
全国手話検定試験について

全国手話研修センターは、手話を学ばれている皆様のコミュニ
ケーション能力をレベルに合わせて認定する「第17回全国手話

検定試験」を実施します。

この試験の目的は、「手話の知識だけではなく、面接委員と手
話で会話をすることにより、ろう者と手話でどの程度コミュニ

ケーションができるのか」を評価認定することです。

この試験が手話を学ばれる皆様の学習の励み(目標)となり、そ
のレベルに応じて、地域のろう者との交流や仕事などに活用して

いただけることを期待しています。
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インターネットで受験する
全国手話検定試験とは
「2020年度から開始」

きっかけ：新型コロナウィルス感染拡大により試験が中止と

なった地域にお住まいの方や、在宅での受験を希望

される方などの受験機会確保のため

手話を学習されている方ならどなたでも申し込むことができます

(全国どなたでも申し込みできます)
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「試験の内容」

①手話の読み取り試験(四肢択一式解答)

・５級、４級、３級

…「基本単語の読み取り」と「短文の読み取り」

・２級、準１級

…「基本単語の読み取り」と「ストーリーの読み取り」

・１級 …「ストーリーの読み取り」
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「試験の内容」

②手話での表現・手話での会話試験(５～１級)

・手話での表現(手話によるスピーチ)[個別面接]

…テーマが示されますので、そのテーマに基づいて手話で

スピーチをします

・手話での会話(手話による応答)

[手話での表現試験に引き続き始まります]

…手話で表現した内容を参考に各級の受験のめやすの範囲で

面接委員の手話での質問に手話で応答をします

(テーマ例)
今、がんばっていること
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「試験の内容」

③筆記試験(２級・準１級・１級)

・２級(四肢択一方式)

・準１級(穴埋め方式[解答欄から選択])

・１級(小論文方式[600～800字程度])
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「受験のめやす」

各級の試験の領域は、自分のことが話せることを５級とし、家
族のこと、日常生活のこと、社会生活のこと、社会活動のこと、
専門的分野のこと、というように生活や活動領域や広がりを基本
に分けています。学習歴はおおよそのめやすです

５級
学習歴：6か月

単語数：約300~600

ろう者との会話に興味をもち、自己紹介
を話題に手話で会話ができる程度

４級
学習歴：１年

単語数：約800~900

ろう者との会話をしようとする態度をも
ち、家族との身近な生活や日常生活の体

験を話題に手話で会話ができる程度
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３級
学習歴：１年半

単語数：約1200~1400

ろう者と積極的に会話をしようとする態
度をもち、日常の生活体験や身近な社会

生活の体験を話題に手話で会話ができる

程度

２級
学習歴：２年

単語数：約2100

ろう者と積極的に会話をしようとする態
度をもち、社会生活全般を話題に手話で

平易な会話ができる程度
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準１級
学習歴：２年半

単語数：約2600

ろう者と積極的に会話をしようとする態
度をもち、社会活動の場面を話題に会話

ができ、かつ一部専門的な場面での会話

ができる程度

１級
学習歴：３年

単語数：約3500

ろう者と積極的に会話をしようとする態
度をもち、あらゆる場面での会話を話題

にし、よどみなく会話ができる程度

８



受験期間中にログインしてパソコンで受験

５級、２級、準１級２月１日(水)0時～2月 7日(火)夜中の12時

４級、３級、１級 ２月８日(水)0時～2月14日(火)夜中の12時

※２級、準１級、１級は筆記試験の後、読み取り試験を連続受験

※１級筆記試験詳細はPDF資料を参照してください

2023年 ５級 ４級 ３級 2級 準１級 １級

読み取り試験 約30～40分

筆記試験 なし 約40分 約40分 約60分

９
①手話の読み取り試験・筆記試験



１級の筆記試験(小論文) は申込時に解答方法を選択してください

Ａ：インターネット上で入力(タイピング)して解答します

様式は原稿用紙ではないためマス目がありません

入力文字数が表示(カウント)されます

Ｂ：原稿用紙を当ホームページでダウンロード(印刷)して解答します

解答後、解像度の高い機器（スマートフォン・デジタルカメラ等）で

原稿用紙を鮮明に撮影し、データ圧縮せずに

試験終了後３０分以内までに所定のアドレスまで添付送信してください

Ｂ（１級 原稿用紙による解答・提出の流れ）

筆記試験（小論文） （読み取り試験） 試験終了後30分以内まで

テーマの確認・
原稿用紙に記入（解答）

原稿用紙を撮影・
添付メールにて提出
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１級筆記試験(小論文)

