
TEST of WORLD HERITAGE STUDY

2 0 1 9 年 度 団 体 受 検 の ご 案 内

第36回検定 第37回検定 第38回検定 第39回検定

公開会場 7月7日（日） 9月8日（日） 12月15日（日） 2月23日（日）

準会場 6月28日（金）～7月7日（日）
の10日間のうち1日

8月30日（金）～9月8日（日）
の10日間のうち1日

12月6日（金）～12月15日（日）
の10日間のうち1日

2月14日（金）～2月23日（日）
の10日間のうち1日

申込期間

3月15日（金）～
・紙願書  5月15日（水）
・インターネット 
　5月28日（火）17:00

6月13日（木）～
・紙願書  7月16日（火）
・インターネット
　7月29日（月）17:00

8月26日（月）～
・紙願書  10月22日（火）
・インターネット 
　11月5日（火）17:00

11月25日（月）～
・紙願書  12月24日（火）
・インターネット  
　1月14日（火）17:00

結果通知
（予定）

・速報  7月30日（火）
・通知  8月15日（木） 頃

・速報  10月3日（木）
・通知  10月18日（金） 頃

・速報  1月16日（木）
・通知  1月31日（金） 頃

・速報  3月18日（水）
・通知  4月2日（木） 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、日本国際観光学会、ANTOR-Japan（駐日外国政府観光局協議会）
写真:フィレンツェの歴史地区（イタリア共和国/文化遺産/1982年登録、2015年範囲変更）

＊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調査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。

［お問い合わせ］
世界遺産検定事務局     TEL：03- 6267- 4158  FAX：03-6212- 5022
〒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

教材について
世界遺産検定のテキストは高校の学習指導要領（地理歴史、公民）との関連を考慮して作られています。
4級は日本の遺産を中心に「日本の歴史と世界の歴史のつながり」を学びます。3級に掲載している100件
の世界の遺産の約7割が高校の地歴の教科書に登場します。全ページフルカラー。

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2版＞
A5版134ページ　￥1,000＋税

検定概要

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2版＞
A5版176ページ　￥1,450+税

大きく美しいビジュアル

テーマ別に遺産を紹介

豊富な図解

英語の説明文

登録基準をわかりやすく紹介

テキストから9割が出題

テキストから8割が出題

団体受検特
典!

＊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。＊5：2017年度実施検定の平均認定率（受検者のみ）

＊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。

● 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

90%

49%

20%

58%

76%

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32件 13問 23問 13問 1問

● 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

19,000円
（団体割引なし）

8,900円
（正規料金 9,700円）

4,900円
（正規料金 5,500円）

3,900円
（正規料金 4,500円）

2,200円
（正規料金 3,000円）

8,300円
（正規料金 9,500円）

5,900円
（正規料金 7,300円）

過去問題

4級

『古都奈良の文化財』に関し、平城京
が都であった時代に栄えた国際色豊
かな文化は何でしょうか。

3級

『フィレンツェの歴史地区』で知られる
フィレンツェをルネサンス期に支配し
た金融財閥として正しいものはどれか。 

2級

『ダイナソール州立公園』がある大陸
（A ）とその地で恐竜化石が見つかった
地質年代（B ）の組み合わせとして、正
しいものはどれか。 

ハプスブルク家1

ブルボン家2

メディチ家3

ロマノフ家4

世界遺産検定は、国際的な教養を身に付け持続可能な社会の発展に寄与する人材の育成を目指しています。

知的好奇心を深める注釈

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

3・4級のテキスト5冊以上購入で
非売品のワークブックが
ついてきます。

テキストと併用で学習効果UP
テキストにない写真も多数使用

授業に導入しやすい書き込み式 《解答》［4級］　   ［3級］　   ［2級］ 432

演習に!

前年に実施した検定4回分の問題を収
録。毎年3月に発行。

世界遺産検定
公式過去問題集
 3・4級
A5版 ¥1,200＋税

飛鳥文化1

国風文化2

安土桃山文化3

天平文化4

A.北米大陸―B.カンブリア紀1

A.北米大陸―B. 中生代白亜紀2

A.オーストラリア大陸―B.カンブリア紀3

A.オーストラリア大陸―B.中生代白亜紀4
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きほんを学ぶ世界遺産100 ＜第2版＞
A5版176ページ　￥1,450+税

大きく美しいビジュアル

テーマ別に遺産を紹介

豊富な図解

英語の説明文

登録基準をわかりやすく紹介

テキストから9割が出題

テキストから8割が出題

団体受検特
典!

