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2019 年 11 月 13 日 

公益財団法人 日本英語検定協会 
 

「S-CBT」に関する英検協会の今後の対応についての決定事項（一部）のお知らせ 

 

先般、11 月 6 日（水）に、『「S-CBT」に関する英検協会の今後の方針について』を公表させていただきました。

ご案内のとおり、第 1 回検定（4 月～7 月実施分）の予約申込者数は 294,534 人（11 月 1 日現在）でした。 
 

「S-CBT」 2020 年度第 1 回検定（4 月～7 月実施分）全国の都道府県別 予約申込者数 （人） 

 
 

このたび、その対応につきまして決定事項の一部をお知らせさせていただきます。 
 
 

【はじめに】 
 

① 文科大臣の英語民間試験 活用延期発表後に英検協会へ寄せられた声や特筆すべき事項 
 

・検定料の一部金としてお支払いいただいた予約金 3,000 円のご返金を希望される受験者様につきまして、「この

たび、文科大臣が国の方針として延期発表した訳だから、当初英検協会が発表していた、各機関に支払う実費

手数料を差し引くということは撤回し 3,000 円をそのまま返金して欲しい」、との声が寄せられました。 
 

・一方で、多くの高校生から、「すでに S-CBT の受験準備を進めている状況での文科大臣の延期発表だったので、

これからどうしていいか分からない。2020 年度の入試において、『大学入試英語成績提供システム』を利用せず、

独自に英語民間試験の活用を発表している、全国の私立大学のほとんどは、英検を採用しており、従来型の英

検や英検 CBT に加えて S-CBT も含まれている。S-CBT を中止せずにこのまま実施して欲しい」、といった悲痛な

嘆願を数多く頂戴いたしました。 
 

・高校現場の先生方からも同様の趣旨のご意見を数多くいただいております。 
 

・「S-CBT」の 2020 年度第 1 回検定（４月~7 月実施分）の予約申込期間は 11 月 11 日までであり、11

月 1 日の文科大臣の延期発表以降も継続的に予約申込いただいている状況でした。 
 

② 外部環境 
 

・報道によりますと、このたびの文科大臣の延期の発表を受け、「大学入試英語成績提供システム」の採用を公表

していた各大学様から、今月 29 日に改めて、2021 年度大学入試での活用方法が示される、と、国立大学協

会様より発表があったとのことです。 

 

英検協会としましては、こうした皆様から寄せられました数々の貴重なご意見や延期発表後の特筆すべき事項、

外部環境とを鑑みて検討を重ねてまいりました。つきましては、以下に決定事項としてご報告いたします。 

No. 都道府県 申込人数 No. 都道府県 申込人数 No. 都道府県 申込人数 No. 都道府県 申込人数

1 北海道 5,718 13 東京都 40,850 25 滋賀県 3,908 37 香川県 2,365

2 青森県 853 14 神奈川県 23,550 26 京都府 5,690 38 愛媛県 3,413

3 岩手県 1,626 15 新潟県 3,155 27 大阪府 16,369 39 高知県 1,929

4 宮城県 2,518 16 富山県 868 28 兵庫県 15,738 40 福岡県 15,564

5 秋田県 1,170 17 石川県 861 29 奈良県 3,739 41 佐賀県 2,215

6 山形県 1,699 18 福井県 1,341 30 和歌山県 1,765 42 長崎県 2,868

7 福島県 4,174 19 山梨県 2,596 31 鳥取県 617 43 熊本県 2,993

8 茨城県 8,671 20 長野県 5,396 32 島根県 1,435 44 大分県 1,702

9 栃木県 4,347 21 岐阜県 4,134 33 岡山県 2,372 45 宮崎県 2,699

10 群馬県 6,500 22 静岡県 9,237 34 広島県 4,355 46 鹿児島県 3,108

11 埼玉県 22,272 23 愛知県 18,594 35 山口県 2,962 47 沖縄県 2,885

12 千葉県 18,459 24 三重県 3,365 36 徳島県 1,889 294,534総計
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【（結論）決定事項】 
 

