
国際常識を備え、自分の意見を持って異文化の中で自在にコミュニケートできる人グローバルな思考と行動ができる人
経済や地球温暖化をはじめとして、加速するボーダレス化の中、国際社会で通用する人材がますます求められています。異なる宗教、民族が共存し、ビジネスや
交友でお互いに受け入れられる合意を生み出す。そのために交渉力・伝達力を持った多彩なグローバルプレイヤーが今必要な時代です。

ご注意：この受験ご案内は簡易なものです。詳細なパンフレットは事務局へご請求ください。
国連英検事務局　Tel. 03-6228-6831  Fax. 03-6228-6832  mail. info@kokureneiken.jp

グローバルプレイヤーの基準を示す「国連英検」
トータルな英語表現力と運用能力を目指し国連英検は試験を通じて、

国際的な常識・聴取力・把握力・整理力・運用力・伝達力・説得力・交渉力・論理思考・知識 等を審査しています。

ビジネスのキャリアアップや留学と、グローバルな活躍を目指す方から、
中学・高校・大学生をはじめミドル＆シニアの方まで目的に合わせた６レベル
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英語力はもちろんですが国際的に通用
する知識・情報なども要求される点に特
長があります。政治、経済、文化等、多く
の分野の問題を自由に討論する能力が
あることが要求されます。 ■国際会議等で意思を自由に

伝えることができる
■グローバルな話題に対応できる
■通訳なしで英語の契約交渉が
できる

※特A級合格者はJPO試験にて別途
加点が行われます。80問

80点
200～250語

20点

リスニング 作 文リーディング
1次試験【120分】

面接テスト
2次試験【15分】 特A級上位合格者には

　　　　　 が授与されます。外務大臣賞

A級上位合格者には
　　　　　　　 が授与されます。

ランク 目標とするコミュニケーション能力合格に要求される英語レベル 検定出題項目 指定テキスト範囲※

全　章

マークシート ライティング

英字新聞等の記事、小説や劇の一場面など
を短時間に理解する、あるテーマについて
論理的にまとめた内容を英文で表現する、
外国人と日常の身近の出来事、時事問題な
どに関して、討論する能力が要求されます。

80問
80点

150～200語
20点

リスニング 作 文リーディング
1次試験【120分】

面接テスト
2次試験【10分】

第1章～第5章

マークシート ライティング

英字新聞や雑誌の比較的やさしい記事、
日常生活で遭遇する場面を扱った会話
文、読みやすい随筆や短編小説などが
理解できる読解力が要求されます。

■電話の応対は支障なくできる
■日常生活で意思を自由に伝える
ことができる

■インターネットや雑誌の情報を
活用できる

40問
40点

80～100語
20点

40問
40点

リスニング 作 文リーディング
1次試験【120分】

面接テスト
2次試験

第1章～第3章

マークシート ライティング

高校終了程度の英語力が要求されます。
高校卒業程度認定試験（旧大検）におい
て、文部科学省はC級以上を英語資格
として認定しています。

■旅先での会話が楽しめる
■フランクな食事の場に参加して
会話を楽しめる

■簡単な電話の取次ぎができる
40問
40点

60問
60点

リスニング 作 文リーディング
1次試験【100分】

面接テスト
2次試験

指定なし

マークシート ライティング

40問
40点

60問
60点

リスニング 作 文リーディング
1次試験【100分】

面接テスト
2次試験

マークシート ライティング

30問
30点

50問
50点

リスニング 作 文リーディング
1次試験【80分】

面接テスト
2次試験

マークシート ライティング

高校1.2年程度の文法、文型に基づく英
語の理解力が要求されます。

■英語の音楽の歌詞を理解して、楽し
むことができる

■英語で買い物の簡単なリクエスト
ができる

■外国人に道をきかれて答えられる

指定なし

中学修了程度の文法・文型に基づく英
語の理解力が要求されます。

■簡単な趣味や自己紹介ができる

指定なし

※指定テキスト=わかりやすい国連の活動と世界

国連協会会長賞

★ほかにも中学生以下対象に実施中
国連英検ジュニアテスト
6コースのレベルでイラストを使っ
たリスニング中心のテスト。初学
者から中学２年程度までが対象。

世界を動かすグローバルプレイヤーへのパスポート！！
The United Nations Association's Test of English

国際連合公用語英語検定試験〈 2019 年度 第1回 〉外務省後援

国連英検

UN Photo by Amanda Voisard



編　著：	公益財団法人	日本国際連合協会
発行元：	三修社

国連英検 過去問題集 [2015/2016年実施]
◆ 特A級 2,500円	+税	 ◆ A級 2,400円	+税
◆ B級 2,300円	+税 ◆ C級 2,200円	+税
◆ D級・E級 2,600円	+税（オンデマンド版）

