
for Schools

Improve your students’ English one step at a time

学習指導要領と相関性のあるケンブリッジ英検
ケンブリッジ英検Key （KET：上初級、CEFRでA2レベル）はもともと、1988年に日本の
高校生を対象に日本で作成された試験であることをご存知ですか？

1988年、日本の高校生を対象に「読む」「書く」「聞く」「話す」初歩的な4技能を測る試験として、日本で
新たに作られた試験で、当時はPre-PETという名称で実施されていました。
当時の学習指導要領、国公立大学共通一次試験など、日本の教育事情を考慮の上、さらに実際の高
校生約3,200名に事前テストを行った結果を分析して作成された試験です。
その後、1993年にケンブリッジ英検Key （通称KET） の名称で全世界で実施されることとなり、現在で
は過去5年間でおよそ100万人近くの方に受験される規模の試験へと発展を遂げました。

2014年にポルトガル政府は、ポルトガルの公立学校の9年生全員約12万人を対象とする必修プログ
ラムとして、中高生対象のKey for Schoolsを年1回実施することを決定しました。

さらに、Preliminary(PET：中級、CEFRでB1レベル) についても、日本の大学生の試験データをもとに
1980年代に再開発された試験が、今日のPETの原型になっているなど、日本の学校教育との相関性
が高いことが分かります。

ケンブリッジ大学英語検定機構 (Cambridge English Language Assessment) は、ケンブリッジ大学の一部門であり、欧州最大規模を誇る
教育評価機関であるケンブリッジ・アセスメントグループの一員です。英語の学習や指導に関して、世界をリードするさまざまな資格認定
サービスを提供しています。受験者数は、世界130カ国でおよそ年間450万人に上り、大学・企業・省庁など15,000を超える世界中の機関が、
英語力の証明に弊機関の資格テストを活用しています。2013年、英語運用能力テスト施行後100周年の節目の年を迎え、ケンブリッジ大学
ESOLより機関名を変更しました。



学習指導要領との関連性 （中学校①）
中学校学習指導要領
第2章各教科 第9節外国語

ケンブリッジ英検 KET(A2)
中高生対象

第1 目標

外国語を通じて，言語や文化に対する理解を深め，積極的にコ
ミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り，聞くこと，話
すこと，読むこと，書くことなどのコミュニケーション能力の基礎
を養う。

[Handbook for Teachers: Language specificationsより引用] 
KETは、聞くこと，話すこと，読むこと，書くことの4つのスキルを

測るテストで、合格者はさまざまな日常生活の場面で、相手が
英語母語者であってもなくても、基本的なコミュニケーションの
ニーズを満たすことができます。 (able to satisfy the basic 
communicative needs in a range of everyday situations)

第2 各言語の目標及び内容等
英語 2 内容 （1） 言語活動
ア 聞くこと

（オ） まとまりのある英語を聞いて，概要や要点を適切に聞き
取ること。

リスニング: 約30分
適度にゆっくりと話している話し言葉やアナウンスメントが理解
できる。重要な情報を拾い出し、キーワードを頼りに、それほど
重要ではないことばは気に留めずコンテクストから意味を推論
する聞く力をのばす。

イ 話すこと

（ア） 強勢，イントネーション，区切りなど基本的な英語の音声
の特徴をとらえ，正しく発音すること。

（イ） 自分の考えや気持ち，事実などを聞き手に正しく伝えるこ
と。

（ウ） 聞いたり読んだりしたことなどについて，問答したり意見
を述べ合ったりなどすること。

（エ） つなぎ言葉を用いる等のいろいろな工夫をして話を続け
ること。
（オ） 与えられたテーマについて簡単なスピーチをすること。

スピーキング: ～10分
試験官2名、原則受験者2名のフォーマットで実施される。質問

役の試験官は全体評価のみ、もう一人の試験官は①
Pronunciation（発音） ②Grammar and Vocabulary（語いと文
法） ③Interactive communication （双方向コミュニケーショ
ン）の3つの評価スケールで、試験官と受験者、受験者間での

