
主催：ものづくり人材支援コンソーシアム
一般社団法人ものづくり日本語検定協会（MNKK)

後援 ： 一般社団法人日本在外企業協会（JOEA)

後援 ： 一般社団法人日本技術者連盟（JEF）
後援 ： 一般社団法人知財人財ネットワーク機構（JRN)

日本式“ものづくり文化”を日本から世界市場へ

日本式“ものづくり”オンライン世界標準検定と
日本式“ものづくり”人材支援コンソーシアム
―“Monozukuri” Online Training Consortium―

企画書
世界各国のものづくり文化には、それぞれ差異があり、その差異故に各国のものづくりの生産性に
差異が生じている。“日本式ものづくり文化”は世界一といわれる日本のものづくり産業を創出し、
発展させているので、世界の各国は“日本式ものづくり文化”を導入する事により、自国のものづくり
産業を効果的に創出・発展させることができる。
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「日本式“ものづくり”人材支援コンソーシアム」

■日本式“ものづくり”オンライン人材支援コンソーシアムの使命■

企業組織の中で、ものづくり現場ほど日常の活動を定量化しやすい職場はありません。
適切なアクションを起こせば、その結果が直ちに数値として表れます。

ものづくり現場はとてもやりがいのある職場です。
そして、そのアクションを支えるのは、ものづくり人材の一人ひとりのやる気です。

やる気を引き出せば、ただちに効果が出てきます。
これから育てたい”ものづくり人材”は一朝一夕に育ちません。
また安易に外から引っ張って来られるものではありません。
相応の時間と機会を提供しながら、育成していくことが必要です。

日本のものづくり現場がこれまで生産性向上のために培ってきた人材育成の底力を今、ユニバーサル社会に向けて
発信することが、「日本式“ものづくり”オンライン検定」を主催する本コンソーシアムの使命です。

-“Monozukuri” Online Training Consortium-

■日本式“ものづくり”オンライン検定とは■
製造業・非製造業を問わず、全ての業務に応用が可能な広義
のものづくり思想で、日本的ものづくりの考え方や発想・技術に
より、顧客が満足する機能・品質・価格などを備えたモノや
サービスを提供するために企画・開発・設計し、生産・購買・販売
といった付加価値を加える一連の活動である。

－ 日本式“ものづくり”オンライン検定で
測定する項目 －

①専門用語・コミュニケーション能力
②ものづくり技術能力
③組織力（社会人基礎力、管理基礎力）などの各能力をバランス

よく発揮する能力
④異文化理解など

関係者外
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－製造業・サービス業のための－

「ものづくりオンライン検定」とは

「ものづくり社会」に携わる社会人
や学生に“ものづくり”に必要な能力
を習得し、向上させる事を目的とした
①自学習
②自主検定
③自己PR動画

で構成される教育体系です。

■MOKとは!!
MOKはお手持ちのスマートフォンや
タブレットやパソコンで、24時間
いつでもどこでも、動画講座が“無料”
で視聴でき、検定も“無料”でそのまま
オンラインで受検できます。検定が
終わると、すぐに取得SCOREが表示
されます。

■MOKはスマホで受検可!!

1）Fundamental 検定
【Reading】問題数:50問 受検時間:50分
【Speech】1分間自己PR動画

2）Advanced 検定
【Reading】問題数:70問 受検時間:70分
【Speech】1分間自己PR動画

※Advancedは2019年開始予定です。
また問題数、受検時間は今後変更の可能性があります。

「登録」→「講座を視聴して学習」→

「受検」→「結果を確認」→

「再度講座を視聴して学習」→

「再度受検」と学習サイクルを回す
ことで、コミュニケーション能力が
高まります。

■MOKの内容!! ■MOKの学習サイクルとは!!