［三修社］TEL：03-3405-4511
  http://www.sanshusha.co.jp/D・E級のみ

オンデマンド版

※タイトル・価格は変更することがあります。発売
時期・価格等詳しくは書店にお問合せ下さい。

2,800円	+税◆ 国連英検 特A級・A級対策 [改訂版]

2,100円	+税◆ 国連英検 B級・C級対策（CD2枚付）[改訂版]

2,000円	+税◆ 国連英検 D級・E級対策（CD2枚付）

◆ 国連英検 B・C級 リスニング対策
 （CD2枚付）　2,200円	+税
◆ 国連英検 D・E級 リスニング対策 
 （CD2枚付）　2,200円	+税
［三修社］TEL：03-3405-4511　  
 http://www.sanshusha.co.jp/

● 併願受験と１次試験免除について
隣接する2つの級を同日に受験することができます。
必ず１枚（1回）の申込書で申し込んで下さい。

併願の場合

前回または前々回の第1次試験に合格し、第2次試験に不合格
または欠席した場合、申請により第1次試験が免除されて、第2
次試験から受験できます。申込書の所定欄にその旨を記入して
申し込んで下さい。検定料金は同じです。

第1次試験
免除

● 受験票

札幌・仙台・長野・さいたま・千葉・東京・立川・横浜・静岡・名古屋・
金沢・京都・大阪・神戸・岡山・広島・福岡・鹿児島・沖縄〈予定〉

第1次試験

● 試験地 ※受験会場名、所在地は受験票に明示されます。受験地の変更はできません。

※特A級・A級の併願者で特A級合格の方の第2次試験は東京または大阪になります。		
※第1次試験を特別会場で受験された方の第2次試験は最寄りの試験会場で受験していただきます。

※	１次試験免除を申請した場合でも1次試験受験が可能です。この場合１次試験の出欠や合否に係わ
らず2次試験を受験できます。

特A級	：	東京・大阪　
A級	：	札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡・鹿児島・沖縄〈予定〉

第2次試験

2019年度 国連英検実施要項

● 第1次試験の開始時間
A級  C級  E級   = 午前10時30分（集合時間午前10時）
特A級  B級  D級   = 午後2時（集合時間午後1時30分）
※併願希望の場合、午前・午後で隣接する2つの級を同日中に受験できます。
※試験当日公共交通機関の運行が混乱した場合、状況によって試験開始時間を調整す
ることがあります。

● 試験方法

級 試験方法 試験時間
特A・A 筆記試験のみ 120分
B 筆記試験	

リスニング	
テスト

120分
C・D 100分
E 		80分

■第1次試験 ■第2次試験

● 検定料（税込）

 特A級=10,500円 A級=8,400円 B級=6,300円
 C級=3,700円 D級=3,200円 E級=2,700円

※一度納入された検定料はお返ししません。お申込後の変更もできません。

受験申込み方法 ※お申込み・検定料のお支払いも、
   必ず受験者氏名でお願いします。

検定料のお支払い方法

テキストのご案内

国連英検指定テキスト

国連英検受験参考書

第1回試験日程

第2回試験日程

 特A級+Ａ級 =16,900円 Ａ級+Ｂ級 =12,700円 Ｂ級+Ｃ級 =9,000円
 Ｃ級+Ｄ級 =5,900円 Ｄ級+Ｅ級 =4,900円

併願受験検定料	※併願受験料に割引を適用します（同時申込に限ります）。

受付期間 3月1日 ●金 〜 5月7日  ●火 

◆ 第1次試験   5月 26日●日 ◆ 第2次試験   7月14日●日
※特A級･A級のみ

受付期間 8月1日 ●木 〜 9月30日  ●月 

◆ 第1次試験   10月 27日●日 ◆ 第2次試験   12月15日●日
※特A級･A級のみ

日本国際連合協会著	2,600円	+税

Today's	Guide	to	the	United	Nations

出題範囲：特A級＝全章を対象		A級＝第1章〜第5章		B級＝第1章〜第3章
特A級、A級、B級の受験者はあらかじめ受験指定テキストを必読のこと。

わかりやすい国連の活動と世界 [ 改訂版 ] 

［三修社］TEL：03-3405-4511　  http://www.sanshusha.co.jp/

国連英検のホームページからお申込みができます。下記アドレスにアクセ
スして下さい。検定料のお支払い方法は次ページの4種類から選べます。

http://www.kokureneiken.jp/apply/URL

■1  インターネット（ＰＣ・スマートフォン）でお申込み 編　著：公益財団法人	日本国際連合協会
発行元：図書出版	合同会社メディアイランド

国連英検 過去問題集 [2013/2014年実施]
◆ 特A級 ◆ A級 各2,200円	+税
◆ B級 ◆ C級 各2,100円	+税
◆ D級 ◆ E級 各2,000円	+税