＊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。＊5：2017年度実施検定の平均認定率（受検者のみ）

＊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。

● 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

90%

49%

20%

58%

76%

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32件 13問 23問 13問 1問

● 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

19,000円
（団体割引なし）

8,900円
（正規料金 9,700円）

4,900円
（正規料金 5,500円）

3,900円
（正規料金 4,500円）

2,200円
（正規料金 3,000円）

8,300円
（正規料金 9,500円）

5,900円
（正規料金 7,300円）

過去問題

4級

『古都奈良の文化財』に関し、平城京
が都であった時代に栄えた国際色豊
かな文化は何でしょうか。

3級

『フィレンツェの歴史地区』で知られる
フィレンツェをルネサンス期に支配し
た金融財閥として正しいものはどれか。 

2級

『ダイナソール州立公園』がある大陸
（A ）とその地で恐竜化石が見つかった
地質年代（B ）の組み合わせとして、正
しいものはどれか。 

ハプスブルク家1

ブルボン家2

メディチ家3

ロマノフ家4

世界遺産検定は、国際的な教養を身に付け持続可能な社会の発展に寄与する人材の育成を目指しています。

知的好奇心を深める注釈

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

3・4級のテキスト5冊以上購入で
非売品のワークブックが
ついてきます。

テキストと併用で学習効果UP
テキストにない写真も多数使用

授業に導入しやすい書き込み式 《解答》［4級］　   ［3級］　   ［2級］ 432

演習に!

前年に実施した検定4回分の問題を収
録。毎年3月に発行。

世界遺産検定
公式過去問題集
 3・4級
A5版 ¥1,200＋税

飛鳥文化1

国風文化2

安土桃山文化3

天平文化4

A.北米大陸―B.カンブリア紀1

A.北米大陸―B. 中生代白亜紀2

A.オーストラリア大陸―B.カンブリア紀3

A.オーストラリア大陸―B.中生代白亜紀4



2017年度受検申込者数

32,695名世界遺産検定は2006年に始まって以来、
20万人超が受検し11万人以上が
認定されています。

選択授業で活用 検 定 対 策

授業での検定活用
日本史、世界史、地理の先生が中心となって、地歴の授業や学校設定科目の時間に検定の導入および教材
の利用が進んでいます。一部事例をご紹介します。

地理・歴史の理解を深める教材として“世
界遺産”を活用できないかと考え、「世界遺
産で学ぶ地理」（ 年選択科目）の科目開
発に至りました。世界遺産検定の公式テ
キストを副教材に、世界遺産を切り口とし
た地理学習の延長上に世界遺産検定
級の合格を目指して取り組んでいます。映
像や世界遺産のペーパークラフトなどの
教材も活用しています。

入試に役立つということで 年から年
回の学内試験を実施しています。また、
放課後（週 回）と長期休暇中にテキスト
をベースとした自作の教材を使い、問題演
習も含む講座を始めました。生徒が興味
を持ったらいつでも検定に取り組めるフォ
ロー体制をつくることで、取組みを始めて
すぐに上位級にステップアップする生徒も
出てきました。

