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復習に時間をかけやすいスケジュールの中
テキストを読み返して実力アップ

　税関OBの方が大勢いらっしゃる安心感と、関連する

書籍やセミナーが充実している点から、その後の学習も

見据えて養成講座の受講を決めました。毎回の課題は

範囲を区切って送られてきますし、７月末の段階で早め

に終えるスケジュールのため復習に時間をかけることが

でき、直前期の点数アップにつながりました。特別答練

で配付されたレジュメは、受講者だけが手に入れられる、

まさに「秘伝の書」。私は試験当日の昼休みまでお世話

になりました。テキストも含めて最強の学習ツールが揃っ

ている講座だと実感しました。

2019年度
通関士養成通信教育講座 受講

佐藤 直さん
食品メーカー勤務

VOICE

先輩たち
の声

通関士試験概要

試　験　科　目 出　　題　　形　　式　・　配　　点 時　間

通関業法
選択式

語句選択式 5問（25点）
50分複数肢選択式 5問（10点）

択一式 10問（10点）
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び
外国為替及び外国貿易法
（同法第6章に係る部分に限る。）

選択式
語句選択式 5問（25点）

100分複数肢選択式 10問（20点）
択一式 15問（15点）

通関書類の作成要領その他通関手続の実務

輸出・輸入申告
輸出申告 1問 （ 5点）

100分
輸入申告 1問（15点）

計算式 5問（10点）
選択式 複数肢選択式 5問（10点）
択一式 5問 （ 5点）

通関士試験は年に１度の国家試験であり、2019年度の合格率13.7％の狭き門でした。

受 験 資 格   学歴、年齢、経歴、国籍等につ
いての制限はありません。

願 書 受 付    令和2年７月27日（月）～令和
２年８月11日（火）

実 施 日  令和2年10月４日（日）
実 施 地   北海道・新潟県・宮城県・東京

都・神奈川県・静岡県・愛知県・
大阪府・兵庫県・広島県・福岡
県・熊本県・沖縄県

合格発表日   令和２年11月27日（金）

※上記試験概要は、前回（第54回）の通関士試験の公示内容の一部です。2021年度の試験要項は、財務省税関のホームページでご確認ください。（2021年7月上旬頃公示予定）

