
共通テスト（英語）対策にも役立つ！
ケンブリッジ英語検定
リンガスキル
2021年1月、初の大学入学共通テストが実施されました。
英語（リーディング）はセンター試験とは異なりすべて読解問
題となり、総語数は大幅増加。リスニングの配点はセンター試
験の50点から100点に変更され、リーディングと同等に扱われ
ることになりました。
出題傾向は、
・「実際のコミュニケーションを想定した明確な目的や場面、
状況の設定を重視」
・「様々なテクストから概要や要点を把握する力や必要とする
情報を読み取る力等を問うことをねらいとする」
といった大学入試センターの作成方針に沿って様々な形式の
問題が出題されました。

来年の
共通テスト
受験予定
の皆さん

大問 分野

1 A 読解問題（携帯メールのやり取り）
B 読解問題（ウェブサイト）

2 A 読解問題（評価表）
B 読解問題（オンライン掲示板）

3 A 読解問題（ウェブサイト上のQ&A）
B 読解問題（学校新聞）

4 読解問題（Eメールのやり取り）
5 読解問題（ニュース記事）

6 A 読解問題（記事とポスター）
B 読解問題（論説文）

共通テストフレーム（リーディング）

共通テストの出題は、運用力重視でCEFR完全準拠の「ケンブリッジ英語検定」
「リンガスキル」と高い親和性があり、共通テスト対策としても役立ちます。

英語資格・検定試験のスコアを入試で活用する大学が増えてきています。

今まで受検した英語資格・検定試験（英検®、GTECなど）で
思うようなスコアが出ていない方は、河合塾が運営する
ケンブリッジ英語検定、リンガスキルを受検してみませんか？

英語資格・検定試験で高得点を取得しておくことは、
英語が得意な受験生にも、入試本番１発勝負に不安がある受験生にも、
現役合格に近づく有効な戦略の一つです！

「ケンブリッジ英語検定」と
「リンガスキル 」のご案内ケンブリッジ英語検定

４技能CBT

河合塾が運営する
英語４技能検定試験

英語資格・検定試験はそれぞ
れ特徴があるから、自分が得
点しやすい検定試験を見つけ
ることが重要だよ！

Q. ２つの試験の違いは何？

A. ケンブリッジ英語検定：ペーパー試験（スピーキングは面接）
リンガスキル：コンピューターを使ったオンライン試験 です！

隣のページを
ご覧ください



共通テストとの親和性
リーディング

大学入学共通テスト
2021年度 大学入学共通テスト 英語（リーディング）第１問A

リンガスキルの出題例

問われる力 ▶ 情報の読み取り～書き手の意図・目的把握

携帯電話での友人同士のメッセージのやりとりが題材。「書き手の
意図・目的の把握」が問われている。

ベビーシッター募集のメッセージが題材。設問では書き手の要求が何
なのかが問われている。

大学入学共通テスト
2021年度 大学入学共通テスト 英語（リーディング）第２問B

リンガスキルの出題例

情報収集・分析力～「事実」と「意見」の区別
両者ともに、題材から得られる情報の正確な把握が問われており、「情報の読み取り」
「概要や要点の把握」「『事実』と『意見』を区別して読解」「言い換えの理解」の
能力測定を目的としているといえる。

書き手が推薦する７歳児に最適な５冊の本の紹介が題材。設問
は紹介されている５冊の本に関する「概要・要点」や書き手の「意
見」が問われている。

オンラインフォーラムに投稿された、イギリスのある学校の方針に関す
る生徒代表と新校長のやりとりが題材。題材から得られる情報の正
確な把握が問われている。

実際のコミュニケーションを想定した問題や、
必要な情報を読み取る力を問う問題への対応
といった共通テストで必要な力が育成できます。

問われる力 ▶

試験の詳細、お申込みに
ついては裏面をご覧ください

両者ともに、掲示・広告・表・ラベル・手紙・メールなどの短い文章を題材としており、生徒の学習場面や社会・日常生活で遭遇
する可能性の高い場面が想定されている。特に共通テストの第１問Aの問１とリンガスキルのこの設問は、それぞれ書き手の要求
が何なのかを尋ねており、「書き手の意図・目的の把握」が問われているといえる。



リンガスキルを入試で活用できる大学（2021年度入試）

ケンブリッジ英語検定４技能CBTリンガスキルは、河合塾が実施する
CBT (Computer Based Test)。大学入試でも活用できます！
■マルチレベルテストでCEFRのPreA1からC1aboveまで判定！
■公開試験のほか自宅でも受検可！（遠隔監視システム利用）
■1週間で結果が出ます！
■共通テストと親和性があるので共通テスト対策になります！

大学名 学部・学科 入試方式

金沢 文系一括、人間社会（法を除く）、理系一括、医薬保健（保健）、融合 前期

立教 全学部 共通テスト利用入試、一般入試

中央 文、国際経営 英語外部検定試験利用入試

総合政策 一般入試（英語外部検定換算型）

東京電機 全学部（工（第二部）を除く） 一般選抜（英語外部試験利用）

神田外語 外国語 学校推薦型選抜

グローバル・リベラルアーツ 総合型選抜、学校推薦型選抜、
海外経験特別選抜

日本工業 全学部 一般選抜入試英語外部試験利用

名古屋商科 全学部 一般入試

＊上記は2021度（今年度）入試情報です。今後変更・追加の可能性もあります。2022年度入試情報は大学HPや入試要項で必ずご確
認ください。

ケンブリッジ英語検定4技能CBT リンガスキル

●4技能 11,500円（税込）（受検料9,000円＋遠隔監視システム利用料2,500円）＜受検料＞ リスニング・リーディング
スピーキング・ライティング

■自宅受検

※３/２７（土）～３１（水）はシステムメンテナンス期間中のためお申し込みいただけません。
※受検料お支払い後、事務局より受検日程確定依頼メールをお送りします。お申し込み後最短６営業日程度かかりますのでご了承ください。
※自宅受検には必要なPC環境やPC周辺機器がございます。詳細は下記の「申込はこちら」のURLをご確認ください。

