
2 0 2 1 年 度 団 体 受 検 の ご 案 内

2021年 2022年

第44回検定 第45回検定 第46回検定 第47回検定

公開会場 7月4日（日） ※注 12月12日（日） 3月13日（日）

準会場 6月25日（金）、7月1日（木）～
4日（日）の5日間のうち1日

9月3日（金）、9月9日（木）～
12日（日）の5日間のうち1日

12月3日（金）、12月9日（木）～
12日（日）の5日間のうち1日

3月4日（金）、3月10日（木）～
13日（日）の5日間のうち1日

申込期間

3月11日（木）～
・紙、EXCEL願書 5月10日（月）
・インターネット
　5月21日（金）17:00

6月21日（月）～
・紙、EXCEL願書 7月15日（木）
・インターネット
　7月30日（金）17:00

8月23日（月）～
・紙、EXCEL願書 10月14日（木）
・インターネット
　10月26日（火）17:00

12月8日（水）～
・紙、EXCEL願書 1月14日（金）
・インターネット
　1月27日（木）17:00

結果通知
（予定）

・速報  7月30日（金）
・通知  8月20日（金）頃

・速報  10月13日（水）
・通知  10月27日（水） 頃

・速報  2022年1月24日（月）
・通知  2月4日（金） 頃

・速報  4月12日（火）
・通知  4月25日（月） 頃

主催:NPO法人 世界遺産アカデミー  共催:株式会社マイナビ、株式会社マイナビ文化事業社   後援 :文部科学省、（社）日本旅行業協会、（社）全国旅行業協会、日本観光学会、日本国際観光学会、ANTOR-Japan（駐日外国政府観光局協議会）
写真:マチュ・ピチュ（ペルー共和国／1983年登録／複合遺産）

※注 第45回検定の公開会場はCBT試験のみとなります。＊結果通知の「速報」は、団体担当者が「団体担当者ページ」より合否結果をダウンロードできるようになる日にちです。この日より検定の取得を履歴書に記入いただくことがで
きます。＊「申込期間」の「紙願書」は団体受検の場合です。（団体の専用願書を使用）＊「申込期間」の「インターネット」は個人による申込です。＊「結果通知」の日にちは前後する場合があります。

T E S T  o f  W O R L D  H E R I T A G E  S T U D Y



GROUP APPLICATION
団体受検について

世界遺産検定ポリシー

マイスターから4級までのカリキュラム編成

日本の
世界遺産
日本と

世界の比較

世界の
世界遺産
世界の
多様性

英語で
世界遺産

世界遺産の
基礎知識

日本の全遺産と、特徴的な世界の遺産300
件を学ぶ
特徴的なテーマから世界の文化や自然環
境、生態系のつながりを学ぶ
テーマを通して世界の多様性を学ぶ　
世界遺産条約の基本的な概念を学ぶ

2級

4級

マイスター

1級

2級

3級

3級 4級

日本の全遺産と、高校の世界史・地理など
で扱われる世界の遺産100件を学ぶ
日本の世界遺産と世界の世界遺産を比較
してつながりを学ぶ
世界遺産の誕生の背景やユネスコの平和
理念を学ぶ
世界遺産を通して世界史の流れと地理の
広がりを学ぶ

日本の全遺産を中心に世界の遺産を含め
た50件を学ぶ
世界遺産の見方を知り、世界の広さを学ぶ
日本の遺産と似ている世界の遺産を通じて
多文化交流のコミュケーション手段を学ぶ

各級の学びについて

世界の多様性を理解できる Global

世界中の地域社会や自然環
境へ関心を向け尊重できる

Community
自ら課題を発見し、社会の役
に立つための行動ができる

Capacity-building
様々な文化に属する人と関
心や課題を共有できる

Communication

国際的な教養を身に着け
持続可能な社会の発展に寄与する人材の育成を目指す

こうしたグローバル人材を育成し
世界遺産の保護・保全活動の輪がより大きくなるよう手助けすることが
私たちの使命です

個別の文化や地域に属する一方で、全世界の人々に共通の財産でもある世界遺産
ユネスコの平和理念に基づく世界遺産の啓発活動を通してその価値を学ぶことは
人類すべてに通底する価値の発見につながります



