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Ⅴ．継続的な学習支援 

 

１ 各級等の設定 

 

 「ケア・コミュニケーション検定」「ケア・コミュニケーションアセスメント試験」「営業力強化 

検定®」「ネットマーケティング検定」「SNS マーケティング検定」「「AI 検定®」については、「級」や

「レベル認定」等の設定はしていない。この他の検定試験においては、初学者が数十時間の学習

（検定試験により学習時間は異なる）で受験できる「3 級」「初級」「スタンダード」「Entry」

「BASIC」「Specialist」から、高度な専門的知識や技能を必要とする「1 級」「上級」「エキスパー

ト」「Gold」まで、受験者の保有スキルに応じた「級」「レベル」を設定。 

 また、ホームページにおいて検定試験ごとに「級」「レベル」別の「認定基準」「出題範囲」を掲載

しており、併せて試験後に受験者が受け取る結果帳票においても上位級の「認定基準」を表示するこ

とで継続的に学習を続けられる試験制度となっている。 
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２ 学習参考書・教材 

 

 受験者の学習効果の向上に資するため、各検定試験に対応した問題集を発行。また、学習用の各種

教材をホームページに掲載（以下は一部抜粋）。その他、オンライン学習サービス（MANABI JOURNEY

マナビジャーニー）にて動画講座を配信。各種講座の申込方法は、ホームページに掲載。 

※マナビジャーニー URL：https://manabijourney.jp/ 

＜情報処理能力認定委員会＞ 

試験名 参考書・教材等 

情報処理技術者能力認定試験 

【問題集】 

「情報処理技術者能力認定試験 1 級問題集」 

「情報処理技術者能力認定試験 2 級問題集」 

「情報処理技術者能力認定試験 3 級問題集」 

発行：株式会社サーティファイ 

C 言語プログラミング能力 

認定試験 

【問題集】 

「C 言語プログラミング能力認定試験 1 級過去問題集」 

「C 言語プログラミング能力認定試験 2 級過去問題集」 

「C 言語プログラミング能力認定試験 3 級過去問題集」 

発行：株式会社サーティファイ 

【推薦書籍】 

「新訂 新 C 言語入門 シニア編」 

  発行：SB クリエイティブ株式会社 

「わかりやすい C 入門編」 

  発行：株式会社秀和システム 

「スッキリわかる C 言語入門」 

発行：株式会社インプレス 

Java™プログラミング能力 

認定試験 

【問題集】 

「Java™プログラミング能力認定試験 1 級過去問題集」 

「Java™プログラミング能力認定試験 2 級過去問題集」 

「Java™プログラミング能力認定試験 3 級過去問題集」 

発行：株式会社サーティファイ 

【推薦書籍】 

「やさしい Java」 

  発行：SB クリエイティブ株式会社 

「わかりやすい Java 入門編」 

「わかりやすい Java オブジェクト指向編」 

  発行：株式会社秀和システム 

「スッキリわかる Java 入門」 

  発行：株式会社インプレス 
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ジュニア・プログラミング検定 