●  知識のレベルに合わせたアドバイス体制

●  指導するのは試験に精通した頼れる講師陣

● ６カ月で合格を目指す充実のカリキュラム

●  一人一人の疑問に迅速回答する「質問フォーム」

●  初学者でも安心のわかりやすいテキスト

●  通関士養成指導歴50年以上の実績

講座の特長

学習のスケジュール

貿易実務のスペシャリストである通関士の資格取得のため、
日本関税協会が主催する養成講座が有効です。

4月1日
（木）

通関士養成講座
開講

7月14日
（水）

第６、７回課題
発送日

4月14日
（水）

第１回課題
発送日

7月26日
（月）

第６、７回課題
提出〆切

5月6日
（木）

第１回課題
提出〆切

8月22日
（日）

全国通関士
模試

5月12日
（水）

第２、３回課題
発送日

8月28日（土）
8月29日（日）

通関実務
特別答練

5月24日
（月）

第２、３回課題
提出〆切

10月上旬

第55回通関士
試験

6月16日
（水）

第４、５回課題
発送日

11月下旬～12月上旬

第55回通関士試験
合格発表

6月28日
（月）

第４、５回課題
提出〆切
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輸出入業務に欠かせない人材

「通関士」と聞いて、皆さんは彼らがどのような業務を担っている人たちなのかご存知でしょうか？

日本の企業が外国の企業と貿易取引をして商品を輸出入する際、税関に申告をして許可を得る必要があります。

この手続きを行うには高度な知識を要するため、通常輸出入を行う企業は、専門の企業に代理・代行を依頼します。

その代理・代行を行う企業が通関業者であり、書類の審査などを行うのが「通関士」です。

通関業者には、通関業法の規定により「営業所ごとに通関士を置かなくてはならない」と義務付けられています。

日本が外国と貿易を行う上で不可欠な通関業務のエキスパート、それが「通関士」です。

2019年の日本の貿易総額は約156兆円。2008年

には、世界的な経済不況により一時的な貿易額の低

迷がありましたが、その後はグラフの通りです。そ

のため、今後も通関手続のプロフェッショナルであ

る通関士のニーズは増すものと思われますが、通関

業者には、必要な人材確保が十分でないという現状

があります。貿易業界で唯一の国家試験ですから、

これから就職や転職をする方にとっても資格取得

は有利に働くでしょう。将来自分がどんな仕事をし

たいかを見据えて、資格取得に臨んでみませんか？

【参考：輸出入総額の推移】

財務省貿易統計ホームページ、年別輸出入総額（確定値）より

0

20

40

60

80
（兆円）

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

輸出
輸入

通関士は今後も必要とされる資格ですか？Q

通関士が活躍できる現場は多岐にわたります。通関業者はもちろん、通関士資格取得者を優遇する企業や団体は数多くあり、 国際化の進展とともに

活躍の場は一層広がっています。

海外企業との商品取引を行う
商社では、通関の仕組みに詳
しい人材が求められています。
そのため社員にも通関士資格
の取得を推奨している企業が
数多くあります。

商社

国際貨物を扱う航空会社や船
舶会社でも、通関業務を行っ
ています。通関士の資格を取
得することで、それらの企業
への就職・転職のチャンスが
広がります。

航空会社・船舶会社

運輸会社や倉庫などの物流関
連企業では、通関業務を兼業
している企業が数多くありま
す。社員が通関士の資格を取
得すると、手当を支給する企
業が多いようです。

物流関連企業

海外企業との商取引が増加す
る企業が増えるとともに、生
産拠点を海外に移すメーカー
も増えており、通関業務や関
税率に詳しい通関士への人材
ニーズが高まっています。

メーカー

そのほかにも、旅行業界や小
売・流通業、貿易・物流業務に
関わるコンサルティング会社
など、幅広い業種で通関士に
対する人材のニーズが見込ま
れます。

その他

通関士になったら、どんな活躍の場がありますか？Q

「通関業務のエキスパート」
として活躍を！
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「関税法等のプロフェッショナル」であり、「通関士試験のプロフェッショナル」である日本関税協会の講師たちは、

受講生の皆さんを合格に導くとともに、日本の貿易産業を支える優秀な通関士として活躍できるよう、さまざま

な工夫を凝らしています。そのこだわりの講座やテキスト、カリキュラムには、毎年大変好評をいただいています。

税関勤務40年超
関税法の全てを熟知する

基本の条文は、
背景まで理解した上で暗記を
関税法の基礎を学ぶにあたって欠かせないのは、重要な条文を覚え

ることです。基本となるものはとにかく頭に入れておく。それによって、

応用問題も解けるようになります。条文の数は膨大ですが、テキスト

に重要な部分がまとまっていますので、ぜひ活用してください。講習

では、条文の背景を解説します。制定に至った背景まできちんと理

解することで、知識が定着するのです。また問題を解くだけでなく、定

期的にテキストを読み込むことを習慣にしましょう。全てのベースとな

るのは条文です。まずは基礎を固めることを心掛けてください。

2014年から本協会の講習を担当しています。一人一人に寄り添う

ような講習にしたいと思っています。一度つまずくと、以降ずっと疑

問が残ってしまいますから、わからない部分は遠慮せず相談してほし

い。力を合わせ、共に合格を目指しましょう。

一人一人を見つめる講習と
講習外での綿密なフォロー

須
す

藤
どう

 晴
はる

夫
お

氏

東京税関にて、40年以上にわたり輸出
入業務を広く手がける。担当は輸出入通
関制度であり、テキストの執筆やWeb講
義での講義などを行う。目指すのは、一
人一人に寄り添う講習。