代替手段(原稿用紙)での解答 様式イメージ

Ａ３用紙版 Ａ４用紙版(分割版)表示されたテーマを
記入してください

原稿用紙は2023年２月８日(水)から14日(火)に
ホームページ上にアップロードします
いずれかの様式を印刷して解答してください
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②面接試験(手話での表現・会話試験)

Zoomで受験します

開始時刻やZoom情報は１月中旬に受験者自身でログインし

確認してください

メール連絡はありません

時間指定はお断りしています

面接 ５級・準１級 ２級 ４級・１級 ３級

日程
２月11日
(土・祝)

２月12日
(日)

2月19日
(日)

2月23日
(木・祝)

時間 10～16時の間(時間指定はできません)
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「受験環境」

通信環境の安定したWebカメラ付のパソコンが必要

当サイトはパソコンでしか受験できません

スマホ・タブレット端末での受験は対応していません
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当サイトは以下①②のいずれかのブラウザ(Webサイトを閲覧する

ためのソフト)で閲覧してください

① Google Chrome グーグル・クローム

② Microsoft Edge    マイクロソフトエッジ

(この動画が見られるならあなたは上記のいずれかを使っています)

×以下のブラウザ等には対応していません

×Internet Explorer インターネットエクスプローラー

×Safari サファリ など
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この説明動画の下に

読み取り試験の動作確認ページを設けています

試験に申し込む前に

受験するパソコンで動作確認をしてください

(※パソコン以外での受験は不具合が発生しても対応できません)

5級映像を掲載しています
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有線による通信環境で受験してください

無線通信(Wifi等)環境での受験はしないでください

①セキュリティのため

パスワードを入力して使用する一般家庭で契約したWifi等で

あっても、電波はあちこちに飛んでおり、技術を持つ者に

とっては容易に盗み見られるからです

②通信環境が安定していないため

面接試験時(Zoom)に映像が停止する原因になります
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自宅のパソコンでの受験が原則です

学校・職場(会社・役所)のパソコンで受験は可能ですが

セキュリティのため読み取り試験の映像が見られない場合があり

ます(ネットワークの動画用の視聴ポートがふさがれている場合が

あるため、職場のシステム管理者に確認してください)

ネットカフェでの受験はお断りしています

面接試験(Zoom)時、移動中の乗り物内で受験していることが

発覚した場合や不正行為が発覚した場合、即試験を中止し受験を

お断りします
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インターネットスピードテスト

事前に受験するパソコンで回線速度を確認してください

DOWNROAD(ダウンロード)値

UPLOAD(アップロード)値ともに概ね３０Mbps以上推奨

(動作環境を保証するものではありません)

・USEN GATE   02 https://speedtest.gate02.ne.jp/

・Speedtest.net   https://www.speedtest.net/ja

など
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★ご自身の手話が面接委員に見えるように

事前に映りを確認してください

例：パソコンのカメラから１m弱離れる

※カメラによって適切な距離は異なります

★自分の受験番号を手話で答えられるように準備してください

受験番号は事前にログイン画面で通知します

受験番号の初め(１ケタ目)は英字(エヌ)+数字６ケタ です

(例:N035001)

面接試験(Zoom)の注意
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♦ Zoomのバーチャル背景は使わないでください

(手が背景と同化するなど、手話が見えなくなるため)

♦後ろに装飾品など物を置かないでください

(手話が見えづらくなるため)

♦紺や黒など暗色の服装をお願いします

(服装が白色系統の場合、手話が見えづらくなるため)
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♦窓のカーテンを閉めて頂く場合があります

(まぶしくなり手話が見えにくい場合があるため)

♦Zoom操作の個別対応は行っていません

各自で操作方法を必ず確認して受験してください
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♦受験時(試験時間中)は受験者自身の力で受験してください

他の人に教えてもらいながら受験したり、本やインターネット

で調べながら受験しないでください

♦面接試験(Zoom)時にメモや本を見ていたり、他の人に教えて

もらうようなことはしないでください

♦パソコンが不慣れな場合は、家族・友人等に

パソコンやZoomの操作に限り補助を受けても構いません
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申込期間 2022年10月18日(火) ～12月5日(月) まで

申込方法 当サイトからの申込登録と受験料の払込(郵便振替のみ)

団体申込はありません(個人申込のみ)

✖郵送、コンビニ、「キャリタス資格・検定」からの

申込はできません

※受験料はユーザー登録後、1週間以内に払込をしてください

※複級受験が可能です。ただし、準１級と１級はできません

申込
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(申込方法)

この動画後半に表示されるパスワードをメモ

→動画下にパスワードを入力し次の画面へ

→サーバー時間とパソコン時間が一致したら次の画面へ

(進めない場合、パソコンの時刻を調整してください)