【オンライン学習サービス対応教材】 

「プログラミングチャレンジ」 

制作：株式会社サーティファイ 

【対応書籍】 

「Scratch で楽しむレッツ!プログラミング ジュニア・プログラミ

ング検定公式テキスト」 

  発行：富士通エフ・オー・エム株式会社 

実践 JavaTM技術者試験 

【推薦書籍】 

「スッキリわかる Java 入門 実践編」 

  発行：株式会社インプレス 

「Java プログラマーなら習得しておきたい JavaSE8 実践 プログラ

ミング」 

  発行：株式会社インプレス 

「やさしい Java 活用編」 

  発行：SB クリエイティブ株式会社 

AI 検定® 

【オンライン学習サービス対応教材】 

「AI リテラシー講座」 

制作：株式会社サーティファイ 

【推薦書籍】 

「最新 図解で早わかり人工知能がまるごとわかる本」 

  発行：株式会社ソーテック社 

「坂本真樹先生が教える 人工知能がほぼほぼわかる本」 

  発行：株式会社オーム社 

「図解入門 最新 人工知能がよーくわかる本」 

  発行：株式会社秀和システム 

実践プログラミング技術者試験 対応書籍ならびに推薦書籍はございません。 

＜ソフトウェア活用能力認定委員会＞ 

試験名 参考書・教材等 

Excel®表計算処理技能認定試験 

【問題集】 

「Excel®表計算処理技能認定試験 1・2 級問題集（2021 対応）」 

「Excel®表計算処理技能認定試験 3 級問題集（2021 対応）」 

  発行：株式会社サーティファイ 

【対応書籍】 

「Excel®2021 クイックマスター (基本編)」 

※2022 年 12 月下旬 発売予定 

「Excel®2021 クイックマスター (応用編)」 

  ※2023 年 5～6 月 発売予定 

発行：株式会社ウイネット 

【オンライン学習サービス対応教材】 

「Excel®表計算処理技能認定試験 1・2 級講座（2019 対応）」 

「Excel®表計算処理技能認定試験 3 級講座（2019 対応）」 

制作：株式会社サーティファイ 
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Excel®ビジネススキル検定 

【問題集】 

「Excel®ビジネススキル検定課題集（スタンダード）」 

「Excel®ビジネススキル検定課題集（エキスパート）」 

  発行：株式会社サーティファイ 

Word 文書処理技能認定試験 

【問題集】 

「Word 表計算処理技能認定試験 1・2 級問題集（2021 対応）」 

「Word 表計算処理技能認定試験 3 級問題集（2021 対応）」 

  発行：株式会社サーティファイ 

【対応書籍】 

「Word2021 クイックマスター (基本編)」 

※2022 年 12 月下旬 発売予定 

「Word2021 クイックマスター (応用編)」 

  ※2023 年 5～6 月 発売予定 

発行：株式会社ウイネット 

【オンライン学習サービス対応教材】 

「Word 表計算処理技能認定試験 1・2 級講座（2019 対応）」 

「Word 表計算処理技能認定試験 3 級講座（2019 対応）」 

制作：株式会社サーティファイ 

 

Access®ビジネスデータベース 

技能認定試験 

【問題集】 

「Access®ビジネスデータベース技能認定試験問題集（2021 対応）」 

  発行：株式会社サーティファイ 

【対応書籍】 

「Access®2021 クイックマスター」(2019/2021/365 対応) 

※2023 年 3 月 発売予定 

  発行：株式会社ウイネット 

PowerPoint®プレゼンテーション 

技能認定試験 

【問題集】 

「PowerPoint®プレゼンテーション技能認定試験問題集（2021 対応）」 

  発行：株式会社サーティファイ 

【対応書籍】 

「PowerPoint®2021 クイックマスター」 

  ※2022 年 12 月下旬 発売予定 

  発行：株式会社ウイネット 

【オンライン学習サービス対応教材】 

「PowerPoint®プレゼンテーション技能認定試験 1･2 級講座（2019 

対応） 

「PowerPoint®プレゼンテーション技能認定試験 3 級講座（2019 

対応） 

制作：株式会社サーティファイ 
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Illustrator®クリエイター能力 

認定試験 

【問題集】 

「Illustrator®クリエイター能力認定試験問題集」 

  発行：株式会社サーティファイ 

【対応書籍】 

「Illustrator®クイックマスター」 

  発行：株式会社ウイネット 

Photoshop®クリエイター能力 

認定試験 

【問題集】 

「Photoshop®クリエイター能力認定試験問題集」 

  発行：株式会社サーティファイ 

【対応書籍】 

「Photoshop®クイックマスター」 

  発行：株式会社ウイネット 

 

