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「第4回 全国手話検定試験」面接委員研修のご案内

初夏の候、貴団体におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素より、当センター事業に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

また、この度は全国手話検定試験実施に伴う面接委員研修の開催にご協力いただき

ありがとうございます。

さて、「第4回 全国手話検定試験」実施に先立ちまして、全国手話検定試験の成否

の重要な役割を担 う面接委員養成のための研修を別添募集要項の通り開催いたしま

す。

つきましては、貴団体より多くの方にご参加いただきますよう、当該者のご推薦を

よろしくお願いいたします。

敬 具
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「第4回 全国手話検定試験」面接委員研修 募 集要項 【東海ブロック】

1、 目 的

全国手話検定試験の実施におしヽて面接試験(「手話での表現」・「手話での会話試験」)を担当し、

受験者のコミュニケーション能力の評価をする面接委員の養成のため、面接委員研修を実施しま

す。

なお、面接委員研修を修了した方は面接委員として全国手話研修センターに登録後、試験時に

は各試験会場に派遣され、以下の役割を担つてしヽただきます (派遣された面接委員には剛途に定

める規程に従い、謝金が支払われます)。

2、 面接委員の役割

各級ごとの受験者のコミュ三ケーション能力の評価等をします。具体的には下記の3点 を担しヽ

ます (評価の基準については別途採点基準に定める)。

(1)面 接試験 (「手話での表現試験」「手話での会話試験」)の 方法につしヽての説明

(2)手 話での表現の評価 (別途定める評価基準に沿つて評価をする)

(3)手 話での会話試験の質疑 ・評価 (質疑項目 ・評価基準に沿つて評価をする)

3、 実施団体

社会福祉法人 全 国手話研修センター 「全国手話検定委員会」

4、 実施内容

【1国 目】共通講義 ・5級 ・4級 ・3級

【2日 目】共通講義 ・2級 ・準 1級 ・1級

5、 研修内容

(1)「全国手話検定試験」実施の経過と意義、目的について理解する。

(2)各 級の試験領域について理解する。

(3)各 級の評価の方法や評価のポイントについて理解する。

(4)受 験生モデルを評価する演習を行い、面接委員の心構えにつしヽて学ぶ。

*講義部合は全級含同受講とします
*それぞれの級を受講する際、必す 10劣 前には会場入りしてくださしヽ。

時間 (2日 間共通) 所要時間 内容

10:00-10:30 30劣 準備 ・受付

10:30-12:OO 1時 間半 共通講義 全国手話検定試験の概要について

共通講義 面接委員の進行、役割等につしヽて

12:OO-13100 1時 間 休   憩

13:00-14:00 1時 間 5級  ! 2級  1評 価の方法とポイント演習

14:10～ 15! 1 0 1時 間 4級  !準 1級 1評価の力法とポイント演習

15:20-16t20 1時 間 3級 1 級  評 1面の方法とポイント演習



6、 参加資格

5級 …………………手話奉仕員董成課程指導者もし<は 同等のレベルと認められる者

4級 …………………手話奉仕員養成課程指導者もしくは同等のレベルと認められる者

3級 …………………手話奉仕員董成課程指導者もしくは同等のレベルと認められる者

2級 …………………手話通訳者養成課程指導者もしくは同等のレベルと調められる者

準 1級 …………………手話通訳者董成課程指導者もしくは同等のレベルと認められる者

1級 …………………手話通訳者養成課程指導者もしくは同等のレベルと調められる者

*ろ う 。健輛を問いません。

*2006毎 度に登録完了

鯉

2007年 度および 2008年 度に登録完了した方は、登録完了の級を再度受講する必要はあ

りません。

*同 Bきに584・ 3・ 2級 。準 1級 ・1級 の研修を受けることができます (複数受講司能)。
*財 す全日本ろうあ連盟力B盟団体、全国手話通訳問題研究会支部の推薦を要します。

7、 研修日程、会場

*日  程

【1日 目】2009年

【2日 目】2009年

*会  場 :アスト津

8、 参加費

共通講義 1,000円  十  各 級ごと 1,OOO円 (別途旅費等は自己負担)

*2006年 度、2007年 度、2008年 度、共通講義1多了者は共通講義を再度受講する必要はあ

りません。

9、 申込力法
・全日本ろうあ連盟各加盟団体 (地域試験委員会)を窓□とします。
・全日本ろうあ連盟各加盟団体推薦者、全通研支鄭推薦者を全日△ろうあ連盟各加盟団体 (地域

釣 。一

・蝕 込縄還麓埜工迄週墜翌延睡生虫夏亘醒遷蓑詞雌数逗菱座邑涯圭度曇墨位二聖基してくださ
い 。

10、 申込先

社会福祉法人 全 国手話研修センター 「全国手話検定試験事務局」係

〒616-8372 京 都市右京区嵯峨天龍寺広道町 3-4

*全 国手話研修センターヘの申込締め切りは7月 20日 (月)で す。

111、間しヽ合わせ |

社会福祉法人 全 国手話研修センター 「全国手話検定試験事務局」係

TEL 075-871-9741   FAX 075-873-2647

E一十matt syuwakentei③ com―sagano.com

8月 1日 (土) 10i30～ 16:20(受 付 10:00～ )

8月 2日 (日) 10:30～ 16:20(受 付 10:00～ )