団体受検について 団体受検（学内受験）の流れ

中京学院大学附属中京高等学校
社会科主任

宮島あゆみ先生

世 界 史
活用してます

筑波大学附属坂戸高等学校
地理歴史科

今野良祐先生

地 理
活用してます

八王子実践中学・高等学校
地歴公民科

後藤 貴文 先生

活用してます

大学入試で活用

近年、センター試験や一般入試
でも世界遺産に関する出題が
増えており、検定の学習が得点
アップにつながります。

世界遺産検定を入試の優遇措置に認定している大学・短大は全国に
220校以上。推薦やAOの調査書に記載できます。

全国220の大学・短大で優遇措置があります

一般入試でも得点がアップ

中3～高2

4級

高2～高3

3級

大学～社会人

2級

＜各級レベルの目安＞

世界遺産検定では個々の遺産を通して各国の地理、歴史、文化、
伝統、価値観などの知識が身に付き、地歴の授業内容をより深く
理解できます。

地歴の授業の理解が深まる

学校選択科目の一つとして、数年前から取り組んでいます。世
界遺産検定をきっかけに観光系の大学へ進学したり、旅行業界
を目指すなど進路決定のきっかけにもなります。 

世界遺産検定が 

進路選びのきっかけに 

＜2018年7月第32回検定 文部科学大臣賞受賞校＞
千葉商科大学付属高等学校 地理歴史科 吉原 拓 先生

大学入試では面接官に「しっかりと高校生から観光の知識が持て
ている」とお褒めの言葉をいただきました。この検定で学んだ知
識をこれから活かしていきたいです。 

大学生活を見据えて 

世界遺産検定を取得 

東京都立千早高等学校3年

加藤 千聖さん （3級認定） 観光系の学部に進学 

志望大学に進学

検定の告知
事務局よりお送りしたポスターやチラ
シを使って、生徒に検定の告知をお
願いします。

検定日数ヶ月前～

受検票の到着

検定日約 日前～

試験実施

検定日約 ヶ月半後

結果通知の到着

試験日や試験時間も
日間から

お選びいただけます
●学内の試験（準会場）実施が難しい場
合…公開会場の利用ができます。ただ
し、 名以上のお申込が必要です。受
検料の割引は適用されます。
●紙願書や受検料のお取りまとめが難
しい場合…受検者自身がインターネット
で申し込む方法もございます。

名以上の
申込で

学内受検ができる

受検料が
割引になる

修学旅行の事前・事後学習 日 遺産の朝学習 夏休み課題 キャリア教育その他にも様々な形で
活用されています

世界遺産検定のメリット

20152013 2014 20172016

27,818名
28,763名

16,481名

22,586名

2014年に4級がスタートし、文部科学省の後援事業となっ
てから中高の団体受検および受検者が増えています。

1.0%小学生 4.7%中学生

15.5%

高校生

その他

5,331人

42.4%

大学生
14,560人

データで見る世界遺産検定

受検者
比率

「団体担当者ページ」で準会場の情報を入力

級： 円→ 円
級： 円→ 円

例

タージ・マハル（インド）

※2017年12月～
2018年9月までの
検定4回の合計値

345人 1,606人

世界遺産を学ぶことは、世界史・日本史・
地理・地学など諸学問を学ぶことにつなが
ります。何かを知る・学ぶことは、誰にとっ
ても大きな財産になります。本校では、『世
界史Ａ』及び『世界史Ｂ』の授業において、
世界遺産検定に取り組んでいます。この
取組で知る・学ぶ楽しさを知ってもらえたら、
と思っています。今後も継続して取り組ん
でいきます。

受検の申込
紙願書による申込の場合

申込締切日まで 団体担当者が紙願書を取りまとめて
検定事務局に送付してください。

受検者本人によるインターネット申込の場合

申込締切日まで 受検者本人が「専用申込コード」を
使って検定 から申込を行います。

受検料の入金

検定日当日まで

紙願書による申込の場合
団体担当者が受検者全員分の受検料を
取りまとめ、一括で入金をお願いします。

受検者本人によるインターネット申込の場合

申込期間内に 受検者本人が入金をします。（入金方
法：クレジット・コンビニ・ゆうちょ ）

〈 年 月第 回検定団体優秀賞受賞校〉

（年度）



年度受検申込者数

名世界遺産検定は 年に始まって以来、
万人超が受検し 万人以上が

認定されています。

選択授業で活用 検 定 対 策

授業での検定活用
日本史、世界史、地理の先生が中心となって、地歴の授業や学校設定科目の時間に検定の導入および教材
の利用が進んでいます。一部事例をご紹介します。

地理・歴史の理解を深める教材として“世
界遺産”を活用できないかと考え、「世界遺
産で学ぶ地理」（2年選択科目）の科目開
発に至りました。世界遺産検定の公式テ
キストを副教材に、世界遺産を切り口とし
た地理学習の延長上に世界遺産検定 3

級の合格を目指して取り組んでいます。映
像や世界遺産のペーパークラフトなどの
教材も活用しています。

入試に役立つということで2017年から年
4回の学内試験を実施しています。また、
放課後（週1回）と長期休暇中にテキスト
をベースとした自作の教材を使い、問題演
習も含む講座を始めました。生徒が興味
を持ったらいつでも検定に取り組めるフォ
ロー体制をつくることで、取組みを始めて
すぐに上位級にステップアップする生徒も
出てきました。

団体受検について 団体受検（学内受験）の流れ

中京学院大学附属中京高等学校
社会科主任

宮島 あゆみ先生

世 界 史
活用してます!

筑波大学附属坂戸高等学校
地理歴史科

今野 良祐先生

地 理
活用してます!

八王子実践中学・高等学校
地歴公民科

後藤 貴文 先生

活用してます!