P R O F I L E

質の高い教材を利用して
練習問題に何度もチャレンジ
　仕事上、関税協会発行の書籍をよく利用していたこともあり、日本

の関税政策や関税制度確立の中心となる信頼できる機関だと思い

通信講座の受講を決めました。教材がとても良い印象で、テキストは

もちろん「通関士試験 問題・解説集」「関税評価ドリル」など、練習

問題を繰り返し取り組める教材が揃っており、自分に役立ったと実感

しています。また、※スクーリングでは合格者の体験談を聞くことでモチ

ベーションが高まりました。さらに、勉強を進めるコツやポイントを教えて

いただけたことも合格につながったと思っています。
［2019年度合格：石丸 美枝さん　株式会社近鉄トレーディングサービス勤務］

※2021年度通関士養成講座ではスクーリングは実施しません。

質問には丁寧な回答をいただけて
学習がはかどりました
　関税協会のカリキュラム通りに勉強を進めて合格したという体験談

を会社の先輩から聞き、教材や講師などのあらゆる面において強い

信頼感を抱き受講を決めました。10月の試験本番に向けての精巧な

スケジュールが組まれており、6ヶ月間で合格を目指すカリキュラムが

自分には合っていたと思います。計7回の課題提出があり、定期的に

フィードバックをもらえるのは安心材料でした。また、分からない部分な

どはホームページから質問できて、毎回丁寧な回答が返ってくるため

学習しやすかったです。
［2019年度合格：I・Rさん］

前席に座るために朝一番に会場入りし
特別答練を徹底的に活用しました

　最初にテキストを見たときは「薄いのでは？」と思いましたが、試験

に重要なポイントが絞られていて、無駄がない内容だと気付かされまし

た。通信講座のオプションの特別答練では、前席に陣取るため早く

会場に入るよう努めました。前席は板書が見やすいだけではなく、先

生への質問もしやすく、効率良く理解を深めることができて良かったで

す。また同じ受験生と学習の悩みなどを共有し、具体的な問題解決が

できました。現在の貿易事務の業務では、税関からの問い合わせにも

的確に対応するなど、学んだ知識が生かされています。
［2019年度合格：Y・Jさん］

講
師
陣
の
ご
紹
介

全ての基礎となる条文を

頭に入れること。基礎を固めてから、

応用問題に挑戦しよう。

長丁場となる試験勉強期間に、

根気は欠かせない。悩んだ時は

遠慮せず講師に相談を。

ADVICE

1
ADVICE

2

VOICE

先輩たち
の声

4

室
むろ

井
い

 友
と も

幸
ゆ き

氏

東京税関にて40年間、輸入通関や総務
管理業務など幅広い業務に携わる。講習
では、通関業法の講義を行うほか、特別
答練、入門講座なども担当しており、難解
な内容をわかりやすく伝えることに高い
評価を得ている。

P R O F I L E

齊
さい

藤
とう

 誠
まこと

氏

旧大蔵省関税局で、法律や政令の企画
立案・改正に深く携わり、立法主旨、改
正経緯を踏まえた講義には高い評価を
得ている。試験問題の傾向分析などに
も精通している。関税法や特恵関税制
度などを担当。

