関係各位
2021 年 2 月 9 日
公益財団法人 日本英語検定協会

アンケート調査 結果
英検 CBT 方式（「英検 CBT」・「英検 S-CBT」）の受験者様のお声について
― 受験者様の 8 割近くが満足、また受験したい ―

公益財団法人日本英語検定協会は、先のご案内のとおり、これまでの従来型の実用英語技能検定
（英検）の CBT 方式の試験である、「英検 CBT」、ならびに「英検 S-CBT」を、この 4 月より、サービス
統合し、「英検 S-CBT」に一本化するにあたり、昨年末に CBT 方式の試験状況を総括する目的で受
験者様にアンケートを実施いたしました。
そのアンケート結果をお伝えさせていただきます。次頁以降に詳細を記載いたしておりますので、そちらも併
せてご参照いただきますようお願い申し上げます。
＜受験者アンケートで多く回答をいただいた声＞
◎受験の感想：
・英検 S-CBT 受験者の 8 割近くが概ね「満足」、「また受験したい」、「友達に勧めたい」との声
◎受験のきっかけ：
・大学や高校等の入試活用のため、受験しやすい試験日程のため、といった声が多い
◎実施方式への対応：
・リスニングはヘッドホン着用で音量調整ができるため、解答しやすい
・ライティングテストでは、手書き方式・キーボード入力式のどちらもニーズあり
◎試験環境：
・仕切りのある試験座席は受験しやすく、試験前のチュートリアルで操作方法が理解できた
・試験会場での新型コロナウイルス感染防止の対策がなされていると感じた
「英検 S-CBT」は、当初 2020 年 4 月よりサービス提供を開始させていただく予定でしたが、ご承知の通
り、コロナ禍の影響により 6 月から実施させていただきました。こうした影響等もあり、当初は不安定な状
況もございましたが、現在はサービスも安定しており、またアンケート結果のとおり、これまで受検いただいた
皆様からご好評もいただいておりますことから、大学や高校入試を控える受験生の皆様、また英語学習
者の皆様におかれましては、従来型の英検の受検と合わせまして、奮って「英検 S-CBT」のご活用をご検
討いただければと存じます。末尾の「英検 S-CBT」の特長・メリットも記載申し上げます。
2021 年 4 月実施分の申込概要につきましては、明日 2/10 に協会ウェブサイトでご案内いたします。
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英検 CBT 方式 受験者アンケート 回答結果

アンケート概要


調査期間：2020 年 12 月 2 日～11 日



対象者：2020 年度「英検 S-CBT」および「英検 CBT の」受験者



有効回答数：13,601 人（英検 S-CBT 12,004 人、 英検 CBT 1,597 人）

英検 S-CBT 受験者の 8 割近くが概ね「満足」、「また受験したい」、「友達に勧めたい」との声
「英検 S-CBT」受験者で回答された方の感想は、79%の方が概ね「満足」をされており、今後も受験を希望する方
（79%）、友達に勧めたい（75％）とする方が多くを占めている。

●英検 S-CBT を受験した感想をお聞かせください。
5%
16%
26%

79%

非常に満足（26％）
どちらかといえば満足（53％）
どちらかといえば不満足（16％）
非常に不満足（5％）

53%

●今後も英検 S-CBT を受験したいと思いますか。

21%

27%

79%

ぜひ受験したい（27％）
予定が合えば受験したい（52％）
他の方式の英検を受験したい（20％）

52%

●周りの友達に英検 S-CBT 受験を勧めたいと思いますか。

10%
15%

27%

75%
48%

勧める（27％）
どちらかといえば勧める（48％）
どちらかといえば勧めない（15％）
勧めない（10％）
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受験のきっかけ：大学や高校等の入試活用のため、受験しやすい試験日程のため。
受験のきっかけは、大学や高校等の入試活用のためとする方が多く（36%）、次いで、1 日で 4 技能受験が可能
（19%）、自分の予定に合わせて試験日を選ぶことができる（15％）といった試験日程の利便性を挙げる声が多い。

