活用します。 ６カ月

講座名 講座概要 受講期間
経営実務講座民法入門コース 民法総則から物権・債権・家族法まで、民法の基礎をわかりやすく学べるコースです。 ３カ月
経営実務講座労働法入門コース 労働法の基本的な考え方やポイントを学べるコースです。 ３カ月
企業会計講座企業会計マスターコース 企業会計の基礎と応用について体系的に学べるコースです。 ６カ月
現代経営講座戦略管理者コース 休講中
現代経営講座管理者基礎コース 休講中
現代経営講座中堅社員実力養成コース 休講中

講座名 講座概要 受講期間
ＰＯＰ広告実技講座 販売促進の基礎知識と、基本的なＰＯＰ広告作成技術をわかりやすく学習します。 ４カ月

一般財団法人日本通信教育学園　〒107-0062　東京都港区南青山2-11-17  TEL03-3746-4021  http://tuusin.jp/

一般財団法人実務教育研究所　〒160-0004　東京都新宿区四谷1-18-12  TEL03-3357-8153  http://www.jitsumu.or.jp

一般社団法人日本マネジメントスクール　〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-1-47 TEL03-5281-3741  http://www.jms.or.jp

学校法人川口学園　　〒171-8543　東京都豊島区高田3-11-17　TEL03-3232-0211  http://www.waseda-shougai.com

一般社団法人日本経営協会　　〒151-0051　東京都渋谷区千駄ケ谷3-11-8  TEL03-3403-6238  http://www.noma.or.jp

一般社団法人公開経営指導協会　〒104-0061　東京都中央区銀座2-10-18東京都中小企業会館  TEL03-3542-0306   http://www.jcinet.or.jp
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文部科学省認定　社会通信教育講座一覧　１10課程

【事務系】

講座名 講座概要 受講期間
マネジメント基本講座　 初級管理者としての立場、役割、マネジメント(PDCA)の基本知識を学びます。 ４カ月
ザ・仕事エキスパート講座 仕事の見方、考え方を養い、チームリーダーとしての行動のポイントについて学びます。 ４カ月
ザ・仕事プロ講座 中堅社員として、仕事を的確に推進し、目標達成や問題解決のスキルを身につけます。 ３カ月
実践リーダーシップ講座 「自分自身の“マイ”リーダーシップ」を育み、リーダーシップを発揮するための知識と技術を身につけます。 ２カ月
幕末リーダーに学ぶリーダーシップ講座 龍馬や西郷など幕末志士の決断や考え、行動を、マネジメントやリーダーシップの観点から学習します。 ２カ月
メンバーが活きる教え方・育て方講座 スキルの「習熟」と人間としての「成熟」という２つの観点から、メンバーの指導・育成方法を学びます。 ２カ月
企画・プレゼン力を強化する講座 ロジカルな企画書の作成法や相手に納得してもらえるプレゼンテーション技法を身につけます。 ２カ月
問題発見・解決力を伸ばす講座 問題解決の基本手順を理解して、合理的な解決策を導き出し、実行する力を養成します。 ２カ月
情報分析力を鍛える講座 データや情報の内容を見極め、それらを読みこなし、分析して仕事に役立てる方法を学びます。 ２カ月
話す力を磨く講座 自分の言いたいことを「わかりやすく」「的確に」伝える話し方を身につける講座です。 ２カ月
聞く力を磨く講座 ぜひ話を聞いてもらいたいと思われるような「聞き上手＝コミュニケーション上手」になるための講座です。 ２カ月
整理・整頓力 を磨く講座 モノ・情報・時間・心の4つを「整理・整頓」し、気分よく、効率よく仕事を進める方法を学びます。 ２カ月
漢字能力検定２級受験講座 試験実施団体の(公）日本漢字能力検定協会の執筆で、合格への力を養成します。 ４カ月
生産経営者講座（生産士１級） 工場管理者として必要な生産活動全般の専門知識と管理を中心に学びます。 ４カ月
生産管理者講座（生産士２級） 製造・調達活動を中心に、製造活動の管理に必要な知識を学びます。 ４カ月
製造監督者講座（生産士３級） 職場のリーダーに必要な知識と現場で欠かせないISOの知識などについて学びます。 ４カ月
製造基本講座（生産士基本） 生産活動の一般常識（生産の流れとしくみの基本）を理解します。 ４カ月
新・きれいに書けるボールぺン字入門講座 きれいでバランスのとれた文章を書くための着眼点と美しい文字を書く力を身につけます。 ３カ月