P R O F I L E

長年の税関勤務経験を
活かして現場で
通用する通関士を育成

立法主旨、改正経緯を
踏まえた講義で
合格への最短ルートを伝授

原理原則を知れば恐くない
講師がわかりやすく説明します
通関士試験は覚えることが非常に多く、全てを暗記しようとするの

は難しいです。さらに、時代が変われば法令や規定も変わりますの

で、覚えたことが通用しない場合もあります。ですが、なぜこの法令

があるのか、といった原理原則を理解することで、初めて見る問題

にも対応することができます。講義では、法令の立案に携わった人、

長年現場で実務を行っていた人など、経験豊富な講師陣が初学者

の人にもわかりやすくお伝えしていますので、まずは原理原則を理解

することを意識してください。

合格する人の傾向として、よく質問をする人が挙げられます。私は入

門講座で、「恥ずかしいといった感覚は捨ててください」と言っています。

大勢の中で手を挙げて質問することを恥ずかしく感じるかもしれません

が、記憶には必ず残りますし、それで合格できれば一時の恥でしかあり

ません。皆さんは合格するためにお金と時間を投資していると思いま

すので、わからないことは恥を恐れず積極的に質問しましょう。

合格するのはよく質問をする人
恥を恐れず積極的に質問しよう

テキストの中に答えがある
まず基礎知識をしっかり身に付けよう！
通関士試験の合格基準は約6割です。基礎をしっかり抑えていれ

ば、合格基準に届きます。まずはテキストにしっかり取り組み、理解

することから始めましょう。よく試験で聞かれることは、一口メモや

ワンポイントアドバイスとして掲載されています。何度も精読し、知

識基盤を作ることが重要です。自力でわからないところは、オンラ 

インの質問フォームを積極的に活用し、解ける問題を増やしていく。

１点1点を積み重ねていく意識を持ちましょう。

勉強は得てして孤独になりやすく、一人では自分の進捗状況がわかり

づらいことが多いと思います。しかし、周りを見渡せば同じ境遇の仲間

がいます。ぜひ積極的に関わりを持ちましょう。お互いの学習状況を

確認することで、モチベーションを高め合ってください。受験経験があ

る人の話を聞いて刺激を受けることもできると思います。通関士試験

は大学入試とは異なり、合格基準を超えれば全員合格できます。講

師や仲間と共に頑張りましょう。

仲間と情報を交換できることも
学び以外にもある講習の魅力

合格の鍵は原理原則を理解すること。

そのために、講義やテキストを

しっかりと理解しよう。

聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。

わからないことは積極的に質問し、

最短で合格を掴みとろう。

ADVICE

1
ADVICE

2

講
師
陣
の
ご
紹
介

試験に精通した名物講師陣

まずはテキストに徹底して取り組むこと。

解ける問題を１つずつ増やし、

１点を積み重ねていく意識を心掛けよう。

試験本番まで高いモチベーションを維持

するために、積極的に周りと関わりを

持ち、仲間と共に切磋琢磨しよう。

ADVICE

1
ADVICE

2



7

質問受付
●「質問専用フォーム」から受講期間中に20回までの質問が可能

その他
●受講生専用ウェブサイトを利用できます。

受講料

お得な早割料金をご利用ください
2021年2月15日（月）12:00までにお申し込みいただきますと、
早割料金で受講することができます。

講座内容（課題：合計7回）

オリジナルテキスト（4冊）＋参考資料
●関税法・関税関係特例法
●関税定率法・関税暫定措置法・外国為替及び外国貿易法
●通関実務（輸出入申告・計算問題・品目分類・経済連携協定）
●通関業法
●関税関係法令集
●通関士養成講座ガイドブック

配付図書 充実の副教材！
●通関士試験問題・解説集（2021年度版）※4月配付予定
●ゼロからの申告書（2021年度版）※5月配付予定 
●まるわかりノート（2021年度版）※5月配付予定 
●補習シリーズドリル／関税評価（2021年度版）※5月配付予定 
●補習シリーズドリル／計算問題（2021年度版）※5月配付予定 
※配付図書は、発行され次第順次発送いたします。

Web講義
● 各学習項目の要点を絞り収録された講義動画を何度でも視聴
することができます。※詳細は、ホームページをご確認ください。

回 講座内容 課題発送日 課題提出締切日
1 関税法等 4月14日（水） 5月  6日（木）

2 関税法等 5月12日（水） 5月24日（月）

3 関税法等 5月12日（水） 5月24日（月）

4 関税定率法等 6月16日（水） 6月28日（月）

5 通関実務 6月16日（水） 6月28日（月）

6 通関実務 7月14日（水） 7月26日（月）

7 通関業法 7月14日（水） 7月26日（月）

講
座
紹
介
1

税込み

講座対象科目 通常（一般）価格 早割
（2021/2/15までのお申込）

全科目 通関業法／関税法等／通関実務 77,880円 58,410円

全科目＋特別答練 92,400円 72,930円

受講期間：2021年4～9月 申込締切：2021年 4月5日 月 12:00講 座 内 容

※オプション講座のみの申し込みはできませんので、必ず「通信教育講座」の申込時に併せてお申し込みください。オプション講座の後日の追加申し込みは受け付けていませんのでご了承ください。
※オプション講座は、教育訓練給付制度の指定対象外です。

