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ヴェネツィアとその潟（イタリア／文化遺産／ 1987年登録）
ヴェネツィアは5世紀にアドリア海の干潟（ラグーナ）
に築かれ、
街は実に118もの小島から成ります。

SUN.

受講料

公式テキストから
８割以上出題 !

無料

平均学習時間は
1週間〜 1ヶ月

公式テキストから
８割以上出題 !
平均学習時間は
1 週間〜1ヶ月

開催日

2019 年６月２日
（日）

時 間

3 級コース 13：00 〜 14：30
2 級コース 15：00 〜 16：30

内 容 ・世界遺産とは
・彦根城の世界遺産登録に向けて
（現状と今後の展望）
・学習ポイント、出題傾向
講 師

大塚 正博氏

会 場

彦根商工会議所 ４階ホール

合格率 Up!

対策講座を受講した合格者
の感想
「世界遺産」に興味を
持ちました。
講 座 を 聞 き、学 習 の
ポイントを押さえる
ことができた
模 擬 試 験 を 受 け、自
分の実力を確認しな
がら復習することが
できた

NPO法人 世界遺産アカデミー認定講師

「世界遺産」の意義を
知ることができた。

１ヶ月で合格するメソッド

●世界遺産検定の学習は、
公式テキスト
および過去問題集で進めていただくのが

基本ですが、
受検対策講座を聴講いただ
くと、
より効果的に学習できます。
問題数または配点比率

級

基礎知識

日本の
遺産

世界の遺産
自然遺産 文化遺産

その他

2級

20%

25% 10% 35% 10%

3級

25%

30% 10% 30%

4級

13 問

23 問

13 問

5%
1問

※４級受検をお考えの方は、
３級コースを受講ください。
（４級受検の方にも、
役立つ学習方法などをお伝えします）
※受講対象者
※定員

彦根市民、彦根市内の小・中・高・大学に在学する学生、彦根商工会議所会員事業所（彦根市外含む）に勤務する方

各講座 100 名（定員になり次第、締め切らせていただきます） ※持ち物 各級の公式テキストを持参ください（詳細は裏面）

《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

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

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

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

世界遺産検定とは

テキスト

（※市内書店までお問合せください）

試験は各級のテキストから出題されます。下記教材は全国の書店および
ネット書店でご購入いただけます。店頭にない場合は書店にお取り寄せ
をご依頼ください。
世界遺産の最新情報は、世界遺産検定公式サイト
〔公式教材〕
をご覧くだ
さい。

世界遺産検定は人類共通の財
産・宝物である世界遺産につい
ての知識・理解を深め、
学んだ内
容を社会へ還元することを目指
した検定です。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。

2級

くわしく学ぶ 世界遺産300

＜第3版＞ 世界遺産検定2級公式テキスト

定価：2,000 円+税

A5 判／272ページ／ 2019年 3月20日発行

＊2006年 〜2019年2月受検申込者数累計

世界の代表的な遺
日本の遺産 22 件と、
産 300 件を写真つきでテーマごとに紹介
しています。2 級試験はこのテキストから
8 割以上が出題されます。

［ 世界遺産を学ぶ意義 ］
世界にはさまざまな文化や自然があり、多くの
異なる価値観をもつ人々が暮らしています。そ
うした世界の多様性のシンボ ルである世界遺
産を学ぶことで、世界の文化や歴史、自然の
豊かさの一端を知ることができます。世界の
多様性を知り、関心を広げる。それがユ ネス
コの目指す平和な世界に繋がっています。

3級

きほんを学ぶ世界遺産100

＜第2版＞ 世界遺産検定3級公式テキスト

定価：1,450 円+税

A5 判／176ページ／ 2019年 3月20日発行

高校の歴史や地理で
日本の遺産 22 件と、
登場する世界の遺産 100 件を写真つきで
紹介しています。3 級試験はこのテキスト
から 9 割以上が出題されます。

世界遺産検定を受検するメリット
ビジネス

世界遺産を通じて学ぶ知識は、グローバルなビジネス
でのコミュニケーションを円滑にします。旅行業界で
は評価制度に検定を導入している企業もあります。

就 職

本検定はエントリーシートに記載できます。世界遺産
の知識は旅行・観光業、
マスコミ、
教育機関、
国際機関
等への就職活動や公務員試験などに活かせます。

進 学

本検定で認定されると、全国 220 校を超える大学・短
大の入試で優遇措置が受けられます。詳細は公式 HP
の「大学入試で優遇」のページをご覧ください。

受講申込書に必要事項を記入し、FAX
またはメールにてお申込ください。

4級

はじめて学ぶ世界遺産50

＜第2版＞ 世界遺産検定4級公式テキスト

定価：1,000 円+税

A5 判／134ページ／ 2019年 3月20日発行

日本の遺産 22 件に加え日本と世界の遺
産の比較を通じ代表的な世界遺産 32 件
を解説しています。4 級試験はこのテキ
ストから 9 割以上が出題されます。

お申込み・お問合せ 彦根商工会議所 彦根市中央町3-8
9：00〜17：00（土日・祝日除く） TEL.0749-22-4551 FAX.0749-26-2730
seminar@hikone-cci.or.jp

主催 彦根商工会議所・NPO法人 世界遺産アカデミー／主管 （一社）
近江ツーリズムボード／共催 （株）
マイナビ・
（株）
マイナビ文化事業社／後援 文部科学省・
（一社）
日本旅行業協会・
（一社）
全国旅行業協会・

・滋賀県・滋賀県教育委員会・彦根市・彦根市教育委員会・
（公社）
彦根青年会議所・彦根ボランティアガイド協会
日本政府観光局
（JNTO）
・日本国際観光学会・ANTOR-Japan
（駐日外国政府観光局協議会）

人類共通の宝である世界遺産を学び、
教養を深め、
級位認定を確実なものにするための講座です

「世界遺産講座」
（ 2019 年６月2日開催）受講申込書
事業所名（学校名）
申込責任者名
受講者氏名（ふりがな）

年齢

歳

歳

歳

TEL.
以下の該当する項目に

○ 印 をおつけください
小学生

中学生

高校生

小学生

中学生

高校生

小学生

中学生

高校生

大学生

大学生

大学生

社会人

社会人

社会人

その他

その他

その他

FAX.
受講希望講座に

○ 印 をおつけください
13：00〜（3級）

15：00〜（2級）

13：00〜（3級）

15：00〜（2級）

13：00〜（3級）

15：00〜（2級）

※ご記入いただいた情報は、商工会議所からの連絡・情報提供に利用する他、参加者の実態調査・分析のために利用することがあります。