講座名 講座概要 受講期間
衛生管理者講座 法令により事業場に選任義務のある国家資格、衛生管理者試験の合格を目指します。 ６カ月
行政書士講座 行政書士試験の試験範囲にかかる知識を学び、合格を目指します。 ６カ月
社会保険労務士講座 休講中

講座名 講座概要 受講期間
生涯学習支援実践講座生涯学習コーディネーター研修 コーディネート能力を有した生涯学習支援者を養成します。 ４カ月

一般財団法人社会通信教育協会　　〒114-0015  東京都北区中里1-15-7  TEL03-5815-8432  http://www.tsushinkyoiku.or.jp/

学校法人産業能率大学　 〒158-8630　東京都世田谷区等々力6-39-15　TEL 03-5419-6085　http://www.sanno.ac.jp

一般財団法人日本経営教育センター　〒114-0015 東京都北区中里1-15-4情報館4階 TEL 03-5809-0812 http://www.jme-center.or.jp
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文部科学省認定　社会通信教育講座一覧　１10課程

【技術系】

講座名 講座概要 受講期間
地球科学コース 地球の地質学的要素と人間・社会に関わる環境、防災などの要素を体系的に学習します。１２カ月
資源開発コース 資源の採取から精製までの一連の技術と知識を修得して、より深い理解を得ます。 １２カ月
材料工学基礎コース 馴染み深い金属やセラミックの製造・加工、利用法など広範な基礎知識を学習します。 １２カ月
材料工学専門コース 金属・鉄鋼の製造や凝固加工などを踏み込んだ学習により、より深い知識を修得します。１２カ月
電気・電子基礎コース 電気・電子の基礎となる電気磁気学、電子回路学などを学習します。 １２カ月
電気系専門コース 日常不可欠な電磁エネルギーを重点に、システム工学、制御工学などを深く学習します。１２カ月
電子系専門コース 電子デバイス工学の応用・信号などを中心に、信号伝送の基礎と応用を学習します。 １２カ月
一般科学技術コース 現代の多彩な科学技術の基本的事項を学習。科学の教養を身につけます。 １２カ月

講座名 講座概要 受講期間
家庭園芸講座 野菜・草花・庭木・山草・鉢物など園芸に役立つ知識と栽培法を体系的に学習します。 ６カ月
自動車講座 広く一般の人を対象に自動車の構造、整備などの基礎知識を学びます。 ８カ月
オートバイ講座 オートバイのメカニズムと点検・整備の知識、技術を総合的に学習します。 ６カ月
庭木と果樹の手入れ講座 庭木と果樹の知識や剪定・整姿の方法、各種仕立て方などを樹種別に学習します。 ７カ月
植物医講座 庭木や草花、病害虫の困りごと・悩みを解消。対策知識や診断・解決法を総合学習します。 ７カ月
写真作品創作塾 自分の好きな被写体を撮りながら学べる、実践的な写真力養成講座です。 １２カ月
庭の工作物手作り講座 庭の池や竹垣・ベンチ・バーベキュー炉などが手作りできる技能を修得します。 ６カ月
庭師入門講座 庭のデザインから植栽、剪定、竹垣作りなどを総合学習する庭師（造園家）入門コースです。 ６カ月
美術品鑑賞・鑑定入門講座 美術品鑑賞や鑑定の基礎知識を学び、幅広い美術教養を修得します。 ６カ月
ハイキングとカメラ技法講座 休講中
総合盆栽講座 休講中
造園講座 休講中

講座名 講座概要 受講期間
宅地建物取引士講座 不動産売買に必要な資格。身近な法律を学び、資格の取得をめざします。 ６カ月
漢字検定ゼミナール 常用漢字を含め、約6,000字の漢字を会得でき、適切に使えるように学習します。 ８カ月
機械設計製図講座 休講中
建築講座設計製図課程木造コース 休講中
トレース講座 休講中
土地家屋調査士講座 休講中