定　　員  90名（先着順）

開 催 日    8月28日（土）～8月29日（日）／2日間

開催場所  オンライン（Zoomウェビナー）

日付 講座内容
8月28日（土）
12：00～16：30 解説講義　通関実務、必須知識と留意事項、終盤の学習対策

※演習問題（通関実務）は事前に配付します。8月29日（日）
12：00～16：30

特別答練（通関実務） 申込締切：2021年 4月5日 月 12:00 通関実務
対策

2日間の
集中講座オプション講座

❶  本試験を想定した実務問題にトライして、本番同様の経験をすること。

❷  通関実務の重要な知識について、講義を受け、理解を深めること。
目  的

勉強していると「なぜこの解答になるのだろう？」という疑問が必ず出てきます。受講生専用サイトの質問データベースを活用してみ

てください。投稿した質問に対して速く、わかりやすい説明がありましたので、役に立ちました。 ［2019年度合格：T・Fさん］

通信講座のテキストや副教材は分かりやすいものが多かったため、勉強がしやすかったです。また、質問データベースの他の受講

生の質問等も読みながら知識を深めることができました。 ［2019年度合格：H・Yさん］

VOICE

先輩たち
の声

お申込方法
ホームページからお申し込みください。

https://www.kanzei.or.jp/
※申し込み後のキャンセルは原則として承っておりません。

テキストと配付教材
（2020年度版）

6

Web講義は、各学習項目の要点を絞り収録された講義動画を好きな時間

に何度でも視聴することができます。また、パソコンだけでなくスマートフォンや

タブレットでも視聴することができますので、通勤時間中や外出先の利用も

可能です。1本当たりの動画時間は30分程度、総講義時間約20時間を予

定しています。スキマ時間を有効活用し学習に取り組みましょう。（2021年

度より新設）

※動画を視聴する際の推奨環境についてはホームページをご覧ください。

スキマ時間を
有効に活用できるWeb講義

POINT

6

日本関税協会のノウハウが凝縮された、信頼と伝統の講座です。工夫を凝
らしたオリジナルのテキストと、ベテラン講師陣による丁寧なフォロー体制が
ポイント。学校に通う時間がないという方でも、しっかりとサポートします。

※メール、FAX、電話での質問はできませんのでご注意ください。
　「質問専用フォーム」のご利用にあたってはインターネット環境が必要です。講師への質問は「質問専用フォーム」から！

