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この本の仕組みと使い方
ニュース検定にチャレンジしたいけれど、どんな準備をすればいいか分からない――。そんなあなたを、
この「公式テキスト＆問題集」が応援します。この本は毎年、最新ニュースをもとに作り替えています。
本番の検定で出る問題（45問）の約６割は、この本から出題されます。解説をじっくり読んで、練習問
題をこなせば、もう合格証は目の前に。４級、３級に受かったら、さらに上の級を目指しましょう。

練習問題

正解と解説

グラフや図解

ニュース時事能力検定（N検）とは

今の時代を生きるために欠かせない、
ニュースを読み解き、活用するチカラをつける検定です。
ニュース時事能力検定（ニュース検定、Ｎ検）は、新聞やテレビのニュース報道を読み解き、活用
する力（時事力）を養い、認定する唯一の検定です。時事力とは、現代社会のできごとを多角的・
公正に理解・判断し、その課題をみんなで解決していく礎となる総合的な力（知識、思考力・判断
力など）です。大きく変動し、先行き不透明な時代に、人生を切り開くために不可欠な力です。

●検定問題の約６割はこの本から
　2018年度に実施される３・４級の検定問題（45問）
の約６割は、この「2018年度版ニュース検定公式テ
キスト＆問題集『時事力』基礎編（３・４級対応）」
から出題されます。「約６割」の中には、テキストの
本文や「ニュースのことば」をもとにした問題も含
まれます。「練習問題」からの出題は、掲載された問
題そのままとは限らず、関連・類似問題を含みます。
●ニュース検定の公式サイト
　http://www.newskentei.jp/

●この本で使う用語のご案内
　この本の中で使う用語（人名や団体名、国名などの固有
名詞を含む）は原則として、一般の新聞・テレビのニュー
スで日ごろ使われている表記（略称を含む）にならってい
ます。ただし、報道機関によって表記が異なる場合は、毎

日新聞の表記にならっています。一部の用語については、
それぞれの記事で初めて出てくる時に限って正式名称を
使っています。
　なお、海外のできごとの日付は原則として、現地時間に
基づいて表記しています。

これは使える！ 学校の授業にも
　「いま」を読み解くための重要テーマを整理したこの本は、社会（公
民的分野）、公民の学習を深めるのにもうってつけです。地理歴史、
家庭、情報などの学習とも多くの接点があります。ぜひ学校の勉強
にも役立ててください。
　中学・高校の教科書（主な内容）とこの本の対応がひと
目で分かる「教科書対照表」は、ニュース検定の公式サイ
トでごらんになれます。スマートフォンをお使いの方は右
のＱＲコードを読み取れば、簡単にアクセスできます。

今を読み解く重要テーマをベテラン記者、有識者らのチームが厳選し、良質な問題に練り上げています。
５分野（政治、経済、暮らし、社会・環境、国際）からバランスよく出題し、総合的な力を測ります。
問題の難しさが異なる六つの級から選んで受検できるため、それぞれの目標を容易に設定できます。合格の達成
感がさらなる学習の動機づけとなり、時事力をスムーズに高めていくことができます。
各級に対応した公式教材（この本や、ほかの級に対応したテキスト、問題集）を取りそろえています。自学自習
に配慮した公式教材を活用すれば、初めての方でも合格に必要な力を無理なく養えます。
受検後の「結果通知」で問題別の正誤と分野、分野別正答数が分かるため、得手不得手を容易に把握できます。
公式サイト上で公表する丁寧な解説も、弱点を克服するための復習をサポートします。
Ｎ検の資格取得者は全国約400校（大学・短大、高校）のＡＯ・推薦入試などで評価・優遇されています（2018
年１月現在）。時事力を養うことは、就職活動における筆記試験・面接対策にもなります。
Ｎ検は学校の学びと深い関係にあります。公民、地理歴史などの学習を現実社会と関連づけて深める目的で、Ｎ
検や公式教材は多くの学校で利用されています。大学の入学前・初年次教育などでも活用されています。
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ニュース検定の特長

要 点 テーマのポイントです。このポイントを
頭に入れて、解説を読みましょう。

解 説 テーマを理解するための分かりやすい解
説は、この本の中心です。じっくり読みましょう。
きっと学校の勉強にも役立ちますよ。

時事力Basic　　　　　制度の基本や論議のポイント
などを解説しています。テーマの内容や日々の
ニュースを理解する手助けにもなります。

キーワード
このキーワードを押さえるだけでも、ニュースを
読み解く力は、ぐんと上がります。

級 レベル 受検対象の目安 程　度
1級 高校生、大学生・一般 新聞の社説レベルの記事も読み解き、社会や自分の新たな課題を設定できる。
2級 高校生、大学生・一般 ニュースを批判的に読み解き、自分なりの意見を導ける。
準2級 中学生、高校生、大学生・一般 さまざまなニュースを、現代社会の諸問題と関連づけて理解できる。
3級 中学生、高校生、大学生・一般 基本的なニュースを、社会の仕組みの中に位置づけて理解できる。
4級 小学生、中学生、高校生 新聞やテレビのニュースに関心を持ち、自分の暮らしと結びつけて考えられる。
5級 小学生、中学生 国内を中心に、社会のルールやできごとに関心を持つ。

●検定時間 各級50分　●設問数 各級45問　●出題形式 1 級：四肢択一（マークシート）、一部記述 / 2 〜 5 級：四肢択一（マークシート）　

各級の目安と検定内容

Stage 小学生 中学生 高校生 大学生・一般

Class

1 級

5級
4級

3級
準 2級

2級

合格基準
1級 80点程度/100点満点

2級〜5級 70点程度/100点満点

総合的な時事力を測るため、
五つの分野から出題します。
政治

社会・環境

経済

国際

暮らし

Yes? No?　　　賛否が割れている時事問題につい
て、賛成、反対それぞれの主な根拠を簡潔に紹介
します。学校における主権者教育の一資料として
もご活用いただけます。

　　　　解説の理解を助けるグラフや図
解をたくさん載せています。忘れずに目を通して
ください。

　　　　コンパクトな解説を用意しまし
た。目を通して、理解を深めましょう。

　　　ニュース検定と同じ四肢択一式で
す。テキスト本文の理解を助ける問題もあります。
力試しをして、本番に備えましょう。

Check!級合格へ
ココも3

３級合格を目指す人は、このコーナーもしっかり
読んでおきましょう。
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