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全国手話検定試験
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申込
期間

7月10 日 ㈯ 〜 8月12日 ㈭
資料請求 6 月 7日 ㈪ 〜 7月 31日 ㈯

※複級受験が可能です！
！（ただし、準１級と１級はできません。）
試験レベル
試験実施日

５級

受験料

一般

（税込）小・中学生

３級

１０月９日㈯

試験内容
受験のめやす

４級

２級

準１級

１０月１０日㈰

１０月１６日㈯

実技試験のみ

実技

資料請求

インターネット 学習

Let's 手話！WEB学習
５級・４級

筆記試験

・主な３７５単語

・手話学習：
・手話学習：
２年半くらいの方 ３年くらいの方

・５０短文
・解説資料付き

3,850円

4,400円

4,950円

6,600円

7,700円

8,800円

・スマホでも学習できる

2,200円

2,750円

3,300円

5,500円

6,600円

7,700円

「Let's 手話！
WEB 学習」
で検索

※ 裏面（申込上の注意・詳細）を必ずお読みください。

【受験の手引き】

・

・手話学習：
・手話学習：
・手話学習：１年半くらいの方 ・手話学習：２年くらいの方
６ヵ月くらいの方 １年くらいの方

★インターネット上で受験できる全国手話検定試験も２０２２年２月に実施します。
会場試験に申し込まれた方は、申込会場が中止になった場合を除き、
申込後のインターネット試験への受験資格の振替は一切できません。
また、中止になった場合でも受験料の返金はできません。

申込み方法

１級

資料はＨＰにて
ご覧いただけます。

全国手話検定試験とは
◆個人申込み
①インターネット（Web サイト）からの申込み（裏面をご覧ください）
。
②コンビニエンス・ストアの端末機を利用しての申込み（裏面をご覧ください）。
③郵送での申込み（下記の資料請求をご覧ください）。
◆団体申込み・・・郵送での申込みのみとなります（下記の資料請求をご覧ください）。

「DVDで学ぶ手話の本」
シリーズ
5 級 〜 2 級（三訂版）
準 1 級・1 級（改訂版）

◆資料請求【６月７日～７月３１日】
内容（受験の手引き・個人申込書・払込取扱票）
申込書のみ必要な場合はコンビニ各社のネットワークプリントをご活用ください。
〈資料１部の場合〉
①返信用封筒【長形３号《横１２ｃｍ×縦２３．
５ｃｍ》】に住所と氏名を明記し、１４０円切手を貼付してください。
②送付用封筒の【表】に８４円切手を貼って、「資料請求１部」と明記して下記まで郵送してください。

社会福祉法人 全国手話研修センター 全国手話検定試験事務局
〒 616-8372 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺広道町３-４ TEL. 075-871-9741 FAX. 075-873-2647
＊全国手話研修センターＨＰ ＵＲＬ https://www.com-sagano.com/（画面上部「全国手話検定試験 試験事務局」ＨＰより）
＊全日本ろうあ連盟都道府県加盟団体、または全国手話通訳問題研究会にお問い合わせください。

「これで合格！ 2021
全国手話検定試験（DVD付き）
」
（2021年7月末発行予定）

私たちも 応援しています
「手話を学び、広がる世界」
ジャーナリスト

池上 彰 さん

自分がいつも使っている言葉以外の言語を学ぶ
と、自分の言葉についても理解が深まります。
私が英語を初めて学んだとき、英語だけでなく日
本語への理解も深まりました。それは手話も同じこ
と。
手話を学ぶと、ふだ
んの自分の言葉遣いを
見直し、「こう表現す
れば相手に伝わるの
だ」という自覚につな
がります。日本語ある
いは日本的表現を深く
知ることにもなります。
自分の世界が広がるの
です。

「手話言語の普及をめざして」
全国手話言語市区長会会長

「手話言語が世界を広げる」
全日本ろうあ連盟70周年記念映画『咲む』平子はるひ役

星野 光弘 さん

山中 蓮媛 さん

全国手話言語市区長会は、現在、600 を超える市区が
加盟しております。主な活動は、「手話言語法」制定に
向けた取組みや、手話に対する理解を広く普及すること
をめざしております。
「手話は言語である」こと
を広く周知することは、聴覚
障がい者の皆さまが、安心し
て日常生活を送ることができ
る環境を整備することにつな
がります。
ぜひ、全国手話検定試験に
チャレンジし、一緒に手話コ
ミュニケーションを広めてい
きましょう。

私は普段、はるひとは違い健聴の家族と暮らしています。小
学生の頃から、ろう者と触れ合う機会が数多くあり、身の周り
に手話があるのは当たり前でした。
しかし「咲む」の撮影を通じて、もう一度この環境を考え直
していくうちに、もし手話やろう者と
の関わりがなければ、今の私はいない
し、ここまで自分の意見を言えるよう
にはならなかったろうと思いました。
声だけで生活していたら、絶対に見え
てこないようなことがろう者と手話で
話していく中でたくさん見えてきて、
自分の世界が広がったのだと思います。
みなさんもろう者と関わって自分の
手話力、試してみませんか？