●今回英検 S-CBT／英検 CBT を受験しようと思ったきっかけは何ですか。（複数回答可）
大学や高校等の入試活用のため

（36％）

1 日で 4 技能受験が可能だから

（19％）

自分の予定に合わせて試験日を選ぶことができるから

（15％）

日頃の英語力の伸びを確認したいから

（9％）

他の英検に追加して受験でき、受験機会が増えるから

（6％）

＊回答数の上位項目を抜粋

実施方式への対応：ライティングテストは、手書き方式・キーボード入力式のどちらもニーズあり
・CBT 方式で音声を聞く際に使用するヘッドホンについては、音量調整ができることもあり、教室内での一斉放送より解答
しやすい（91%）と感じる方が多い。
・また、CBT 方式でのライティング試験については、紙の解答用紙に手書きで記入する方式と、キーボードでタイピング入力
する方式のどちらもそれぞれニーズがあることが伺えた。
※2021 年 4 月からの「英検 S-CBT」では、ライティングテストについて手書き方式、またはキーボードによる入力方式を受
験申込時にご選択いただけます。

●リスニングテスト（ヘッドセットで問題を聞き、マークシートに解答する）はどう感じましたか。
3%
8%
25%

91%

自分で音量調整ができるので聞き取りやすく、解答しやすかった（64％）
自分で音量調整ができたが、特に調整はせずに解答できた（25％）

64%

教室内一斉放送の方がよい（8％）
その他（3％）

●ライティング試験はどう感じましたか。
9%
13%

「英検 S-CBT」受験者

どちらでもよい・わからない（13％）

（解答は手書き方式）
78%

「英検 CBT」受験者

キーボード入力式がよい（9％）

手書き式がよい（78％）

キーボード入力式がよい（53％）

22%

（解答はキーボード入力方式）

53%
25%

どちらでもよい・わからない（25％）
手書き式がよい（22％）
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受験しやすい試験環境
試験座席（ブース式）は「受験しやすい環境だった」（84%）、試験前の PC 操作のチュートリアルは「操作方法がよく
理解できた」（90%）との回答が多い。

●隣の受験生との仕切り（パーティション）が設けられた席で受験できる環境をどう思いますか。

受験しやすい環境だった(51%)

5%
11%

どちらかといえば受験しやすい環境だった(33%)

84%
33%

51%

どちらかといえば受験しにくい環境だった(11%)
受験しにくい環境だった(5%)

●試験前の PC 操作のチュートリアルはどう感じましたか。
0%

操作方法が良く理解できた(59%)

10%
31%

必要最低限の操作方法が理解できた(31%)

90%
59%

操作方法に不安が残った(10%)
操作方法が全く分からなかった(0%)

●会場での新型コロナウイルス感染防止対策はどう感じましたか。
試験会場での新型コロナウイルスの感染予防対策について、十分な対策が取られていると感じる方が多い（92%）
参考：「英検 S-CBT」における新型コロナウイルスへの対応
2%

6%

37%

充分な対策がなされていた（55％）
最低限の対策がなされていた（37％）

92%
55%

対策にやや不安があった（6％）
対策は不十分だった（2%)
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「英検 S-CBT」を受験するメリット
① 級認定・英検 CSE スコアは生涯有効
② 従来型英検と同様、「級認定」・「英検 CSE スコア」が取得可能
③ 大学入試で活用できる
④ 試験日が豊富に選べる
⑤ 併願で受験機会の拡大
⑥ 1 日で 4 技能が受験可能
⑦

W＝手書き／タイピングを申込時に選択可能（2021 年 4 月より）

⑧ 充実のテストセンター
「英検 S-CBT」ウェブサイトより掲載

2021 年度の「英検 S-CBT」に関する最新情報は、2 月 10 日に特設サイトでご案内いたします。
① 級認定、英検 CSE スコアは従来型英検、英検 CBT 同様、生涯有効
「英検 S-CBT」は従来型英検、英検 CBT と同様に、一度取得した級、英検 CSE スコアは一生涯有
効です。

