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動画で学べる DVD付きコースなど豊富なコースラインナップ！ 

通信講座 「賞状技法士養成講座」新規開講 
自宅で自分のペースで働ける！ 好きという気持ちが仕事につながる！  

 
 
ヒューマンホールディングス株式会社の事業子会社で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：岡本 成正）は、通信講座「賞状技法士養成講座」を2015年6月25日（木）に新規開講します。 
 

■ 「賞状技法士」とは 

「賞状技法士」は、日本賞状技法士協会が認定する資格です。表彰状や卒業

証書をはじめ、目録や席札、祝辞、宛名などを毛筆で書くビジネス書道の専門

家です。「字を書く」という、誰もが持ち合わせた能力を生かして習得できるテク

ニックで、書道経験者はもちろん、「書くことが好き」という気持ちがあれば、年

齢や性別を問わず誰でも「賞状技法士」になれるチャンスがあります。一度技能

を身に付ければ、自宅にいながら筆一本で生涯にわたって続けられる、一生も

のの価値あるスキルです。 

また、日本には、古くから伝わる美しい文化やマナーがあります。例えば、

「祝儀袋の水引きに、文字がかからないようにする」「封筒の宛名書きの際には、会社名は宛名よりも小さい文字で、差出人

は宛名よりも下の位置で」など。「賞状技法士」を学べば、その技法から「相手を思いやる、敬意を払う」という日本の美しい文

化やマナーも身に付けることができます。 
 

■賞状技法士の活躍のフィールド 

 「賞状技法士」は、家事や育児の空いた時間や定年退職後の時間を有効活用し、

自宅で自分のペースで働くことができる資格です。また、「賞状技法」のスキルは、

賞状や卒業証書だけでなく、招待状の宛名書きやメッセージカード、贈り物の掛け

紙、のし袋、胸章、席札、案内の看板などでも生かせるため、ホテルや結婚式場、

百貨店、一般企業の筆耕係として活躍できる可能性もあります。 
 

■講座の特長 

1. ヒューマンアカデミーの「賞状技法士養成講座」は、豊富なコースラインナップ 

 があります。 

2. 動画で学ぶことができるDVD付きのコースがあります。 

  動画だからこそわかる筆の運び方やポイントを先生が細かく解説してくれます。 

3. 20年以上にわたり中央官庁で各大臣の辞令や表彰状、祝辞などを揮毫（きごう）し、賞状技法の本流を確立した、 

故前田篤信先生が考案した「前田書法」を学べます。 

4. 日本賞状技法士協会が行うスクーリングに自由参加（有料）できます。 
 

■講座の種類 

1. 実務編 準3級（教材コースのみ） http://www.tanomana.com/SHOP/1152T001.html 

2. 実践編  3級対応（教材コース） http://www.tanomana.com/SHOP/syoujyou3.html 

3. 実践編  3級対応（教材コース＋筆力アップDVD付） http://www.tanomana.com/SHOP/syoujyou3.html 

4. 実践編  3級対応（DVD学習コース） http://www.tanomana.com/SHOP/syoujyou3.html 

5. 応用編  2級対応（教材コース） <2.および3.の継続者用コース> http://www.tanomana.com/SHOP/syoujyou2.html 

6. 応用編  2級対応（DVD学習コース） <4.の継続者用コース> http://www.tanomana.com/SHOP/syoujyou2.html 
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【筆力アップDVD】 

先生の手元を見ながら

練習ができる優れもの 

 

■講座の詳細 

1. 実務編 準3級（教材コースのみ） / 趣味や日々の暮らしで役立てるレベル 

（1） 教材内容 ： 学習の手引き / テキスト / 練習帳 /用具一式（筆・墨・硯など）  

その他（作例集・添削課題集・賞状本用紙など）  

（2） 添削と課題の回数 ： 添削 5回＋修了課題（1回）  計6回 

（3） 目指せる資格 ： 賞状技法士準3級 （※） 

（4） 受講期間 ： 6ヵ月 

（5） 価格 ： 28,000円（税込） 

 

2. 実践編 3級対応（教材コース） / 職業技能・資格としての導入レベル 

（1） 教材内容 ： 学習の手引き / テキスト / 練習帳 /用具一式（筆・墨・硯など）  

その他（作例集・添削課題集・賞状本用紙など）  

（2） 添削と課題の回数 ： 添削 7回＋修了課題 （1回） 計8回 

（3） 目指せる資格 ： 賞状技法士3級 （※） 

（4） 受講期間 ： 12ヵ月 

（5） 価格 ： 43,000円（税込） / ライトテーブル付56,000円（税込） 

 

3. 実践編 3級対応（教材コース＋筆力アップDVD付） / 職業技能・資格としての導入レベル 

（1） 教材内容 ： 学習の手引き / テキスト / 練習帳 /用具一式（筆・墨・硯など）  

その他（作例集・添削課題集・賞状本用紙など）  / 筆力アップDVD 

（2） 添削と課題の回数 ： 添削 7回＋修了課題（1回）  計8回 

（3） 目指せる資格 ： 賞状技法士3級 （※） 

（4） 受講期間 ： 12ヵ月 

（5） 価格 ： 47,500円（税込） / ライトテーブル付60,500円（税込） 

※2015年8月31日までは、リリース記念特別キャンペーンとして43,000円（税込） / ライトテーブル付56,000円（税込）となります 

4. 実践編 3級対応（DVD学習コース） / 職業技能・資格としての導入レベル 

（1） 教材内容 ： 学習の手引き / テキスト / 練習帳 /用具一式（筆・墨・硯など）  

その他（作例集・添削課題集・賞状本用紙など）  / DVD13枚 

（2） 添削と課題の回数 ： 添削 10回＋修了課題（1回） 計11回 

（3） 目指せる資格 ： 賞状技法士3級 （※） 

（4） 受講期間 ： 12ヵ月 

（5） 価格 ： 74,250円（税込） / ライトテーブル付87,250円（税込） 

 

5. 応用編 2級対応（教材コース） / プロフェッショナルな賞状技法士で活躍レベル <2.および3.の継続者用コース> 

（1） 教材内容 ： 学習の手引き / テキスト /その他（作例集・添削課題集・賞状本用紙など）   

（2） 添削と課題の回数 ： 添削 8回＋修了課題（1回）  計9回 

（3） 目指せる資格 ： 賞状技法士2級 （※） 

（4） 受講期間 ： 12ヵ月 

（5） 価格 ： 45,000円（税込）  

 

6. 応用編 2級対応（DVD学習コース） / プロフェッショナルな賞状技法士で活躍レベル <4.の継続者用コース> 

（1） 教材内容 ： 学習の手引き / テキスト /その他（作例集・添削課題集・賞状本用紙など） / DVD9枚   

（2） 添削と課題の回数 ： 添削 8回＋修了課題（1回）  計9回 

（3） 目指せる資格 ： 賞状技法士2級 （※） 

（4） 受講期間 ： 12ヵ月 

（5） 価格 ： 59,800円（税込）  

 

（※）修了課題及び検定課題を提出し合格すると修了書授与。認定審査（有料）に合格すると各級の賞状技法士授与となります。 

 

 
 

 

 

【ライトテーブル】 

お手本の上に練習用紙を重ねて写し書

くことができるので独特の賞状書風、 

書体も短期間で取得できます 

【教材例】 

リリース記念特別キャンペーン実施中！ 

2015年8月31日まで 

 

実践編3級対応（教材コース）をお申込みの方

全員に筆力アップDVDをもれなくプレゼント！ 

http://tanomana.com/

