実施要項

挨拶ができるＥ級から、
プロとして通用する特Ａ級まで

受検日程・願書受付期間

■１次試験は６会場、
Ａ、
Ｂ級２次試験は東京とジャカルタで実施
インドネシア共和国教育文化省言語育成振興局 (Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Republik Indonesia) 、国際インドネシア語教育学会（Aﬁliasi Pengajar dan
Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing）と提携し、インドネシア語学
習者のインドネシア語運用能力を総合評価し、レベル向上を目的とする日本
で唯一のインドネシア語技能検定試験です。1992 年に開始以来、成績評価
の基準にしたり単位を認定する大学、および採用試験、語学力評価、資格手
当などで優遇する団体や企業も増えています。

■実用的で、正しい言葉を身につける
検定は年２回、１月と７月に実施。
必要最小限のコミュニケーションが取れ
るＥ級、旅行するために十分なＤ級、日常生活で不自由しないＣ級、新聞記事
が読めるＢ級、社会問題について討論できるＡ級、翻訳、通訳のプロとして通
用する特Ａ級の全６段階評価です。
１次試験は、特Ａ級を除く全ての級で、読解、語彙、文法、作文、リスニングの
５項目について評価します。
２次試験は面接試験で、特Ａ級、
Ａ級、
Ｂ級のみ実
施します。
仕事として使うためには最低でもＢ級を取得しておくとよいでしょう。

１次試験 特Ａ、
Ａ級 10：00〜12：00

Ｂ級 13：00〜14：50
Ｄ級 13：00〜14：15

Ｃ級 10：00〜11：35
Ｅ級 15：00〜15：50
２次試験 特Ａ、
Ａ、
Ｂ級 1次試験合格者、1次試験免除者に通知
注）C、D、E 級は 1 次試験のみ、特Ａ級は年 1 回（偶数回）のみ実施。
受検会場 詳細は裏面をご覧ください。

評価基準

査定内容

社会生活に必要なインドネシア語を理解し、１次 筆記試験

Ａ級 口頭で表現できる。一応の通訳ができ、放

リスニング

100 分
20 分

送の大意を理解し、ニュース解説が読め、自 ２次 面接試験 約10 分
分の意志を文章表現できる。

日常生活や職場に必要なインドネシア語を理 １次 筆記試験

Ｂ級 解し、口頭で表現できる。簡単な説明、電

リスニング

話の応対や通訳ができ、新聞記事が読め、２次 面接試験
簡単な手紙や説明文を書くことができる。

90 分
20 分

約7分

日常生活に必要な商品の取扱説明書、広告 １次 筆記試験
Ｃ級 などが読め、メールや手紙など日常生活の
リスニング
話題について読み書きできる。

80 分
15 分

日常の身近な案内板、チケットなどの文が読 １次 筆記試験
Ｄ級 め、簡単なメールや手紙などの読み書きや
リスニング
買い物、道案内、伝言ができる。

60 分
15 分

初歩的で短い文を使った看板、メール、手紙 １次 筆記試験
Ｅ級 などの読み書きや挨拶、自己紹介、簡単な
リスニング
意思表示ができる。

40 分
10 分

注１）出願後の受検会場の変更はできません。
注２）Ａ、
Ｂ級の２次試験会場は選択できません（１次試験免除者を除く）
。
詳細は裏面をご覧ください。
注３）Ａ、
Ｂ級の１次試験免除者で２次試験ジャカルタ会場希望者は
インターネット出願のみ。
注４）特Ａ級の２次試験会場は東京のみ。

受 検 級 特Ａ級、
Ａ級、
Ｂ級、
Ｃ級、
Ｄ級、
Ｅ級の６段階
注１）出願後の受検級の変更はできません。
注２）特Ａ級は第６２回（偶数回）のみ実施。

検 定 料 特Ａ級 = 20,000 円 Ａ級 = 10,000 円 Ｂ級 = 9,000 円
Ｃ級 = 6,500 円 Ｄ級 = 5,000 円 Ｅ級 = 4,000 円

１次試験
免除制度

特Ａ級、
Ａ級、
Ｂ級の受検者で前回検定の１次試験合格者は、
出願時に申請すれば１次試験免除になります。

注１）１次試験免除の申請をした受検者は１次試験の受検はできません。
注２）願書提出後の 1 次試験免除申請は認めません。
注３）Ａ、
Ｂ級の１次試験免除者で２次試験ジャカルタ会場希望者は
インターネット出願のみ。
注４）特Ａ級 1 次免除者の２次試験会場は東京のみ。

併願受検
Ａ級とＢ級、
Ｂ級とＣ級、
Ｃ級とＤ級とＥ級は併願受検が可能です。
１枚の願書で出願ください。
合格基準 各級とも成績が一定の基準に達すれば合格します。

UJIAN KEMAMPUAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)