＜Web 利用・技術認定委員会＞ 

試験名 参考書・教材等 

Web クリエイター能力認定試験 

【問題集】 

「Web クリエイター能力認定試験 エキスパート問題集」 

「Web クリエイター能力認定試験 スタンダード問題集」 

  発行：株式会社サーティファイ 

【対応書籍】 

「Web クリエイター能力認定試験 HTML5 対応 

エキスパート 公式テキスト」 

「Web クリエイター能力認定試験 HTML5 対応 

スタンダード 公式テキスト」 

  発行：富士通エフ・オー・エム株式会社 

ネットマーケティング検定 

【問題集】 

「ネットマーケティング検定 過去問題集」 

  発行：株式会社サーティファイ 

【オンライン学習サービス対応教材】 

「ネットマーケティング検定 第 20 回直近過去問題 WEB テスト」 

  制作：株式会社サーティファイ 

【対応書籍】 

「ネットマーケティング検定公式テキスト 

 インターネットマーケティング 基礎編」 

SNS マーケティング検定 

【問題集】 

「SNS マーケティング検定 問題集」 

  発行：株式会社サーティファイ 

【対応書籍】 

「SNS マーケティング検定公式テキスト 

 SNS マーケティングテキスト」 

発行：株式会社ウイネット 
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＜ホテル実務能力認定委員会＞ 

試験名 参考書・教材等 

ホテル実務技能認定試験 

【問題集】 

「ホテル実務技能認定試験初級問題集」 

「ホテル実務技能認定試験上級問題集」 

  発行：株式会社サーティファイ 

【対応書籍】 

「ホテルテキスト宿泊 I フロント・オフィス編」 

「ホテルテキスト宿泊Ⅱフロント・サービス編」 

「ホテルテキスト料飲Ⅰレストラン・宴会編」 

「ホテルテキスト料飲Ⅱバー・ラウンジ編」 

  発行：株式会社ウイネット 

 

＜コミュニケーション能力認定委員会＞ 

試験名 参考書・教材等 

コミュニケーション検定 

【対応書籍】 

「コミュニケーション検定 初級公式ガイドブック＆問題集」 

「コミュニケーション検定 上級公式ガイドブック＆問題集」 

  発行：株式会社サーティファイ 

【推薦書籍】 

「自分を大きく見せる話し方 コミュニケーション技法」 

「豊かな表現力を身につける プレゼンテーション技法」 

  発行：株式会社ウイネット 

ケア・コミュニケーション検定 

【問題集】 

「ケア・コミュニケーション問題集」 

  発行：株式会社サーティファイ 

【対応書籍】 

「ケア・コミュニケーション」 

「ケア・コミュニケーション テキスト活用ガイドブック」 

  発行：株式会社ウイネット 

営業力強化検定® 

【対応書籍】 

「図解 売れる営業の ABC」 

発行：ウイネット出版 

実践日本語コミュニケーション検定 

【対応書籍】 

「実践日本語コミュニケーション検定公式ガイドブック」 

発行：ウイネット出版 

実践日本語コミュニケーション検

定・ブリッジ 

【対応書籍】 

「実践日本語コミュニケーション検定ブリッジ 問題集」 

発行：ウイネット出版 
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外国人就労適性試験 

【対応書籍】 

「日本で働くためのやさしい教科書」 

対応言語：N３レベルのやさしい日本語版/英語版/ベトナム語版 

一般社団法人外国人雇用協議会 認定教材 

 

＜著作権検定委員会＞ 

試験名 参考書・教材等 

ビジネス著作権検定® 

【問題集】 

「ビジネス著作権検定® 初級問題集」 

「ビジネス著作権検定® 上級問題集」 

  発行：株式会社サーティファイ 

【オンライン学習サービス対応教材】 

「ビジネス著作権検定【初級】対策講座」 

「ビジネス著作権検定【上級】対策講座」 

  制作：株式会社サーティファイ 

【対応書籍】 

「ビジネス著作権検定 BASIC・初級公式テキスト」 

  発行：株式会社ウイネット 

「ビジネス著作権検定® 公式テキスト［初級・上級］」 

  発行：株式会社インプレス 

【推薦図書】 

「解いて覚える ビジネス著作権検定合格テキスト 初級・上級」 

  発行：税務経理協会 

「瞬解テキストシリーズ ビジネス著作権検定テキスト」 

  発行：青月社 

「はじめての著作権法」 

  発行：日本経済新聞出版社 

教育著作権検定 

【問題集】 

「ビジネス著作権検定® 初級問題集」 

「ビジネス著作権検定® 上級問題集」 

  発行：株式会社サーティファイ 

【対応書籍】 

「ビジネス著作権検定 BASIC・初級公式テキスト」 

  発行：株式会社ウイネット 

「ビジネス著作権検定® 公式テキスト［初級・上級］」 

  発行：株式会社インプレス 

【推薦図書】 

「解いて覚える ビジネス著作権検定合格テキスト 初級・上級」 

  発行：税務経理協会 

「瞬解テキストシリーズ ビジネス著作権検定テキスト」 

  発行：青月社 

 
 

  



Ⅴ．継続的な学習支援 108 
Copyright(C) 2022 Certify Inc. All Rights Reserved. 