◎S-CBT の今後の方向性 

●英語学習者の「英語能力向上」の視点も含めた網羅的な試験に 
 

S-CBT は、これまで「大学入試英語成績提供システム」の参加要件に基づき制度設計してまいりました。しか

し、このたびの文科大臣の発表を受けまして、全面的に見直すことといたします。テストセンターでの実施といっ

た入試に対応し得る高セキュリティな実施運営はそのままに、従来型の英検や英検 CBT と同様、受験対象

者を大学や高校入試の受験者様だけとせず、生涯学習として英語学習に邁進なさっておられる幼少期のお

子様からご年配の皆様まで幅広くご活用いただける、資格検定の位置づけも含めまして網羅的な試験として

再設計いたします。 

 

●常時実施を目指して 
 

従来型の英検は年 3 回、また英検 CBT は毎月実施していますが、S-CBT は、さらなる受験機会の拡大を

目指し、大学や高校受験を目的とされる皆様はもちろん、英語学習者の皆様が、自身の目標とする級や英

検 CSE スコア獲得の実力が十分についたと感じられたところで、できるだけ早いタイミングで受験いただけるよう、

常時実施を目指してまいります。また先週 6 日に発表しました、「『S-CBT』に関する英検協会の今後の方針

について」 のご案内でも記載しておりますように、試験における公正性や厳正性を追求するため、「CBT 方式

の試験の優位性を考慮し、今後は CBT 方式の試験を中心に据えていく」という方針に基づき、英検 CBT に

つきましても、できるだけ早いタイミングで実施回数を増やしていく方向で準備を進めているところです。また会場

につきましても、受験者数にもよりますが、全国規模で実施できるよう検討しております。公表できるタイミングと

なりましたら速やかにお知らせいたします。 

 

なお上記の方向性に基づく S-CBT は、2020 年度からの実施を目指しており、具体的概要が決定次第、速

やかにお伝えさせていただきますので今暫くお待ちいただきますようお願い申し上げます。 

 

では、続きまして、冒頭に記載申し上げました、S-CBT の第 1 回検定（4 月～7 月実施分）に予約申込をし

ていただいた、約 30 万人の皆様へのご対応について、お知らせいたします。 
 

◎予約申込をしていただいた受験者の皆様へのご対応について 

 

●予約申込いただいた約 30 万人の皆様に限り、検定料を特別価格でご提供 
 

S-CBT の検定料につきまして、すでに予約申込なさった約 30 万人の皆様に限り、キャンセルせずに受験を希

望される皆様のための特別価格を設定いたします。これにより、従来型の英検（本会場受験）の検定料より

も安価な金額で受験していただくことができます（3 級を除く）。 

 

 

1級 準1級 2級 準2級 3級 4級 5級

予約申込時 検定料 ― 9,800円 7,500円 6,900円 5,800円 ― ―

↓ ↓ ↓ ↓

6,900円 5,900円 5,400円 5,300円

英検

従来型
［ご参考］本会場 検定料 9,500円 7,600円 6,500円 5,900円 4,900円 3,600円 3,000円

―

英検　各実施方式　検定料（税込）

英検

S-CBT
予約申込者 特別検定料 ― ―
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●全国 47 都道府県、101 エリア（予定）に会場を設置（受験者状況によってエリアは若干の変更の可能性あり） 
 

 

                                   ※上記、会場設置エリアのマッピング図は、6,7 頁をご参照ください。 

 

なお実施日につきましては、ただいま精査中でございます。できるだけ早いタイミングでお知らせさせていただきま

すので今暫くお待ちください。 

 

●予約金 3,000 円の返金をご希望される方への対応について 
 

英検協会としましては、S-CBT の予約申込をされた方で、受験せずにキャンセルを希望される場合の返金対

応につきまして、皆様にいち早くお伝えしたいところでありますが、文部科学省との協議におきまして、あいにく、

現時点ではお伝え申し上げる段階まで至っておりません。1 週間を目途とし、なるべく早くに皆様にお伝えすべ

く、引き続き文部科学省と協議をおこなってまいります。どうか今暫くお待ちくださいますよう、謹んでお願い申し

上げます。 

 

