
大学入学共通テストの試行調査では、「思考力・判断力」が問われる
問題が目立ちます。
リーディングでは、書かれている内容を事実と意見に分ける問題や
複数の情報を照らし合わせる問題が出題され、リスニングでも、複
数の音声情報や図表などから思考・判断して解答しなければならな
い問題が出題されています。読み上げ１回の問題あり

読み上げスピード120語 140語/分・
大学入学共通テスト試行調査
（2018年11月実施）

ますます高まる英語４技能の重要性

従来の英検®では4技能のうち1次試験で3技能（「読む」「書く」「聞く」）を測り、その合格者が2次の面接試験(「話す」)に進む
形式です。対してCBTは1日で4技能を測ることが可能となり、またパソコンで入力しながら解答したり、「話す」試験は答えを
吹き込む方式が特徴です。

● 「話す」→「読む」→「書く」→「聞く」の順に試験
● 「話す」…答えを吹き込む方式
● 「読む」「聞く」… PC上で選択した

答えをクリックする方式
● 「書く」…キーボードで入力する方式
● 試験会場は全国15都道府県

● 「話す」→「読む」→「書く」→「聞く」の順に試験

● 「話す」…答えを吹き込む方式

● 「読む」「聞く」…従来のマークシート方式

● 「書く」…従来の手書き方式

● 試験会場は全国47都道府県112エリア

英検  
CBT®

英検2020
1day
S-CBT®

英検2020 1day S-CBT®英検CBT® って？　　　　　　　　　　　　　　  って？
トピック！

英語４技能（読む・書く・話す・聞く）のうち、コミュニケーションの土台となるにもかかわらず、学習
機会が少なくなりがちな「聞く力」「話す力」を基礎から学習する講座です。

はじめてのスピーキングはじめてのリスニング

講座コード GEFS 授業構成：45分×10回講座コード GEFL 授業構成：45分×10回
予習の有無：要予習
対象：リスニング対策をこれから始める高校生

予習の有無：要予習
対象：スピーキング対策をこれから始める高校生

～インプット編～
第1講 発音の注意点と母音の習得
第2講　子音の習得
第3講 アクセント・イントネーションの習得
第4講　現在・過去のことを述べる
第5講 何かの位置や性質,自分の主張・願望を述べる
～アウトプット編～
第1講　情報を正しく伝える
第2講　図やイラストを描写する（1）
第3講　図やイラストを描写する（2）
第4講　意見を述べる（1）
第5講　意見を述べる（2）

～インプット編～
第1講 消える音・つながる音(1)
第2講　消える音・つながる音(2)
第3講　変化する音
第4講 数字・金額・比較
第5講 時・否定・位置関係
～アウトプット編～
第1講 写真・図表・イラスト問題
第2講　さまざまなイラスト・図表問題
第3講　対話文完成問題
第4講　対話文の内容一致問題
第5講　モノローグ問題

（たけおか　ひろのぶ）
竹岡広信先生

漫画『ドラゴン桜』のモデルとして知られ、NHK「プロフェ
ッショナル 仕事の流儀」で塾講師として唯一紹介された、
東大合格者がもっとも信頼を寄せる英語講師。現在、「学
研のプライム講座」、大手予備校で教鞭をとり、竹岡塾を
主宰。40年来の英検ファンを自負し、英検を熟知している
ことでも有名。

（スティーブン・リッチモンド）
Stephen Richmond 先生

オーストラリア・メルボルン出身。現、私立大学で専任准
教授、「学研のプライム講座」講師。日本をこよなく愛す。
京都を「第２の故郷」と称し、京都を紹介する英語のフリ
ーペーパーを編集するほど。大学では、五感で感じる京
都やマンガを扱った授業といった、文化に基づいて英
語でコミュニケーションを取る能力を指導。

英検をはじめとする検定試験のスピーキングに必要な発音の
コツや表現の知識を、基礎からしっかり学ぶ講座です。竹岡先
生とリッチモンド先生お二人による解説で、自然な言い回しや
日本人が間違いやすい表現についての理解も深まります。
前半のインプット編では、最初にマスターしたい「通じる発
音」のコツから始め、状況の描写や意見を言う時などに必要
な表現を学びます。基礎的な表現もスピーキングとなると意
外と使いこなせないものですが、場面に応じて声に出して練
習することで、確実に自分のものにしていきます。
後半のアウトプット編は、質疑応答、イラスト・ポスター説明、
スピーチなど、英検をはじめとする各種英語外部試験に対応
する様々な形式・難易度の問題を演習し、アウトプット力を高
めます。ネイティブの先生が問いかける面接動画付きで、本
番のシミュレーションをしながら練習をすることができます。