＜コンプライアンス検定委員会＞ 

試験名 参考書・教材等 

ビジネスコンプライアンス®検定 

【問題集】 

「ビジネスコンプライアンス®検定 初級問題集」 

「ビジネスコンプライアンス®検定 上級問題集」 

  発行：株式会社サーティファイ 

【対応書籍】 

「初級 ビジネスコンプライアンス」 

「企業法とコンプライアンス」 

  発行：株式会社東洋経済新報社 

【参考図書】 

（上級） 

「リーガルベイシス民法入門」 

  発行：株式会社日本経済新聞出版社 

（BASIC） 

「「三択式 40 問」で考えるコンプライアンスの基本」 

  発行：株式会社日本経済新聞出版社 

 

＜ジュニア・チアダンス検定委員会＞ 

ジュニア・チアダンス検定 

【対応書籍】 

「はじめてのチアダンス」 

発行：ウイネット出版 
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３ 類似試験の有無、関係性 

 

(1)検定試験の類似試験及び関係性 

＜情報処理能力認定委員会＞ 

試験名 類似試験 関係性 

情報処理技術者能力認定試験 
独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 

「基本情報技術者試験」 

出題形式、傾向が近似して

おり、情報処理技術者能力

認定試験2級第1部の合格

者は IPA の定める基準（指

定講座の受講、修了試験の

合格等）を満たすことで基

本情報技術者試験の午前

試験が免除されます。 

C 言語プログラミング能力 

認定試験 
ありません。  

Java™プログラミング能力 

認定試験 

株式会社サーティファイ 

「実践 Java™技術者試験」 

Oracle 

「オラクル認定 Java」 

サーティファイ「実践

Java™技術者試験」の前段

として位置づけられる試

験です。 

「オラクル認定 Java」との

関係はありません。 

ジュニア・プログラミング検定 

日本商工会議所 

「日商プログラミング検定」 

プログラミング能力検定協会 

「プログラミング能力検定」 

両試験とも関係はありま

せん。 

実践 JavaTM技術者試験 

株式会社サーティファイ 

「Java™プログラミング能力認定試験」 

Oracle 

「オラクル認定 Java」 

サーティファイ「Java™プ

ログラミング能力認定試

験」の上位試験として位置

づけられる試験です。 

「オラクル認定 Java」との

関係はありません。 

AI 検定® 

一般財団法人日本ディープラーニング

協会 

「G 検定」 

関係はありません。 

実践プログラミング技術者試験 
Atcoder 株式会社 

「アルゴリズム実技検定」 
関係はありません。 
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＜ソフトウェア活用能力認定委員会＞ 

