
受験者・保護者のための受験ガイド
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受験ガイドの概要

ケンブリッジ英語検定を
お勧めする理由

テストについて

テスト前の準備 テスト当日

テスト後の流れ 次のステップ



楽しく色彩豊か、アクティビティに基づいたテストは、
子どもたちの学習意欲が高まるよう工夫されています。
ケンブリッジ英語検定は、実生活のさまざまな状況に
基づいており、リーディング、ライティング、リスニング、
スピーキングの4つの言語スキルすべてを向上させるこ
とができるテストです。

お子さまが英語でできることに自信を持ち、その成果を発揮できるよう
にテストは作られており、合否判定はありません。
Pre A1 Starters、A1 Movers、A2 Flyers の各テストを受験す
るとそれぞれ成績証明書が授与されます。

成績証明書を目指して努力し、自分の到達度を示す「シールド（ケン
ブリッジ大学の紋章）」が成績証明書に一つでも多く付与されることで
お子さまにもっと学びたいという意欲が高まっていきます。

ケンブリッジ英語検定が選ばれる理由
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テストは多くの場合、学校や語学スクールなどを会場として実施されます。
受験日程、検定料など試験に関する詳細については、お近くの試験センターよりご案内させていただきますので、
どうぞお気軽にお問い合わせください。

お近くの試験センターを探す

A2 Flyers

A1 Movers

Pre A1 
Starters

Pre A1 Starters（スターターズ）、A1 Movers（ムーバーズ）、A2 
Flyers（フライヤーズ）は、ケンブリッジ大学の一部門であるケンブリッジ
大学英語検定機構によって開発されたテストです。この３つのテストは、 
Cambridge English Qualifications（ケンブリッジ英語検定）の第一歩に
あたります。ケンブリッジ英語検定は、学習者が習得したスキルをベースに、
徐々にレベルアップを図る仕組みになっています。

テストについて詳しい情報はこちら

https://www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/qualifications/
https://www.cambridgeenglish.org/jp/find-a-centre/find-an-exam-centre/?location=japan


Examples

There are two armchairs in the living room. yes...............................

Examples

The dog is playing in some water.................................

What is Frank doing? 

A B C

テストについて
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テストには3つのパートがあります。リーディングとライティング、リスニング、スピーキングです。

ここでは、お子さまがテストで行うアクティビティの一例をご紹介します。

リーディング

ライティング

リスニング

スピーキング

英語で書かれた簡単な文章を読んで理解できることを示すためのタスクに取り組みます。
こちらの Pre A1 Starters の例では、「yes（はい）」「no（いいえ）」を書くことで、
絵を説明する文章を理解していることを表しています。

A1 Movers、A2 Flyers と進むにつれて、より長い文章を読んで理解することを学ぶ
ようになります。

ライティングのテストでは、色彩豊かな絵がアクティビティを楽
しく、分かり易いものにしています。こちらの A1 Movers の例
では、絵について説明する語や文章を書いて答えています。

リスニングのアクティビティは、お子さまが簡単な英単語や文法
をどれだけ理解できるかを確認するためのものです。A2 Flyers
のこちらのタスクでは、会話の内容を理解していることを示すた
めに、正しい絵にチェックを入れて答えます。

Pre A1 Starters と A1 Movers でも同様のタスクがありま
すが、レベルが上がるにつれて、子どもたちはより広範な語彙を
身につける必要があります。

スピーキングのタスクは、色彩豊かな絵を使っていて楽しいので、
子どもたちはテストを受けている感じはしないでしょう。
A1 Movers のこちらのアクティビティでは、2つの絵の違いを説
明します。スピーキング試験官は、特別なトレーニングを受けており、
英語で何を言えるかテスト中に発揮できるよう、お子さまをサポー
トし、励まします。