講座説明

リスニングにおいて頻出の英語表現や、特に聞き取りにくい
英語表現等を聞き取るコツを基礎から丁寧に講義します。
竹岡先生とリッチモンド先生お二人による掛け合いの講義
で、英語の発音や言い回しを随時確認しながら英語耳をき
たえることが出来ます。
前半のインプット編では、頻出の英語表現と特に聞き取りに
くい英語表現を扱い、それぞれどこに気をつけて聞けば良
いのかといったリスニングの基本から講義します。
後半のアウトプット編は、イラスト問題、対話問題、モノロー
グ問題など問題形式ごとに分かれており、それぞれの問題
を解く際のコツを講義します。英検をはじめとする各種検定
試験に対応する様々な形式・難易度のリスニング問題を演
習し、アウトプット力を高めます。

講座説明

Listening＆Speaking英語４技能対策

強力な講師陣！

約15%
準１級

約25%
2級

約36%
準2級

※大学受験パスナビ調べ（ただし、日本英語検定協会からは非公表）

だから、
準備が必須。

英検®合格率は…

※大学受験パスナビ調べ（2018年1月～2月実施）

入試で利用しようとしている検定（全学年計）

一般入試 推薦・AO ※アンケート回答者1,441人のうち「外部検定を入試で利用する」と回答した人に対しての質問（回答者651人）
※複数回答。　※高３・浪人生には2017年度に受験した検定を質問。
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約9割が「英検®」を予定

私大の英語外部試験利用入試に向けて
英検®が選ばれている
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英検 を突破するために

・「課題文音読トレーニング」では、音声をデータ化。ネイティブにどの程度伝わるかをスコア判定します。
・「面接応答トレーニング」では、本番の面接試験と全く同一の形式でのトレーニングができます。
回答が英文として正しいかを自動判定します。

「英検®トレーニング」機能
搭載

３級

準2級

2級

＊音読した音声がネイティブにどのように伝わるかが、自動
表示されます。
＊全体評価がスコアとして表示されます。
＊単語ごとにもその聞き取りやすさがスコアとして表示され
ます。

＊「課題文に関する質問」「イラストに関する質問」「一般内容
に関する質問」のそれぞれについて、質問を聞き取り、その
後に回答を録音します。
＊回答は音声データ化され、英文として正しいかが自動判定
されます。

課題文音読・録音

「課題文音読トレーニング」

音読した音声をスコア判定 質問聞き取り

「面接応答トレーニング」

イラスト問題

英作文課題答案の文法の誤り、スペルの誤りが画面上で自動添削されます。

手書き答案のデータ化 答案の自動添削

＊文法の誤りを修正

＊スペルの誤りを修正

英検対策の
決定版！英検®パスコース

英検 R

パスコース
E N G L I S H

「英検」は，公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

級準2

ライティング
WR

スピーキング
SP

出題形式1 筆記1 単語・熟語・文法 出題形式6 リスニング①（第1部）
出題形式2　筆記2 会話文 出題形式7 リスニング②（第2部）
出題形式3　筆記3A・B 長文（語句空所補充） 出題形式8 リスニング③（第3部）
出題形式4　筆記4A・B 長文（内容一致選択） 模擬テスト
出題形式5　筆記5 英作文 

２級対策講座

英検®は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

講座コード EKZ20

英語４技能・外部試験対策なら 英検合格を勝ち取る！

●カリキュラム

第１講　英検２級についての概論＋語彙【英単語編】
第２講　語彙【英単語編】
第３講　語彙【英熟語編】
第４講　文法編
第５講　リーディング編①
第６講　リーディング編②
第７講　ライティング編①
第８講　ライティング編②

第９講　ライティング編③
第10講　リスニング編①
第11講　リスニング編②
第12講   「一次試験 模試」解説①【筆記】
第13講   「一次試験 模試」解説②【リスニング】
第14講　二次試験対策①【面接のトピックについて】
第15講　二次試験対策②【面接シミュレーション】

（たけおか　ひろのぶ）
竹岡広信 先生

学研英検®ゼミなら、テキストを解きながら60分×15回の映像授業を受けるだけで、
文法・読解・リスニングはもちろん、自分では学習の難しい英作文や面接まで対策できる！
準１級・２級対策に必要な４技能をまんべんなく鍛えられる構成です。

映像授業：60分×15回

準１級対策講座 講座コード EKZ15

●カリキュラム

第１講　語彙【英単語編】①
第２講　語彙【英単語編】②
第３講　語彙【英単語編】③
第４講　語彙【英熟語編】
第５講　ライティング編①
第６講　ライティング編②
第７講　ライティング編③
第８講　リーディング編

第９講　リスニング編①
第10講　リスニング編②
第11講   「一次試験 模試」解説①【筆記】
第12講   「一次試験 模試」解説②【リスニング】
第13講　二次試験対策①【面接のトピックについて】
第14講　二次試験対策②【面接シミュレーション】
第15講　二次試験対策③【面接シミュレーション】