試験名 類似試験 関係性 

Excel®表計算処理技能認定試験 

株式会社オデッセイコミュニケーショ

ンズ 

「マイクロソフトオフィススペシャリ

スト Excel」 

日本情報処理検定協会 

「情報処理技能検定試験 表計算」 

両試験とも関係はありま

せん。 

Excel®ビジネススキル検定 

株式会社オデッセイコミュニケーショ

ンズ 

「マイクロソフトオフィススペシャリ

スト Excel」 

日本情報処理検定協会 

「情報処理技能検定試験 表計算」日本

商工会議所主催  

「日商 PC（データ活用）」 

全試験とも関係はありま

せん。 

Word 文書処理技能認定試験 

株式会社オデッセイコミュニケーショ

ンズ 

「マイクロソフトオフィススペシャリ

スト Word」 

日本情報処理検定協会 

「文書デザイン検定試験」 

両試験とも関係はありま

せん。 

Access®ビジネスデータベース 

技能認定試験 

株式会社オデッセイコミュニケーショ

ンズ 

「マイクロソフトオフィススペシャリ

スト Access」 

日本情報処理検定協会 

「情報処理技能検定試験 データベー

ス」 

両試験とも関係はありま

せん。 

PowerPoint®プレゼンテーション技

能認定試験 

株式会社オデッセイコミュニケーショ

ンズ 

「マイクロソフトオフィススペシャリ

スト PowerPoint」 

日本情報処理検定協会 

「プレゼンテーション作成検定試験」 

両試験とも関係はありま

せん。 

Illustrator®クリエイター能力 

認定試験 

株式会社サーティファイ 

「Photoshop®クリエイター能力 

認定試験」 

試験自体に直接の関係は

ないものの、Illustrator

とPhotoshopはグラフィッ

クデザインツールとして

併せて用いられることが

多いソフトです。 
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Photoshop®クリエイター能力 

認定試験 

株式会社サーティファイ 

「Illustrator®クリエイター能力 

認定試験」 

試験自体に直接の関係は

ないものの、Illustrator

とPhotoshopはグラフィッ

クデザインツールとして

併せて用いられることが

多いソフトです。 

 

＜Web 利用・技術認定委員会＞ 

試験名 類似試験 関係性 

Web クリエイター能力認定試験 

特定非営利活動法人インターネットス

キル認定普及協会 

「ウェブデザイン技能検定」 

特定非営利活動法人エルピーアイジャ

パン(LPI-Japan) 

「HTML5 プロフェッショナル認定試験」 

社団法人全日本能率連盟 

「Web 検定」 

「ウェブデザイン技能検

定」 

「HTML5 プロフェッショナ

ル認定試験」 

「Web 検定」 

とも関係はありません。 

ネットマーケティング検定 

株式会社サーティファイ 

「SNS マーケティング検定」 

国際実務マーケティング協会 

「マーケティング・ビジネス実務検定」 

「SNS マーケティング検

定」の前段階として、ネッ

トマーケティング全般の

幅広い知識について出題

している試験です。 

「マーケティング・ビジネ

ス実務検定」との関係はあ

りません。 

SNS マーケティング検定 
株式会社サーティファイ 

「ネットマーケティング検定」 

出題範囲の一部（SNS マー

ケティング分野）における

部分上位試験として位置

づけられる試験です。 

 

＜ホテル実務能力認定委員会＞ 

試験名 類似試験 関係性 

ホテル実務技能認定試験 

財団法人日本ホテル教育センター 

「ホテルビジネス実務検定試験」 

一般社団法人日本宿泊産業マネジメン

ト技能協会 

「ホテル・マネジメント技能検定」 

両試験とも関係はありま

せん。 
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＜コミュニケーション能力認定委員会＞ 

試験名 類似試験 関係性 

コミュニケーション検定 

株式会社サーティファイ 

「ケア・コミュニケーション検定」 

日本コミュニケーション能力認定協会

「コミュニケーション能力認定資格」 

サーティファイ「ケア・コ

ミュニケーション検定」は

医療、介護、福祉分野にお

けるコミュニケーション

に特化して出題していま

すが、「コミュニケーショ

ン検定」は一般的なビジネ

ス分野におけるコミュニ

ケーションを対象として

います。 

「コミュニケーション能

力認定資格」との関係はあ

りません。 

ケア・コミュニケーション検定 

株式会社サーティファイ 

「コミュニケーション検定」 

厚生労働省 

「介護技能評価試験」 

サーティファイ「コミュニ

ケーション検定」の内容を

医療、介護、福祉分野にお

けるコミュニケーション

に特化・発展させて出題し

ている試験です。 

2019 年 4 月より定められ

た介護分野における新た

な外国人材の受入(在留資

格「特定技能」)のための

「介護技能評価試験」とは

関係はありません。 

営業力強化検定® 

特定非営利活動法人セールスコーチン

グ協会 

「セールススキル検定」 

中央職業能力開発協会 

「ビジネス・キャリア検定 営業」 

両試験とも関係はありま

せん。 

実践日本語コミュニケーション検定 

株式会社サーティファイ 

「実践日本語コミュニケーション検定・

ブリッジ」 

国際交流基金 日本国際教育支援協会 

「日本語能力試験」 

公益財団法人日本漢字能力検定協会「ビ

ジネス日本語能力テスト BJT」 

サーティファイ「実践日本

語コミュニケーション検

定・ブリッジ」の上位試験

として位置づけられる試

験です。 

C-以上の認定を受けてい

ることで、法務省が定める

「日本語教育機関へ入学

するための日本語能力」の

指標として活用可能です。 
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実践日本語コミュニケーション検定 

