
Linguaskill
シンプルな英語能力テスト



高等教育機関や企業での活用

入学者選抜試験
入学者選抜試験における入学希望者の英語力判定

採用
必要な英語力を持つ社員の採用

卒業認定
学生がコース修了要件を致しているかを確認

成果測定
一定期間での英語能力の伸びを測定

シンプルな英語能力テスト
リンガスキルは、教育機関や企業が
個人やグループ別の英語力レベルを
迅速にチェックできる便利なオンラ
イン英語能力テストです。
レベルにかかわらず、どなたでも受検
いただけます。

迅速で正確なテストを、ご希望の時間と場所で簡単に
実施することができます。
正確な測定結果が記載されたテスト結果を48時間以
内にお届けします。

テスト結果レポートは、CEFRレベルの能力記述文で
示されるだけでなく、Cambridge Englishスケールの
スコアでも示されるため、英語能力をより詳細に理解す
ることができます。

テストはモジュール形式となっているため、必要な言語技
能の試験をお選びいただけます。Reading/Listeningモジュ
ールは、コンピューター適応型テストです。質問は受検者
の前問の解答によって難易度が調整されます。
必要なのは、インターネットに接続されたコンピューター
と人数分のヘッドセットのみです。



迅速で正確な判定結果

信頼できる試験結果

詳細なレポート

試験運営が容易に

リンガスキルをおすすめする理由

リンガスキルでは、リーディング・リスニング問題の結果は
瞬時に表示されます。48時間以内に結果レポートを提供
します。

テスト結果レポートには、言語技能ごとにCambridge 
Englishスケールのスコアが示されているため、十分な情
報を元にした意思決定や試験結果の比較が可能です。

リンガスキルは、ケンブリッジ大学英語検定機構が研究し
試用を経て開発した試験です。結果には全幅の信頼を置い
ていただけます。

リンガスキルには決まった試験日や会場はありません。
ご自分の学校や会社で、条件を満たせばご希望の日時で実
施することが可能です。



言語能力評価の専門家が開発

試験運営が容易に

総合的なカスタマースポート

cambridgeenglish.org/linguaskill

リンガスキルは、専門家の専任チームによって開発されま
した。50の国、40の言語国語の使用者に試用を繰り返す
ことで試験結果の正確さと信頼性を確保しています。

リンガスキルはご自身の会場で簡単に運営、実施することが
できます。専用のサイトでオンラインでお申込みいただき、
お好きな時間に実施なさってください。

必要な時にいつでもカスタマーサポートをご利用ください。
1日24時間、週７日、ヘルプデスクが対応いたします。

リンガスキルは、最新テクノロジーとケンブリッジ大学の
一部門であるケンブリッジ大学英語検定機構が持つ信頼
性と高い品質を組み合わせたテストです。

受検者情報は、まとめてアップロードいただくことで、準備
にかかる時間を短縮していただけます。また、解答はコン
ピュータで自動的に採点されるため、試験官は必要ありま
せん。試験結果は48時間以内にお届けします（リーディン
グ/リスニング問題は即時判定). 購入したテストの状況を
確認して、リンガスキルの報告機能をご活用ください。

詳しくは ：



モジュール
リンガスキルは、リーディング、リスニング、ライティング、スピーキングの4技能の英語力を測定します。

測定したい言語技能をお選びください。

モジュール 所要時間（分） 問題数

リーディング＆リスニング
（複合型） 60–85 モジュールは、コンピューター適応型テスト。

正確に診断できた時点で試験は修了

ライティング 45 2

 cambridgeenglish.org/linguaskill-general/test-format

スピーキング 15 5

問題の種類とサンプルテストは ：



Linguaskill results are presented as a Test Report.
Cambridge English Language Assessment reserves the right to amend the 

information given.

Skill Test Date Score CEFR Level

Listening 01 October 2017 165 B2

Can follow complex spoken language related to daily life and 
work, where the topic is reasonably familiar and the speaker 
uses a standard dialect. Comprehension is usually limited to 
their familiarity with the subject matter.

Skill Test Date Score CEFR Level

Reading 01 October 2017 130 A2

Can read very short, simple texts. Can find specific, predictable 
information in simple everyday material. May need to rely on 
pictures, diagrams or borrowed words from their first language 
to understand the message.

Skill Test Date Score CEFR Level

Speaking 01 October 2017 123 A2

Can answer simple questions and give simple descriptions and 
presentations on topics relating to their own life and experience.

Skill Test Date Score CEFR Level

Writing 01 October 2017 155 B1

Can write straightforward, detailed, connected text on familiar 
topics. Accuracy is usually limited to simple sentences. Text is 
usually logically organised.

Average Score 143 CEFR Level B1
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テスト結果レポート

This report is for illustrative purposes only.

正確で詳細な結果レポート
受検者別の結果レポートによって、受検者の英語能力をひと目で
把握できます。また、団体レポートを使って、複数の受検者を比較
することが可能です。結果は、48時間以内に提供されます。

個別結果レポート
わかりやすく詳細な個別レポートをお受け取り頂けます。

テスト結果レポートには、CEFRレベ
ルとCambridge Englishスケールで
の総合的な結果、および言語技能ごと
の結果が示されます。

Cambridge English スケールのス
コアは、試験結果をより詳細に示して、
CEFRレベルの中でどの位置にいるか
を知ることができます。

CEFRレベルの能力記述文は、その受
検者が英語を使ってどのようなことが
できるかを示しています。

受検者の強みと弱みをひと目で理解
できるため、その情報を元にした意思
決定や今後の学習目標の設定が可能
です。



詳細は ：
cambridgeenglish.org/linguaskill-general/results

Candidate etails Component Results Average

Candidate
Login Family Name First Name Listening

Score
Listening

Grade
Reading

Score
Reading
Grade

Speaking
Score

Speaking
Grade

Writing
Score

Writing
Grade Score CEFR

Level

B1 B1

A2

B2

A1

C1 or above

B1

Below A1

B A1

B1 B2

165 B2 A2 B1 B1

180+ C1 or above 180+ C1 or above B2 B2 B2
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An asterix (*) for a score indicates that the candidate did not complete enough tasks to provide a reliable score for that part of the test.  An NR (Not Reported) indicates that the 
candidate's score is below the reporting threshold.

Group Report

Linguaskill assesses English language ability from below A1 to C1 or above of the CEFR and reports scores from 82 to 180 on the Cambridge English Scale.

Client:  , Session(s): Linguaskill Reading and Listening , Linguaskill Speaking , Linguaskill Writing 

Agent: , Venue: 

B2

B2

0+

A2

B2

団体レポート
受検者間、グループ全体での
結果を比較できます。




