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受験の手引き
YLEスターターズ 保護者の皆様へ

この度はヤングラーナーズイングリッシュ（YLE）のスターターズテス
トにご関心とご理解をいただきありがとうございます。
英語の学習は、本来、子供の遊び心を刺激する楽しい活動でなけれ
ばなりません。保護者の皆様にとって、英語を学ぶにつれ自信をつ
け、成長するわが子を見守ることは大きな喜びではないでしょうか。
YLEスターターズのような試験は、お子様のやる気を引き出すと同時
に、学習達成度を明確に把握するのに大いに役立ちます。
この小冊子では、お子様と保護者の皆様にYLEスターターズのテス
ト内容をパートごとに説明しています。お子様とご一緒にご覧いただ
き、実際の受験時にどのような英語の力が問われるのかを具体的に
理解していただくことが狙いです。
ヤングラーナーズイングリッシュテストは、権威ある英国ケンブリッ
ジ大学の一部門であるCambridge ESOL（外国語としての英語を
扱うケンブリッジ大学試験部門）によって運営されています。お子様
の英語学習の成果を最大限に引き出す試験として、自信をもってお
すすめします。
準備段階から実際に受験を終えるまで、充実した楽しい時間を過ご
されますよう、心より願っております。

YLEスターターズはどんな試験？ 
この小冊子では、YLEスターターズを簡単にご紹介し、各パートの例を掲載しています。すべて
の問題を網羅するものではありませんのでご了承ください。試験問題を、問題文・質問のすべて
にわたってごらんになりたい方は、次のウェブサイトからダウンロードをすることができます。

www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/Young_Learners_English/Starters

語彙と構文の出題範囲はYLEのレベルごとに定められています。スターターズの受験者は、こ
のレベルに必要な語彙・文法をしっかりと身に付けておいてください。文法・構文、アルファ
ベット順に並んだ単語リストも上記のウェブサイトからダウンロードをすることができます。
下の表は試験の構成と所要時間を示しています。

試験の種類 パートの数 問題数 所要時間

リスニング 4パート 20題 約20分

リーディング＆ライティング 5パート 25題 20分

スピーキング 5パート ‒ 3分から5分



聞こえてくる英文の例：
Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw

lines.

One

Woman: Put the clock between the two pictures.

Man: Pardon? Where do I put the clock?

Woman: On the wall. Between the two pictures.

Man: OK.

Two

Woman: Now put the book under the table.

Man: Sorry? Put the book where?

Woman: Put it under the small table.

Man: Right. I can do that.

リスニング
約20分/20題

リスニングのテストには4つのパートがあります。どのパートも、音声は2回繰り返して流されます。
それぞれのパートには例題が含まれています。

ケンブリッジESOLウェブサイトより下記の例題を聴くことができます。
www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/Young_Learners_English/Starters

パート1（5題）
パート1では、大きな絵とその外側に7つの絵が示されています。男性と女性が交わす5つの短
い対話を聞き、それぞれの対話の内容にしたがって、外側にあるものと、大きな絵の中の指示さ
れた場所を線で結びます。1題はすでに解答してあります。ラジオから線が引かれているのが見
えますね。
実際のテストでは下記のような問題がさらに3題出されます。
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聞こえてくる英文の例：
One

Man: Is this your friend in the picture with you?

Girl: Yes, it is.

Man: What’s his name?

Girl: His name’s Alex.

Man: How do you spell that?

Girl: A-L-E-X.

Two

Man: Is he in your class at school?

Girl: Yes! We’re in class eight.

Man: Sorry?

Girl: In class eight. And we’ve got a great teacher.

Questions

1 What is Lucy’s friend’s name? 

2 Which class are the two children in 
 at school? 

..................................

..................................
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パート2（5題）
パート2では子供と大人の間で交わされる会話が聞こえてきます。問題用紙に状況を表す絵と
質問が書かれていますから、それぞれの質問に対して数または名称を答えてください。数字は
1から20の中から出題されます。数字で書いても、アルファベット綴りの単語で書いてもかまいま
せん。ものの名前についてはスターターズ用の語彙リストの中から出題されます。場所や人など
を表す固有名詞の場合、会話の中にアルファベットの綴りが出てくるので、正しく書き取る必要
があります。
実際のテストでは下記のような問題がさらに3題出されます。



聞こえてくる英文の例：
One

Boy: Where’s May, Mum?

Woman: Is that her, wearing trousers?

Boy: No, she’s wearing a skirt.

Woman: Oh yes, and a T-shirt. She looks great.

Two

Girl: Is that an apple ice-cream, Nick?

Boy: No, it’s pineapple.

Girl: Is that your favourite?

Boy: No. My favourite’s banana.

1 Which is May?

A  B  C  

2 Which is Nick’s favourite ice-cream?

A  B  C  
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パート3（5題）
パート3ではそれぞれ異なるペアで交わされる5つの短い対話を聞きます。それぞれの対話につ
いて質問が書かれているので、3つの絵の中から質問の答えに当たるものを選んでください。正
しいと思う絵の下にある空欄にチェック（✓）を書き入れます。
実際のテストでは下記のような問題がさらに3題出されます。



聞こえてくる英文の例：
Can you see the orange bird in the water? 

This is an example. Now you listen and colour.

One

Woman: Now find the bird on the man.

Boy: It’s sitting on the man’s head!

Woman: (Laughing) Yes it is. What a funny bird! Can you colour it pink?

Boy: Pink?

Woman: That’s right.

Two

Woman: Look at the bird in the tree.

Boy: OK, I can see it. Can I colour it?

Woman: Yes. Colour it yellow.