→メールアドレスを入力して「確認メール送信」(続く)

Q.パソコンのアドレスを持っていません

A.アドレスは携帯アドレスでもかまいません

(申込本登録後はパソコンからアクセスしてください)
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(続き)

仮登録確認メールが送られてこない場合は

入力したアドレスに間違いがないか確認の上

再度入力し送信してください

それでも送られてこない場合は

カスタマーセンター（平日10:00～17:00）

TEL：06-6242-6501

FAX：06-6242-6502 までお問い合わせください

※受付時間外のFAXによるお問い合わせへの

回答は翌日以降（土日祝を除く）となります (続く)
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(続き)

メールアドレスに届いた本登録URLから本登録

→申込個人情報を入力し登録

★ユーザー名はメールアドレスです

★パスワードはご自身で設定してください

半角英数字８～16文字以内

パスワードを忘れる方が多いです

登録時に必ずメモしてください

(続く)
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申込入力項目
１／２

27

※メールアドレスがユーザー名になります



28申込入力項目
２／２



入力時に空白を入れないよう注意してください

✖例：姓の冒頭に半角空白があります

パスワードを忘れた場合はログインする時の画面にある

から登録時のアドレスと姓と名を入力

して手続きしてください
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入力された氏名で合格証が作成されます

登録時の姓・名欄はきちんと漢字変換してください

「髙(はしごだか)」「﨑(たつさき)」等は特に注意してください

「𠮷(つちよし)」は変換できないため

「吉」にて登録後

net-zenkokusyuwakentei@com-sagano.comまでご連絡ください
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(続き)

【インターネットで受験する第17回全国手話検定試験】

申込受付完了メール が届いたら登録完了となります

受験料を郵便局にて

１週間以内に払い込んでください

受験料が払い込まれていない場合、申込は無効となります

(続く)
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(続き)

ユーザー登録後

郵便局へ行って、郵便局の振込用紙 (青色の振込取扱票)にて

受験料を払込んでください

※払込取扱票は送付されません

(続く)
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申込(本登録)後、郵便局にて下記の通り受験料をお振込みください

インターネット
全国手話検定 ５級

3850

3850

「インターネット 全国手話検

定」と「申込級」を記入

２つ以上の級の申し込みは

まとめてお振込みできます

郵便振替口座 社会福祉法人 全国手話研修センター
口座番号 ００９８０―１―２７９８２１

振込手数料をご負担願います
(青色の振込取扱表です)

例：５級

「振替払込請求書兼受領証」
は保管

ユーザー登録されたもの
と同じ住所・名前を記入

受験料（振込手数料除く）

※準１級と１級の
併願はできません
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申込(本登録)後、郵便局にて下記の通り受験料をお振込みください

インターネット
全国手話検定 ５級 ４級

8250

8250

「インターネット 全国手話検

定」と「申込級」を記入

２つ以上の級の申し込みは

まとめてお振込みできます

郵便振替口座 社会福祉法人 全国手話研修センター
口座番号 ００９８０―１―２７９８２１

振込手数料をご負担願います
(青色の振込取扱表です)

複級例
５級と４級

「振替払込請求書兼受領証」
は保管

ユーザー登録されたもの
と同じ住所・名前を記入

受験料（振込手数料除く）

※準１級と１級の
併願はできません
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(続き)

ゆうちょダイレクトからの払込みを希望される方

「メッセージ」欄に

①氏名

②住所

③「インターネット全国手話検定 ●級(申込級)」

を入力してください
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入金確認前のログイン画面です
36

入金確認前
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入金確認後の
ログイン画面です

1月中旬から
受験級の青ボタンが
クリックできるよう
になります

入金確認済の
級を表示

入金確認後



払込日から7日経過しても画面が変わらない場合は

全国手話研修センターまでお問い合わせください

入金確認は日本郵便から全国手話研修センターへ送付される通

知を直に確認(目視)するため、即日確認はできません

ログインしたままだと、情報が更新されないため

一度ログアウトし、再度ログインしてください
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1月中旬以降青ボタン
例： をクリックし

受験番号
面接試験開始時刻
ZoomのリンクやIDとパスワード
を確認しコピーして保存してくだ
さい

受験期間になると
読み取り試験開始ボタンが
クリックできるようになります
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受験票(はがき)はありません
受験番号はログイン画面でご確認ください

(試験結果の発表)

試験結果通知は、２０２３年５月中旬に合否にかかわらず

受験者全員に郵送します

また、全国手話研修センターの全国手話検定試験HPに

合格者の受験番号を公表します
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