現職教員特別参加制度用
青年海外協力隊・日系社会青年ボランティア 応募書類

※事務局使用欄

受験番号

2018春

1 8 0 0

語学力申告

職種コード

職種名

フリガナ

生 年 月 日

氏名

西暦

（戸籍上の氏名に限る）

年

月

性 別
日

男 ・ 女

裏面の語学力目安表に基づき、記入してください（英語・仏語・西語の場合はＡ･Ｂ･Ｃ･Ｄのいずれかに○）。また、該当する語学力を証
明する書類のコピーを本紙にホチキス留めの上、提出してください（語学力証明書の姓が現在と異なる方は新旧の姓がわかる証明
書（運転免許証、戸籍抄本等）のコピーも貼付してください）。

私は以下の通り語学力を申告し、証明書を提出します。
語学資格

資格名・テスト名称

英語 ・ 仏語 ・ 西語

取得年月

級・点数

（西暦）

語学レベル

級
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
年

※証明書を必ず提出

英語 ・ 仏語 ・ 西語

月

（西暦）

点
級
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

年

※証明書を必ず提出

（

）語

月

（西暦）

点
級
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

年

※証明書を必ず提出

（

）語

月

（西暦）

点
級
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

※証明書を必ず提出

年

月

点

※任国において適切かつ安全に活動を実施できるか否かを判断する上で、語学力は、合否判定及び派遣国決定にあたって、極めて重要な
基準となりますので、語学力は正確に申告してください。虚偽の申告が判明した場合には、合格が取り消しとなることがあります。

※TOIEC® IP テストのスコアもTOEIC® のスコアとして認められます。
※インターネット画面印刷は CASEC、GTEC、GTEC-LR、GTEC-CTE-LR以外は公式スコアとして認められません。CASEC、GTEC、GTEC-LR、
GTEC-CTE-LRについては、スコアレポートを提出してください。
※TOEFL® は、EXAMINEE SCORE REPORT、Test Taker Score Report （受験者用控えスコア表）をTOEFL® のスコアとして認めます。
※商業英検（全国商業高等学校協会主催）
※日商ビジネス英検（日本商工会議所主催）
※工業英検（日本工業英語協会主催）

＜必ず語学力を証明する書類のコピーをホチキス留めの上、提出してください＞

＜語学力目安表＞
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾚﾍﾞﾙ

英語
・英検準1級以上
・TOEIC 730点以上
・TOEIC S&W 290点以上
・TOEFL550点（CBT213点、iBT79点）以上
・GTEC 650点以上
・GTEC-LR 306点以上
・GTEC-CTE-LR （自宅受験型）306点以上
・IELTS 6.0以上
・CASEC(自宅受験型) 750点以上

A

十分なコミュニケーションが可能

B

・TOEIC 640点以上～730点未満
どんな状況でも適切なコミュニケーション ・TOEIC S&W 260点以上
・TOEFL 500点（CBT173点、iBT61点）以上
ができる素地を備えている
・GTEC 560点以上
・GTEC-LR 274点以上

C

D

限られた範囲での業務上のコミュニケー
ションが可能

日常会話程度

・国連英検B級以上
・日商ビジネス英検1級
・工業英検2級以上
・ケンブリッジ英検（FCE、CAE/CPE)
・JICA専門家定期テスト200点以上
・通訳案内業(案内士）
†ビジネス英検（BEST）グレードB以上
†JICA英語検定2級以上
†協力隊シニア語学資格Ａ級
・GTEC-CTE-LR （自宅受験型）274点以上
・IELTS 5.0以上
・CASEC(自宅受験型) 700点以上
・工業英検準2級
・JICA専門家定期テスト180点以上

・英検2級
・TOEIC 500点以上～640点未満
・TOEIC S&W 220点以上
・TOEIC Bridge 154点以上
・TOEFL 470点（CBT150点、iBT52点）以上
・GTEC 510点以上
・GTEC-LR 224点以上
・GTEC-CTE-LR （自宅受験型）224点以上
・英検準2級、3級
・TOEIC 330点以上～500点未満
・TOEIC Bridge 130点以上
・TOEFL 410点（CBT103点、iBT34点）以上
・GTEC 300点以上
・GTEC-LR 165点以上

・IELTS 4.0以上
・CASEC(自宅受験型) 600点以上
・国連英検C級
・商業英検1級
・日商ビジネス英検2級
・ケンブリッジ英検PET
・JICA専門家定期テスト150点以上
†ビジネス英検（BEST）グレードC
・GTEC-CTE-LR （自宅受験型）165点以上
・CASEC(自宅受験型) 450点以上
・商業英検2級、3級
・日商ビジネス英検3級
・工業英検3級、4級
†現在実施されていない資格試験

仏語

西語

A

・仏検準1級以上
・DELF B2以上
・西検2級以上
・ビジネス西検2級以上
・仏語能力認定試験（TEF）541点以上
・DELE中級（B2）（2009年度以前の資格保持者）
・仏国民教育省認定仏語能力テスト（TCF）400点以上
・仏国民教育省認定仏語能力テストインターネット（TCF SO）400 ・DELE中上級（B2）（2010年度以降の資格保持者）
・JICA専門家定期テスト200点以上
点以上
・通訳案内業(案内士）
・JICA専門家定期テスト200点以上
†JICA西語検定2級
・通訳案内業(案内士）
†協力隊シニア語学資格Ａ級
†JICA仏語検定2級
†協力隊シニア語学資格Ａ級

B

・仏検2級
・DELF B1
・西検3級
・ビジネス西検3級
・仏語能力認定試験（TEF）361点以上
・DELE初級（B1）（2009年度以前の資格保持者）
・仏国民教育省認定仏語能力テスト（TCF）300点以上
・仏国民教育省認定仏語能力テストインターネット（TCF SO）300 ・DELE中級（B1）（2010年度以降の資格保持者）
・JICA専門家定期テスト180点以上
点以上
・JICA専門家定期テスト 180点以上

C

・仏検準2級
・DELF A2
・西検4級
・仏語能力認定試験（TEF）204点以上
・DELE初級 (A2)（2010年度以降の資格保持者）
・仏国民教育省認定仏語能力テスト（TCF）200点以上
・仏国民教育省認定仏語能力テストインターネット（TCF SO）200 ・JICA専門家定期テスト150点以上
点以上
・JICA専門家定期テスト150点以上

D

・仏検3級、4級
・仏語能力認定試験（TEF）69点以上

・西検5級
・DELE入門 (A1)（2010年度以降の資格保持者）
†現在実施されていない資格試験

ドイツ語
・独検 4級以上
・ゲーテ・インスティテュート・ドイツ語検定試験 A1以上
・オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験（OSD) A1以上
・TestDaF A1以上

イタリア語
・実用イタリア語検定試験 4級以上
・PLIDAイタリア語検定
A1以上

ポルトガル語

D

・CAPLE（ポルトガル）CIPLE（A2）以上
・Celpe-Bras（ブラジル）Intermediário 以上

ロシア語
・ロシア語能力検定 基礎、4級以上

中国語
・中国語検定 3級以上
・中国政府公認中国語試験HSK 3級以上
・中国語コミュニケーション能力検定（TECC）380点以上

タイ語
・実用タイ語検定試験

4級以上

韓国語
・ハングル能力検定

4級以上

インドネシア語
・インドネシア語技能検定試験

D級以上

