ＨＲ資料② 【英語資格認定・検定試験について】

進路ＨＲ② ―「大学入学共通テスト」って何？―

■２０２０年度の英検（Ｓ－ＣＢＴ）は全２回の日程で実施する。予約申し込みした人だけが本申し込みができます。

進路指導部
ＨＲ資料① 【奈良教育大学ＨＰより】

令和元年７月２５日
令和 3 年度奈良教育大学教育学部入学者選抜（総合型選抜）

実はもう「受
予約申込期間

本申込期間

試験日程

験」は始まっ

第１回検定

2019／9／18～10／7

2020／2／9～2／25

４月～7 月の土日・祝日のいずれか

ているよ！

第２回検定

2020／1／15～1／27

2020／6／20～7／6

８月～11 月の土日・祝日のいずれか

※① 詳細な試験日程・会場は本申込時（第１回検定は２月／第２回検定は６月）に公表します。
※② 予約申込時に予約金３，０００円を支払い、本申込時に検定料との差額を支払います。予約金の返金はしません。

第２次選考における英語認定試験の取扱いについて
奈良教育大学
奈良教育大学では、平成 31 年 2 月 21 日付「2021 年度奈良教育大学教育学部入学者選抜 （特別選抜）について（予告）
」
において、大学入学共通テストの枠組みにおける英語認定 試験を第 2 次選考において「原則全受験生に課す」ことなどをすで
に公表しておりますが、このたび令和 3 年度入試（令和 2 年度実施）総合型選抜における「英語認定試験」の取扱いを決定
しましたので、お知らせします。
英語認定試験の取扱いおよび英語力に関するレベルの確認方法の詳細は以下のとおりです。

※③ 県内に試験会場があります。「Speaking」以外はマーク解答です。
※④ 英検（Ｓ－ＣＢＴ）は予約しないと検定試験が受検できなくなります！
●予約申し込みから本申し込みの要点を書き出してみよう！
■Ｓ－ＣＢＴの予約申し込みの要点
〇予約申し込み
➀申し込み方法は？・・

１．英語認定試験の取扱い 奈良教育大学では、第 2 次選考において、CEFR(Common European Framework of Reference for
Languages)の A1 レベル以上に相当する英語力を求めます。したがって、英語認定試験の成績が「A1」レベルに達していない場
合は、選考の対象となりません。
２．英語力に関するレベルの確認方法 英語力に関するレベルの確認は以下のいずれかの方法で行います。
● 大学入学共通テストの枠組みにおける英語認定試験の成績（CEFR 対照表で確認）
● 高等学校等（本学の学生募集要項で、その卒業・修了（見込み）により出願資格が認められた学校）から提出された書類（別
紙「様式」参照）
なお、何らかの理由で、上記のいずれも提出できない者については、その理由および英語力に関する自己診断を記した「理
由書」
（任意様式）の提出を求めます。理由書の内容に 応じて、選考の対象とする場合があります。
３．今後の公表予定 大学入学共通テストの利用方法等については、後日改めて公表します。

②アドレスは？

・・ スマホ or パソコン

③受験会場は？

・・

県

④受験を希望する級・・

級

⑤入金方法は？

・・

⑥領収書は？
〇本申し込み
①受験会場は？

・・

県

②受験を希望する級・・

級

③受検日時は？

・・

④受験票に必要なものは？・・
⑤共通ＩＤはどうするの？・・学校を通じて登録済の番号を
⑥入金方法は？

奈良教育大学だけでは

確認と実行を忘れず！

なく、私立大学も含め、
いろんな国公立大学・
私立大学が英語資格認
定について発表を始め
ました。

・・

⑦領収書は？

・・

でも、全て出揃ったわけでもなく、
方針だけで具体的な扱いは後日に発

■２０２０年度の英検（ＣＢＴ）は全２回の日程で実施します。

表というのも多いんだ。
同じ大学でも入試制度や学部学科な

※① ＨＰ上の第３回試験は「大学入試英語成績提供システム」に

申込期間

試験日程

どで扱いが変わる可能性もあるんだ

第１回検定

未定

4／19、5／17、6／21、7／23

よね・・。だから自分で調べる意識

第２回検定

未定

8／23、9／13、10／18、11／23

は利用できません。注意してください。
※② 事前予約は不要。ＨＰから申込期間を確認し、出願しなさい。
※③ 県内の試験会場ではない。「Speaking」以外もＰＣ入力解答。

