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令和４年度 MIDI 検定３級・２級１次 一般受験案内 
 

【はじめに】 

本試験は、2022 年 12月 4日(日)に実施される筆記試験(オンライン開催) の採点結果で

合否を決める試験です。 

本書面には、受験に関する必要な事項が記載されておりますので、よくお読みになって

準備をお願い致します。 

 

【申込期間】 

2022 年 10 月 31 日（月）まで 

 

【実施日時】 

2022 年 12 月 4 日（日） 

 

<3 級> 

13 時 00 分〜14 時 00 分(60 分) 

 

<2 級> 

16 時 00 分〜17 時 30 分(90 分) 

 

事前接続テスト（任意参加） 

2022 年 11 月 27 日（日）予定 

※詳細は検定受験申込者へ後日連絡。 

 

【受験方式】 

ZOOM ウェビナー、DropBox を使用するオンライン受験。ミュージッククリエイターハン

ドブックのみ閲覧可能。 

※DropBox とは、オンラインにてデータをやり取り可能なストレージサービスです。

https://www.dropbox.com 

 

【受験に必要なもの】 

・ZOOM ミーティングにアクセス可能な PC(Windows OS または Mac OS) 

 

・書き込んだ解答用紙を撮影して DropBox にファイルを送付することが可能なスマート

フォン。または PC 経由で書き込んだ解答用紙を撮影した画像ファイルを送付することが

可能なデジタルカメラ等。 

あるいは、書き込んだ解答用紙をスキャナーで読み取って作成した画像ファイルの送付

による提出も可。 

 

・筆記用具 

筆記用具は黒色の文字色であれば、基本的に何をお使い頂いても大丈夫ですが、解答用

紙は上記の通り画像ファイル化したデータ提出を行なうため、文字がはっきりと識別可

能な筆跡が確認できるものをご用意ください。 

http://www.dropbox.com/
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・オンライン受験に臨むための受験スペース 

受験時に作業を行なうための受験スペースを確保頂き、解答用紙の記入を行なうための

机などをご用意ください。 

 

※タブレット端末での受験は推奨致しません。 

※DropBox を既に使用されている方は、試験開始時間前に余裕を持って必ずログアウトし

ておいてください。 

※写真ファイルをアップロードする際は必ず JPEG 形式でお願いいたします。iPhone

をご使用の方の場合、初期設定でHEIFファイルとなってしまいますので、試験前に設定

>カメラ>フォーマットから互換性優先を選択してJPEGでの保存をお願いします。 

 

 

【受験の流れ ＜３級＞】 

１．事前に解答用紙および受験票が送付されます。 

 

２．受験日近くになりましたら、ご登録のメールアドレスに ZOOM ウェビナーの接続アド

レスが届きます。 

 

３．試験開始時間 30 分前（12時30分）より接続可能となります。遅くとも12 時 45 分ま

でには接続するようお願いします。尚、ZOOM ウェビナー接続時の名前は受験番号名前 

(例:000000 雨井太郎)としてください。事前に届いている解答用紙、受験票、筆記用

具などをご用意頂いた受験スペースにて、準備してください。ミュージッククリエイ

ターハンドブックの閲覧のみ可能ですので、こちらも事前にご準備いただいても構い

ません。 

 

４．12時 45分〜13 時 00 分には試験問題(パスワード付き PDF)の URL をお送りします。フ

ァイルのダウンロードをお願いいたします。 

 

５．13 時 00 分になりましたら PDF のパスワードを提示します。 

各自パスワードを入力し、開示された内容に従ってお手元の解答用紙に解答を記入して

ください。 

 

６．14 時 00 分になりましたら試験を終了してください。 

ZOOM ウェビナー画面にて写真のアップロード先を QR コード、URL にて提示します。解答

用紙をスマートフォンにて撮影されるか、スキャナーで読み込んで画像化し、ファイル

名を受験番号名前(例:000000 雨井太郎)として、指定の場所へアップロードしてくださ

い。 

 

７．運営側がアップロードの内容を確認いたします。確認出来た受験番号をお知らせい

たしますので、確認取れました方から随時解散となります。 

 

８．試験終了時に撮影し、提出を行なった解答用紙の原本を AMEI 事務局まで送付してくだ

さい。(12月5日(月曜日)中に投函下さい。) 
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宛先：〒101-0061 

東京都千代田区神田三崎町 2-16-9 イトービル 4F 

TEL:03-5226-8550 

 

９．12 月 19 日(月曜日)午後 17 時：合格者番号を MIDI 検定ホームページ上に発表、 書

面では翌年 1 月末に各自へ通知されます。 

 

 

以上となります。 

不明点がある場合や、接続等不安な場合は事前接続テストにご参加ください。 

 

【受験の流れ ＜２級１次＞】 

１．事前に解答用紙および受験票が送付されます。 

 

２．受験日近くになりましたら、ご登録のメールアドレスに ZOOM ウェビナーの接続アド

レスが届きます。 

 

３．試験開始時間 30 分前より接続可能となります。15 時 45分までには接続するようお願

いします。尚、ZOOM ウェビナー接続時の名前は受験番号名前 

(例:000000 雨井太郎)としてください。事前に届いている解答用紙、受験票、筆記用具な

どをご用意頂いた受験スペースにて、準備してください。ミュー 

ジッククリエイターハンドブックの閲覧のみ可能ですので、こちらも事前にご準備いた

だいても構いません。 

 

４．15 時 45分〜16 時 00 分には試験問題(パスワード付き PDF)の URL をお送りします。ファ

イルのダウンロードをお願いいたします。 

 

５．16 時 00 分になりましたら PDF のパスワードを提示します。 

各自パスワードを入力し、開示された内容に従ってお手元の解答用紙に解答を記入して

ください。 

 