講座名 講座概要 受講期間
通信講座による品質管理入門コース 品質管理の基礎知識と問題解決に役立つQC手法を習得します。 ３カ月
通信講座による品質管理中級コース 実践に役立つ様々な統計的手法を習得し、問題解決力・改善力を養います。 ４カ月

講座名 講座概要 受講期間
ローズ・ガーデン講座 バラの歴史や文化、栽培知識と庭づくり、クラフトや料理への活用方法を学びます。 ６カ月

秋田大学理工学部　〒010-8502　秋田市手形学園町1-1  TEL018-889-2315　http://www.eng.akita-u.ac.jp/

公益財団法人国際文化カレッジ　〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-1-9　TEL03-3364-1811　http://www.kokusai-bc.or.jp

一般財団法人中央工学校生涯学習センター　〒114-0015 東京都北区中里1-15-7　TEL03-5814-1221  http://chuoko-center.or.jp

一般財団法人日本規格協会　〒108-0073　東京都港区三田3-13-12 三田ＭＴビル　TEL03-4231-8570　https://www.jsa.or.jp/

一般財団法人日本園芸協会　〒151-8671東京都渋谷区元代々木町14-3 TEL03-3465-5171 http://www.gardening.or.jp/
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文部科学省認定　社会通信教育講座一覧　１10課程

【生活技術・教養系】

講座名 講座概要 受講期間
栄養と料理一般講座 健康管理のために、何をどれだけ食べたらよいかを学べる食育講座。 ６カ月
栄養と料理専門講座専門職業コース 栄養学・食品学など科目別に学習し、仕事に役立つ知識と技術が習得できます。 １２カ月
栄養と料理専門講座専門料理コース 料理の指導者として必要な和・洋・中国料理の知識が系統的に学習できます。 １２カ月
栄養と料理専門講座治療食コース 病態別食事療法の基本的な考え方と献立作成の基礎を学びます。 ８カ月

講座名 講座概要 受講期間
服装一般 文化式原型を使用した、婦人服の作図理論、縫製技術を学ぶ総合コースです。 １２カ月
ファッション画上級コース イメージを表現するために必要な人体・着装などデザイン画の基礎を学ぶコースです。 １０カ月

講座名 講座概要 受講期間
きもの通信講座一般コース 休講中
きもの通信講座上級コース 休講中

講座名 講座概要 受講期間
現代きもの講座 生涯役立つ「きもの技能」を身につけ豊かな知識と感性を養い独立をめざす。 １２カ月

講座名 講座概要 受講期間
実用英語講座１級クラス 国際コミュニケーション英語力が養える４技能（聞く・話す・読む・書く）総合コースです。 ３カ月
実用英語講座準１級クラス 実務英語力が養える４技能総合コースです。 ３カ月
実用英語２級クラス 実用英語力が養える４技能総合コースです。 ３カ月
実用英語準２級クラス 日常英語力が養える４技能総合コースです。 ３カ月
実用英語講座３級クラス 基礎英語力が養える４技能総合コースです。 ３カ月
実用英語講座４級クラス 英語の基本力が養える４技能総合コースです。 ３カ月
新YOU　CAN英語講座 初級ビジネス英語のみならず日常英会話もマスターできるビギナーズ向け講座です。 ３カ月
日常オフィス英語講座 休講中

学校法人香川栄養学園　〒170-8481  東京都豊島区駒込3-24-3  TEL03-3917-9657  http://www.eiyo.ac.jp/llsc/

学校法人文化学園文化服装学院生涯学習部  〒151-8522  東京都渋谷区代々木3-22-1  TEL03-3299-2234  http://lifelong.bunka-fc.ac.jp/

学校法人大志学園   〒160-0051  東京都新宿区西早稲田2-1-27  TEL03-5155-3939  

学校法人清水学園・専門学校清水とき・きものアカデミア 〒150-0002  東京都渋谷区渋谷1-6-8  TEL03-3400-0286  https://shimizu.ac.jp/specialcourse/tsushin

公益財団法人日本英語検定協会   〒162-8055  東京都新宿区横寺町55  TEL03-3266-6505  http://www.eiken.or.jp/
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文部科学省認定　社会通信教育講座一覧　１10課程