［メディアイランド］TEL：06-6282-0620
  http://www.mediaisland.co.jp/

発行元：公益財団法人	日本国際連合協会
販売元：図書出版	合同会社メディアイランド　各1,886円	+税

2013年度版国連英検 過去問題集 [2012年実施]
◆ 特A・A級  ◆ B級・C級（リスニングCD付）　
◆ D級・E級（リスニングCD付）

 クレジットカード払い

三菱UFJ銀行 日本橋支店 ／口座番号：普通口座 0010400
口座名：（公財）日本国際連合協会 国連英検事務局

 銀行振込 	※振込み手数料はご負担下さい。

※インターネットでお申込みの方は、ご依頼人の前に「受付番号」（メールでお知らせします）
をご記入下さい。

支払方法選択画面にて「クレジットカード払い」を選択の上、カード番号・有効
期限等をご入力下さい。 

インターネットからお申込みの方は支払方法選択の画面にて「コンビニエンス
ストア払い」を選択して下さい。「コンビニ支払用紙」を郵送致します。 電話申
込・ＦＡＸ申込の方は申込受付後「コンビニ支払用紙」を郵送致します。

 コンビニエンスストア払い

※インターネット申込のみ

※1	コンビニ端末機（セブンイレブン・ローソン）でお申込みの方は	手続き後にコンビ
ニ端末機からプリントアウトされる払込票をレジにお持ち下さい。

※ご利用可能な
　クレジットカード

郵便局設置の払込取扱票（青票）にて以下の内容をご記入の上、お支払い下さい。 
加入者名：（公財）日本国際連合協会／口座番号：00130-7-24670

 郵便振替 ※振込み手数料はご負担下さい。

※インターネットでお申込みの方は、「受付番号」（メールでお知らせします）	
もご記入下さい。

2

4

1

3

○郵送申込 ○インターネット申込 × 電話申込 × FAX申込 × コンビニ端末申込

○郵送申込 ○インターネット申込 × 電話申込 × FAX申込 × コンビニ端末申込

× 郵送申込 ○インターネット申込 × 電話申込 × FAX申込 × コンビニ端末申込

× 郵送申込 ○インターネット申込 ○電話申込 ○FAX申込 ○コンビニ端末申込※1

記入済みの受験申込書を郵送またはFAXにてお送り下さい。郵送の場合は銀行振込また
は郵便振替でお支払下さい。FAXの場合、受付完了後コンビニ払込票を郵送致します。

■3  郵送・FAX でのお申込み 【FAX申込受付番号】03-6228-6832 

国連英検事務局までお電話下さい。電話口頭にて申込みを受付致します。
※受付完了後、コンビニ払込票を郵送致します。

■4  電話でのお申込み 【電話申込受付番号】03-6228-6831

■2  コンビニエンスストア設置の端末からのお申し込み

Loppi（ローソン）

セブンイレブン（マルチコピー機）、ローソン（Loppi）よりお申し込みがで
きます。端末機の国連英検申込画面より必要事項をご入力下さい。
申込操作完了後プリントされる「払込票」または「お客様控」を店頭レジ
にお持ちの上、検定料金をお支払い下さい。
※	コンビニでのお支払いは現金のみとなります。	

マルチコピー機
（セブンイレブン）

受験票は試験日の1週間前頃に郵送されます。試験日	3	日前になっても届かな
い場合は国連英検事務局までご連絡下さい。お手元に受験票が届いたら受験
者名表記や受験番号、試験会場、注意事項をご確認下さい。試験当日は受験
票に顔写真（4㎝×3㎝）を貼付の上、⾝分証をご持参下さい。	
※受験票に写真の貼付が無い場合、または⾝分証を持参されなかった場合、成績を参考記
録とし試験結果通知のみを行い、合格証明書の発行をお断りする場合がございます

●特A級・A級の第1次試験合格者及び第1次試験
免除者が対象。

●面接シートへ事前に所要事項を英語で書き込
み、外国人面接官等の質問事項に答えます。

●面接の内容は試験実施の品質向上と厳正さを担
保することを目的に録音されます。

郵送する支払い用紙にてお支払い可能な主なコンビニエンスストア
（申込手続きの出来るコンビニエンスストアとは異なりますのでご注意下さい）

※詳細は郵送される払込票
の裏面をご確認下さい。