■公開試験会場
●4技能 9,000円（税込）＜受検料＞ リスニング・リーディング

スピーキング・ライティング

＜会場＞ 河合塾千駄ヶ谷オフィスCBTセンター

※日程は変更となる場合があります。上記日程以降も実施いたします。最新情報はHPでご確認ください。
※３/２７（土）～３１（水）はシステムメンテナンス期間中のためお申し込みいただけません。

申込は
こちら www.kawai-juku.ac.jp/cambridge-english/linguaskill/

＜試験内容・試験時間＞ 4技能合計：約2時間~2時間半
試験内容 試験時間

スピーキング ５パート：インタビュー、文章読上げ、プレゼン、情報分析、意見や考えを述べる 約15分

ライティング ２問：50語以上、180語以上の2つの文章を書く 約45分
リスニング＆
リーディング

（リスニング）短め～長めの文章聞いて選択問題に解答
（リーディング）空所補充、多肢選択問題、長文読解 60分～85分

・リスニング&リーディングはアダプティブなので試験時間は受検者によって異なります

＜日程と申込締切日＞ 試験日の集合時間 １０：００
試験日 ３/７

（日）
３/２７
（土）

３/２９
（月）

３/３０
（火）

３/３１
（水）

４/１
（木）

４/２
（金）

４/５
（月）

申込期限 ３/１
（月）

３/２１
（日）

３/２３
（火）

３/２４
（水）

３/２５
（木）

３/２６
（金）



■コミュニケーション力（英語運用能力）を重視した試験！
■生涯有効な４技能検定～大学での学び、留学、就職、
社会人としてのキャリアにも活かせます！

■大学入試で利用できます！
～早稲田（文、文化構想）、上智（全学部）、立教（全学部）
などの入試で利用可

※その他、ケンブリッジ英語検定を利用できる大学は、右のQRコードで
で確認できます。（河合塾ケンブリッジ英語検定HP「受検のすすめ」ページ
「３．大学入試で活用できる4技能検定」に掲載しているPDFをご覧ください。）
※2022年度入試は各大学の募集要項でご確認ください

■「思考力・判断力」を問う共通テスト対策に役立ちます！

2021年度4～8月の試験日 ※9月以降の日程はHPでご覧いただけます。

試験日 試験種類 エリア・試験会場（河合塾校舎） 申込締切
6/12(土) A2 Key（KET) [近畿]大阪・上本町・神戸三宮・天王寺・京都 4/25(日)

6/19(土) A2 Key（KET) fs [東北]仙台
[中国]広島 4/25(日)

6/19(土) B1 Preliminary（PET) fs
[東北]仙台
[近畿]大阪・上本町・神戸三宮・天王寺・京都
[中国]広島

4/25(日)

7/24(土) A2 Key（KET) fs [北海道]札幌 6/6(日)

7/24(土) B1 Preliminary（PET) fs
[北海道]札幌
[中部]豊橋・岐阜・千種・名駅・津・浜松・刈谷・岡崎
[九州]福岡・北九州

6/6(日)

7/24(土) B2 First（FCE) fs [北海道]札幌
[中部]千種 6/6(日)

8/7(土) A2 Key（KET) fs
[関東]池袋・立川・横浜・柏・大宮・町田・津田沼・麹町・新
宿・水戸
[中国]福山
[九州]福岡・北九州

6/20(日)

8/7(土) B1 Preliminary（PET) fs
[関東]池袋・立川・横浜・柏・大宮・町田・津田沼・麹町・新
宿・水戸 ※横浜は、8/8(日)面接
[中部]四日市・豊田
[中国]福山

6/20(日)

４/１（木）
申込受付開始！

ケンブリッジ英語検定

ケンブリッジ英語検定事務局
<お問い合わせ先URL>
www.kawai-juku.ac.jp/c/4462/
<TEL>03-6811-5520（9:00～17:00／土日祝除く）
※河合塾生は所属校舎にお問い合わせください。

申込は
こちら

www.kawai-juku.ac.jp/cambridge-english/exm/apply/

＜受検料＞
※河合塾高校グリーンコースまたはMEPLO所属
の高1･2生の方は、2021年度内に１回無料で受
検いただけます。
※高校グリーンコースとMEPLOの高1･2生以外
の河合塾グループ所属の方は、20％割引料金で
受検いただくことができます。

試験種類 受検料（税込）

A2 Key 9,900円

B1 Preliminary 12,100円

B2 First 20,350円

<本ＤＭをお受け取りになられた方へ>
お名前、ご住所に失礼があった場合、また今後のＤＭ送付が不要である場合は、お手数ですが、下記フリーダイヤルま
でご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

なお、ご連絡をいただいた後、行き違いで再度ご案内がお手元に届いてしまう場合がございます。何卒ご了承ください。

学校法人河合塾 顧客情報管理部

0120-735-041（受付時間：12：00～18：00 日曜・祝日および12/31～1/3は受付を行いません。)
＊お問い合わせの際にいただく個人情報は、お問い合わせへの対応のみに利用いたします。

＊正確な応対と対応品質向上のため、通話内容を録音させていただいております。

※河合塾高校グリーンコースまたはMEPLO所属の高1･2生の方は、上記URLでは
お申込みいただけません。塾生マイページからお申し込みください。

スピーキング試験の様子