第
１次試験

６１回

２次試験

２０２２年９月１１日 日

受付開始

２０２２年４月 1 日（金）〜

■郵送

www.indonesia.co.jp

取扱店、協会でもご購入いただけます。

Jakarta Communication Club (JCC)、Yayasan SIKI BALI

（各セットRp450.000.）

■２次試験
東京、ジャカルタ
特Ａ、Ａ、Ｂ級１次試験合格者

~５月１０日（火）消印有効

■取扱店、協会 ~５月 ９日
（月）締切
＊協会は土日祝休

Ayo coba!
受けてみよう！
LINEスタンプ

にも登場！

第
１次試験

６２回

２０２３年１月８日 日
２次試験

２０２３年３月５日 日

受付開始

２０２２年１０月 1 日（土）〜

■インターネット ~１１月 １日（火）日本時間１５時締切
■郵送

~１１月 １日（火）消印有効

■取扱店、協会 ~１０月３１日（月）締切
＊協会は土日祝休

合格証明書、推薦状（別途料金）
希望者には「合格証明書」
「推薦状」を発行します。

通信販売

特Ａ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ級
（特Ａ級は第６２回のみ）

■インターネット ~５月１０日（火）
日本時間１５時締切

結果通知書、合格証 発送日は裏面をご覧ください。
結果通知書送付時に、合格者には【合格証】をお送りします。
未着の場合は次回の検定 1次試験日までに協会へお問い合せくだ
さい。次回の検定 1次試験以降のお問い合わせには応じられません。

注）
「推薦状」は過去１年までの合格者のみ承ります。

■１次試験
東京、大阪、名古屋、九州、
ジャカルタ、バリ島

２０２２年７月３日 日

（特Ａ、
Ａ、
Ｂ級の１次試験は満点の 70％前後、２次試験は満点の 75％前後。
Ｃ、
Ｄ、
Ｅ級は満点の 60％前後）

各セット￥1,500＋税

■特 A/A/B 級：2008 年（第 32・33 回）
、2009 年（第 34・35 回）
、
2011 年（第 38・39 回）
、
2012 年（第 40・41回）
、2013 年（第 42・43 回）
、2014 年（第 44・45 回）
、
2015 年（第 46・47 回）
、2016 年（第 48・49 回）
、
2017 年（第 50・51回）
、
2019 年（第 54・55 回）
、2020 年（第 56・57 回）
■C/D/E 級 ：2019 年（第 54・55 回）
、2020 年（第 56・57 回）

インドネシア語
技能検定試験

１次試験 東京、大阪、名古屋、九州、ジャカルタ、バリ島
２次試験 東京、ジャカルタ

注）特Ａ級のみＡ級合格者。

100 分
インドネシア語の通訳、翻訳者として通用す １次 筆記試験
特Ａ るレベル。A 級合格者のみ受験資格がある。
リスニング
20 分
２次 面接試験 約 10 分
（年 1回偶数回のみ実施）

ＣＤ付インドネシア語技能検定試験問題

受検時間

受検資格 学歴、年齢、性別、国籍に制限はありません。

評価基準と査定内容
級

詳細は表紙ご参照。

インドネシア語の勉強とｕｊｉ
（試験）
が大好きな

うじにゃん

日本インドネシア語検定協会の公式キャラクター。

主催

日本インドネシア語検定協会
公式ホームページ

www.i-kentei.com

〒105-0004 東京都港区新橋6-4-8 Ｍ6ビル4F TEL 03-3438-4790

提 携 インドネシア共和国教育文化省言語育成振興局
国 際 インドネシア 語 教 育 学 会（ A P P B I PA ）

インターネット以外の出願

インターネット出願
全会場（東京、大阪、名古屋、九州、ジャカルタ、バリ島）

＊インドネシア会場はインターネット出願のみ。

公式ホームページをご覧ください。

www.i-kentei.com

・
「マイページ」登録後に出願ください。

・検定料は、クレジットカード（VISA、MASTER）
、
もしくはコンビニエンスストア（ローソン、セイコーマート）支払。

・
「マイページ」掲載事項は、次の通り。
１. 受検票
２. 試験結果（２次試験総評を除く）
３. ２次試験案内書（特Ａ、
Ａ、
Ｂ級の１次試験合格者、
１次試験免除者）

注）試験当日、
「受検票」
「２次試験案内書（特Ａ、
Ａ、
Ｂ級）
」を紙に印刷し
て持参できない方はインターネット出願できません。

受検会場
詳細は受検票に明記。日本会場は最寄駅より徒歩圏内

１次試験

・東京…… 東京都２３区内
・大阪…… 大阪（梅田）
・名古屋… 名古屋「 I.C. NAGOYA 」 ・九州…… 福岡（博多）
・ジャカルタ……… ジャカルタ首都特別区
・バリ島…………… バリ島日本人会バリ日本語補習授業校
Jl. Kutat Lestari No.26XX, Sanur Kauh, Bali

日本会場のみ（東京、大阪、名古屋、九州）

❶ 願書の入手

１）公式ホームページ（www.i-kentei.com）からダウンロード
２）取扱店、協会窓口にて入手
３）検定過去問題（願書付）購入
通信販売（裏面参照）
、取扱店、協会でご購入ください。