やりとりが採点される。③では、積極的に会話を発展させようと
しているかどうか(Development of  the interaction) も評価項
目となっている。
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学習指導要領との関連性 （中学校②）
中学校学習指導要領
第2章各教科 第9節外国語

ケンブリッジ英検 KET(A2)
中高生対象

ウ 読むこと

（ウ） 物語のあらすじや説明文の大切な部分などを正確に読
み取ること。

（オ） 話の内容や書き手の意見などに対して感想を述べたり賛
否やその理由を示したりなどすることができるよう，書かれた内
容や考え方などをとらえること。

リーディング & ライティング: 約70分
Part 4
やや長めの文章について、本題やある程度詳細を理解すること
ができるかどうかを測る。文章は新聞、雑誌、短い物語文等か
らとられる。

エ 書くこと

（ウ） 聞いたり読んだりしたことについてメモをとったり，感想，
賛否やその理由を書いたりなどすること。

（オ） 自分の考えや気持ちなどが読み手に正しく伝わるように，
文と文のつながりなどに注意して文章を書くこと。

リーディング & ライティング: 約70分
Part 9
メモ、メール、ポストカードのいずれかのフォーマットで、短いメ
モを読み、それに含まれる3つの手がかりを参考にして25～35
語で完成させる。

（2） 言語活動の取扱い
〔言語の働きの例〕

a コミュニケーションを円滑にする
・ 呼び掛ける
・ 相づちをうつ
・ 聞き直す
・ 繰り返す など

スピーキングの評価スケールの一つである、“interactive 
communication”（双方向コミュニケーション）という観点で評価

される項目で、いわゆる実践的なコミュニケーション能力の根幹
となる部分。さらに「双方向コミュニケーション」は以下の4項目
をベースに測定。
①Development of the interaction （積極的な会話の展開）
②Initiating & Responding（会話のイニシアチブ、相手の発言
への反応）
③Prompting & Supporting（相手の発言を引き出すスキル）
④Turn and  Simple exchange（役割の交代：質疑応答、提案
と同意）
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学習指導要領との関連性 （高校①）
高等学校学習指導要領
第8節外国語

ケンブリッジ英検 PET (B1)
中高生対象

第１款目標

外国語を通じて，言語や文化に対する理解を深め，積極的に
コミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り，情報や考
えなどを的確に理解したり適切に伝えたりするコミュニケー
ション能力を養う。

[Handbook for Teachers: Language specificationsより引用]
PETは、聞くこと，話すこと，読むこと，書くことの4つのスキル

を測るテストで、合格者は日常生活のほとんどの場面で、相
手が英語母語者であってもなくても、満足のいくコミュニケー
ションができます。(able to communicate satisfactorily in 
most everyday situations)

第２ コミュニケーション英語Ⅰ

２ 内容 (1) 生徒が情報や考えなどを理解したり伝えたりする

ことを実践するように具体的な言語の使用場面を設定して，
次のような言語活動を英語で行う。

ア事物に関する紹介や対話などを聞いて，情報や考えなどを
理解したり，概要や要点をとらえたりする。

イ説明や物語などを読んで，情報や考えなどを理解したり，概
要や要点をとらえたりする。また，聞き手に伝わるように音読
する。

ウ聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経験したことに基づ
き，情報や考えなどについて，話し合ったり意見の交換をした
りする。

エ聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経験したことに基づ
き，情報や考えなどについて，簡潔に書く。

第７ 英語会話 ２ 内容

エ海外での生活に必要な基本的な表現を使って，会話する。

PETの受験者は：

• 複雑でない指示や公共放送を聞いてその

概要や要点を理解できる

• 英語圏へ旅行した際に遭遇するたいていの

状況に対処できる

• 簡単な質問ができ、家族や友人との会話、

あるいは学校で事実に基づく会話であれば

参加できる

• 手紙やメールを書いたり、良く知っている内容についてノー
トをとることができる

Cambridge English: Preliminary for Schools Handbook for 
Teachers: Who is the exam for? (Page 3)
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学習指導要領との関連性 （高校②）
高等学校学習指導要領
第8節外国語