や習慣付けが絶対必要なんだよ！
■スコアの換算表
級

合格スコア

※① 志望校の受検資格を確認する！

申込は各自の責任で

CEFR

CSE スコア

Ａ１

1400－1699

３級

1456－1699

Ａ２

1700－1949

準２級

1728－1949

Ｂ１

1950－2299

２級

1980－2299

ですよ！
※② 第１回検定を受験した際に、すでに大学が求める水準を満

Ｂ２

2300－2599

準１級

2304－2599

たしていれば、その結果を大学入試センターへ提出し、以降

Ｃ１

2600－3299

1級

2630－3299

は他の教科に集中して学習できます。

（可能性を考え、複数の大学を調べる）

行います！誰かが言
ってくれる！はない

■２０２０年度のＧＴＥＣ（ＣＢＴ）は全２回の日程で実施する。予約申し込みした人だけが本申し込みができます。
予約申込期間

本申込期間

試験日程

第１回検定

未定

未定

6／14、7／19

第２回検定

未定

未定

10／4、11／1

ｍｅｍｏ

※➀ 共通テストのための GTEC の 20 年度の実施日は 6 月 14 日、7 月 19 日、10 月 4 日、11 月 1 日。同年度の高 3 と既卒者が 2 回ま
で受けられる。ＨＰでは 2019 年秋頃に申込などの日程を発表するとある。
■あなたの英語資格認定について・・
では、確認します。あなたの志望校では、英語資格認定をどのように扱っていますか？一度書き出してみてください。

わたしの「一般入試」で受検する

しつこいくらい
チェックする！

●「第１志望校」は・・

（

学部

学科）です。

意識を持つ！！

※英語資格認定は（いります or いりません／あれば加点されます or されません ／未発表です）
●「第２志望校」は・・

（

学部

学科）です。

※英語資格認定は（いります or いりません／あれば加点されます or されません／未発表です）

●「第３志望校」は・・

（

学部

学科）です。

※英語資格認定は（いります or いりません／あれば加点されます or されません／未発表です）
ちなみに・・公募制推薦、指定校推薦、ＡＯ推薦などの入試で「英語資格認定」が必要な学校もあります。くどいですが、調べる範囲
を本当に広く、深く確認して、
「受験戦略」を立ててくださいね！
だからわたしは 資格認定検定試験が 必要なので or 不要なので
「第１回目」は

月ころにＧＴＥＣ or 英検（Ｓ－ＣＢＴ） or それ以外の

を

「第２回目」は

月ころにＧＴＥＣ or 英検（Ｓ－ＣＢＴ） or それ以外の

を

受験する予定で準備を進めています。
■令和３年度大学入学者選抜大学入試英語成績提供システムにおける資格・検定試験一覧
ケンブリッジ英語検定（C2～A2）

Cambridge Assessment English（ケンブリッジ大学 英語検定機構）

TOEFL iBT®テスト

Educational Testing Service International

English Language Testing System(IELTS)

IDP:IELTS Australia

「アカデミック・モジュール」

ブリティッシュ・カウンシル

GTEC（Advanced／CBT／Basic／Core）

株式会社 ベネッセコーポレーション

Test of English for Academic Purposes(TEAP)
Test of English for Academic Purposes Computer Based
Test(TEAP CBT)

公益財団法人 日本英語検定協会

実用英語技能検定（英検）１級～３級
※生徒のみなさんに配布したプリント・資料には「責任」という言葉をあえて多く使用しました。自分の受験・将来に大きく関係する
ものであり、丁寧な取組を喚起したいと思っております。ご理解をお願いいたします。

組

番 氏名