・ブリッジ 

(前ページから続く) 

株式会社サーティファイ 

「実践日本語コミュニケーション検定」 

国際交流基金 日本国際教育支援協会 

「日本語能力試験」 

公益財団法人日本漢字能力検定協会「ビ

ジネス日本語能力テスト BJT」 

日本語検定協会・J.TEST 事務局「実用日

本語検定 J.TEST」 

専門教育出版「日本語 NAT-TEST」 

一般社団法人応用日本語教育協会「標準

ビジネス日本語テスト STBJ」 

TopJ 実用日本語運用能力試験実施委員

会「実用日本語運用能力試験 TopJ」 

公益財団法人国際人財開発機構「生活・

職能日本語検定 J-Cert」 

一般社団法人外国人日本語能力検定機

構「JLCT 外国人日本語能力検定」 

一般社団法人日本青少年育成協会「JPT

日本語能力試験」 

2019 年 4 月より定められ

た新たな在留資格「特定技

能 1 号」を得るための「国

際交流基金日本語基礎テ

スト」および「日本語能力

試験」「ビジネス日本語能

力テスト BJT」「実用日本

語検定 J.TEST」「日本語

NAT-TEST」「標準ビジネス

日本語テスト STBJ」「実用

日 本 語 運 用 能 力 試 験 

TopJ」「生活・職能日本語検

定 J-Cert」「JLCT 外国人日

本語能力検定」「JPT 日本語

能力試験」との関係はあり

ません。 

外国人就労適性試験 

一般社団法人グローバル人材キャリア

支援協会 

「グローバル人材ビジネス実務検定 

(G 検)」 

関係ありません。 

 

＜著作権検定委員会＞ 

試験名 類似試験 関係性 

ビジネス著作権検定® 
一般社団法人知的財産教育協会 

「知的財産管理技能検定」 

ビジネス著作権検定®上級

合格で、知的財産管理技能

検定 1 級学科試験、及び 2

級実技試験・知識試験の受

検資格となります。 

教育著作権検定 
株式会社サーティファイ 

「ビジネス著作権検定®」 

サーティファイ「ビジネス

著作権検定®」の内容を、教

育活動分野における著作

物に特化・発展させて出題

している試験です。 
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＜コンプライアンス検定委員会＞ 

試験名 類似試験 関係性 

ビジネスコンプライアンス®検定 

日本コンプライアンス・オフィサー協会 

「社会人コンプライアンス検定」 

東京商工会議所 

「ビジネス実務法務検定試験」 

両試験とも関係はありま

せん。 

 

＜ジュニア・チアダンス検定委員会＞ 

試験名 類似試験 関係性 

ジュニア・チアダンス検定 ありません。  
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４ 受験者の現状の技能レベル 

 

 受験者の知識・技能のレベルについては試験後の結果帳票に記載している。同帳票には受験時の知

識・技能の保有レベルを分野別に得点率（または、正答率）で明示しており（一部試験を除く）、不

合格者にとって再チャレンジに資する情報を提供。 

 なお、各検定試験の提供データは、以下のとおり 

＜情報処理能力認定委員会＞ 

情報処理技術者能力認定試験 各級 
出題テーマ別正答率、出題形式別正答率、 

分野別得点率 

C 言語プログラミング能力 

認定試験 

１級 実技得点率 

２級、３級 出題テーマ別正答率、得点率 

Java™プログラミング能力 

認定試験 

１級 実技得点率 

２級、３級 出題テーマ別正答率、得点率 

ジュニア・プログラミング検定 各級 出題テーマ別理解度、スコア 

実践 JavaTM技術者試験 各級 分野別得点率、総得点率 

AI 検定® － 分野別得点率、総得点率 

実践プログラミング技術者試験 － 

スコア、レベル、設問別正答率、出題形式別正答率、

難易度別正答率、正解までの解答時間、ソースコー

ド提出回数、ソースコード記述量、ソースコード検

証回数 

 