受検者数は
順調に増加
世界遺産検定は2006年に始まって
以来、年齢、性別問わず多くの方が
受検されました。これまでのべ25万
人超が受検し12万人以上が認定さ
れています。また2014年からは文
部科学省の後援を受けています。

世界遺産検定の受検者

TEST of WORLD HERITAGE STUDY

大学・短大
専門学校生

37%

高校生
17%

中学生 4%
50代 5% 小学生 1%

60代～ 3%

●年代別比率 ●学生の比率

※2019年12月～2020年7月までの検定4回の合計値

20代
38%

～10代
37%

30代
9%

その他
41%

40代
8%

●  受検の理由

0 400200 600 800

面白そうだから

学校の先生から勧められて

知識・教養を身に付けたいから

世界遺産が好きだから
旅行が好きだから

仕事に役立つから
人に自慢できそうだから
就職に役立つから

友人・知人から勧められて

その他
学校の成績で評価されるから
会社で評価されるから
進学に有利だから
上司や仕事仲間に勧められて

家族から勧められて

※2020年7月検定の受検者アンケートより

（人）

20162014 2015 2017 2018

98,392名

126,210名

154,973名

187,668名

221,213名

2019
（年度）

252,435名
2019年度までの
累計受検申込者数

訪れる地域の特性や文化を知った上で現地体験をすると、語学の習
得や楽しむことだけでなく、さまざまな学びを充実させることができ
ます。

留学生活や海外旅行での吸収力を高める3

あらゆるテーマにまたがる世界遺産を学習することで、自分が興味
や関心のある対象は何なのかを知り、未来に発展させたい学びの
テーマを発見することができます。

進路選択の可能性が広がる3

社会のグローバル化が加速する一方で、中学や高校で世界史や地
理をしっかり学んでこなかった人も多いはず。世界遺産を通して幅
広い国際知識を身に付けることができます。

グローバル人材を目指す2

世界中に存在している世界遺産に「行ってみたい」という気持ちが
芽生えることで、各国の地理、歴史、文化を主体的に学ぶ姿勢が身
に付きます。

地歴の理解がより深まる2

大手旅行会社をはじめ多くの企業が取り組む資格試験。取得資格
のひとつとして3級から履歴書に記入することができるため、自己
PRや面接でのアピール材料にできます。

就活で活かせる1

全国約200の大学・短大で入試優遇措置を受けることができます。
また近年では入試問題でも世界遺産に関する出題が増えており、入
試での得点力アップにもつながります。

大学入試で活用できる1

10代～20代が多い理由は？主な受検者層は学生

大学・短大・専門学生が受けるワケ 中学・高校生が受けるワケ



GROUP APPLICATION
団体受検について

世界遺産学習のご提案

正課科目として設置し体系立てて取り組む

オンラインで学ぶ

上:宮澤光 世界遺産アカデミー主任研究員の授業
下:明治大学でのガイダンス

カリキュラムの中の1科目として設置し、半期または通期で世界遺産を学びます。
国際系や観光系の学部科目としてはもちろん、教養科目や
人文科目としても取り入れやすいテーマです。

関連する科目の中の1コマとして、さまざまなテーマとのつながりや展開を学びます。
文化、自然、社会、宗教、経済など多様な学問分野と
絡み合う世界遺産への興味のきっかけになります。