世界のどの国でも”ものづくり現場”の根っこは同じ。いかに顧客が要求する水準のQCDS（Quality, Cost, Delivery, 

Service)を達成するか、そのためには ”ものづくり現場”での共通言語が必要です。“ことば”を身につけ“ちえ”を
伝承できるようにするのが “ものづくりオンライン検定（略称：MOK）”が目指す役割です

MOK
ものづくりオンライン検定

・Fundamental部門
・Advanced部門
（2019年内予定）

Fundamental検定
【Reading】問題数:50問

受検時間:50分
【Speech】1分間自己PR 動画

Advanced検定
【Reading】問題数:70問

受検時間:70分
【Speech】1分間自己PR 動画

MNKオンライン自主検定

MNKオンライン講座 自学習

1分間自己PR動画を
サイトへ投稿

training

Test

Speaking

MOK 3 Steps

Employment

※詳細は別紙
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－製造業・サービス業のための－

「ものづくりオンライン検定」の全体像

“ものづくりオンライン検定”（略称：MOK)は、単なる日本語能力検定ではなく、ものづくり環境における

動画によるE-ラーニング講座 (WBT：Web Based Training)と検定（CBT：Computer Based Testing)から構成

される総合サービスです。

E-ラーニング講座は受検者の手持ちのパソコン、スマホで、いつでも、どこでも何回でもID/パスワード

を登録することにより、無料で活用できます。WBTで一定のレベルまで学習して、検定（有料ですが、

コンソーシアムに入会されれば無料）を受検します。

受検者には取得したスコアが記載された認定証が発行されます。

ものづくりオンライン検定
Monozukuri Online Kentei(MOK)
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－製造業・サービス業のための－

「ものづくりオンライン検定」の詳細
●想定する受講者と受検者
・ものづくり現場の管理者、経営者、社員
・専門学校生、工業高等専門学校生、大学生、入社1年～3年目くらいの社員
・団体/組織で働く管理者/社員
・個人受検

●自学習（動画講座受講）
・動画はストリーミング再生
・PCでもスマートフォンでも視聴可能
・視聴料は無料（回数無制限）
・他サービス：ものづくり現場のマナー集（動画）、テキスト、専門用語辞書など（一部有料）

●自主検定
・四答択一（今後は聴解問題、記述問題を追加予定）
・受検料は有料、但しコンソーシアムに入会した企業/団体/教育機関は無料
・Fundamental検定は50問50分、今後予定のAdvanced検定は70問70分（予定）
・PCでもスマートフォンでも受験可能
・評価はSCORE制（合否では無いので、学習意欲を高めやすい）

●一分間自己PR動画
・自主検定の受検後、直ちに受検者が手持ちのスマートフォン・パソコンを使用して、専門分野や実
績などの自己PR Speechを動画化し、MNKKが指定したサイトに投稿することをいう。

・投稿した自己PR Speech は、受検者のFundamental 検定の取得SCOREと合わせて、正式な能力評価
とされる。
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－製造業・サービス業のための－

「ものづくりオンライン検定」の７つの特長

１）“ものづくり現場”に特化したコミュニケーションの検定であり、生産性の向上と“ものづくり現場”の
安全性の確保と雇用開発に直接プラスの効果があります。

２）検定の出題範囲は講座動画を視聴することで学習できます。
検定及び講座は全て“英語”で提供されています。世界のものづくり現場（製造業・サービス業）に
携わる方には十分役立ちます。

３）講座動画の視聴も、検定の受検も、個人の手持ちスマートフォン一台で可能です。

４）受検の形態は個人受検と団体受検があり、団体受検は企業や学校の中に「代表者」を置き代表者が、
その企業や学校の受検者の結果や状況を把握することができます。

５）理系（製造業）だけではなく、文系（サービス業）でも「品質管理」「生産管理」のスペシャリスト
としての学習が出来ます。

６）“ものづくりオンライン検定”サイトには「ものづくり現場」のマナー集の動画や技術系の質問サイト
へのリンク、用語集等、役立つコンテンツが多数あります。

７）“ものづくりオンライン検定”は、一般社団法人日本在外企業協会（JOEA）と一般社団法人日本技術者
連盟（JEF)、一般社団法人知財人財ネットワーク機構（JRN)に評価され、ご後援いただいております。
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「“ものづくり”オンライン検定」の世界市場MAP
（各国エリアの日系企業数と日系企業雇用現地従業員数）