＜ソフトウェア活用能力認定委員会＞ 

Excel®表計算処理技能認定試験 各級 分野別得点率、総得点率 

Excel®ビジネススキル検定 各級 問題別得点（正確性、効率性、合計）、解答時間 

Word 文書処理技能認定試験 各級 分野別得点率、総得点率 

Access®ビジネスデータベース 

技能認定試験 
各級 分野別得点率、総得点率 

PowerPoint®プレゼンテーション 

技能認定試験 
各級 分野別得点率、総得点率 

Illustrator®クリエイター能力 

認定試験 
各級 分野別得点率 

Photoshop®クリエイター能力 

認定試験 
各級 分野別得点率 
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＜Web 利用・技術認定委員会＞ 

Web クリエイター能力認定試験 各級 分野別得点率、総得点率 

ネットマーケティング検定 － 設問別正答状況、分野別得点率、総得点率 

SNS マーケティング検定 － 設問別正答状況、分野別得点率、総得点率 

 

＜ホテル実務能力認定委員会＞ 

ホテル実務技能認定試験 各級 設問別正答状況、科目別得点率、総得点率 

 

＜コミュニケーション能力認定委員会＞ 

コミュニケーション検定 
上級 

筆記：科目別正答数 

面接：項目別評価 

初級 筆記：科目別正答数、総得点率 

ケア・コミュニケーション検定 － 分野別得点率、分野別コメント、総得点率 

営業力強化検定® － 設問別正答状況、分野別正答率、総得点率 

実践日本語コミュニケーション検定 － 分野別得点率、総得点率 

実践日本語コミュニケーション検定 

・ブリッジ 
－ 分野別得点率、総得点率 

外国人就労適性試験 － 分野別得点率、総得点率 

 

＜著作権検定委員会＞ 

ビジネス著作権検定® 各級 設問別正答状況、分野別正答率、総得点率 

教育著作権検定 － 設問別正答状況、分野別正答率、総得点率 

 

＜コンプライアンス検定委員会＞ 

ビジネスコンプライアンス®検定 各級 設問別正答状況、分野別得点率、総得点率 

ビジネスコンプライアンス®検定 

BASIC WEB テスト 
各級 設問別正答状況、得点率 

 

＜ジュニア・チアダンス検定委員会＞ 

ジュニア・チアダンス検定 各級 出題テーマ別達成度、スコア 
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５ 関連するセミナー等に関する情報 

 

当該分野の知識や技能修得の必要性を啓蒙するため、受験者ならびに教育機関や企業等の団体の指

導者を対象とした無料のセミナーを適時実施している。2022 年度のセミナーの実績は、以下のとおり。 

なお、当該セミナーの参加の有無によって、検定試験の合否に影響はなし。 

 

＜受験者向けのセミナー＞ 

開催日 セミナー名（テーマ、参加費用等） 開催地 

2022 年 7 月 29 日 

実践プログラミング技術者試験指導者向け Web セミナー 

テーマ：「試験結果からみえるプログラミング学習・スキル傾向とは」 

対 象：指導者（専門学校・大学・他） 

Web セミナー 

ZOOM 

2022 年 9 月 8 日 

AI 検定指導者向け Web セミナー 

テーマ：「”AI 技術”の今とこれから～AI 技術の基礎的な知識や 

最新動向×将来を見据えて今学ぶべきこととは～」 

 

Web セミナー 

ZOOM 

2022 年 11 月 11 日 

コミュニケーション指導者向け Web セミナー 

テーマ：「変化するコミュニケーション～専門学校教育でおさえるべき

ポイントとは！～」 

Web セミナー 

ZOOM 

2023 年 2 月 11 日 

コンプライアンスオープンセミナー 

テーマ：「組織に活力を与えるコンプライアンス」 

対 象：一般（受験者） 

費 用：無料 

東京 

ZOOM 

 