６．17 時 30 分になりましたら試験を終了してください。 

ZOOM ウェビナー画面にて写真のアップロード先を QR コード、URL にて提示します。解答

用紙をスマートフォンにて撮影されるか、スキャナーで読み込んで画像化し、ファイル

名を受験番号名前(例:000000 雨井太郎)として、指定の場所へアップロードしてくださ

い。 

 

７．運営側がアップロードの内容を確認いたします。確認出来た受験番号をお知らせい

たしますので、確認取れました方から随時解散となります。 

 

８．試験終了時に撮影し、提出を行なった解答用紙の原本を AMEI 事務局まで送付してくだ

さい。(12月5日(月曜日)中に投函下さい。) 
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宛先：〒101-0061 

東京都千代田区神田三崎町 2-16-9 イトービル 4F 

TEL:03-5226-8550 

 

９．12 月 19 日(月曜日)午後 17 時：合格者番号を MIDI 検定ホームページ上に発表、書

面では翌 1 月末に各自へ通知されます。 

 

 

以上となります。 

不明点がある場合や、接続等不安な場合は事前接続テストにご参加ください。 

 

尚、３級を同時に受験された方は、３級、２級１次の解答用紙を合わせて１つの封筒でお送

りいただいても構いません。 

 

 

 

【ZOOM ウェビナー参加について】 

本試験では「ZOOM ウェビナー」を視聴していただき、筆記試験並びに受験説明を行いま

す。あらかじめZOOMのアカウントおよびクライアントソフトをPCにインストールしてお

いて下さい。(スマホのZOOMアプリでも視聴は可能です 

が、解答用紙撮影およびアップロードにスマホを使用する方が便利ですので、できる限りPC

用のクライアントソフトをご用意下さい。) 

 

あらかじめZOOMにサインイン(アカウントが無い方は無料サインアップを選択)をお願

いいたします。 

https://zoom.us/signin 

 

また、ZOOMクライアントソフトをあらかじめインストール願います。 

https://zoom.us/download#client_4meeting 

 

試験日前にお送りするメールに「ZOOMウェビナー」の招待アドレスをお送り いたします

ので、リンクを表示し、お名前および受験用に登録したメールア ドレスを入力して事前

登録を行って下さい。ご登録のメールアドレス宛に当日 

「ZOOMウェビナー」にアクセスする URL が送付されます。12月4日13時頃になりましたらア

クセスをお願いいたします。 (13時15分までには必ずアクセスされますよう、お願いいたし

ます。) 

 

「ZOOMウェビナー」に参加するにあたり、受験者のカメラおよびマイクをオンにする必

要はありませんが、説明に音声が流れますので事前にZOOMクライアントソフトのオーデ

ィオ設定でスピーカーテストを行っておいて下さい。 

 

接続が完了しましたら、そのまま開始までお待ちください。ZOOMでのお名前が受験番号

名前(例:000000雨井太郎)であることを確認してください。違っていた場合は変更をお願

いいたします。 

https://zoom.us/signin
https://zoom.us/download#client_4meeting
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【データのアップロードについて】 

筆記試験の解答用紙を写真に撮った物および課題曲データ等をアップロードする際は下

記の方法になります。 

 

◾ スマホからの写真アップロード 

１. スマートフォンで写真を撮る(書類全体が丁度入るように撮影して下さい) 

. ２. 「ZOOMウェビナー」表示される QR コードを QR コード リーダーで読 

み取り、表示されたURLリンクをタップする(メールで通知されている場合は、そのリンクを

タップしても構いません)。 

. 

. ３. 下の図のような表示が出ますので「すべて同意する」「ファイルを追加」 

. をタップします。 

. ※画像は３級の例ですが、２級も同様です。 

. 

.  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 



6  

. 

. 

. 

. 

. ４. 面内に下記の表示が出ますので、写真ライブラリ(Android はファイル)をタップ

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

. 

５. 事前に撮影した写真データを選択します。 

 

６.下の図の様に名前欄に受験番号+名前 (フルネーム)を記載し、メールアドレス欄に受

信通知を受信できるメール アドレスを記入してアップロードボタンを押します。 
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以上となります。 

 

 

【お願い】 

◾ 受験に関する資料の公開や再配布などの禁止事項について 

MIDI 検定３級、２級１次試験に関する問題文など全ての著作物における著作権は、

AMEI、及び制作者に帰属します。 インターネット、その他の通信環境などを使用して再

配布したり、SNS などによって公開したりすることは禁じられています。 

 

◾ 受験心得並びに受験環境について 

受験に際し、各受験者が公正かつ、公平に受験できるように努めて頂くにあたり、以下

について遵守頂くこととします。 

 

受験の際には、受験者ごとに受験環境を用意する必要があります。 受験者が 

2 名以上で同じ場所や教室などで受験することはできません。 友人・知人・ 

家族同士、あるいは他人同士などに関わらず二人以上の受験者が 1 台のパソコンや端末

などを共有して受験することはできません。 

 

◾ 筆記試験受験時に参照可能な書籍、資料などについて 

筆記試験中はミュージッククリエーターハンドブックの閲覧のみ可能です。その他の書

籍や資料及び情報入手などは物理的、論理的な体裁を問わず使用や閲覧などは一切不可

となります。 

受験中、あるいは受験後に不正を行なった事実が確認できた際には、本試験の合否に関

わらずその結果を無効といたします。 
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【受験中に発生したトラブルなどに関して】 

筆記試験受験中にパソコンや携帯端末あるいはネットワークの不具合などによって 

ZOOM ウェビナーへ入室できなくなった場合には、状況に応じた対応策を講じますので 

AMEI 事務局(03-5226-8550)までご連絡下さい。 