アジア
49,673社
750万人

大洋州
1,287社
20万人

南米
1,402社
21万人

中米
1,290社
20万人

北米
9,225社
138万人

アフリカ
738社
12万人

中東
851社

13万人

西欧
5,810社
87万人

ロシア+東欧

1,544社
24万人

地域別日系企業進出マップ
2016年外務省掲載情報（従業員数は独自集計）

※但し現地ローカル企業及び現地従業者は含まない

－MOK 普及協力機関（予定）ー
＜海外日系企業内受検者＞

・（独）日本貿易振興機構（JETRO）海外オフィス
・（独）国際協力機構（JICA）海外オフィス
・アジア生産性機構（APO)

・（一財）海外産業人材育成協会（AOTS）
同窓会（Alumini)

・各国日系商工会議所 会員企業
・在外企業協会 会員企業
・中小企業基盤整備機構

＜海外非日系企業内受検者＞
・各国商工会議所 会員企業
・各国学会/団体 会員企業
・各国工学会 会員企業
・企業DB専門機関
・国際連合工業開発機関（UNIDO）海外オフィス
・海外展示会主催機関（出展企業/来場者）
・各国中小企業庁
・ほか
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「“ものづくり”オンライン検定」運営と流れ

MOK
“ものづくり”オンライン検定

MOKオンライン自学習
・Fundamental部門
・Advanced部門
※ Advanced 部門は2019年開始予定

―“ものづくり”オンライン検定 ユニバーサルポータルサイト―

MOKオンライン自主検定
・Fundamental検定
【Reading】問題数:50問受検時間:50分
【Speech】一分間自己PR動画

・Advanced検定
【Reading】問題数:70問受検時間:70分
【Speech】一分間自己PR動画

※ Advanced 検定は2019年開始予定

MOK
一分間自己PR動画投稿サイト

training

Test

Speaking

Employment

関係者外
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「“ものづくり”オンライン検定」レベルガイド
関係者外

秘

検定結果は“合否”ではなく、達成点スコア
（Fundamentalは0～500点、Advancedは
0～700点）と、点数に応じた基準で評価さ
れます。
受検者の能力レベルに変化がない限り、
何回受検しても同程度の達成点スコアに
なる様に設計されています。受検者の
レベルアップを細かく確認できます。