PRE A1 STARTERS A1 MOVERS A2 FLYERS

このように、レベルが一つ上がるごとに少しずつ課題が増え、子どもたちが成長した能力を発揮できるよう
テストは工夫されています。

Pre A1 Starters、A1 Movers、A2 Flyersのサンプル問題をダウンロードする

スピーキングテスト　模擬面接動画

ぜひお子さまと一緒にスピーキングテストの動画をご覧ください。そうすれば、試験官がいかに協力的でフレンドリーか、そしてテストが
どのようなものかについて確認することができます。
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レベルアップ

お子さまがより多くの英語を習得することで、次のレベルのテストに進むことができます。
以前よりも英語を理解し、コミュニケーションできるようになったことが分かります。

各レベルのライティングテストから引用したアクティビティ例を見てみましょう。

Pre A1 Starters （スターターズ） 
Part 5 ライティングタスク

A1 Movers （ムーバーズ）
Part 6 ライティングタスク

A2 Flyers （フライヤーズ） 
Part 7 ライティングタスク

あるストーリーを伝える３枚の絵を見
て答えます。
絵に関する質問に一語書き入れる。

文章を完成させて質問に答え、絵につ
いて完全な文章を書く。

3枚の絵をもとにストーリーを書く。
20語以上で書くタスク。

Examples

Where are the people? in the kitchen.........................................

How many children are there? two.........................................

Examples

The man is carrying a ............................................. of oranges.

What’s the girl in the yellow sweater 

got? an ice cream.....................................

box

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

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

https://www.cambridgeenglish.org/Images/young-learners-sample-papers-2018-vol1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S_hUXoKYg6g
https://www.youtube.com/watch?v=S_hUXoKYg6g
https://www.youtube.com/watch?v=S_hUXoKYg6g
https://www.youtube.com/watch?v=S_hUXoKYg6g
https://www.youtube.com/watch?v=A1g-x5mRcac
https://www.youtube.com/watch?v=A1g-x5mRcac
https://www.youtube.com/watch?v=A1g-x5mRcac
https://www.youtube.com/watch?v=A1g-x5mRcac
https://www.youtube.com/watch?v=ARZReSPVnlU
https://www.youtube.com/watch?v=ARZReSPVnlU
https://www.youtube.com/watch?v=ARZReSPVnlU
https://www.youtube.com/watch?v=ARZReSPVnlU


テスト前の準備
担当の先生は、お子さまが英語の試験でベストを尽くせるような準備や心構えがで
きるようにします。

ここでは、お子さまがご家庭で楽しく、意欲的に英語を練習するための無料のゲー
ムやアクティビティをご紹介します。

お子さまだけで楽しみながら学ぶことができ（解答付き）、家族で一緒に遊ぶこと
もできます！

お子さまに合ったレベルの無料言語アクティビティをさらに充実させました。

PRE-A1 レベル A1 レベル A2 レベル
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マインクラフト「English Adventures with Cambridge」を
プレイする

歌って覚える

Kahoot！ゲームをプレイする

マインクラフト (Minecraft) の世界で、楽しくインタラ
クティブに英語のスキルを練習することができます。

字幕付きの無料ビデオシリーズをご覧ください。
一緒に歌ったり、語彙を練習することができます。

Kahoot（カフート）！は、学習者が英語を練習し、
言語スキルを身につけるのに役立つ、楽しいインタラ
クティブなゲームです。

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/adventures-in-english/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/sing-and-learn/
https://create.kahoot.it/profiles/e3927ab0-6646-47fb-8e7e-0bfa77403437
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/pre-a1-level/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/pre-a1-level/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/pre-a1-level/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/pre-a1-level/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/a1-level/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/a1-level/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/a1-level/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/a1-level/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/a2-level/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/a2-level/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/a2-level/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/a2-level/


保護者向けニュースレター（無料）を購読して、お子さまの英語学習に役立つヒントやアクティビティをご希望される場合は、
こちらからお申込みください。
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保護者向け情報 お子さまのため
のアクティビティ

ゲームとソーシャ
ル・メディア

テスト情報
（ウェブサイト）

Pre A1 Starters　ピクチャーブック

A1 Movers　ピクチャーブック

A2 Flyers　ピクチャーブック

無料でダウンロードできる単語リストや、ピクチャーブックもあります。
ピクチャーブックにはそれぞれ、お子さまがテストで必要となる単語を使って、
英語を話したり、読んだり、書いたりするための楽しいアクティビティが
用意されています。お子さまが自分で、あるいはご家族と一緒に挑戦でき
るよう、「解答」をご用意しています。