  ＜受験、もしくは返金の受付期間について＞ 
 

上述の通り、文部科学省との協議におきまして、返金方法等の詳細が決定し、今回、ご公表できませんでし

た実施日とともに皆様にお伝えさせていただきました後、今後、予約申込をなさった受験者の皆様に、予定通

りに、第 1 回検定（４月～7 月実施分）を受験なさるか、またキャンセルを希望されるかの手続きをおこなっ

ていただくことになります。その受付期間につきましては、「大学入試英語成績提供システム」の採用を公表して

いた各大学様が、11 月 29 日に改めて 2021 年度大学入試での活用方法をご公表なさることから、現状と

しましては 11 月 27 日～12 月 20 日を予定しております。現在、皆様にお手続きいただくためのシステムを急

ピッチで進めており、受付期間の開始前には、すべての情報を概要としてウェブサイトに発表していく所存ですの

で今暫くお待ちくださいますようお願いいたします。 

 

 

最後に、改めまして S-CBT の主な特徴をご紹介いたします。ご検討なさる上でのご参考となりましたら幸甚に存じ

ます。 

 

 

No. 都道府県 エリア No. 都道府県 エリア No. 都道府県 エリア No. 都道府県 エリア No. 都道府県 エリア

1 札幌 21 熊谷 41 新潟 61 滋賀県 草津 81 山口

2 函館 22 所沢 42 長岡 62 京都 82 防府

3 旭川 23 越谷 43 富山県 富山 63 福知山 83 徳島県 徳島

4 青森県 青森 24 千葉 44 石川県 金沢 64 天王寺 84 香川県 高松

5 岩手県 盛岡 25 市川 45 福井県 福井 65 難波 85 松山

6 宮城県 仙台 26 船橋 46 山梨県 甲府 66 梅田 86 新居浜

7 秋田県 秋田 27 柏 47 長野 67 堺 87 高知県 高知

8 山形県 山形 28 丸の内 48 松本 68 岸和田 88 北九州

9 福島 29 銀座 49 岐阜県 岐阜 69 枚方 89 天神

10 郡山 30 秋葉原 50 静岡 70 神戸 90 博多

11 水戸 31 渋谷 51 浜松 71 姫路 91 久留米

12 土浦 32 新宿 52 沼津 72 奈良 92 佐賀県 佐賀

13 つくば 33 池袋 53 千種 73 橿原 93 長崎

14 宇都宮 34 立川 54 名古屋 74 和歌山 94 佐世保

15 小山 35 町田 55 豊橋 75 田辺 95 熊本県 熊本

16 前橋 36 横浜 56 岡崎 76 鳥取県 鳥取 96 大分

17 高崎 37 川崎 57 一宮 77 島根県 松江 97 中津

18 太田 38 平塚 58 津 78 岡山県 岡山 98 宮崎

19 大宮 39 藤沢 59 四日市 79 広島 99 延岡

20 川越 40 厚木 60 滋賀県 大津 80 福山 100 鹿児島県 鹿児島

101 沖縄県 那覇

山口県

愛媛県

福岡県

長崎県

大分県

宮崎県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

広島県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

長野県

静岡県

愛知県

三重県

北海道

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県
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【S-CBT の主な特徴】 

 

●従来型英検と変わらず、大学入試で結果を活用できる 
 

「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と

同様、S-CBT の試験結果を入試に活用いただけます。 

 

●試験日の選択肢が多く、受験者のご都合に合わせて受験しやすい（予定） 
 

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。 

 

●一日で英語の 4 技能すべてが受験できる 
 

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、S-CBT は 1 日で 4 技能すべてが測れるので交通費や宿泊費等も節約できます。 

 

●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 
 

➢ 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） 

  ・パーティションの設置（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 

  ・パーティションの設置（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。 
 

    
〈パーティション：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〉   〈受験ブース：CBT に適したパソコン・ヘッドセット〉 

 

   
〈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〉   〈座席のイス：長時間座っても疲れにくい〉 
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●全国 47 都道府県、101 エリア（予定）の会場設置により、全国の受験者が受験しやすい 

（エリアについては受験者状況によって若干の変更の可能性あり） 
 

都市部に会場が集中することなく、全国 47 都道府県に一様に会場を設置しますので、入試を目的とする受験

者はもちろん、英語能力向上を目的とする全国の英語学習者にとりましても、従来型の英検（本会場・準会場

含む）、英検 CBT と合わせ、幅広い選択肢の一つとしてご受験いただけます。 
 

 

                                    ※上記、会場設置エリアのマッピング図は 6，7 頁をご参照ください。 

 