MNKレベル
達成度スコア

MNK評価基準

700点

650点

649点

・QCサークルの普及継続と品質管理手法の体得 ・部下とともに現場改善計画を立案・実行

・品質管理・専門分野で適切な判断と指示ができる

550点

549点

・５Sを率先実行する ・購買管理・在庫管理手法を理解し実践する

・部下とともに改善計画を立案し実行する ・QCサークルを率先実行し、品質管理の各手法を実践する　

400点 ・日本のビジネス習慣とその背景を理解する ・管理職として組織の方針を理解し部下に説明・指示できる

399点

、PDCA、おもてなし、顧客満足、他 ・上司と部下との対話、敬語の使い方を理解し実践する

・効率的な仕事の考え方、仕事の進め方を理解し実践する ・性質/状態/変化を表す表現ができる

200点 ・メモの励行、ビジネスメールの基本を理解し実践 ・多様な人々とともに、目標に向けて協力する力を養う

199点

～ 評価無し アドバンスド受検の最低レベルに達していない

0点

500点

・自己紹介のルールを理解し実践できる ・現場での日常的声掛けが実践できる

～ ・失敗しても粘り強く取り組むことの大切さを理解する ・疑問を持ち、考え抜く力を蓄える

400点

399点

・仕事への取り組み方、考え方

200点

199点

～ ・始めてものづくりを学ぶ　・ものづくりに関心をもつ　・企業活動の基本、仕事の基本、会社の基本、自己啓発の基本、

0点 ビジネスマナーの基本

～

＊課長、エンジニアレベル～

～

～

～

MNK設問視点内容

MNK Advanced（アドバンスド）検定 

―　ものづくりの精神、ものづくりの経営の理解ができる　―

＊ものづくりの精神/
　ものづくり経営の理解ができる

・ものづくり経営に関することばを知り、ものづくり経営の真髄を理解ができる

・企業の使命、役割責任、権限、品質経営、環境経営、課題、目標、職場、人材成長長、研究開発、教育訓練、人材開発
・中小企業の事業継承、その他

―　ものづくりに関する専門知識を有し具体的手法の体得・指導ができる　―

＊管理者、マネージャー

・日本のビジネス習慣と背景を知り、現地の習慣・文化・考えとの関係を説明できる

―　ものづくりに関する一般知識を有し、現場での実践ができる　―

・ものづくり経営と管理手法に関することばを知り、ものづくり現場の具体的管理

―　ものづくり現場の基礎知識を有し、仕事の進め方を理解する　―

＊係長、テクニシャンレベル
・工場管理、生産管理、品質管理、購買管理、在庫管理、業務改善、カイゼン、QCサークル活動、５現主義、５S、報連相

MNK Fundamental（ファンダメンタル）検定

―　ものづくり現場で最低限必要な知識を有する　―　　

・簡単な数式や図形を理解し、現場の状況を簡単な数式や図表、グラフで表現できる

―　企業活動の基本～ものづくりに興味をもち、ものづくりの初歩が理解できる　―

＊新入社員１～３年レベル

・工程　　・PDCA　/　SDCA　　・休暇／欠勤／外出　　・時間感覚　　・会社と会議　　・問題意識　　・仕事の手順

・公私の区別　・品質意識　　・顧客意識　　・書類の取り扱い　　・会議のマナー　　・5分前励行　　・整理整頓　　・メモほか　　　　　　　　

―　ものづくり現場に関心を持ち、簡単なものづくりコミュニケーションができる　―

*工科系大学４年卒業、
　専門学校卒業レベル ・仕事の基本的なマナー、服装、時間厳守、段取り、5Sなどの”ことば”が理解できる

＊工科系大学１～2年生、
　専門学校生レベル



「“ものづくり”オンライン検定」
受検者の自己PR動画投稿と、世界のものづくり人材ネットワーク構築

一分間自己PR動画
撮影・投稿

コンソーシアム
事務局（各国別）

AI

資料請求

資料発送

WKX

“ものづくり”人材自己PR動画投稿サイト

一分間自己PR動画
視聴・評価

世
界
の
「
も
の
づ
く
り
オ
ン
ラ
イ
ン
検
定
」
受
検
者

世
界
の
企
業

／

団
体

／

政
府
機
関

一分間自己PR動画
撮影・投稿

一分間自己PR動画
撮影・投稿

一分間自己PR動画
視聴・評価

一分間自己PR動画
視聴・評価
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台湾

不明

中国

ベトナム 日本

タイ
MOK受検者一覧 動画再生ページ

「MOK受検生の自己PR動画掲載サイト」
サンプル

URL■http://wkx21c.org/career/category/2/

動画掲載サイトTOP

バナーをクリック

サムネイルを
クリック 受検者の動画再生ページに

ある資料請求ボタンを
クリックすることで受検者
にアプローチが可能。

MOK

受検者
サイト

MOK受検者一覧
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－製造業・サービス業のための－

「ものづくりオンライン検定」のコンテンツ

①ファンダメンタルの
受検

⑤イラストで開設を
する、ものづくりの
コミュニケーション

④エントリーレベル
講座動画
会話・マナー集

②講座動画 ③用語集

⑥登録情報の変更

ものづくり現場の
対話集

関係者外
秘



「講座動画」（視聴は無料で無制限）

第1章
良いものづくりのための品質管理
講義1：品質とは、品質管理とは
講義2：品質優先の考え方
講義3：管理活動と仕事の進め方
講義4：改善とQCストーリー
講義5：重点指向とは、標準化とは

