
令和3年4月9日 鹿児島東高等学校進路指導部検定係
回数 受験対象 主催 検定名 検定日 申込期間 受験料（含む　消費税） 目指す級と進学や就職との関係

第１回 令和３年6月19日(金) 3月1日～5月19日 ３級　2500円 準２級がとれるように頑張りましょう。
第２回 令和３年11月6日(金) 7月1日～10月6日 準２級　2500円
第３回 令和４年2月12日(金) 11月1日～1月12日 ２級　3500円 金

第375回 令和３年7月10日(土) 5月10日～6月8日 ３級3500円 準２級4000円 ３級以上を取りましょう！
第385回 令和４年1月29日(土) 11月15日～12月16日 ２級4800円 金 頑張ったら２級もとれます。
第44回 希望者 検定協会 世界遺産検定 令和３年７月４日(日） 3月11日～5月15日 ３級4900円,４級3500円
第46回 令和３年12月12日(日） 8月23日～10月19日 ２級5900円 金
第46回 ２年全員 家庭科技術検定（筆記） 令和３年6月25日(金） 5月に申し込む ４級　600円 ２年生で検定があります
第46回 ３年選択 家庭科技術検定（実技） 令和３年7月 ３級　700円 フードデザイン選択者が対象
第１回 令和３年5月28日(金) 4月5日～4月30日 ３級　4800円 英検２級が推薦条件になっている大学がある｡
第２回 令和３年10月8日(金) 8月15日～9月10日 準２級　5800円 ３級以上を取りましょう！
第３回 令和４年1月21日(金) 11月1日～12月10日 ２級　6500円 金
270回 令和３年6月20日(日)午前 4月22日～4月26日 10260円
271回 令和３年6月20日(日)午後 5月6日～5月10日 鹿児島大か志学館大学で受験 企業等が奨励している。

第103回 令和３年 6月27日(日) 4月15日～5月15日 準４級　3200円 ２年の2学期目標準4級，3年で４級合格
第104回 令和３年 11月28日(日) 9月15日～10月15日 ４級　4200円 金 私大で授業料半額免除，国公立有利となる
第105回 令和４年 3月27日(日) 1月15日～2月15日 ３級　5200円 金 就職は,かなり有利になる｡警察は中国語の採用枠あり
202106回 中国への 令和３年 6月19日(日) 4月19日～5月19日 福岡(1～6),鹿児島(2～5) 中国の大学に専門での留学が可能になる
202107回 留学資格 令和３年 7月18日(日) 5月18日～6月18日 １級　3740円（初級） １級が入門である
第55回 令和３年 6月6日(日) 3月19日～4月23日 ５級　3200円 ２年の2学期目標5級，3年で４級合格
第56回 令和３年 11月14日(日) 8月27日～10月8日 ４級　3700円 金 私大で授業料半額免除・国公立有利となる
第77回 韓国への 令和３年 7月11日(日) 4月26日～4月30日 TOPIKⅠ(1・2級)4000円 韓国の大学の授業料減免，韓国で就職に有利
第78回 留学資格 令和３年 10月17日(日) 未定(昨年6月11日～7月2日) TOPIKⅡ(3～6級)5500円 １級が入門である。点数で級を判定。志學館大学
2021年度 国家試験・各自 国際観光振興機構 全国通訳案内士(口述は別日程） 令和２年 8月16日　未発表 5月11日～6月22日 1科目12029円，2科目24060円 金 英･中･ハン検１級取得者は言語免除，熊本で受験可能

令和3年度 国家試験・各自 日本国際教育支援協会 日本語教育能力検定試験 令和３年 10月24日(日) 7月5日～8月2日 14,500円 金 九州では、九州大学が受験会場，日本語教師に！
１回 希望者 危険物取扱者試験 令和３年 6月6日(日) 4月6日(火)～4月19日(月) 乙種　4600円 金