●  資格取得促進のため、事務局担当者がガイダンス

●  ゲストスピーカーとして世界遺産アカデミーの講師が
　世界遺産の基礎知識を講義

大学で学ぶ「世界遺産」

世界遺産検定公式YouTubeチャンネル

観光地理 地域研究 都市開発・環境 西洋史・東洋史 ツーリズム 国際関係論 ホスピタリティ

90分のゲスト講義で取り組む

キャリア講座ゼミナール ～～学概論 語学オリエンテーション

2級、3級、4級の公式テキストを使って
合格に向けた講座、模擬試験を実施

文部科学大臣賞、
団体優秀賞、
特別賞、奨励賞

受検者数、合格率、取組内容など総合的な評価に
よって決定します。

国内外の世界遺産に関する動画を定
期的にアップ。各遺産の紹介動画で
は美しいビジュアルにクイズや解説
を添えて楽しく学ぶことができます。
また学習アシスト動画ではテキスト
だけでは覚えにくい基礎知識をしっ
かりフォロー。学習補助教材として活
用できます。

ウェブセミナー
「放課後オンライン講座」「就活での資格活用セミナー」
受検のメリットや学習方法を事務局スタッフから直接聞けるチャンスです。

世界遺産検定対策講座

表彰
制度

●  各大学で開催

世界遺産学入門

青山学院大学 東洋大学 大東文化大学

世界遺産論 異文化理解特殊講義
（世界遺産講座）
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歴史総合、地理総合の副教材として取り組む

出張講義

・受講者総数 21,744名
・実施回数  334回

・実施団体数 134校
・講師登録数 260名

世界遺産アカデミーの認定講師が、テーマに応じた世界遺産の講
義・講演会を実施。全国の学校で出張講義が可能です。

学習指導要領に準拠して作られた公式テキストは世界史や地理の学びとリンクした章立てになっています。
歴史の流れに沿ってそれぞれの遺産の登録価値を見ていくことで、授業の理解もより深まります。

修学旅行の事前学習
「くらべてみよう京都とパリ」

平和学習
「ユネスコと世界遺産」

世界遺産からみる
日本の伝統文化

「負の遺産」から見る
世界遺産の光と影

高校で学ぶ「世界遺産」

講義テーマ例

2019年度実績

　世界遺産は地域の自然や文化などを考慮し登録さ
れており、その地域の特性を反映しています。「地
理総合」では世界遺産を導入として、自然環境とも
かかわる生活文化の多様性や国際理解を考えること
ができます。また自然環境をどのように維持し、人間
と自然との関係性を保っていくのかといった地球的課
題について考察を深める際にも、そして地域に応じ
た持続可能な社会づくりをするためにどのような工夫
をしてきたのか、今後どうすべきかを構想する際にも、
世界遺産は生徒たちの思考を促すための有用な教
材となります。このような世界遺産の教材としての活
用は、地域性に着目する地理学習全般で有効です。
地理で学習した世界遺産の魅力が生徒に伝わること
により、「そこに行ってみたい」という主体性が生徒
に芽生え、日本全国および世界に羽ばたける人材の
育成に貢献できるでしょう。

社会科教育・地理教育専門家。中央教育
審議会専門委員、筑波大学教育学会会長
などを務める。

筑波大学人間系
井田 仁康教授

推薦
のことば

TEST of WORLD HERITAGE STUDY

●  世界遺産で養う様々な視点

素晴らしい価値を有するだけでなく、世界遺産は現代社会の複雑な問題も抱えています。
都市開発や気候変動また平和問題などユネスコが掲げるSDGsに関連する、
「正しい答えがひとつとは限らない課題」を考えるきっかけになります。