検査とは
第2章
品質管理活動に関する基礎知識
講義1：工程とプロセス
講義2：事実とデータに基づく判断
講義3：QC七つ道具

第3章
より良いものづくりのための心構えと行動
講義1：報告・連絡・相談（ほうれんそう）
講義2：5W1H、三現主義、5ゲン主義
講義3：マナー
講義4：5Sと安全衛生の活動

12本の講座動画で検定の出題範囲を全て
網羅、スマートフォンで学習できます。

70

70

ものづくりオンライン検定講座動画

関係者外
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「エントリーレベル ものづくり現場
（製造業・サービス業）の会話・マナー集」

現在のコンテンツ（今後も追加予定）

「休暇・欠勤・外出」、「時間感覚」、「会社と会議」、「問題意識」
「仕事の手順」、「優先順位」、「公私の区別」、「品質意識」
「顧客意識」、「書類の取り扱い」、「会議のマナー」
「5分前励行」、「整理整頓」、「メモ」、「報告」ほか

70

ものづくりオンライン検定 マナー集

70

関係者外
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ものづくり現場（製造業･サービス業）
で使える「用語集」

技術系の用語について、日本語表記、英語表記、よみがな、意味を
まとめ、一覧にしています。データはダウンロードできます。

タグ 対応外国語 意味

C control limit
プロセスの安定性を判定するために用いる、管理図上の線
管理限界線には、上側管理限界線（UCL）と下側管理限界線（LCL）がある

control point
目標の達成状況を監視し、必要な処置をとるために選定した評価尺度のこと
例：不適合品率、不適合件数、クレーム件数などがある

control cycle 管理項目を定期的に評価する時期

control chart
連続したサンプルの統計量の値を特定の順序で打点し、その値によってプロセ
スの管理を進め、変動を維持管理及び低減するための図

commnon cause
長期的にプロセスに固有の変動の原因のことである。
避けられない原因ともいう。

complaint
顧客およびその他の利害関係者が、製品・サービスおよび組織の活動が自分の
ニーズに一致していないことに対してもつ不満のうち、供給者又は供給者に影
響を及ぼすことのできる第三者（消費者団体、監督機関など）へ表明したもの

chart
データの傾向や関係、対比等が容易にわかるもの
棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ、レーダーチャート、帯グラフなどがあ
る。

claim
苦情のうち具体的請求を伴うもの
保証期間が過ぎたものについて無償交換を要求されることなどがある。

continuous variable
測ることで得られるデータ
温度、湿度、重量、長さなどのように連続的である。

continual improvement
製品・サービス、プロセス、システムなどについて、目標を現状より高い水準に設定して、
問題又は課題を特定し、問題解決又は課題達成を繰り返し行う活動のこと
SDCAとPDCAを繰り返すことでパフォーマンスを向上できる。
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「“ものづくり”オンライン検定」
検定実施基準（一部抜粋）

・検定の内容

「“ものづくり”オンライン検定」は受検者の手持ちスマートフォン及びPCを使用して、いつでも、どこでも個人及び団体で受検が可能である。

(1)検定の内容と動作環境

(3)「“ものづくり”オンライン検定」の学習内容

「“ものづくり”オンライン検定」の自主検定は１）Fundamental検定 ２）Advanced検定の2つの検定がある。

(2)検定の種類

製造業及びサービス業に現在携わる人々が、又は将来携わる人々が必要とする知識・技術を基礎から応用まで、講座及び検定を通して学ぶことができる。

「“ものづくり”オンライン検定」の受検方法は、以下の２つの方式がある。
１)「団体受検」は同時に10名以上受検する場合に、一度にまとめて受検ができる（要申請）
２)「個人受検」は個人責任において行なうものであり、受検結果は受検者の責任で管理