Boy: OK. A yellow bird in the tree.
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パート4（5題）
パート4には大きな絵があり、その中に同じ種類のものが7つ描かれています。例えばボールが7
個、帽子が7つ、本が7冊などです。下の絵には7羽の鳥が含まれています。大人と子供の間で交わ
される会話の内容にしたがって、その中の正しいものに色を塗ってください。
正しいものと色が選ばれていれば、上手に塗りつぶされていなくてもかまいません。
実際のテストでは下記のような対話をさらに3つ聞き、さらに3つのものに色を塗ります。



リーディング＆ライティング
20分/25題

This is a bike. This is a pineapple. This is a television. 

321

Questions

1 There are two children in the sea. 

2 The duck is walking behind the
 two elephants. 

3 The girls are playing with a ball. 

...............................

...............................

...............................

リーディング＆ライティングには5つのパートがあります。どのパートも最低ひとつの例題を含んでい
ます。
たくさん書く必要はありませんが、スペルを間違えないように注意して書いてください。

パート1（5題）
パート1では5枚の絵を見て、それぞれについての文を読みます。文はすべて”This is …”で始まって
います。もし文が絵と合っていれば空欄にチェック（✓）を書き入れ、合っていなければ×を書き入
れましょう。
実際のテストでは、下記のような問題がさらに2題出されます。
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パート2では大きな絵を見てそれに関する5つの文を読みます。文の中には絵を正しく説明している
ものと、そうではないものが含まれています。文の内容が絵と合っている場合には”yes”、そうでな
い場合には”no”と書いてください。
実際のテストでは下記のような問題がさらに2題出されます。

パート2（5題）



2

e shos

Questions

1

san ej

3

c ektj a

A horse

I’ve got four legs............................ , two ears, two eyes and long

(1)............................ on my head. I’m a big animal. I don’t live in 

a  (2)............................  or a garden. I like eating  

(3)............................ and apples. I drink  (4)............................ . 

A woman, a  (5)............................ or a child can ride me.

What am I? I am a horse.

example

 legs hippo water carrots

 hair man house piano
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パート3（5題）
パート3は5つの単語のつづりを書く問題です。それぞれの絵に対し順番を入れ替えた文字と、必
要な文字数分の短い下線があります。絵に描かれたものを表す単語を、アルファベットを並べ替え
て下線の上に書きましょう。
実際のテストでは下記のような問題がさらに2題出されます。

パート4（5題）
パート4では5つの空欄を含む文章を読みます。空欄に入る単語はすべて名詞です。文章の下に絵
と単語が示されています。文章の内容に合う単語を選んで空欄に書き写しましょう。



2 Who is holding the cat? a ...............................
3 What is the teacher doing now? ...............................

4 Where is the cat now? at the ...............................
5 How many children are looking
 at the cat? ...............................

Questions

1 What is the teacher drawing? a ...............................
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パート5（5題）
パート5にはひと続きの物語になっている3枚の絵があります。それぞれの絵に関する質問に対し、
ひとつの単語を書いて答えます。解答は名詞、動詞、数字のいずれかです。
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スピーキング
3分から5分/5つのパート

スピーキングテストでは、担当者、または授業を担当している先生がテストの手順を日本語で説明
した後、試験を行う部屋に誘導し、試験官に紹介してくれます。
試験官の話す内容の理解、単語や語句を使って話す力、発音が採点の対象になります。スター
ターズのレベルで要求されるのは、ひとつの単語や短い語句による応答であり、それ以上の解答
は求められません。

パート1
はじめに試験官が受験者に挨拶します。その後、下のような絵を見せながら、”Where is the monkey?”、
”Where are the elephants?”などの質問をします。受験者は指でさして質問に答えます。
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パート2
パート2では試験官が小さな絵を何枚か見せます。そして絵に描かれたものの中から3つの名
前を言いますから、受験者は該当する絵を指で指して答え、次にその絵をパート1の大きな絵の
特定の場所に置きます。試験官は、例えば”Put the shell under the tree.”のような表現を使
います。

パート3

スターターズの受験準備

次のステップとして
受験生の方々がスターターズのテストで実力を十分に発揮し、良い結果を収めることを願って
います。そして次のステップとして、ケンブリッジESOLの他の試験にも是非挑戦してください。次
のレベルはムーバーズです。このテストに関する情報は下記のウェブサイトでごらんいただけま
す。

www.Cambridgeesol.org/exams/yle.htm

改訂版のYLEスターターズのテストを受けるためにより多くの教材で準備をしたい場合、過去に
出題された問題集（リスニングテストのオーディオCD付き）がケンブリッジ大学出版局から発行
されています。価格や注文方法などの詳細については下記のウェブサイトをご覧ください。

www.CambridgeESOL.org/support/pastpapers.htm

パート3では、試験官が大きな絵についていくつかの質問をします。例えばカエルを指差しなが
ら”What is this?　What colour is it?”などの表現を使います。

パート4
パート4では試験官が小さな絵についていくつかの質問をします。例えば自転車を指でさしなが
ら”What is this?”、さらに”Have you got a bike?”と受験者に尋ねます。

パート5
パート5では試験官が受験者自身に関することを質問します。例えば、受験者の年齢、家族のこ
と、学校や友達について尋ねます。



受験した証明はもらえますか？
ヤングラーナーズイングリッシュテスト（YLE）の受験生には、リスニング、リーディング＆ライティング、
スピーキングのそれぞれについて達成度が記載された賞状がケンブリッジESOLから贈られます。
下記の例が示すように、賞状には各分野に1つから5つのケンブリッジ大学の紋章の絵が描かれ
ています（試験で大成功すれば、3つの分野を合わせて合計15個の紋章になります！）。これによっ
て学習達成度を明確に把握することができます。
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