●予約申込者が受験される場合は、今回に限り、特別検定料で受験できる 
 

予約申込なさった約 30 万人の皆様のうちキャンセルせずに受験される際は、従来型英検（本会場受験）より

も安価で受験いただけます（3 級を除く）。したがって S-CBT の特徴と従来型の英検とを比較した場合、より大

きなメリットが得られます。 

 

●予約申込者が受験される場合は、座席は確実に確保される 
 

「大学入試英語成績提供システム」が延期発表されましても、これまでのルールと変更なく、予約申込なさった皆

様の座席は必ず確保させていただきます。従来通り、本申込時に先着順で希望の試験日・試験会場をご選択い

ただけます。 

 

●予約申込時で申請した英検級を、本申込時に、より上位級に変更できる 
 

 

「大学入試英語成績提供システム」の制度においては、例えば、高校 2 年時に既に英検 2 級（高校卒業程度）

を取得された方であっても、志望大学が求める入試要件が CEFR レベル A２（準 2 級合格レベル）であった場

合、高校 3 年時（4 月から 12 月までの間）にあえて上位級を受験せず、手堅く安全策を取り、最低限求めら

れる準 2 級ないしは 2 級を級取得しているにもかかわらず再度受験しようとされる方も多かったことと存じます。こ

のたびの延期発表により、同システムの制度に縛られなくなったことで、受験者様は日々の英語学習を通じて現在

の取得級よりも、より上位級の合格を目指し、また現在獲得している英検 CSE スコアよりも、さらに高いスコア獲

得を目標とした英語力向上に活かしていただけます。 

 

No. 都道府県 エリア No. 都道府県 エリア No. 都道府県 エリア No. 都道府県 エリア No. 都道府県 エリア

1 札幌 21 熊谷 41 新潟 61 滋賀県 草津 81 山口

2 函館 22 所沢 42 長岡 62 京都 82 防府

3 旭川 23 越谷 43 富山県 富山 63 福知山 83 徳島県 徳島

4 青森県 青森 24 千葉 44 石川県 金沢 64 天王寺 84 香川県 高松

5 岩手県 盛岡 25 市川 45 福井県 福井 65 難波 85 松山

6 宮城県 仙台 26 船橋 46 山梨県 甲府 66 梅田 86 新居浜

7 秋田県 秋田 27 柏 47 長野 67 堺 87 高知県 高知

8 山形県 山形 28 丸の内 48 松本 68 岸和田 88 北九州

9 福島 29 銀座 49 岐阜県 岐阜 69 枚方 89 天神

10 郡山 30 秋葉原 50 静岡 70 神戸 90 博多

11 水戸 31 渋谷 51 浜松 71 姫路 91 久留米

12 土浦 32 新宿 52 沼津 72 奈良 92 佐賀県 佐賀

13 つくば 33 池袋 53 千種 73 橿原 93 長崎

14 宇都宮 34 立川 54 名古屋 74 和歌山 94 佐世保

15 小山 35 町田 55 豊橋 75 田辺 95 熊本県 熊本

16 前橋 36 横浜 56 岡崎 76 鳥取県 鳥取 96 大分

17 高崎 37 川崎 57 一宮 77 島根県 松江 97 中津

18 太田 38 平塚 58 津 78 岡山県 岡山 98 宮崎

19 大宮 39 藤沢 59 四日市 79 広島 99 延岡

20 川越 40 厚木 60 滋賀県 大津 80 福山 100 鹿児島県 鹿児島

101 沖縄県 那覇

山口県

愛媛県

福岡県

長崎県

大分県

宮崎県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

広島県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

長野県

静岡県

愛知県

三重県

北海道

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県
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●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 
 

S-CBT は、従来型の英検と実施方式に違いはありますが、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、自分の現段階の英語力や伸長度が一目で分かり、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

最適な指標として活用いただけます。 

 

●ICT リテラシーに自信のない受験者も安心して受験できる 
 

ICT リテラシーに自信のない方は、長い文章を短時間でタイピングすることが課題とされますが、S-CBT はライティ

ングの解答が従来型の英検と同様、解答用紙に手書きでおこなうことから、ICT リテラシーに自信のない方も安心

して受験いただけます。 

 

以上 

 

会場設置エリアのマッピング 

■北海道           ■東北 

  

■上信越               ■関東 
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■東海        ■近畿 

  

■中四国                                   ■九州 

  

■沖縄 

 

以上 