(4)受検方法の種類

(5)検定の仕様
1）Fundamental検定
【Reading】問題数：50問 受検時間：50分
【Speech】 1分以内の自己PR動画
※問題数、受検時間は今後変更の可能性がある。
※四答択一式

2）Advanced検定※1

【Reading】問題数：70問 受検時間：70分
【Speech】 1分以内の自己PR動画
※1 Advanced検定は2019年開始予定
※四答択一式

2.「“ものづくり”オンライン検定」の概要と実施基準

・検定システムの動画環境（詳細は「ものづくりオンライン検定」公式サイト http://www.monoken.org へ）

①OSのバージョン Windows 7以降／ Mac OS 10.13以降／ iOS 11.0以降／ Android 7.1以降

②ブラウザ Internet Explorer version 11以降／ Google Chrome version 64以降／ iOS Safari version 604.1以降／ Android Google Chrome version 68.0以降

1.「“ものづくり”オンライン検定」の目的
「”ものづくり”オンライン検定」とは“ものづくり社会”（製造業・サービス業）に携わる社会人・学生が必要とする、“日本式ものづくり」の知識・技術を習得し
向上させることを目的とする。

自主検定基準の全文は
以下URLに掲載

http://www.monoken.org

受検者の手持ちパソコン／スマートフォンを活用して講座及び受検をする前に、以下をご確認ください

関係者外
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－製造業・サービス業のための－

「ものづくりオンライン検定」FAQ ①
Q1 ものづくりオンライン検定（Monozukuri online Kentei：略称 MOK)の目的は何ですか。
A1 製造・サービス業を問わず、全ての業務に応用が可能な広義のものづくり思想で、日本式ものづくりの考え方や発想・技術により、顧客が満足する技能・品質・

価格などを備えたモノやサービスを世界市場に提供するために企画・開発・設計し、生産・購買・販売といった付加価値を加える一連ユニバーサル活動を
ベースとした英語で行なわれる検定と講座から構成される教育体系です。

Q2 MOKの主催団体について教えてください。
A2 主催団体は、一般社団法人ものづくり日本語検定協会で、総合事務局が株式会社ものづくり検定センターです。

協会の詳細は以下のURLをご覧ください。
http://www.monoken.org/monozukuri_e.html（※制作中）

Q3 MOKを受検するための条件は設定されていますか。
A3 受検するための条件は特に設定しておりません。国内外の学生でも社会人でも受検できます。

Q4 MOKの検定の種類と評価方法はどのようになっていますか。
A4 検定は基礎編（Fundamental）と応用編（Advanced）の2つから構成されます。検定結果は点数（スコア）によって示されます。 満点スコアは基礎編 500点、

応用編 700点です。（ただし満点スコアは変更されることがあります）

Q5 MNKの問題数と検定時間をおしえてください。
A5 基礎編と応用編は以下のようになっています。

【読解】基礎編■問題数 50問／時間 50分 応用編■問題数 70問／時間 70分
【聴解】基礎編■問題数 10問／時間 20分 応用編■問題数 10問／時間 20分

※検定受検後、一分間の自己PRスピーチを撮影し、その動画を投稿することで取得SCOREが担保されます。
※応用編および聴解問題は2019年開始予定。
※上記の内容を予告無く変更する場合があります。

Q6 MOKの基礎編、応用編の出題範囲を教えてください。
A6 MOKの出題範囲は、ものづくりの基礎であるQCDS(品質、コスト、納期、サービス）に関する事項とそれに直接・間接に関連する事項です。基礎編は

eラーニング動画講座を視聴することで事前学習ができます。

Q7 学校内でMOKの団体受検実施を考えていますが、その前に無料で試すことは可能でしょうか。
A7 可能です。先にID登録を済ませてから、無料希望の旨を右のメールアドレスあてにご連絡をください。⇒ info@monoken.org

Q8 MOKの能力の測定はどのような形式で実施されるのでしょうか。
A8 MOKの形式は「読解方式」と「聴解方式」と「一分間自己PRスピーチ」の、3つの能力を判定することにより「読む」「聴く」ことのほかに「話す」ことの測定が可能