街づくり 宗教 多様性 災害 環境 資源

観光 開発 紛争 文学 芸術 食

探究テーマとして取り組む

● きほんを学ぶ世界遺産100

世界遺産の
基礎知識

日本の
世界遺産

人類の誕生と
古代文明

アジア世界の
形成と宗教

ヨーロッパ
中世と

ルネサンス、
大航海時代

アメリカ、
アフリカ、
オセアニアの
文明と

東アジアの変動

近代国家の
成立と世界の
近代化

テーマで見る
世界遺産
文化的景観、
戦争・紛争、
地震、

危機遺産、
負の遺産

世界の
自然遺産

1章 3章 5章 7章 9章2章 4章 6章 8章



GROUP APPLICATION
団体受検について

世界遺産検定 3級公式テキスト
きほんを学ぶ世界遺産100 ＜第3版＞

A5版180ページ　￥1,450+税

世界遺産検定 4級公式テキスト
はじめて学ぶ世界遺産50 ＜第3版＞

A5版138ページ　￥1,000＋税

世界遺産検定 2級公式テキスト
くわしく学ぶ世界遺産300 ＜第4版＞

A5版276ページ　￥2,000+税

教材について
3級と4級のテキストは高校の学習指導要領（地歴、公民）
に準拠し作られています。また2級は自分が興味のある
分野ごとに学べるテーマ構成になっており、大学での主

体的な学びへの転換教育の視点でも活用できます。全頁
フルカラーで全ての級に「日本の全遺産」および、「英語
で世界遺産」が掲載されています。

世界遺産検定
公式過去問題集
1・2級 ＜2021年度版＞
¥1,600＋税

世界遺産検定
公式過去問題集
3・4級 ＜2021年度版＞
￥1,300円＋税

世界遺産で取り組む
探究学習
自ら考えるための26の事例
＜実践型ワークブック＞
A4版72ページ 1,000円＋税

新たな世界遺産学習の教材
過去問題集

2020年12月

新刊
発売

重要語句は赤字

遺産の場所がわかる地図

世界史や地理の関連項目を
コラムで紹介

テーマ別に遺産を紹介

団体受検特
典!

3・4級ワークブック
直販限定の非売品

授業に導入しやすい書き込み式
テキストと併用で学習効果UP

英語の説明文

テキストから
8～9割が
出題

世界遺産検定事務局（ 03-6267-4158）まで。《ご注文・お問い合わせは》

ワークブック付 20％OFF3級 /4級
5冊以上

その他
10冊以上

団体で検定の教材をまとめて購入される場合、下記の特典があります。

教材
の団体割引特典



団体受検について
受検会場、申込方法、受検料のお支払いについてお好き
な組み合わせで、団体ごとに最適な方法で受検に取り組
むことができます。また受検者が5名以上集まった場合

は団体ごとで実施する「準会場」として、試験日時も所
定の日程内で選択が可能です。

団体受検を希望される場
合は、申込締切の約1ヵ
月前を目安に団体受検
の申請をいただけますと、
余裕をもって受検申込や
試験実施の準備を進め
ることができます。

実施スケジュール

1 インターネット

受検者が自分で検定HPから申込

団体専用「申込コード」を入力

1 受検者が支払う

受検者が自分で検定HPから
申込と合わせて決済

申込締切日が入金締切

1 準会場※

団体内の教室や
ミーティングルームで試験実施

所定の日程内で試験日を選べる

2 公開会場

全国主要都市の試験会場

3 EXCEL

団体担当者が所定のEXCELフォームに
受検者情報を取りまとめ

団体担当者ページからアップロード

団体担当者が所定の
願書フォームを取り寄せ

受検者が直筆記入

団体で取りまとめて郵送

2 願書

担当者が受検者から取りまとめる

申込締切後、事務局から
請求書を発行

試験日までに銀行振込

2 担当者が取りまとめる
※受検者5名以上　※2, 3,4級のみ

A 受検会場 B 申込方法 C 受検料の支払い

合否結果

試験実施

申込締切

団体受検の申請
約１か月

約１か月

約１か月

全国47都道府県に280カ所あるテストセンターでパ
ソコン受検ができます。複数の試験日時から受検
日を選択でき、希望する受検日の4日前までインター
ネットから申込むことができます。
※通常の受検料と異なります。団体受検の設定はありません。

世界遺産検定CBT
Computer Based Testing

自宅や学校に近い会場で受検できる！

団体割引
適用

TEST of WORLD HERITAGE STUDY



＊1： '08年までの中級試験における「プラチナ」認定者も含む。＊2：'07年までの初級試験における「シルバー」認定者も含む。＊3： 認定基準は調整される場合があります。＊4：12点に達していても、問1、2で6点、
問3で6点にそれぞれ達していなければ、認定基準を満たしていないものとする。＊5：2019年度実施検定の平均認定率（受検者のみ）

