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〔２〕選択科目 

 学期選択科目 

 3 学期には、様々な選択科目が開講されます。 

（詳細については自由選択科目履修登録ガイドブックを参照すること。） 

 

〔３〕その他の単位認定制度 

① 短期留学プログラム 

Ａ. 団体参加型海外留学 

 在学中に学院企画主催の海外研修に参加した場合、個人で単位認定申請をする必要はありません。

（P22～23 参照） 

 

 
 

 
 

Ｂ. 個人参加型海外留学  

 在学中に個人で海外研修に参加した場合、書類の申請をもって単位が申請される。 

 

科目名 

春季イギリス研修 

履修年次 単位数 備考 

1 年生のみ 3 単位 期間および実習時期は変更の可能性あり 

科目内容 

3月中旬～4月上旬の春休み中に実施される。ホームステイをしながら語学学校に通う。 

科目名 

夏季アイルランド研修 

履修年次 単位数 備考 

1･2 年次いずれか 3 単位 期間および実習時期は変更の可能性あり 

科目内容 

毎年7月下旬～8月下旬の夏休み中に約1ヶ月間実施する。ホームステイをしながら語学学校に通う。 

科目名 

個人参加海外短期留学（個人参加型） 

履修年次 単位数 備考 

参加プログラムにより 

制限あり 

参加プログラムにより 

異なる 

参加条件および単位認定については 

23 ページを参照すること 
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各種検定・資格認定試験 単位認定一覧 

 

神田外語学院入学後に取得、または合格した検定、資格試験については、申請により選択科目分

単位として認定されます（申請時期は２月・９月を予定）。ただし、認定される試験及び単位数

については、変更されることがあります。 

現在認定している検定試験級・資格試験及び認定単位数は以下のとおりです。 

 

実用英語技能検定試験 

１級：6単位 準１級：4単位 ２級：2単位 準２級：1単位 

 

国際連合公用語英語検定試験（国連英検） 

特Ａ級：8単位 Ａ級：6単位 Ｂ級：4単位 Ｃ級：3単位 Ｄ級：2単位 Ｅ級：1単位 

 

工業英語能力検定試験 

２級：5単位 準2級：4単位 3級：2単位 4級：1単位 

 

秘書技能検定試験 

１級：4単位 準１級：3単位 2級：2単位 3級：1単位 

 

ビジネス能力検定試験 ジョブパス 

1級：4単位 2級：2単位 3級：1単位 

 

コンピュータサービス技能評価試験 ワープロ／表計算 

1級：4単位 2級：2単位 3級：1単位 

 

TOEIC スピーキングテスト 

180以上：6単位 150以上：4単位 120以上：2単位 

 

TOEIC ライティングテスト 

190以上：6単位 160以上：4単位 130以上：2単位 

 

観光英語検定試験 

1級：4単位 2級：2単位 3級：1単位 

 

日商簿記検定 

1級：6単位 2級：4単位 3級：2単位 
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旅行業務取扱管理者試験 

総合：6単位 国内：4単位 

 

全国通訳案内士試験 

合格：8単位 

 

貿易実務検定試験 

Ａ級：6単位 準Ａ級：5単位 Ｂ級：4単位 Ｃ級：2単位 

 

サービス接遇検定試験 

１級：4単位 準１級：3単位 2級：2単位 3級：1単位 

 

CBS（国際秘書）検定試験 

ファイナル：6単位 プライマリー：4単位 

 

マイクロソフトオフィススペシャリスト Word ／ Excel ／ Power Point 

合格：2単位 

 

日本語検定試験 

1級：5単位 2級：4単位 3級：3単位 

 

DELF 

Ｂ2：6単位 Ｂ1：4単位 Ａ2：3単位 Ａ1：2単位 

 

実用フランス語検定試験 

準1級：6単位 2級：4単位 準2級：3単位 3級：2単位 4級：1単位 

 

DELE 

Ｂ2：4単位 Ｂ1：3単位 Ａ2：2単位 Ａ1：1単位 

 

スペイン語技能検定試験 

3級：4単位 4級：3単位 5級：2単位 6級：1単位 

 

中国語検定試験 

準1級：4単位 2級：3単位 3級：2単位 4級：1単位 

ＨＳＫ（漢語水平考試） 

6級：4単位 5級：3単位 4級：2単位 3級：1単位 
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TOPIK（韓国語能力試験） 

6級：5単位 5級：4単位 4級：3単位 3級：2単位 2級：1単位 

 

ハングル能力検定試験 

2級：4単位 準2級：3単位 3級：2単位 4級：1単位 

 

インドネシア語技能検定試験 

Ａ級：4単位 Ｂ級：3単位 Ｃ級：2単位 Ｄ級：1単位 

 

実用タイ語検定試験 

2級：4単位 準2級：3単位 3級：2単位 4級：1単位 

 

医療通訳技能検定試験 

1級：4単位 2級：3単位 

 

世界遺産検定 

1級：3単位 2級：2単位 3級：1単位 

 

 

 

 

各種検定・資格試験について 

 

※各検定試験の日程等はホームページで確認してください。 

実用英語技能検定 （財）日本英語検定協会 

http://www.eiken.or.jp/ 

小学生から社会人まで幅広い人を対象とした英語検定試験です。「読む」「書く」「聞

く」「話す」の技能を総合的に測るもので、１級・準１級・２級・準２級・３級・４級・

５級の７ランクに分かれます。文部科学省後援の試験です。 

 

秘書技能検定 (財）実務技能検定協会 

http://www.kentei.or.jp/ 

秘書技能とは、職場で必要とされるあらゆる職務技能試験を一言で表現したものです。

試験は１級・準１級・２級・３級のレベルに分かれ、年３回（６月・11月・２月）に行

われます。文部科学省後援の試験です。 

 