❷ 願書に必要事項を記入

写真 1 枚 (３×４cm、裏に氏名を明記。６ヵ月以内に撮影した上半身
脱帽、正面、無背景、鮮明なもの。カラー、白黒どちらも可 ) を添付。

❸ 検定料納入・提出方法
取 扱 店

注１）
「受付伝票」は左側「申込欄」のみ記入（右側は取扱店記入欄）
。
注２）
「申込者控・領収書」は大切に保管してください。
注３）
「払込証書」の取扱店受付印の日付が受付期間内でも、受付期間外の
日付の消印で検定協会に届いた願書は無効になります。
日本会場取扱店 ＣＤ付検定問題販売（★は出願取扱のみ）
紀伊国屋書店（新宿本店）
、紀伊国屋書店（福岡本店）
★、
三省堂（神田本店）
、内山書店内アジア文庫（神田神保町）
、ジュンク堂
（池袋本店・大阪本店・MARUZEN& ジュンク堂梅田店・難波店・三宮店・
三宮駅前店・新潟店）
、東京外国語大学生協、中央大学生協★、
丸善神田外語大学店、大阪大学生協箕面店、九州国際大学生協
名古屋会場取扱店 ＣＤ付検定問題販売
I.C. NAGOYA TEL：052-581-3370
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-26-19 名駅永田ビル４階
願書受付時間 月 〜 金 11：30 〜 18：30（土日祝休み）

・東京…………新橋 ・ジャカルタ……ジャカルタ首都特別区
１次試験
→ ２次試験
東京、大阪、名古屋、九州 → 東京

Ａ、
Ｂ級

ジャカルタ、バリ島

特Ａ級

全会場、1 次試験免除者 → 東京

1 次試験免除者

→ ジャカルタ

→ 東京とジャカルタから選択

注 1）Ａ、
Ｂ級の２次試験会場は選択できません（1 次試験免除者を除く）
。
注 2）Ａ、
Ｂ級の１次試験免除者で２次試験ジャカルタ会場希望者は
インターネット出願のみ。
注 3）特Ａ級の２次試験会場は東京のみ。
注 4）会場地図は受検票に明記します。
注 5）受検会場への電話での問い合わせは一切ご遠慮ください。

払込証書＋願書

・取扱店にて所定の「受付伝票」の申込者記入欄（左側太枠内）を
もれなく記入の上、検定料を納入。
・取扱店受付印のある「払込証書」と「申込者控･領収書」を受け取る。
・
「払込証書」を「願書」と共に封筒に入れて、書留で協会へ郵送。

２次試験
受検級

コピー可。併願の方も願書は 1 通です。

郵

送

為替証書（発行日は願書受付期間内有効）＋願書

・ゆうちょ銀行で検定料を普通為替もしくは定額小為替にかえる。
・
「為替証書」を無記入のまま「願書」と共に書留で協会へ郵送。
注）願書は必ず書留でお送りください。現金書留および現金書留用封筒を
使用した出願は受付けません。

協会窓口

現金＋願書

・申込受付期間内に、協会にて「検定料（現金）
」を納入の上、
「願書」を提出。
（受付期間および受付時間厳守）

❹ 受検票 発送日は公式ホームページに掲載。
１次試験日の１４日前までに発送。

注１）受検票不携帯の場合は受検できません。
注２）併願者の受検票は各級別に郵送するため、別々に到着する場合が
あります。
注３）不着の場合は１次試験日の1週間前までに協会にお問合せください。

❺ 結果通知書、合格証 発送日は公式ホームページに掲載。
１次試験結果通知書、合格証
２次試験案内書

特Ａ、
Ａ、
Ｂ級 1 次試験合格者、１次試験免除者

１次試験・２次試験結果通知書、合格証

特Ａ、Ａ、Ｂ級１次試験合格者、１次試験免除者

２次試験日の
１４日前までに発送。
２次試験日の
１か月後に発送。

日本会場用願書提出先

日本インドネシア語検定協会
TEL : 03-3438-4790

〒105- 000 4 東京都港区新橋 6 - 4 - 8 Ｍ6 ビル 4 階
願書受付時間 月〜金 11：30〜18：30（土日祝休み）

注意事項

必ずお読みいただき、同意された方のみ出願ください。

注１）願書受付期間外に出願された願書は無効となります。
注２）出願後の願書および検定料は、受付期間外に出願されたもの
を含め一切返却いたしません。受検級や受検会場の変更、次
回以降の検定試験への振替はできません。
注３）写真添付のない願書、規定以外の写真を添付した願書も無効
となります。
注４）天災地変など不可抗力による事由により、検定日程を変更、中
止する場合があります。
注５）郵送の場合、願書受付期間外の消印の出願は無効になります。
また、願書は書留で送付ください。現金書留および現金書留用
封筒を使用した願書は受け付けません。取扱店受付印の日付が
受付期間内でも、郵便局消印の日付が受付期間外のものは無
効になります。
注６）コロナ禍により次回以降への日程延期となる場合、検定料の
返金、受検級の変更、検定会場の変更はできません。詳細と最
新情報は協会公式ホームページでご確認の上、出願ください。

