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4級 5級をお申し込みいただ

いた方全員がこ受験いただけ

ます。ぜひこ活用ください。

(コ ンピュータ端末を利用した

録音形式で行います)

技 能
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英語の外部の資格 検定試験を入調宴遇

に導入する高校や大学が増えています。

英検CSEス コア表示を基準とする学校

もあるので、日標校の英検の入試優遇

単位認定制度を確認しておきましょう。

11月  日0

・・ 場とは 学校 企業などの団

体受験中込を対象とし 中込団

体が設置 した試験会場のこと

で■ 辛会場で試験実施を行う

かどうかおよび
~次

試験日よ所

属する学校や団体の先生または

申込担当者にお尋ねください

■会場 本会場の匡Ftは ヽ■に確記
してくださtヽ .

`t生

 ■込担当者記入欄

検 定 ll 1 1清 1 1ネ :

個人番号 |

備  考 |

第盆回英検に
チャレンジ′

2017年度 第2回 実用英語技能検定

キリトリ
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Ⅲl■■|=■ FI,,Ⅲ Fす
申込■のユ金にはiじ られません 実施日会場をこ砕モの上 おFし込よ ださtヽ

=定
‖については宴面をご碇計ください.

■●:=気 の「実月見 .・技|しヽ定 受験,約 !1個 人情報の■|工 t■■つt'て !を お読み
いたださ 周

=さ
れる方のみお申し込みください.

受 験 l・

除申請者は

当校での申込受付締切日

9月   日(  )
担当          まで

当校での試験 日

10月

太枠の中を記入.11印は、いずれかを●で口んでください.

年 千 香
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極 料
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英検の検定tlと して
上予の金額を領収しました.

領 収 印

こちらも.E入 してください。

一次試験合格時の内容を記入してくださtヽ

年 屋 匡 級 員験池吾号 ―次試験合格時の個人番号

■ ■
■ ■

英検の受験案内です。保護者の方もぜひこ―読ください。

申込受付rJl間

0′ ワ _、 ハ ′41
8ノ 7月 )9ノ15金

(9/8金 書店締切)

本会場 (公開会場)での試験日

10ノ8。

領 収 書

学年 √
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2級。 にライテイングテストを導入
試験時間・出題形式        

※2級は2い眸度にライティンクテストを導入しました.

ライテイングテストを含め、筆記試験の解答時間が]O分追加になりま丸

回 75分 -85分  ‐コ砦旧 65分 -75分  ■壼 ■ 40分 -50分
来2016年 度よ|■更

ライテイングテスト導入に伴い 短文中の語句整序問題(3級は日本劇寸き)の出題は廃上します。

採点・成績
3級以上の各級共通で'内容J「構成J囁彙

「
文法Jの4つの観点に基づく「観点別採点Jを

行い より詳綱なフィードバックをいたしま丸

●あなたは 外国人の友達から以下のQ∪ EST ONをされました.

●Q∪ EST ONに ついて あなたの考えとその理由を2つ英文て言きなさい。

OUESTIoN I What is your favorite season?

3級 満点解答例輌 数の目安25語～35語 )

lvly favorite season is summer llike summer the best because my
school has a long vacation AIso my friends and l ean go swimming in
the sea   (28」 吾)

●あなたは、外国人の知り合いから以下のQUEST ONを されました。

●QUEST ONに ついて あなたの意見とその理由を2つ英文で書きなさい。

QUES¬ON I累
(♀ど:よ輿 :】惜 ,tS Sh°

dd・ ke paⅢ ● dub

…
スピーキングテストを導入
受験方法
検定にお申し込みいただいた皆きまは 一次試験の合

否に関係なく 受験した級のスピーキングテストが受

けられます。こ自宅や学校などのコンピュータ端末を

il用 し 専用受験サイトで受験しま■ 受験の際には

成績表に印字される英検 Dと バスワードが必要です。

受 験 期 間

受験期間は 20]7年 ]0月 23日 から翌年2018年

i]月 ]]日 までで丸

成績
受験後約 ]ケ月ll降に葵検ウェプサイトにて確認い

ただけま丸

l think that students should take part in club activities l have two

reasons First students can make friends For example,l met many
nice people t・7hen ljoined the ari c[ub Second.they can become
healthier lf they,oin a Sporis team,they will exercise every day
That is why l think they should,oin club activities  (58言 〉

準2級 満点解答例儲 数の目安50語～60語 )

一次試験 二次試験 (]級 ～3級のみ)ともにrcsE2 0XJ

に基づいて算出した技|と 別スコアによつ 合否を半J定 し

ま■ 個人成績表および合格証明書 合格証書には 合否

に加えて英検CSEスコアを記載していま丸

XCSE2 0と は 国際標準規格のC[FRと 駆速性を持たせたユ
=′

一ヽサ

リしなスコア尺慶 'CS[(Comm。。 3。 ●●fol[o9sh Jの さらなる

精度向上を図り 大字や高等学校の入試に着用いただけるよう進化

させたもので, l口
_次

試 験 受 験 結 果

過去1年以内に]級～3級の‐次試験に合格し 二次試験を真推または不合格になった方は

出腰時に申請をすれば 一次試験が兒除され 二次試験から受験できます なお 受付期間内に

申込手続 検定料 (正規料金)のお支払いが必要で洗

出腰時に申請をすltば 適続した2つの級 (例 :3級と準2級 )を 受験することができます.