ケンブリッジ英検 PET (B1)
中高生対象

第７ 英語会話

２ 内容 (1) 生徒が情報や考えなどを理解したり伝えたりす

ることを実践するように具体的な言語の使用場面を設定して，
次のような言語活動を英語で行う。

ア相手の話を聞いて理解するとともに，場面や目的に応じて
適切に応答する。

イ関心のあることについて相手に質問したり，相手の質問に
答えたりする。

ウ聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経験したことに基
づき，情報や考えなどを場面や目的に応じて適切に伝える。

エ海外での生活に必要な基本的な表現を使って，会話する。

PETの受験者は：

• 複雑でない指示や公共放送を聞いてその

概要や要点を理解できる

• 英語圏へ旅行した際に遭遇するたいていの

状況に対処できる

• 簡単な質問ができ、家族や友人との会話、

あるいは学校で事実に基づく会話であれば

参加できる

• 手紙やメールを書いたり、良く知っている内容についてノート
をとることができる

第３款 英語に関する各科目に共通する内容等
［言語の使用場面の例］
ａ 特有の表現がよく使われる場面：
・買物・旅行・食事
・電話での応答・手紙や電子メールのやりとりなど
ｂ 生徒の身近な暮らしや社会での暮らしにかかわる場面：
・家庭での生活・学校での学習や活動・地域での活動
・職場での活動など
ｃ 多様な手段を通じて情報などを得る場面：
・本，新聞，雑誌などを読むこと・テレビや映画などを観ること
・情報通信ネットワークを活用し情報を得ることなど

[PETの代表的なトピック]
Clothes Personal identification   Daily life Places and 
buildings     Education      Relations with other people
Entertainment and media Services     Environment
Shopping      Food and drink Social interaction
Free time Sport    Health, medicine and exercise
The natural world   Transport     Hobbies and leisure 
Travel and holidays  House and home Weather  
Language    People     Personal feelings, experiences and 
opinions
[Preliminary for Schools Handbook for Teachers] Page 6
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学習指導要領との関連性 （高校③）
高等学校学習指導要領
第8節外国語

ケンブリッジ英検 PET (B1)
中高生対象

［言語の働きの例］

ａ コミュニケーションを円滑にする：

・相づちを打つ・聞き直す・繰り返す

・言い換える・話題を発展させる・話題を変える
など

スピーキング: 10～12分
試験官2名、原則受験者2名のフォーマットで実施される。質問役の試験官
は全体評価のみ、もう一人の試験官は①Pronunciation（発音） ②
Grammar and Vocabulary（語いと文法） ③Interactive communication
（双方向コミュニケーション） そしてPETでは新たに④Discourse 
Management （談話マネージメント）が加わり、4つの評価スケールで、試験

官と受験者、受験者間でのやりとりが採点される。④では、話す内容に論理
的に首尾一貫性が見られるか、(coherence and cohesion)、関連性
(relevance) があるか、同じアイデアの繰り返しをするだけで(repetition)、ト
ピックを発展させる新しいアイデアの導入はあるか、などが評価項目になる。

スピーキングの評価スケールの一つである、“interactive communication”（双方向コミュニケーション）で評価される項目
Cambridge English: Preliminary for Schools Handbook for Teachers: Paper 3  Speaking (Page 52)
①Development of the interaction （積極的な会話の展開）
②Initiating & Responding（会話のイニシアチブ、相手の発言への反応）
③Prompting & Supporting（相手の発言を引き出すスキル）
④Turn and  Simple exchange（役割の交代：質疑応答、提案と同意）

“コミュニケーションを円滑にする言語の働きは、相手との関係を築きながらコミュニケーションを開始し維持する働きであり、中学
校においても扱われている。高等学校においては、さらに、「言い換える」、「話題を発展させる」、「話題を変える」が例として挙げら
れている。高等学校においては、適切な表現を選択し、意見の交換などをより円滑に進める工夫を行えるよう「指導する」ことで中
学校からの発展的な移行が目指されています。ここでもケンブリッジ英検を指導目標だけでなく評価基準として活用することで教
育効果を上げることが期待できると思います。”
出所：ケンブリッジ英検 試験官チームリーダー 白井 雅裕先生
同志社女子中学校・高等学校 教諭、 同志社大学文学部嘱託講師） 8
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