となります。

Q9 MOK受検後、取得スコアの認定証明書は発行されますか。
A9 はい、受検後に取得スコアが記載された「SCORE認定証」が発行されます。MOK受検者に対し検定終了後、各受検者のマイページで結果を閲覧でき、自分の

SCORE認定証を表示できます。（パソコンにダウンロードして印刷も可能）
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－製造業・サービス業のための－

「ものづくりオンライン検定」FAQ ②
Q10 検定後に一分間以内の自己PR動画を投稿することもありますが、それは受検生に、どの様な効果がありますか。
A10 MOKは団体検定のほかに、原則的に個人でも受検できるように設計されていますが検定評価の信頼性を高めるとともに、即戦力が求められているため、

オーラルテスト（スピーキング）を導入しています。

Q11 MOKはどのような形で受検できますか。
A11 MOKの検定実施はオンラインによるCBT(Computer Based Testing）で行い、受検者はスマートフォンやタブレット、パソコンからインターネット経由で、いつでも、

どこからでも受検することができます。

Q12 MOKは英語で教材や検定問題が提供されていますが、他の言語（例えば中国語など）についてへの変換は予定ありますか。
A12 他の言語についてはニーズを確認しつつ、順次追加して参ります

Q13 MOK受検前の事前学習・トレーニングの方法はありますか。
A13 MOKの主催団体である一般社団法人ものづくり日本語検定協会（MNKK)ではMOK受検者のため事前に学習用としてeラーニング動画講座を提供しており

ます。現在は基礎編12講義の動画をWebサイト経由で、ID登録された方はいつでも、何回でも無料で視聴できます。

Q14 MOKのための事前学習教材で、動画以外に提供されているものは有りますか。
A14 マナーを学ぶための動画や用語集、Monozukuri Kaizen 対話集 / Monozukuri vocabulary統合集などが用意されています。

Q15 MOK受検者のための参考テキストはありますか。
A15 基礎編の講座テキストはございます。また応用編のテキストは2019年10月に 完成予定です。（それぞれ有料です）

Q16 MOKはどのような形での受検が可能でしょうか。
A16 大学や教育機関内の学生や企業内／工場内で該当する社員／スタッフ全員に受検させたい場合は団体受検が適当です。また個人受検も可能です。

Q17 社内で該当する社員全員に受検させたい場合に、団体受検はできますでしょうか。
A17 MOKは会社全体や部署単位など複数の方がまとめて受検されたい場合のために団体受検の仕組みがあります。以下の手順でお申込みください。

１）とりまとめの方が右記のサイトにて、ご本人のIDを登録してください。⇒ http://monoken.monoken.org/systemAdmin/register

２）登録後に、事務局より登録に関するメールが送信されます。
３）メールが届きましたら、登録時のIDとパスワードを使いログインします。
４）ログイン後、各受検者のデータを登録いたします。 ※受検者のデータはcsvファイルで一括登録できるようになっています。
５）登録後、MOKの受検が終わりましたら、とりまとめの方が登録した受検者の成績を確認することができます。

Q18 受検にかかる費用について教えてください。
A18 MOKは講座の視聴は無料で、視聴回数無制限となっておりますが、検定料は有料ですが、コンソーシアムにご参加された場合は無料となります。

（受検料およびコンソーシアムについては事務局までお問合せください）

Q19 自己PR動画とは何ですか。
A19 「自己PR動画」とはMNK受検が自分のPRを1分間にまとめた動画のことを言います。

・自主検定の受検後、直ちに受検者が手持ちのスマートフォン・パソコンを使用して学生ならば専攻や資格及び就きたい職種や将来の希望、社会人ならば
専門分野や実績などの自己PR Speechを動画化し、MNKKが指定したサイトに投稿します。