大学入試で活用

近年、センター試験や一般入試
でも世界遺産に関する出題が
増えており、検定の学習が得点
アップにつながります。

世界遺産検定を入試の優遇措置に認定している大学・短大は全国に
校以上。推薦や の調査書に記載できます。

全国 の大学・短大で優遇措置があります

一般入試でも得点がアップ

中 ～高

級

高 ～高

級

大学～社会人

級

＜各級レベルの目安＞

世界遺産検定では個々の遺産を通して各国の地理、歴史、文化、
伝統、価値観などの知識が身に付き、地歴の授業内容をより深く
理解できます。

地歴の授業の理解が深まる

学校選択科目の一つとして、数年前から取り組んでいます。世
界遺産検定をきっかけに観光系の大学へ進学したり、旅行業界
を目指すなど進路決定のきっかけにもなります。

世界遺産検定が
進路選びのきっかけに
＜2018年7月第32回検定 文部科学大臣賞受賞校＞
千葉商科大学付属高等学校 地理歴史科 吉原 拓先生

大学入試では面接官に「しっかりと高校生から観光の知識が持て
ている」とお褒めの言葉をいただきました。この検定で学んだ知
識をこれから活かしていきたいです。

大学生活を見据えて
世界遺産検定を取得
東京都立千早高等学校3年

加藤 千聖さん（3級認定） 観光系の学部に進学 

志望大学に進学

検定の告知
事務局よりお送りしたポスターやチラ
シを使って、生徒に検定の告知をお
願いします。

検定日数ヶ月前～

受検票の到着

検定日約 日前～

試験実施

検定日約 ヶ月半後

結果通知の到着

試験日や試験時間も
10日間から
お選びいただけます
●学内の試験（準会場）実施が難しい場
合…公開会場の利用ができます。ただ
し、10名以上のお申込が必要です。受
検料の割引は適用されます。
●紙願書や受検料のお取りまとめが難
しい場合…受検者自身がインターネット
で申し込む方法もございます。

MERIT

5名以上の
申込で

学内受検ができる

MERIT

受検料が
割引になる

修学旅行の事前・事後学習 1日1遺産の朝学習 夏休み課題 キャリア教育その他にも様々な形で
活用されています!

世界遺産検定のメリット

名
名

名

名

年に 級がスタートし、文部科学省の後援事業となっ
てから中高の団体受検および受検者が増えています。

小学生 中学生

高校生

その他

人

大学生
人

データで見る世界遺産検定

受検者
比率

「団体担当者ページ」で準会場の情報を入力

4級：3,000円→ 2,200円
3級：4,500円→ 3,900円

例

タージ・マハル（インド）

※ 年 月～
年 月までの

検定 回の合計値

人 人

世界遺産を学ぶことは、世界史・日本史・
地理・地学など諸学問を学ぶことにつなが
ります。何かを知る・学ぶことは、誰にとっ
ても大きな財産になります。本校では、『世
界史Ａ』及び『世界史Ｂ』の授業において、
世界遺産検定に取り組んでいます。この
取組で知る・学ぶ楽しさを知ってもらえたら、
と思っています。今後も継続して取り組ん
でいきます。

受検の申込
紙願書による申込の場合

申込締切日まで 団体担当者が紙願書を取りまとめて
検定事務局に送付してください。

受検者本人によるインターネット申込の場合

申込締切日まで 受検者本人が「専用申込コード」を
使って検定 から申込を行います。

受検料の入金

検定日当日まで

紙願書による申込の場合
団体担当者が受検者全員分の受検料を
取りまとめ、一括で入金をお願いします。

受検者本人によるインターネット申込の場合

申込期間内に 受検者本人が入金をします。（入金方
法：クレジット・コンビニ・ゆうちょ ）

〈 2018年7月第32回検定団体優秀賞受賞校〉

（年度）



年度受検申込者数

名世界遺産検定は 年に始まって以来、
万人超が受検し 万人以上が

認定されています。

選択授業で活用 検 定 対 策

TEST of WORLD HERITAGE STUDY

授業での検定活用
日本史、世界史、地理の先生が中心となって、地歴の授業や学校設定科目の時間に検定の導入および教材
の利用が進んでいます。一部事例をご紹介します。

地理・歴史の理解を深める教材として“世
界遺産”を活用できないかと考え、「世界遺
産で学ぶ地理」（ 年選択科目）の科目開
発に至りました。世界遺産検定の公式テ
キストを副教材に、世界遺産を切り口とし
た地理学習の延長上に世界遺産検定
級の合格を目指して取り組んでいます。映
像や世界遺産のペーパークラフトなどの
教材も活用しています。

