各 位
2021 年 8 月 5 日
公益財団法人 日本英語検定協会

「英検 S-CBT」 2021 年度 第 2 回検定

10 月実施分のお知らせ

平素より実用技能英語検定（英検）をご活用いただき誠にありがとうございます。
「英検 S-CBT」の 2021 年度 第２回検定 10 月実施分の試験日程・試験時間等の概要が確定しましたのでご案内
いたします。英検 S-CBT に関する最新のお知らせや実施概要につきましては次頁以降も併せてご高覧願います。

●申込受付開始：8

月 10 日（火）18 時～

●申込受付締切：試験日ごとに申込締切日が異なりますので、以下の日程をご確認いただきますようお願いします。

「英検 S-CBT」 10 月実施分の申込期間・試験日・合否発表日

申込受付 締切日

試験日

～8月24日(火) 10:00まで

10月 1日（金）

〈コンビニ支払選択の場合 ※1〉
8月20日（金）23時59分まで

10月 2日（土）
10月 3日（日）
10月 4日（月）
10月 6日（水）
10月 8日（金）
10月 9日（土）
10月10日（日）
10月11日（月）
10月14日（木）
10月15日（金）
10月16日（土）
10月17日（日）
10月18日（月）
10月20日（水）
10月22日（金）
10月23日（土）
10月24日（日）
10月25日（月）
10月28日（木）
10月29日（金）
10月30日（土）
10月31日（日）

～8月31日(火) 10:00まで
〈コンビニ支払選択の場合 ※1〉
8月27日（金）23時59分まで

～9月7日(火) 10:00まで
〈コンビニ支払選択の場合 ※1〉
9月3日（金）23時59分まで

～9月14日(火) 10:00まで
〈コンビニ支払選択の場合 ※1〉
9月10日（金）23時59分まで

～9月22日(水) 10:00まで
〈コンビニ支払選択の場合 ※1〉
9月18日（土）23時59分まで

※2

合否発表日
WEB公開予定日

成績表必着予定日

10月28日（木）

11月11日（木）

11月5日（金）

11月18日（木）

11月12日（金）

11月26日（金）

11月19日（金）

12月3日（金）

11月29日（月）

12月10日（金）

※1: コンビニ現金支払・郵便局 ATM（Pay-easy）での支払いが可能です。
※2: 2021 年度につきましては、「スポーツの日」の祝日移動に伴い、10 月 11 日（月）は平日になります。
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「英検 S-CBT」 に関する主なお知らせ

◎ 【期間限定】2021 年度第 2 回検定（8 月～11 月実施）の期間中は、同一級を最大 5 回まで受験できます。


昨今のコロナ禍の影響も相まって、入試活用等で英検を受験しなくてはならないものの、なかなか受験機会が得られ
ない受験者様も多く、このたび、通常であれば「英検Ｓ-CBT」では、同一検定回の期間中に同一級をご受験いただ
ける回数は 2 回までのところ、今年度の第 2 回検定の期間中は、同一級を最大 5 回まで受験可能となります。

「英検 S-CBT」での同一級の受験回数について
英検 S-CBT
通常の場合
2021 年度
第 2 回検定
ご受験の場合

英検（従来型）

同一検定回の期間中に

各検定回で同一級は

同じ級を最大 2 回まで受験可能

1 回のみ受験可能

第 2 回検定（8 月～11 月実施）の期間中に

これまでどおり、同一級は

同じ級を最大５回まで受験可能

１回のみ受験可能

※英検 S-CBT の実施級は、準 1 級、2 級、準 2 級、3 級です。
※英検 S-CBT と、英検（従来型）は、併願申込が可能です。

◎ 今年の８月実施分より、「英検 S-CBT」で 一次試験免除資格 を利用して申込ができるようになりました。


すべての英検方式（英検従来型・英検 S-CBT、英検 CBT、英検 S-Interview）で取得した一次試験
免除 資格に ついて 、英 検 S-CBT の申込 時に申請するこ とで 、一次 試験（ Reading, Listening,
Writing）の各試験は免除され、英検 S-CBT の Speaking 試験のみ受験することができるようになります。



英検 S-CBT は、毎週実施していますので、英検（従来型）よりも早い日程を選択して受験可能です。
▶ 「英検 S-CBT における一次試験免除について」 詳細はこちらをご覧ください。

◎ 試験は、土日・祝日に加えて、一部エリア・級は平日も実施しています。


「英検 S-CBT」は、どなたでも、ご自身のご都合に合わせて、ご希望の試験日・試験会場を選択できます。



また、一日で 4 技能を測定でき、従来型の英検と同じ資格を取得できます。



2 級～3 級については、平日も受験いただけるエリアもございますので、是非ご検討ください。
▶ 10 月の「平日」をお得に受けられる「平日キャンペーン」を実施しています。

◎ これまでの「英検 CBT」と「英検 2020 1 day S-CBT」は 2021 年度より 「英検 S-CBT」に統合しました。
解答方式もよりシンプルに、より分かりやすく、一本化いたしました。
▶ 「「英検 S-CBT 特設サイト」 詳細はこちらをご覧ください。
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「英検 S-CBT」 2021 年度 第２回検定 10 月実施分の実施概要
実施エリア・実施級
英検 S-CBT 2021 年度 第 2 回検定 10 月実施分

全国 47 都道府県、79 エリアのテストセンターで実施

エリア

（エリア数は 8 月 5 日現在）

詳細につきましては、英検 S-CBT ウェブサイトの「受験案内・会場」をご確認ください。

実施級

準 1 級、2 級、準 2 級、3 級

級別の実施曜日

（級別の実施曜日・時間帯の更新がある場合は、本紙にて更新情報を記載させていただきます。）

曜日

準1級

土曜

（実施なし）

日曜

実施［ 午前・昼・午後 ］

平日

（実施なし）

2 級、準 2 級、3 級
実施［ 午前・昼・午後 ］
実施［ 午前・昼・午後 ］
実施［ 午後・夜 ］

※ 各試験会場の実施曜日につきましては、英検 S-CBT ウェブサイトの「受験案内・会場」をご確認ください。

試験時間（集合時間・終了時間）
土日

平日

午前

9:00－11:55

（実施なし）

昼

12:20－15:15

（実施なし）

午後

15:40－18:35

15:00－17:45

夜

（実施なし）

18:30－21:15

※終了時間は受験級によって異なります。

英検 S-CBT に関する詳細情報は、ウェブサイトでご案内しております。
「英検 S-CBT」特設サイト：

https://www.eiken.or.jp/s-cbt/lp_01/

「英検 S-CBT」ウェブサイト：

https://www.eiken.or.jp/s-cbt/index.html

➢

受験案内ページ：

➢

お申し込みページ：

https://www.eiken.or.jp/s-cbt/administration.html
https://www.eiken.or.jp/s-cbt/apply.html

全国のエリア別・会場別の試験日程、実施級は、「英検 S-CBT」ウェブサイトの受験案内・会場でご覧いただけます。
https://www.eiken.or.jp/s-cbt/administration.html#venue
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