※同一回で同じ級を重複して受験することはできません 受験した場合は両方とも無劾となりま■

2'ttl

各級とも、受験に年齢 職業 学歴などは問いません。また、これまでに受けた級に関係なく、

どの級でも受験できます。

熙ヨ田E口■ 詳しくは英検ゥェプサイトをこ覧いただくか、英検サービスセンターヘお問い合わせください
`

C)英検特約書店 検定料を支払い 「願言Jと 必要書損を協会へ郵送

② コンビニ    日―ソス ミニストッス セブン イレプンフアミリーマート、サークルKサシクスの情報端末で申し込む

3イ ンターネツト 英検ウエブサイトで申1込む

※0のみ蹟書力泌要ti願書は英検特約魯離 て入手してくださ,ヽ ② Oで申し込む場合は履書は必要ありません

6,9oOE

5,800円

4,800円 5,200円

3.800円

2,100円

2,000円

‖１̈

７

準会場

8,400円

準1級

2級 5.400円

準2級

3400円

4級 2600円

2.500円

受螢級

合否+スコアで結果を
出します



公益財団法人 日本英語検定協会は、実用英語技能検定

(英検)の全級4技能化に向け 合否判定方法や問題

形式のリニューアルを進めています。

4級・5級スピーキンクテスト特設サイト
サンブル問題や受験の流れなどをこ確認いただけま■

家族のこと 趣味やスボーツなど身近な話題が

出題されま●.始めの一歩をしっかりと固めたい

4級から長文の読解問題が出題されま●.

固めた力をさらにぐんぐん仲ばしていきましょう.

ライティング ニ次試験価 接)が入ります 自分
のことをしっかりと伝えましょう.一次試験の話
題も 海外の文化など少し視野が広がりま・ .

教育や科学などを題●とした 長文の穴埋め間
返が動 ]さ れま■ 流れをつかむ読解力で確実
にステップアップ !
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医療やテクノロジーなど社会性の高いヽ文読 |
解も出題されまヽ トビックの「広がり,や

「深みJ I
で応用力を                  |

海I革
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ある間層が山題されます           |

]520

512

二次試験では2分問のスピーチ (面接時間は約

]0分 ).カ ギは自分の意月を論理IItに 伝える発 120281602

解答用紙上の個人番号と暗証番号欄
■■■ 1■■|lt■ , ■||=,|■

準1級
大学中績た度

1級
大学 ["■Ihttp://www.eiken.orjp / eiken lexam / 4s5s I 信力です

利用方法

一次試験当日

日■■■|■員 iデ,生■■
1■

=些
}l``。

い    1‐ 1

6桁の暗証番号を設定し 個人番号と

共に問通冊子に転記する

試 験 後 一次議 から2～3週間後

ht,p:″faq Oiken orijp′ faq′ show′4671

ス死」ィギ739・準284・ 3級に】飩畦
テイング学習機能登場 !

英検ウェプサイトから暗証番号と個人

番号でログインする

″
一次合否結果が表示されます!資ォ より早く二次試験対策に取り組めます !

Sudtte3『

“

「 日 三`N―  黒 ンケ章習機能はPh赫

英 検 申 込 後 は「 無 料 」で 実 検 対 策 !

莫検 2～ 5級に必要なスキルがパランスよく身につく「オー

ルインワン」のオンライン学習ブログラム.莫検申込者専用

クーポンコードを利用することで 利用期間中に限り「無料 J

でこ利用いただけます.

(準 本会場 )

全曜日

土曜日

準]級 準2級 4級 … ]000(試験開始)

1級 2級 3級 5級… ]330(試 験聞つ
X本会場の集合時間は試験開l.時間の30分前でヽ

(準会場のみ)

9,00以 降 実施責
/■

者が定める時間

http:′4 mp/Studygear‐ 1702j  スタディギア Eヨロ墨も
※こ11用 には

'葵
ナビ J(www ol● ov J。 への登録および 専用クーボンコードが必要となりま■

※ご賃間 お問合せは
'葵

ナビ ,サイトの
'よ くある質問 お問合せ,ベージをこiり用ください

2級 準2級 は全国13都市で受験 通常の実検とは異なる試験日に受験

可能です            できます

11月 5日 (日 )  1   11月 12日 (日 )

「

次試験は団体申込または個人申込によってABのどちら

かの日覆になりま九 どちらの日程になるかは、申込担当者

に尋ねるか、または英検ウェブサイトをこ確認ください。

]OOO

英検ウェブサイトでは、一次試験の問題を過去3回分公開しています。

あらかじめ印字されて
います

暗証番号
必ず6桁で
こ設定ください.

其枝 csEス コア | ^● ,● ,。・

=|■
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http://www.eiken.or.ip/cbt/

II― 鱒

二次試験の日程

A日程 B日程

英検CBT 雪9=し上で受験する英検です

」でも、4鍛・5級0学習ができる !

→ http://j mp/dkids‐ eik●n45