・投稿した自己PR Speech は、受検者のMNKの取得SCOREと合わせて、正式な能力評価となります。
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一般社団法人ものづくり日本語検定協会
組織構成

※肩書きは2018年12月末時点のものです

■役員一覧（順不同）■
会長： 野々内 隆 （元通商産業省資源エネルギー庁 長官 /

元一般財団法人経済産業調査会 理事長）
副会長：大島 賢三 （一般社団法人アフリカ協会 理事長 /元国連大使 /

元JICA 副理事長）
理事： 内藤 香 （元公益財団法人核物質管理センター 理事長 ）

斎藤 信男 （慶應義塾大学名誉教授 工学博士）
浮舟 邦彦 （学校法人滋慶学園 総長 Ph.D.）

■企画実行委員会（順不同）■
委員長 ： 中村 尚五 （日本理科検定協会 会長 / 東京電機大学名誉教授 工学博士）
副委員長： 江副 隆秀 （学校法人江副学園 理事長 / 新宿日本語学校 校長）
委員 ： 福丸 典芳 （有限会社福丸マネジメントテクノ 代表取締役）

河路 由佳 （元東京外国語大学教授／博士（学術）
学校法人江副学園 言語教育研究所 研究主管）

奥野 満美 （株式会社EnMan Corporation ビジネスソリューション事業部）

専門委員： 上野 仁 技術士協同組合 技術士・工学博士
菅野 淳 技術士協同組合 技術士
渡辺 国昭 技術士協同組合 技術士
井上 学 技術士協同組合 技術士
青木 規明 技術士協同組合 技術士
佐藤 一彦 技術士協同組合 技術士
加藤 秀昭 技術士協同組合 技術士
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理事： 梶原 豊 （高千穂大学名誉教授 経営学博士）
星野 克美 （一般社団法人日本技術者連盟 会長 多摩大学名誉教授）
中村 尚五 （日本理科検定協会 会長 東京電機大学名誉教授 工学博士）
髙田 大進吉 （理数検定研究所株式会社 日本理科検定協会 代表）
齋藤 衛 （元一般社団法人日本人材紹介事業協会 監事）
井戸田 勲 （一般社団法人ものづくり日本語検定協会 理事 事務局長）

監事： 寺村 康佑 （株式会社アジア技術移転機構 監査役）

６）花王株式会社
７）帝人株式会社
８）川崎重工業株式会社
９）キッコーマン株式会社
10）キヤノン株式会社

■普及促進委員会（順不同）■
委員長 ： 梶原 豊 （高千穂大学名誉教授 経営学博士）
副委員長： 稲田 佳昭 （一般社団法人日本在外企業協会 専務理事）
委員 ： １）王子マネジメントオフィス株式会社

２）株式会社日立製作所
３）旭硝子株式会社
４）日本電気株式会社
５）三菱重工業株式会社

11）本田技研工業株式会社
12）ソニー株式会社
13）積水化学工業 株式会社
14）味の素株式会社
15）その他

オブザーバー：平野 修一 独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO)／総括審議役（国際展開支援担当）
実川 幸司 独立行政法人 国際協力機構（JICA）青年海外協力隊事務局／海外業務第二課 課長
堀口 光 アジア生産性機構（APO）工業部工業部長
小林 信 全国中小企業団体中央会（N.F.S.B.A） 事務局次長／労働・人材政策本部長 中小企業診断士
市川 健史 一般財団法人海外産業人材育成協会（AOTS) 理事
高山 泰 一般財団法人日本語教育振興協会 専務理事
関口 正雄 全国専修学校各種学校総連合会 常任理事 / 総務委員会 委員長／常務理事



■窓口

ものづくり人材支援コンソーシアム
一般社団法人ものづくり日本語検定協会（MNKK）

メールアドレス：info@monoken.org

電話番号 ：03-6229-1942

FAX番号 ：03-6229-1940

URL ：http://www.monoken.org

〒107-0052

東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル5F

お問合せ／資料のご要望など

―“Monozukuri” Online Training Consortium ―
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