
受験資格・条件
● 各級とも、年齢・職業・学歴などは問いません。
● 過去に受験した級に関係なく、どの級でも受験できます。ただし、同一回に同じ級を重複して申し込みおよび受験する
ことはできません。受験した場合は、両方とも失格になります。

● 11歳未満の年少者が受験する場合は、保護者が本規約および英検ウェブサイトで受験上の案内や注意事項を確認の上、
受験が可能かどうかを判断して申し込みを行ってください。

● 協会は、申込者が次に掲げる事由に該当する場合には、申込者による英検の申し込みを承諾しないことがあります。
（1） 申込者が申込内容に虚偽の内容を記載したとき。
（2） 申込者が検定料の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると協会が判断したとき。
（3） 申込者が、英検を利用して第三者の権利を侵害し、又は違法行為をなすおそれがあると協会が判断したとき。
（4） 申し込みが実用英語能力の判定という試験目的から逸脱していると協会が判断したとき。
申し込み等について
● 試験概要の確認
実施級、各級の検定料、試験時間等の試験の概要および受験上の案内や注意事項等を確認の上、各申込方法の手順に
従い申し込みを行ってください。

● 申し込みのキャンセル　
一度申込手続きを完了した方の検定料は理由のいかんを問わず返金できません。また、級の変更による充当、次回以降
への充当も認めません。

● 一次試験免除申請について
一次試験免除（以下「一免」）とは、協会が実施する通常の英検または、合格すると通常の英検と同じ資格が得られる試験
と受験規約に規定される試験であって一次試験免除申請利用可能な試験において一次試験に合格し、二次試験を受験
していない方、あるいは不合格となった方が、当該一次試験に合格することによりその資格を取得し、利用できる制度で
す。免除可能な期間は1年間です。一免にて受験を希望する場合、申込期間中に申込手続き・検定料（通常の検定料と同
額）の支払いが必要となります。一免申請には、一免申請の資格を取得した試験の名称、年度、受験回次、個人番号等の
必要な事項（以下「申請事項」）を正しく申請する必要があります。準会場での受験申込の場合、一次試験受験時に、解答
用紙の志願票欄に一免の申請を受験者本人、または代理で団体申込責任者が正しく記入し、他の解答用紙と共に協会
へ送付することにより一免の対象となります。なお、一免有資格者が一次試験を受験した場合は、その回次の一免申請
は行われなかったものとみなします。また、一度行った一免申請は取り消すことができません。

● 団体申込について
団体申込の場合は、団体申込責任者を通じて申し込みを行い、成績表・合否通知を受領してください。協会は団体申込
責任者に事務手続きを一任しています。

● 障がい等のある方への受験上の配慮について
障がい等により受験に不自由がある方は、別途定める「障がい等のある方への受験上の配慮要項」に従い、申し込みと同時に受
験上の配慮の申請を行ってください。規定外の方法による申請、および申請期間以降の申請は措置を講ずることができません。
試験日時・試験会場について
● 一次試験を公開会場で受験する場合は、一次受験票において協会が指定する会場・時間にて受験してください。
● 一次試験を準会場で受験する場合は、当該準会場の団体申込責任者が指定する会場・試験日時にて受験してください。
● 二次試験を公開会場で受験する場合は、協会が定める日程のうち、申込方法・希望受験地等に基づき協会が指定します。
二次受験票において協会が指定する会場・時間にて受験してください。

● 二次試験を準会場で受験する場合は、協会が定める日程のうち、団体が希望した日程に基づき、協会が指定する会場・
試験日時にて受験してください。

● 協会が指定する二次試験の受験日と異なる受験日に受験した場合には、失格となります。また、同一級を協会が定める
日程のうち重複して複数の日程で受験した場合、いずれも失格となります。

● 学校等の教育機関（以下「学校等」）による団体申込の受験者については、学校等の行事などの公的な理由で指定日程で
の受験ができない場合に、当該団体申込責任者が所定の申請手続きを行うことで、日程変更できることがあります。

受験票について
● 一次試験および二次試験を公開会場で受験する場合は、試験日の約6日前までに個人申込者は個人宛に、また、団体申
込の場合は原則として団体申込責任者宛に受験票をお送りします。

● 必ず試験日までに受験票に記載の志願者情報、注意事項を受験者本人が確認してください。
● 受験票の未着等に関するお問い合わせは試験日の前日までとし、試験日以降は一切応じられません。
● 受験票で指定された会場・試験日時の変更希望には応じられません。
受験時の注意事項の遵守
● 試験当日は受験票、問題冊子表紙、受験者心得および会場に掲示された注意事項・禁止事項を確認し、遵守してくださ
い。