 

 

http://www.eiken.or.jp/
http://www.eiken.or.jp/
http://www.kentei.or.jp/
http://www.kentei.or.jp/
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ビジネス能力検定ジョブパス （財）職業教育・キャリア教育財団 

http://www.sgec.or.jp/index_new.cgi 

社会人に必要な仕事の能力を評価する試験です。業種・業界に関わらず、仕事に必要な

基本的な知識が問われます。就職希望者は１年次に３級を、２年次に２級を受験するの

が適当です。文部科学省後援の試験です。 

 

観光英語検定 全国語学ビジネス観光教育協会 

http://www.zgb.gr.jp/ 

観光・旅行関係の分野を通して、外国人とのコミュニケーションを図ることを目的とし

た、英語運用能力試験です。１級・２級・３級のレベルに分かれ、毎年２回実施されま

す。 

 

コンピュータサービス技能評価試験 東京都職業能力開発協会 

http://www.tokyo-vada.or.jp/ 

ＯＡ機能操作に関する能力や技能が一定の水準に達しているかどうかの評価を行う試験

で、ワープロ部門・表計算部門の２部門に分かれます。合格者には『ワープロ技師』『表

計算技師』などの称号が与えられます。 

 

全国通訳案内士試験 日本政府観光局（JNTO） 

http://www.jnto.go.jp/jpn/ 

毎年８～12月に筆記試験と口述試験が実施されます。この試験においては、語学能力は

もちろん通訳ガイドとして必要な、経済・地理・歴史・文化等の幅広い知識が要求され

ます。国家試験です。 

 

総合旅行業務取扱管理者試験 （社）日本旅行業協会 

http://www.jata-net.or.jp/ 

旅行業務取扱管理者には『総合旅行業務取扱管理者』と『国内旅行業務取扱管理者』の

２種類あり、総合は国内旅行と海外旅行、両方を取り扱う事ができます。旅行業者の業

務に必要な知識と能力について行われる国家試験です。 

 

国内旅行業務取扱管理者試験 （財）全国旅行業協会 

http://www.anta.or.jp/ 

旅行業務取扱管理者には『総合旅行業務取扱管理者』と『国内旅行業務取扱管理者』の

２種類あり、国内は国内旅行のみを取り扱う事ができます。旅行業者の業務に必要な知

識と能力について行われる国家試験です。 

 

 

 

 

http://www.sgec.or.jp/index_new.cgi
http://www.sgec.or.jp/index_new.cgi
http://www.zgb.gr.jp/
http://www.zgb.gr.jp/
http://www.tokyo-vada.or.jp/
http://www.tokyo-vada.or.jp/
http://www.jnto.go.jp/jpn/
http://www.jnto.go.jp/jpn/
http://www.jata-net.or.jp/
http://www.jata-net.or.jp/
http://www.anta.or.jp/
http://www.anta.or.jp/
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TOEIC （財）国際ビジネスコミュニケーション協会 

http://www.toeic.or.jp/iibc.html 

身近な内容からビジネスに至る内容まで、英語によるコミュニケーション能力を幅広く

評価するテストです。現在、世界約160ヶ国で行われており、企業や学校において様々な

用途や目的で活用されています。 

 

TOEFL 国際教育交換協議会（CIEE） 

http://www.cieej.or.jp/ 

英語を母国語としない人達の英語力の運用能力を測る試験です。現在、アメリカ・カナ

ダ・イギリス・オーストラリアなど、世界各国の英語圏の大学に正規留学する際に必要

となるスコアです。 

 

http://www.toeic.or.jp/iibc.html
http://www.toeic.or.jp/iibc.html
http://www.cieej.or.jp/
http://www.cieej.or.jp/
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2019年度 資格検定試験 実施予定表 

★受験申込日時の詳細については随時、本館２階掲示板とKIFL Info-webに掲示します。 

以下検定試験は学内で申し込みができます。（一部検定試験は学内で実施予定） 

 

 第１回試験 第２回試験 第３回試験 

実用英語技能検定試験 

6/2（1 次） 

A 日程 6/30（2 次） 

B 日程 7/7 （2 次) 

※2次試験の日程は協

会が指定します。 

10/6（1 次） 

A 日程 11/3 （2 次） 

B 日程 11/10（2 次） 

※2次試験の日程は協

会が指定します。 

 

 

※当学院での団体申

し込みは行いません。 

秘書技能検定試験 
6/16 11/10 2/9 

※2級、3級のみ実施。 

観光英語検定試験 

6/30 

※学院では実施しませ

ん。申込受付のみ。 

10/27 

※学院では実施しませ

ん。申込受付のみ。 

 

実施なし 

ビジネス能力検定試験 

ジョブパス 

数回予定していますが、実施日程等は後日お知らせします。 

コンピュータサービス

技能評価試験 

マイクロソフトオフィ

ス ス ペ シ ャ リ ス ト

（MOS） 

学内任意 TOEIC 

 

公開 TOEIC 受験日 

※受験申込は学院で行いますが、受験会場は学院ではありません。 

公開 TOEIC 

第 239 回 第 240 回 第 241 回 第 242 回 第 243 回 第 244 回 

4/14 5/26 6/23 7/28 9/29 10/27 

第 245 回 第 246 回 （財）国際ビジネスコミュニケーション協会 

http://www.toeic.or.jp 11/24 12/15 

 

http://info.kifl.ac.jp/
http://www.toeic.or.jp/
http://www.toeic.or.jp/