2回 希望者 危険物取扱者試験 令和３年11月6日(日) 9月17日(木)～10月1日(金) 丙種　2700円　←要確認 金

第142回 ２３教養 珠算・電卓実務検定試験 令和３年 6月20日(日) 4月6日(火)～4月16日(金) 普通・ビジネス  各1000円 ３級はとって当たり前とみなされる。
第143回 ２３教養 珠算・電卓実務検定試験 令和３年11月14日(日) 9月8日(水)～9月21日(火) 2級・3級　各1000円

第66回 ３教養 ﾋﾞｼﾞﾈｽ文書実務検定試験 令和３年 7月4日(日) 4月16日(金)～5月10日(月) 1級 1200  2級 1100 3級 900 ３級はとって当たり前とみなされる。
第67回 ３教養 ﾋﾞｼﾞﾈｽ文書実務検定試験 令和４年11月28日(日) 9月16日(木)～10月7日(木) 速度部門　各級　800円
第65回 ３教養 情報処理検定試験 令和３年 9月26日(日) ７月１日(木)～7月13日(火) ３級 1300円 ３級はとって当たり前とみなされる。
第66回 ３教養 情報処理検定試験 令和４年 1月30日(日) 11月１日(月)～11月14日(月) ２級 1500円
第92回 ３教養 簿記実務検定試験 令和３年 6月27日(日) ４月12日(月)～４月23日(金) ３級 1300円 ２年生は１月に３級合格を目指す。
第93回 ２教養 簿記実務検定試験 令和４年 1月23日(日) 10月21日(木)～11月5日(金) ２級 1300円 ３年生は６月に２級合格を目指す。(事務)
第158回 令和３年 6月13日(日) 4月2日～5月11日 商業系の学校は２級の取得を目指している。
第159回 令和３年 11月21日(日) 9月10日～10月19日 ３級 2850円 事務を目指す生徒は3級以上を必ず取得。
第160回 令和４年 2月27日(日) 12月17日～1月25日 ２級 4720円 金 医療事務就職は日商2級が必要な病院がある。
第121回 希望者 文部科学省後援　秘書検定 令和３年 6月12日(土) 4月7日～5月11日 ３級 2800円 受付・事務・秘書などの職種に有利。進学の際も特典あり。
第122回 希望者 文部科学省後援　秘書検定 令和３年 11月13日(土) 9月1日～10月12日 ２級 4100円 金
第123回 希望者 文部科学省後援　秘書検定 令和３年 2月5日(土) 12月6日～1月11日
第52回 希望者 文部科学省後援　ｻｰﾋﾞｽ接遇検定 令和３年 6月5日(土) 4月7日～5月10日 ３級 2700円 販売・接客の職種に有利。進学の際も特典あり。
第53回 希望者 文部科学省後援　ｻｰﾋﾞｽ接遇検定 令和３年 11月6日(土) 9月1日～10月4日 ２級 3900円 金 就職した後に受験をさせる企業もある。
第54回 希望者 文部科学省後援　ｻｰﾋﾞｽ接遇検定 令和４年 ２月12日(土) 12月6日～1月17日
第65回 希望者 文章入力スピード認定(日本語) 令和３年7月11日(日) 5月28日～6月10日 1000円 段金

第67回 希望者 文章入力スピード認定（英文） 令和３年12月12日(日) 10月29日～11月11日 1000円 1金
第128回 １年全員 情報処理技能検定 令和４年 2月27日(日) 1月14日～1月27日 ４級　1200円
第129回 １年全員 日本語ワープロ検定 令和３年7月4日(日) 5月28日～6月10日 ３級　1600円
第77回 3選･ＰＣ部 ホームページ作成検定 令和３年12月5日(日) 10月29日～11月11日 ２級　2000円 受験者は２級以上を目指しましょう。
第55回 3選･ＰＣ部 プレゼンテーション作成検定 令和４年 2月20日(日) 1月14日～1月27日 １級　2400円 金 受験者は２級以上を目指しましょう。
随時 各自申込 経済産業 ITパスポート試験 随時 5700円 金 高校生で取得する例がある。中央駅の近くで試験。
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