● 一次・二次試験における厳正公平な試験実施、評価・採点業務および調査研究のため、試験状況や面接内容を記録（録
画・録音）することがあります。

英検利用についての免責
● 協会は、台風や大雪等の天変地異や伝染病の流行等により試験を中止する場合があります。その場合は英検ウェブサイ
トへの掲載等を通じて受験者、および団体申込責任者へ通知いたします。協会は、申込者が英検を受験したことにより、
または受験できなかったこと（次項に定める再試験の場合を含む）により発生した一切の損害について、検定料の返金
を含め、いかなる責任も負わないものとします。

● 試験の変更、遅滞、中止等に基づく損害についても同様とします。
責任の制限
本規約に別途定める場合を除き、いかなる場合においても協会が受験者に対して負う責任は、当該受験者が実際に支払っ
た検定料総額を上回るものではありません。ただし、協会の故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。

本規約の変更
協会は本規約を変更することがあります。また、変更後の本規約については、本規約に基づき英検ウェブサイト上に表示します。

個人情報の取り扱いについて
● 協会の個人情報の取り扱いについては「個人情報保護方針」をご覧ください。
個人情報保護方針 https://www.eiken.or.jp/privacypolicy/

● 申込時の住所・氏名宛に、協会よりTEAPや英検に関する情報やサンプルテストの案内などを送付することがあります。
● 団体申込の場合の個人情報は、団体申込責任者を通じて協会が取得します。団体申込の場合の志願者情報および成績
表・合否通知の内容を団体申込責任者が知ることができます。

附則 2021年7月25日　施行
公益財団法人 日本英語検定協会

こちらの規約は抜粋版です。英検ウェブサイトで「実用英語技能検定 受験規約」を必ず確認し申し込みを行ってください。
https://www.eiken.or.jp/eiken/apply/private/eiken_disclaimer.html

各級とも、年齢・職業・学歴に関係なく受験できます。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。
■一次試験免除 ■ダブル受験

連続した2つの級（例：3級と準2級）を受験することができます。
その場合は各級ごとにお申し込みが必要となります。団体申込
の場合は、その団体で2つの級の受験が可能かご確認ください。
※ 個人申込、団体申込にかかわらず同一検定回で同じ級を重複して受験することはで
きません（試験日が異なる場合も含む）。受験した場合は、両方とも無効となります。【ご注意】英検S-CBTで一次試験免除資格を取得した場合は受験した試験のウェブ合否公開時刻時点で申込受

付中の試験から、一次試験免除資格を使用して申込可能となります。詳しくはこちらをご覧ください▶

申込方法 試験会場

試験日程

受験資格

学校・団体内での申込方法・締切日については、
先生・申込責任者にお尋ねください。

協会が準会場として認定した団体が設置する会場です。原則、申込先の学校・団
体が会場となります。
協会が設置する公開会場です。実際に受験する会場は、試験6日前までにお届け
する受験票でお知らせします。団体で本会場受験する場合のほか、個人申込をさ
れた方は本会場での受験となります。

団体受験

個人受験

準会場

本会場

申込先の学校・団体が指定した日程で受験いただきます。詳細は申込責任者に
ご確認ください。
一次試験：6/4（日）に受験いただきます。
二次試験：申込方法・受験級などによって異なりますので、英検ウェブサイトを
　　　　  ご確認ください。

準会場

本会場
※①のみ願書が必要です。願書は英検特約書店にて入手してください。②・③で申
し込む場合は願書は必要ありません。

詳しくは英検ウェブサイトをご覧いただくか、英検
サービスセンターへお問い合わせください。

①英検特約書店 検定料を支払い、「願書」と必要書類を英検
サービスセンターへ郵送

②コンビニ ローソン、ミニストップ、セブン-イレブン、
ファミリーマートの情報端末で申し込む

③インターネット 英検ウェブサイトで申し込む

実用英語技能検定 受験規約 （抜粋版）　下記規約と日程等の記載内容をご了承の上、お申し込みください。 

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ● 公益財団法人 日本英語検定協会は、皆さまの個人情報を取り扱う法
人として、その保護ならびに適切な管理を行うことが社会的責務と考
え、個人情報保護法のもと、その遂行に鋭意取り組んでおります。

● 受験申込の際にご記入いただく個人情報は、英語検定業務の円滑な実
施、合格者に対する「合格証明書」発行等のサービスの実施、および英
語検定統計のために利用いたします。なお、業務運営に際し、委託先に
預託することがあります。また、これ以外の目的に利用する場合は、新
たに皆さまの同意を得た上で行います。

● お預かりした個人情報は、ご本人の同意を得た場合、法令に基づく場
合や生命・財産等の保護で同意を得ることが困難な場合を除いて第
三者に提供することはありません。

● 個人情報の当協会へのご提供は、ご本人の任意ですが、当協会の受
験者登録に必要な情報が提供されない場合、申し込みを辞退された
ものとみなす場合もありうることを予めご承知おきください。