30種類の楽しい英語学習アクティビティをダウンロードして、
毎日1つずつ取り組んでみましょう。

もっと教材情報が必要ですか？
ケンブリッジ英語検定公式教材を購入希望の場合は、こちらをクリック

https://assets.cambridgeenglish.org/schools/parent-infographic-web.pdf
https://www.cambridgeenglish.org/Images/506166-starters-movers-flyers-word-list-2018.pdf
https://www.cambridgeenglish.org/Images/396158-yle-starters-word-list-picture-book-2018.pdf
https://www.cambridgeenglish.org/Images/351850-a1-movers-word-list-2018.pdf
https://www.cambridgeenglish.org/Images/396160-yle-flyers-word-list-picture-book-2018.pdf
https://www.cambridge.org/gb/cambridgeenglish/catalog/cambridge-english-exams-ielts/?webSubjects%5B%5D=Cambridge+English+Exams+%26+IELTS&exam%5B%5D=Pre%2BA1%2BStarters%252C%2BA1%2BMovers%252C%2BA2%2BFlyers&sortOrder=family_pubDate%5Bdesc%5D&openOptions%5b%5d=facet_webSubjects&openOptions%5b%5d=facet_lvar&openOptions%5b%5d=facet_format&openOptions%5b%5d=facet_exam&openOptions%5b%5d=facet_cef&expandedMoreOptions%5b%5d=cef
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/parents-and-children-newsletter/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/
https://www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/qualifications/
https://www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/qualifications/
https://www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/qualifications/
https://www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/qualifications/


テスト時間は？

試験官や録音の英語が理解できない
場合はどうすればよいですか？

分からないことは質問しても
いいのでしょうか？

リーディングとライティングのテス
トで、答えが分からない場合はどう
すればよいですか？

リスニングのテストで色ぬりしなけ
ればならないのは分かっているので
すが、どうも苦手です。減点されま
すか？

テスト当日
テスト当日は、きっとお子さまもワクワクすることでしょう。ヤングラーナーズ対象のケンブリッジ英語検定には不合格はありません。
当テストは、お子さまが英語でできることを褒め、やる気を育てる楽しいものであることをお忘れなく。
以下の情報をお子さまにお伝えいただき、受験をサポートいただくことができます。
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それぞれ合計で、Pre A1 Startersは
45分、A1 Moversは1時間、A2 
Flyers は1時間15分です。

スピーキングテストでは試験官は
繰り返し話してくれますし、何を
すべきか教えてくれます。
リスニングテストでは、それぞれの録
音を2回ずつ聞くことになります。

リーディングとライティングのテストで
は、手を挙げて助けを求めることができ
ます。スピーキングテストでは、試験官に
質問することができます。

リスニングテストの最中は、質問を
してはいけません。

あわてないで！
何も書かないより、頑張って答えを書
いてみることをお勧めします。

心配しないでください！
絵の中の正しい部分を見つけて、正しい
色を使えば良いのです!



テスト当日、子どものためにできるサポートにはどのようなものがありますか？

テスト当日の朝は落ち着いて接しましょう。
そして、いつものように健康的な朝食を用意してあげてください

お子さまに、あなたがどれだけワクワクしているか、
そして誇りに思っているかを伝えてください。

テストは色彩豊かで楽しく、テストを通じて自分がどれだけ
英語が分かるかを発揮することができることを改めて話して
あげましょう。

テストでは、授業で行う模擬試験と同じ種類の問題が出題
されるので、驚くようなことはないとお子さまに伝えてく
ださい。
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お近くの試験センターを探す