入試に役立つということで 年から年
回の学内試験を実施しています。また、
放課後（週 回）と長期休暇中にテキスト
をベースとした自作の教材を使い、問題演
習も含む講座を始めました。生徒が興味
を持ったらいつでも検定に取り組めるフォ
ロー体制をつくることで、取組みを始めて
すぐに上位級にステップアップする生徒も
出てきました。

団体受検について 団体受検（学内受験）の流れ

中京学院大学附属中京高等学校
社会科主任

宮島あゆみ先生

世 界 史
活用してます

筑波大学附属坂戸高等学校
地理歴史科

今野良祐先生

地 理
活用してます

八王子実践中学・高等学校
地歴公民科

後藤 貴文 先生

活用してます

大学入試で活用

近年、センター試験や一般入試
でも世界遺産に関する出題が
増えており、検定の学習が得点
アップにつながります。

世界遺産検定を入試の優遇措置に認定している大学・短大は全国に
校以上。推薦や の調査書に記載できます。

全国 の大学・短大で優遇措置があります

一般入試でも得点がアップ

中 ～高

級

高 ～高

級

大学～社会人

級

＜各級レベルの目安＞

世界遺産検定では個々の遺産を通して各国の地理、歴史、文化、
伝統、価値観などの知識が身に付き、地歴の授業内容をより深く
理解できます。

地歴の授業の理解が深まる

学校選択科目の一つとして、数年前から取り組んでいます。世
界遺産検定をきっかけに観光系の大学へ進学したり、旅行業界
を目指すなど進路決定のきっかけにもなります。

世界遺産検定が
進路選びのきっかけに
＜2018年7月第32回検定 文部科学大臣賞受賞校＞
千葉商科大学付属高等学校 地理歴史科 吉原 拓先生

大学入試では面接官に「しっかりと高校生から観光の知識が持て
ている」とお褒めの言葉をいただきました。この検定で学んだ知
識をこれから活かしていきたいです。

大学生活を見据えて
世界遺産検定を取得
東京都立千早高等学校3年

加藤 千聖さん（3級認定） 観光系の学部に進学 

志望大学に進学

検定の告知1

事務局よりお送りしたポスターやチラ
シを使って、生徒に検定の告知をお
願いします。

検定日数ヶ月前～

2

受検票の到着

検定日約10日前～

試験実施6

検定日約1ヶ月半後

結果通知の到着7

試験日や試験時間も
日間から

お選びいただけます
●学内の試験（準会場）実施が難しい場
合…公開会場の利用ができます。ただ
し、 名以上のお申込が必要です。受
検料の割引は適用されます。
●紙願書や受検料のお取りまとめが難
しい場合…受検者自身がインターネット
で申し込む方法もございます。

名以上の
申込で

学内受検ができる

受検料が
割引になる

修学旅行の事前・事後学習 日 遺産の朝学習 夏休み課題 キャリア教育その他にも様々な形で
活用されています

世界遺産検定のメリット

名
名

名

名

年に 級がスタートし、文部科学省の後援事業となっ
てから中高の団体受検および受検者が増えています。

小学生 中学生

高校生

その他

人

大学生
人

データで見る世界遺産検定

受検者
比率

「団体担当者ページ」で準会場の情報を入力

級： 円→ 円
級： 円→ 円

例

タージ・マハル（インド）

※ 年 月～
年 月までの

検定 回の合計値

人 人

世界遺産を学ぶことは、世界史・日本史・
地理・地学など諸学問を学ぶことにつなが
ります。何かを知る・学ぶことは、誰にとっ
ても大きな財産になります。本校では、『世
界史Ａ』及び『世界史Ｂ』の授業において、
世界遺産検定に取り組んでいます。この
取組で知る・学ぶ楽しさを知ってもらえたら、
と思っています。今後も継続して取り組ん
でいきます。

受検の申込
A.紙願書による申込の場合

申込締切日まで 団体担当者が紙願書を取りまとめて
検定事務局に送付してください。

B.受検者本人によるインターネット申込の場合

申込締切日まで 受検者本人が「専用申込コード」を
使って検定HPから申込を行います。

受検料の入金

検定日当日まで

A.紙願書による申込の場合
団体担当者が受検者全員分の受検料を
取りまとめ、一括で入金をお願いします。

B.受検者本人によるインターネット申込の場合

申込期間内に 受検者本人が入金をします。（入金方
法：クレジット・コンビニ・ゆうちょATM）

5

4

3

〈 年 月第 回検定団体優秀賞受賞校〉

（年度）
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