【個人情報保護管理者】当協会総務部長

当協会の個人情報保護方針に関するお問い合わせ、ならびに当協会が保有する開示対象
個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去およ
び第三者への提供の停止をご希望の方は、下記のお問い合わせ先までお申し出ください。

〒162-8055 東京都新宿区横寺町55
公益財団法人 日本英語検定協会 情報セキュリティ管理委員会
URL：https://www.eiken.or.jp/privacypolicy/#anc03

個人情報の取り扱いについて

お問い
合わせ先

開始時間（一次試験）

検定料（税込）※2023年度の期間限定「学習支援キャンペーン」価格

試験日程

開始時間 午前9:00以降、実施責任者が定める時間 準1級
10:00

準2級
10:20

4級
10:30

1級
14:00

2級
14:10

3級
14:40

5級
14:40

※級ごとに試験開始時間が異なります。　※本会場は試験開始時間の40分前にご着席ください。

6/4 日5/26 金 5/27 土 5/28 日 6/2 金 6/3 土
準・本会場準会場

午 

前
午 

後

過去1年以内に1級～3級の一次試験に合格し、二次試験を受験していない方、あるいは不
合格になった方は、出願時に申請をすれば、一次試験が免除され、二次試験から受験でき
ます。なお、一次試験免除を利用した受験をご希望の場合も受付期間内に申込
手続・検定料（一次試験から受験する場合と同額）のお支払いが必要です。

準会場

本会場 11,700円 9,700円

1級 準1級 2級 準2級 3級 4級 5級
̶ ̶ 6,300円 5,600円

8,300円 7,800円 6,300円

4,600円 2,800円

4,400円

2,400円

3,800円
※一次試験免除も同額です。（ご注意）上記の検定料は、2023年度の期間限定「学習支援キャンペーン」として、各級とも正規検定料から一律100円値引きをした金額です。 お申し込みの際は上記料金をお支払いいただきます。

英検の合格体験が
自信につながる

英検は学習レベルに応じ7つの級があり、
各級での合格の喜びや成功体験が

次のステップに挑戦する原動力になります。
どの級からでもスタートできて、合格に向けて
学習を重ねることで高い英語力が身につきます。
英検合格で得た英語力は、将来あなたの

強みになるでしょう！

当校での申込受付締切日

担当 まで
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試験日程が合わない方は「個人申込」や「英検S-CBT（準1級～ 3級のみ）」もご検討ください。英検S-CBTについての詳細は中面でご確認ください。

（西暦）

【ご注意】英検S-CBTで一次試験免除資格を取得した場合は受験した試験のウェブ合否公開時刻時点で申込受付中の試験から、一次試験免除資格を使用して申込可
能となります。裏面の「一次試験免除」の項目もご確認ください。
※英検S-CBT受験での一次試験免除資格取得者は、受験地番号の記入は不要です。
※一次試験免除申請は、一次試験本会場申込の場合は願書へ、一次試験準会場申込の場合は一次試験の志願票への記入が別途必要となります。

受   領

受 領 印

英検の検定料として
上記の金額を受領しました。

2023年度 第　　回1

英検の受験案内です。保護者の方もぜひご一読ください。

受験案内
実用英語技能検定

最新情報は必ず英検ウェブサイトをご確認ください

・申込後の返金には応じられません。試験日程・会場をご確認の上、お申し込みください。

新年度の始まりに、まずは英検で今の英語力を測
定しよう！英検の詳細な成績表から、得意分野・
苦手分野を把握できます。1年の目標を立てて、
今後の英語学習に役立てましょう。



英検は、学習レベルに応じて7つの級を設定しています。英語の基礎を身につけ、一歩
ずつ確実にステップアップできる5級・4級・3級。使える英語の幅を広げ、世界へ飛躍
する力を養う準2級・2級。そして、品格のある英語使用者として国内外で高く評価され
る準1級・1級。あなたの英語レベルに応じて、どの級からでもスタートすることができま
す。英検にチャレンジすることで、自分の英語力が把握できます。ひとつ上の級を目指し
て学習することが、社会で通用する英語を身につける近道になります。

7つの級どこからでもスタートできる。
身近な目標設定でステップアップ！

英検ウェブサイトにて英検・TEAP・IELTSを入試に活用している
大学・短大の検索ができます。

入試活用校を検索 !