● 各級の概要

1級認定＊1

2級認定＊2

どなたでも受検できます

4級

3級

2級

1級

マイスター 論述

マークシート

3題

50問

60問

60問

90問

120分

50分

50分

60分

90分

20点満点中 12点以上＊4

100点満点中 60点以上

100点満点中 60点以上

100点満点中 60点以上

200点満点中 140点以上

級 受験資格 解答形式 問題数 試験時間 認定基準＊3

88.7%

45.3%

20.1%

53.9%

75.8%

認定率＊5

● 学習内容および出題範囲

級 学習内容 出題対象となる遺産数
問題数または配点比率

基礎知識 日本の全遺産
世界の遺産

その他
自然遺産 文化遺産

マイスター 世界遺産条約の理念や諸概念を理解し、世界遺産に関
する諸事象について自分の意見をもつ

世界遺産全件

分野を横断する総合的な出題です

1級
世界遺産条約の理念や諸概念、関係機関について理解
し、世界の全遺産の普遍的価値を学ぶ 25% 20% 45% 10%

2級
世界遺産条約の理念や関係機関について理解し、各地
域を代表する世界遺産の多様性を学ぶ

日本の全遺産＋
世界の代表的な遺産300件 20% 25% 10% 35% 10%

3級
世界遺産条約の理念を理解し、地理や歴史に登場する
代表的な世界遺産の価値を学ぶ

日本の全遺産＋
世界の代表的な遺産100件 25% 30% 10% 30% 5%

4級
世界遺産の見方を知り、日本を中心とする世界の有名な
遺産を通して世界の広さを学ぶ

日本の全遺産＋
世界の有名な遺産33件 13問 23問 13問 1問

検定概要

●受検の目安
1～4級の最高得点者に表彰状およ
び記念品が授与されるほか、著しく
好成績を収めた個人や団体、または
検定普及に貢献した団体に対しても
表彰状と記念品が授与されます。

●成績優秀者表彰制度

中学生 高校生
大学・短大1年生 大学・短大2年生 大学3年生 大学4年生 社会人

（専門職）　  専門学校1年生 専門学校2年生 社会人

マイスター

1級

2級

3級

4級

解答   ［4級］4 ［3級］4  ［2級］2 

［お問い合わせ］
世界遺産検定事務局     TEL：03- 6267- 4158  FAX：03-6212- 5022　EMAIL：sekaken_group@wha.or.jp
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル9F  NPO法人 世界遺産アカデミー内

www.sekaken.jp

3級

富士山や山
さんろく

麓の神社を
集団で巡礼する信仰は
何と呼ばれるか。
1.富士巡業             2.富士身

みろ く

禄    
3.富士道                4 .富士講

各級の例題

2級

1.ジュゴン 　2.フィンチ　 3.キタシロサイ　 4.キツネザル

『ガラパゴス諸島 』で
ダーウィンが、
進化論の着想を得たと
される生物はどれか。

4級

「アテネのアクロポリス」
にあるパルテノン神殿は、
誰にささげられた
神殿でしょうか。
1.イエス・キリスト     2.ムハンマド     3.ポセイドン     4.アテナ

＊金額は全て税込みです。＊消費税率の変更に伴い、受検料が改定される場合があります。
＊マイスターおよびCBT試験は団体割引がありません。

● 受検料（団体割引料金）
マイスター 1級 2級 3級 4級 2・3級併願 3・4級併願

19,400円 9,100円
（正規料金 9,900円）

5,500円
（正規料金 5,900円）

4,400円
（正規料金 4,900円）

2,800円
（正規料金 3,500円） 9,400円

（正規料金 10,300円）
7,000円

（正規料金 8,200円）

6,900円 5,900円 4,500円
CBT試験 CBT試験 CBT試験

世界遺産検定HP：

団体問合せ
フォーム