成績証明書が届くタイミングについては、お子さまの学校または試験センターに連絡して確認しましょう。

各スキルにおいて4または5個のシールドを獲得したお子さまは、次のレベルのケンブリッジ英語検定に向けて準
備を始めることができます。

成績証明書

お子さまには、英語で何ができるかを示すケンブリッジ英語検定の成績証明書をお渡しします。
成績証明書は郵送でお送りします。

Pre A1 Starters（スターターズ）、A1 Movers（ムーバーズ）、A2 Flyers（フライヤーズ）には、
合格・不合格がないことを忘れないでください。子どもたちは全員、各スキル（話す、聞く、読む、
書く）でいくつのシールドを獲得したかを示す成績証明書を受け取ります。
各スキルとも上限スコアはシールド5枚です。

Pre A1 Starters、A1 Movers、A2 Flyers のテスト結果についてさらに詳しくみる

テスト後の流れ

•

•

•

お子さまの優れている点、英語で何ができるのかに関する情報

頑張るともっと良くなる点

それを実現するためのアイデア

テスト終了後、最初に届くのは、オンラインでアクセスできるお子さまの「成績
表（結果ステートメント）」です。

お子さまの成績表は、個別に作成され、以下の内容が記載されています。

Pre A1 Startersの結果ステートメント（例）を
ダウンロードする

スピーキング、リスニング、リーディング & ライティング
テストのパートごとにスコアが表示されます。

スコアからそれぞれのスキルの達成度を確認でき、英語の
学習を続ける上で取り組むべき点が分かります。
また、「結果ステートメント」には、お子さまがさらに上達
するための実践的なアドバイスが記載されています。

シールド（紋章）

優れている点

取り組む
べきこと

改善方法

https://www.cambridgeenglish.org/Images/591849-english-starters-sample-statement-of-results.pdf
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/starters/results/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/movers/results/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/flyers/results/
https://www.cambridgeenglish.org/jp/find-a-centre/find-an-exam-centre/?location=Japan


次のステップ

ケンブリッジ英語検定についてさらに詳しく調べる

ケンブリッジ英語検定は、英語学習のあらゆるステージに対応しています。Pre A1 Starters、A1 Movers、A2 Flyersは、まさに
その第一歩にあたります。A2 Key for Schools は、A2 Flyers と同じくA2レベルですが、やや高学年の学習者向けです。
A2 Flyers で学習した内容を定着させ、より高いレベルの試験への準備に役立ちます。次の段階のテストは、中高生向けの B1
Preliminary （プレリミナリー）for Schools や B2 First（ファースト）for Schools で、その後、海外大学・大学院入学の英語力証
明として活用されている C1 Advanced（アドバンスト）、最高峰レベルの C2 Proficiency（プロフィシエンシー）テストへと続きます。

11Pre A1 Starters

A1 Movers

A2 Flyers A2 Key 
for Schools

B1 Preliminary 
for Schools

B2 First 
for Schools

C1 
Advanced

C2 
Proficiency

・テストだけど楽しい。特にスピーキングのテストが
楽しかった。（Pre A1 Starters 受験者）

・問題も全部英語だし、答えになる単語を書いたり、外
国人の先生と話したりするので、本当に英語を使うテ
ストという感じがします。（A1 Movers 受験者）

・試験では、英語の力をいろいろな方向から見られたと
思った。（A1 Movers受験者）

ヤングラーナーズ対象のケンブリッジ大学英語検定
受験者の感想

https://www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/qualifications/
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ケンブリッジ大学英語検定機構の実績データ

• 年間700万の試験を実施

• 世界25,000以上の機関で活用

• 世界130カ国、2,800の認定試験センター

• 52,000 以上のプレパレーションセンター

• 1913年以来、英語検定試験を提供

英語学習者を
サポートし、
そのスキルを
世界に証明します
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門であり、何百万人もの人々が英語を学び、そのスキルを
世界に証明するサポートをしています。

私たちにとって、英語学習の目的とは、テストや成績だけ
でなく、自信を持ってコミュニケーションを図り、生涯に
わたり、充実した経験や機会を得ることにあります。

適切なサポートが得られれば、語学の習得はワクワクする
行程です。一緒にゴールまで、一歩一歩進んでいきましょう。