英検S-CBTの
詳細はこちら！

ポイント2 ポイント4

英検はスピーキングを含む4技能
を測定。英検（従来型）では一次
試験でリーディング、ライティン
グ、リスニングの技能を測り、合
格した方のみ二次試験（対面式の
スピーキング試験）をご受験いた
だきます。日常会話からビジネス
活用まで、「使える英語」であなた
のコミュニケーションを広げます。

スピーキングを含む
4技能を測定

４技能が評価できる資格として、入試における内申点の加点や学科試験免除が多くの
高校・大学で認められています。また、奨学金給付制度や入学金・学費免除、英語科
目の単位認定など、入試以外でも様々な場面で活用されています。

高校・大学の 入学試験 や
単位認定 で活用

英検チャレンジャーインタビュー
2022年度第1回で英検3級に合格しました。中1で初めて
4級を受験した時は学校の勉強だけで合格しましたが、英
語が得意科目だったので3級を目標に定め、事前に英検の
文法に特化した対策本を使用したり、英検の単語が特集さ
れている動画を観て準備をしました。時間をかけて対策して

きたので、試験当日はとても緊張しました。自分が知っている
内容が出題されると少しリラックスしましたし、洋楽が好きで
英語の音に慣れていたからか、リスニングが始まると自然と
自信を持って解答ができました。将来大学受験に英検を利
用したいので、高校卒業までに2級合格が今後の目標です。

4級・5級スピーキングテスト

英検ならメリットいっぱい!

英検     つの
オススメポイント

5
英検で一歩ずつステップアップしながら、
社会で通用する英語を身につけよう!

※目安です 

各級の特徴

中学入試
での活用5級 中学初級 程度

英語を習い始めた方の最初の目標。家族のこと、趣味やスポー
ツなど身近な話題が出題され、英語の基礎固めに最適です。

中学入試
での活用4級 中学中級 程度

出題形式や内容が、より実用的に。身近なトピックを題材とした
読解問題が加わります。基礎力をぐんぐん伸ばしていきましょう。

3級 中学卒業 程度
二次試験でスピーキングテスト。英語で考えを伝えましょう。
筆記試験の題材は、海外の文化など少し視野が広がります。

中高入試
での活用

準2級 高校中級 程度
教育や科学などを題材とした、長文の穴
埋め問題が加わります。流れをつかむ読
解力で確実にステップアップ。

大学入試
での活用

英検で
留学認定級

中高入試
での活用

2級 高校卒業 程度
医療やテクノロジーなど社会性のある英文読解も出題。入試活用・単位認定
など、コミュニケーション力
が高く評価されます。

就職
対策

大学単位
認定

大学入試
での活用

英検で
留学認定級

高校入試
での活用

準1級 大学中級 程度
エッセイ形式の実践的な英作文の問題が出題されます。「実際に使える
英語力」の証明として高く評価されています。

公務員試験
での加算

就職
対策

大学単位
認定

大学入試
での活用

英検で
留学認定級

高校入試
での活用

1級 大学上級 程度
二次試験では2分間のスピーチと、その内容への質問がなされます。カギ
は英語の知識のみでなく、相手に伝える発信力と対応力。

通訳案内士試験の
筆記試験免除

公務員試験
での加算

就職
対策

大学単位
認定

大学入試
での活用

英検で
留学認定級

高校入試
での活用

英検級かんたん測定
受験級を決める目安としてご活用ください。

https://www.ei-navi.jp/service_to/GERL/

一次試験の合否に関係なく、申込者
全員が受験した級のスピーキングテ
ストを受けられます。ご自宅や学校の
コンピューター端末を利用し、専用受
験サイトで受験します。

https://www.eiken.or.jp/cs/qualification/flyer/2023.html

ポイント1 詳細な成績表 で
弱点攻略にも最適!

成績表には
今後につながる
アドバイスも
掲載!

成績表には合否に加えて英検CSEスコアとCEFRレ
ベル※を記載します。技能別にスコアとCEFRレベル※

を表示するため、苦手分野がわかります。また、今後
につながるアドバイスも記載していますので、学習の参
考にしてください。

※ 4級・5級は算出対象外のため表示されません。また、受験級によって
CEFRレベルを算出するための英検CSEスコアの範囲（CEFR算出範囲）
を定めています。

　 詳しくは英検ウェブサイト（https://www.eiken.or.jp/cse/）をご確認
ください。

ポイント5 試験の形式が選べる

※ 級や地域により実
施日は異なります。
一部地域で平日も
実施しています。

＊英検S-CBTは個人
申込のみです。　

＊英検S-CBTは準1級
～ 3級のみです。

英検（従来型）と同様の級・スコアを取得できる英検S-CBTは、1日で
4技能を測定できます。原則毎週土日実施※で、ご都合に合わせて日
程が選べます。お好みの試験形式で英検にチャレンジしてください。

https://www.eiken.or.jp/
cs/s-cbt/flyer/2023.html

https://www.eiken.or.jp/eiken/
exam/4s5s/

ポイント3

※取材当時の学年です。

ライティング

問題：PC上
解答：解答用紙手書き
またはキーボード入力

スピーキング

質問：PC上
解答：吹き込み式

リスニング

問題：PC上
解答：マウス操作

リーディング

問題：PC上
解答：マウス操作

K.Oさん
中学2年生