【生活技術・教養系】

講座名 講座概要 受講期間
ペン習字基礎講座 バランスのとれた文字の書き方をマスター。日常に役立つ手紙・ビジネス文例が多数あります。 ６カ月
書道基礎科講座 入門講座として半世紀の実績があります。教科書が半紙大で初心者にも分かりやすく学べます。 １２カ月
ペン習字教育講座 実用の書から作品づくりまで、高度なペン字技術を１２カ月で習得します。 １２カ月
書道専攻科講座 古典から創作まで実技・理論を身につけ、書塾開設や創作活動への道を開きます。 ２４カ月
篆刻入門講座 手紙や書作品、水墨画に捺すオリジナルの印が自宅で手軽に作れます。 ７カ月

講座名 講座概要 受講期間
音楽通論コース 音楽を基礎から学び、「音楽性」の向上をはかります。 ６カ月
和声法コース 「パターン学習」を取り入れることにより、和声を身近な感覚で学びます。 ６カ月
ソルフェージュコース 音楽を聞き分け、書き取り、読み取り、そして表現する力を身につけます。 ６カ月
作曲法コース わかりやすい典型的な形や例を中心に取り上げ、曲作りのコツを学びます。 ６カ月

講座名 講座概要 受講期間
俳句入門 経験の浅い方を対象に、経験豊かな講師陣から俳句の楽しさを学びます。 ６カ月
短歌入門 経験の浅い方を対象に、短歌作りの基本を楽しみながら学びます。 ６カ月
古文書を読む・基礎コース 検地帳等の村の古文書や、結婚・家督相続などの家の古文書で基本を学びます。 １２カ月
添削で上達　川柳実作 作句経験のある方を対象に、実作と添削を積み重ねながら力をつけていきます。 １２カ月
漢詩講座　風雅をよむ 休講中
漢詩講座　自然をよむ 休講中

講座名 講座概要 受講期間
書写技能基礎講座［楷書編］ 楷書で文字を正しく整えて書く力「書写力」を毛筆・硬筆同時に養成します。 ６カ月
書写技能基礎講座［行書編］ 行書の筆使いや字形、行書に調和する平仮名などを毛筆・硬筆同時に学びます。 ６カ月
書道臨書講座【楷書Ⅰ】 「九成宮醴泉銘」の特徴を綿密にとらえ、その技法を忠実に再現し学習します。 ５カ月
書道臨書講座【楷書Ⅱ】 孔子廟堂碑・雁塔聖教序・顔氏家廟碑の書法等の比較学習します。 １２カ月

講座名 講座概要 受講期間
ホームヘルパー養成２級課程・通信コース 休講中

講座名 講座概要 受講期間
たのしく学ぶ色彩講座-初級コース- カラーカードを使った配色演習などを取り入れて、色彩の基礎を楽しく学びます。 ６カ月

講座名 講座概要 受講期間
クラフトバンド実技講座 基本的な編み方から、段階を経て複雑なより幅広い編み方を学びます。 １０カ月

公益財団法人日本書道教育学会  〒101-8358　東京都千代田区西神田2-2-3  TEL03-3234-3961　http://www.nihonshodou.or.jp

一般社団法人クラフトバンドエコロジー協会  〒297-0024 千葉県茂原市八千代3-11-16M'sビル   TEL0475-44-6333  https://www.kbea.jp

公益財団法人日本習字教育財団　〒102-0073 東京都千代田区九段北4-2-11第2星光ビル4F　TEL03-5276-2681　http://www.nihon-shuji.or.jp

学校法人サンシャイン学園東京福祉保育専門学校　〒170-8434　東京都豊島区東池袋4-23-4　TEL03-3987-1466  http://www.sunshine.ac.jp/

公益社団法人色彩検定協会  〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30ニッセイ新大阪ビル16F   TEL06-6150-5055  http://www.aft.or.jp/

公益財団法人日本音楽教育文化振興会　　〒113-0033　東京都文京区本郷4-15-9　TEL03-3814-2977　　http://www.jmecps.or.jp/

学校法人NHK学園　　〒186-8001　東京都国立市富士見台2-36-2　　TEL 042-572-3151 　http://www.n-gaku.jp/life
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