富士見市長

主催：社会福祉法人 全国手話研修センター
協賛：公益財団法人 一ツ橋綜合財団
後援：独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
協力：一般財団法人 全日本ろうあ連盟 一般社団法人 全国手話通訳問題研究会 一般社団法人 日本手話通訳士協会 手話を広める知事の会 全国手話言語市区長会
特定非営利活動法人 全国聴覚障害者情報提供施設協議会 認定ＮＰＯ法人 障害者放送通信機構 一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
全日本ろう学生懇談会

申込・受験上の注意事項

必ずご確認ください

（試験当日の注意）
・試験当日の朝、次のいずれかに該当する場合は来場をお控えください。
①37.5度以上の発熱がある
②のどの痛みや、強いだるさがある
③せきがある。息苦しさがある
④試験日までの過去２週間以内に海外への渡航歴がある。また、そのような方との濃厚接触がある
⑤試験日までの過去２週間以内に新型コロナウイルス感染症陽性と診断された方との濃厚接触がある
⑥同居している方が①～⑤のいずれかの項目に当てはまる
・試験当日に発症者が出た場合に備えるため、個人情報を必要に応じて保健所等の公的機関や試験会場に提供する場合があ
ります。
・会場受付で非接触体温計での検温、手指の消毒を行います。
・試験会場では常時マスクを着用してください。着用いただけない場合は受験をお断りする場合があります。
・面接試験時に使用するための透明マスクをお持ちください。
・試験会場ではロビーや休憩スペースなどで密集したり、大声で会話をしたりしないようにご協力をお願いします。

（申込上の注意）
・受験会場はできる限り在住県（会場）を選択してお申し込みください。

試験中止会場

釧路、青森、延岡、都城

３密を避けるため各試験会場は定員を設けています。
定員に達した会場は申込みを締め切ります。
申込状況を全国手話検定試験ＨＰ上に随時アップします。

・申込の名前は漢字で入力してください。住所はマンション名を省略せず、部屋番号を含め最後まで入力してください。
・障害をお持ちの方で、特別配慮（車椅子、難聴者用説明資料等）が必要な方は、申込締切日までに特別配慮の申請が必要
になります。
（試験当日の申し出による対応はできかねます）。
申請方法は①郵送申込みの場合は受験申込書に記入する、または②全国手話検定試験ホームページの「申込方法」より
「特別配慮申請用紙」に入力または記入し、メールまたはＦＡＸにて必ず試験申込期間中にご連絡ください。

会場試験の申込方法（郵送での申込みは表面ご参照の上、資料請求をしてください）
１．インターネットを利用しての申込み方法（個人）

２．コンビニを利用しての申込み方法（個人）

⑴ インターネットで入力

⑴ 下
 記のコンビニエンス・ストアで、受験の申込みとお支払
いが可能です。

キャリタス資格・検定

https://shikaku.career-tasu.jp/

⑵ コンビニエンス・ストアでお支払い
インターネットで申込みの際に選択いただいた、コンビニエ
ンス・ストアでお支払いください。
※受験料の他に別途手数料をご負担ください。
※インターネットを利用してお申し込みをされた方は、受験
申込書の送付は不要です。

⑵ 端末機からプリントアウトされた発券をお持ちになって、
30分以内にレジにてお支払いください。
※指定の期限までにお支払いがなかった場合は、申込みが自動
的にキャンセルとなりますのでご注意ください。
※受験料の他に別途手数料をご負担ください。
※コンビニを利用してお申込みをされた方は、受験申込書の送
付は不要です。
ローソン
ミニストップ

セブン‒イレブン
タッチパネルの項目選択

①「キャリタス資格・検定」にアクセスしてください。
②画面の「全国手話検定試験」マークの右下にある「申
込み」を選択し、画面の指示に従って必要事項を入力
してください。
③受験料のお支払いに利用するコンビニエンス・ストア
（セブン–イレブン・ローソン・ミニストップ・ファミ
リーマート・セイコーマート）を選択してください。
受験料のお支払い手順は、ご利用いただくコンビニエ
ンス・ストアによって異なりますので、申込み後に届
くメールで支払い方法をご確認ください。
※申込み番号、受付番号は控えてください。
※指定の期限までに、お支払いがなかった場合、申込
みが自動的にキャンセルになりますので、ご注意く
ださい。
（支払期限：申込み日＋３日以内）

学び・教育

ファミリーマート
申込・保険・請求・募金

学び・教育

資格・検定

資格・検定

全国手話検定試験
申込みの情報を入力
「払込依頼票」
発券

【インターネット＆コンビニ申込み・端末機の利用に関するお問い合わせ】

（株）
ディスコ

学び・教育

お問い合わせ先：キャリタス資格・検定サポートセンター

https://shikaku.career-tasu.jp/contact.htm Tel：０１２０−１８６０１１
受付時間 １０：００～１
７：００（土日祝も受付）
■受付時間後に届いたメールについては、翌営業日以降のご返信となりますので、ご了承ください。
※コンビニ店頭では、お答えできません。 ※内容は予告なく変更される場合がございます。