提出される機関（大学入試で大学へ、就職試験で企業へ）によって、取得期間を定めている場合がございますので、提出先の条件を必ずご確認ください。

② 従来型英検や英検 CBT と同じ資格価値として、「級認定」・「英検 CSE スコア取得」ができる
「英検 S-CBT」は、従来型の英検と実施方式の違いはありますが、問題形式や難易度、級認定、合格
証明書発行、英検 CSE スコア取得等はすべて同じです。級の合否の他に、技能別に「英検 CSE スコ
ア」で結果が表示されるため、自分の今の英語力や伸長度が一目でわかり、英検級のステップアップはも
ちろんのこと、生涯学習にも最適な指標としてご活用いただけます。

※「英検 S-CBT」と「英検 CBT」は、2021 年 4 月より「英検 S-CBT」に一本化いたします。
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③ 英語民間試験活用大学のうち、推薦・AO 入試で 98.6％,一般入試で 92.3％の大学が「英
検」を採用
「大学入試英語成績提供システム」は延期となりましたが、多くの私立大学を中心に、来年度も従来型
の英検、英検 CBT と同様、「英検 S-CBT」の試験結果を入試に活用いただけます。
（出典：旺文社 教育情報センター）
※最新の情報は各大学ウェブサイトにてご確認ください。

④ 原則、土日実施のため、部活の予定や自分の都合に合わせて受験日が選べる
他の試験よりも試験日が多く、部活動の予定やご自身の都合に合わせて受験日をご選択いただけます。

⑤ 英検 S-CBT は検定期間内に同一級を 2 回受験可能！
2021 年 4 月からの「英検 S-CBT」は各検定期間で同じ級を 2 回まで受験可能
これまでは、検定期間ごとに、従来型の英検を 1 回、英検 CBT、英検 S-CBT からそれぞれ１回ずつ
の受験のみ可能でしたが、2021 年 4 月からの「英検 S-CBT」は、各検定期間（4 月～7 月）、
（8 月～11 月）、（12 月～3 月）に同じ級を 2 回まで受験可能です。
※ただし一度申し込んだ検定はキャンセルできませんので、成績提供のタイミングをよくご確認いただきお申込み願います。

⑥ 一日で英語の 4 技能すべてが受験できる（二次試験不要）
従来型の英検は RLW（一次試験）と S（二次試験）が分かれており、4 技能すべてを受験するには
2 日を要しますが、「英検 S-CBT」は 1 日で 4 技能すべてを測定できるので、交通費や宿泊費等も節
約できます。
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⑦ ライティングテストは選べる試験方式でタイピング入力が苦手でも安心
お申込時にライティングの解答方式をキーボードによるタイピング型と、従来型の英検と同様の解答用紙
への手書きによる筆記型から選択可能。
コンピューター操作に自信のない方でも安心して受験できる CBT 方式のテストです。
⑧ 入試に対応し得る、高いセキュリティレベルにあるテストセンターで受験できる

〈パーテション：集中して受験できる環境の確保〉

〈受付：受験者の入室および本人確認の管理〉

〈監視カメラ：不正防止対策を徹底した受験環境〉 〈防音対策：高い防音性を確保した受験室〉

〈受験ブース：CBT に適したパソコン・ヘッドセット〉

〈座席のイス：長時間座っても疲れにくい〉

◎厳正な実施体制（不正行為防止等）の構築
・受付で受験者の入室および本人確認の管理
・私物の管理（ロッカー、またはクリアバッグ等の使用）
・監視カメラの設置（一部会場）
・パーテションの設置（不正行為防止）
・試験用の環境整備（掲示物等、試験に関係し得る情報の排除）
◎受験に適した試験会場の構築
・パーテションの設置（隣席を気にせず試験に集中できる環境）
・特注のヘッドセットを全国共通で使用（長時間装着しても違和感なし）
・クッション性の高い椅子の使用（長時間での疲労を軽減）
・室温管理の徹底（常に快適に試験を受けていただけるよう温度設定等の管理）
※会場により一部設備が異なりますことをご了承ください。
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