独学で勉強を続けていく自信がない。1

マイペースで勉強を進めたい。2

学校に通う時間がない。3

こんな人にオススメ！
2021年度

通関士養成

（教育訓練給付制度対象講座）
※詳しくはp8をご参照ください。

通信教育
講座

講
座
紹
介
1

本講座のテキストや問題集を監修してい

るのは、主に税関研修所の元教官。試験

対策の指導実績が豊富で、通関実務に

も詳しいベテランぞろいです。スクールに

よっては、通関士試験の合格者が講師を

務める場合もありますが、本協会の講師陣

はいわば「先生の先生」。指導力には確た

る自信を持っています。

試験と実務に精通した
「先生の先生」が指導

POINT

1
テキストを編集するにあたって私たちが掲げた

テーマは、「初学者でもスムーズに理解できる」と

いうこと。フローチャートなどを多用し、難解な内容

もかみくだいて繰り返し説明しているのもそのた

めです。また、テキストには学習到達目標を設定し、

自分の進捗度を意識しながら学習を進められるよ

うになっています。

初学者にも
わかりやすいテキスト

POINT

2

本講座では、6カ月の期間中に計7回の課題に

取り組みます。その課題とは、通関士試験を熟知

した講師陣が試験官の視点に立って、前年の試

験直後から作成しているものです。毎回各自に成

績表とアドバイスが送付されますので、自分の実

力を把握しながら学習に取り組むことができます。

7回の課題で実力を
把握しながら学習

POINT

3
学習に関する疑問・質問のある時は、受講生専用ウェブサイトから「質問専

用フォーム」に質問を入力して送信します。担当講師が直接回答を返します

ので、レスポンスが早く丁寧な解説が自慢です。受講生からの質問はデータ

ベース化され、全員の共有財産となります。他の受講生の質問を閲覧する

ことで、より一層理解が深まります。「質問専用フォーム」による質問回数は、

受講期間中20回までです。

一人一人の質問が
全員の共有財産に

POINT

4

「特別答練（通関実務）」は、2科

目までは合格レベルの自信がある

が、第３科目の突破にはまだ及ば

ないという受講生にお勧め。これ

までの知識を整理し、弱点を補強

する2日間の集中講座。講師の

指導により理解を深め、合格を目

指します。

オプション講座
特別答練

POINT

5

課題ごとに返送される成績表
で、自分の実力を把握し、学習
スタイルを見直しましょう。

指導経験豊かなベテラン講師が多数在
籍しています。（次年度講座検討会）

難解な法令をわかりやすく解
説したテキストです。



「教育訓練修了証明書」の発行条件は以下の通りです。

通信教育講座において、期間中の７回の課題を全て各期日までに提出し、かつ各回とも6割以上を得点すること。

教育訓練給付制度を活用しましょう！

申込みから給付までの流れ

 ホームページの講座案内から
「JTAS Store」にアクセス
し、講座申込入力画面右側の
「教育訓練給付制度」の項
目から「利用有」を選択します。

1
当協会に証明書類（運転免
許証、保険証、住民票のコ
ピーなど）を提出してください。
手順は下記の通りです。

■ 通信教育講座／第1回課題提
出時（締切：5月6日の当日消印分ま
で）に証明書類を同封してください。

2
修了認定基準を満たして講座
を修了した方へ、給付申請に
必要な書類一式を郵送します
（2021年10月初旬）。

3
ご住所を管轄するハローワー
クで、講座修了日の翌日から
一カ月以内に申請手続きを
行ってください。
詳細については、直接ハロー
ワークにお問い合わせください。

4

教育訓練給付制度とは、労働者や離職者が自ら費用を負担

して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了

した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部

を支給する雇用保険の給付制度です。（厚生労働省ホームページ

より）　「通信教育講座」は教育訓練給付制度の対象講座で

すので、当協会の修了認定基準を満たして講座を修了した

人には、受講者本人が支払った受講費用の20%に相当す

る額がハローワークから支給されます。申請手続きは、講座

修了後にご本人が行います。

早割で申し込まれた方も、給付制度をご利用いただけます。

通関士養成講座オンラインガイダンス オンライン上で講座のガイダンスを実施予定です。
詳細はホームページにてご案内いたします。

公益財団法人 日本関税協会 教育・セミナーグループ https://www.kanzei.or.jp/
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4-2 日専連朝日生命ビル6階

全国通関士模試2021年度

第22回 6,600円（税込）
2021年

8月22日日
今まで勉強してきた内容でモレはないか、時間内に問題が

解けるかどうかなど、この模試でしっかり確認しておきましょう。
2021年4月中旬予定申込受付開始
（詳細が決まり次第、ホームページでご案内いたします。）

試験科目及び試験時間（予定）

試験科目 時間

1 通関業法（50分）
10：00

～

10：50

2
関税法、関税定率法その他関税に関する
法律及び外国為替及び外国貿易法（第
６章に係る部分に限る。）（100分）

11：20

～

13：00

3 通関書類の作成要領その他の通関手続
の実務（100分）

14：00

～

15：40

「全国通関士模試」は毎年8月に行われます。会場で、

本番さながらの緊張感ある雰囲気を体験しておきましょう。

対象外です