映像授業：60分×15回

学研ならでは！  充実の教材セット 強力な講師陣！
書店で大人気の参考書をテキストに使い、
単語BOOK、模擬試験、面接カードや英作文添削
シートまで付いて、学習を全面的にサポート。 漫画『ドラゴン桜』のモデルとして知られ、

NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」
で塾講師として唯一紹介された、東大合
格者がもっとも信頼を寄せる英語講師。
現在、「学研のプライム講座」、大手予備
校で教鞭をとり、竹岡塾を主宰。40年来
の英検ファンを自負し、英検を熟知して
いることでも有名。

（スティーブン・リッチモンド）
Stephen Richmond 先生

オーストラリア・メルボルン出身。現、
私立大学で専任准教授、「学研のプライム
講座」講師。日本をこよなく愛す。京都
を「第２の故郷」と称し、京都を紹介す
る英語のフリーペーパーを編集するほど。
大学では、五感で感じる京都やマンガを
扱った授業といった、文化に基づいて英語
でコミュニケーションを取る能力を指導。

●『英検®2級をひとつ
ひとつわかりやすく。』
（本講座用改訂版）
●解答＆解説冊子
●一次試験 模試
●単語BOOK
●ライティング対策提
出用添削課題シート
（１回分）
●二次試験対策用面接
カード

※写真は２級のものです。
準１級とは教材・講義内
容が異なりますがセット
内容は同様です。

英検パスコース 準２級 講座コード EKP21 20分×22回

ご　い
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英検 を突破するために

・ 「課題文音読トレーニング」では、音声をデータ化。ネイティブにどの程度伝わるかをスコア判定します。
・ 「面接応答トレーニング」では、本番の面接試験と全く同一の形式でのトレーニングができます。
回答が英文として正しいかを自動判定します。

「英検®トレーニング」機能
搭載

３級

準2級

2級

＊音読した音声がネイティブにどのように伝わるかが、自動
表示されます。
＊全体評価がスコアとして表示されます。
＊単語ごとにもその聞き取りやすさがスコアとして表示され
ます。

＊「課題文に関する質問」「イラストに関する質問」「一般内容
に関する質問」のそれぞれについて、質問を聞き取り、その
後に回答を録音します。
＊回答は音声データ化され、英文として正しいかが自動判定
されます。

課題文音読・録音

「課題文音読トレーニング」

音読した音声をスコア判定 質問聞き取り

「面接応答トレーニング」

イラスト問題

英作文課題答案の文法の誤り、スペルの誤りが画面上で自動添削されます。

手書き答案のデータ化 答案の自動添削

＊文法の誤りを修正

＊スペルの誤りを修正

英検対策の
決定版！英検®パスコース

英検 R

パスコース
E N G L I S H

「英検」は，公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

級準2

ライティング
WR

スピーキング
SP

出題形式1　筆記1 単語・熟語・文法 出題形式6 リスニング①（第1部）
出題形式2　筆記2 会話文 出題形式7 リスニング②（第2部）
出題形式3　筆記3A・B 長文（語句空所補充） 出題形式8 リスニング③（第3部）
出題形式4　筆記4A・B 長文（内容一致選択） 模擬テスト
出題形式5　筆記5 英作文 

２級対策講座

英検®は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

講座コード EKZ20

英語４技能・外部試験対策なら 英検合格を勝ち取る！

●カリキュラム

第１講　英検２級についての概論＋語彙【英単語編】
第２講　語彙【英単語編】
第３講　語彙【英熟語編】
第４講　文法編
第５講　リーディング編①
第６講　リーディング編②
第７講　ライティング編①
第８講　ライティング編②

第９講　ライティング編③
第10講　リスニング編①
第11講　リスニング編②
第12講   「一次試験 模試」解説①【筆記】
第13講   「一次試験 模試」解説②【リスニング】
第14講　二次試験対策①【面接のトピックについて】
第15講　二次試験対策②【面接シミュレーション】

（たけおか　ひろのぶ）
竹岡広信先生

学研英検®ゼミなら、テキストを解きながら60分×15回の映像授業を受けるだけで、
文法・読解・リスニングはもちろん、自分では学習の難しい英作文や面接まで対策できる！
準１級・２級対策に必要な４技能をまんべんなく鍛えられる構成です。

映像授業：60分×15回

準１級対策講座 講座コード EKZ15

●カリキュラム

第１講　語彙【英単語編】①
第２講　語彙【英単語編】②
第３講　語彙【英単語編】③
第４講　語彙【英熟語編】
第５講　ライティング編①
第６講　ライティング編②
第７講　ライティング編③
第８講　リーディング編

第９講　リスニング編①
第10講　リスニング編②
第11講   「一次試験 模試」解説①【筆記】
第12講   「一次試験 模試」解説②【リスニング】
第13講　二次試験対策①【面接のトピックについて】
第14講　二次試験対策②【面接シミュレーション】
第15講　二次試験対策③【面接シミュレーション】

映像授業：60分×15回

学研ならでは！ 充実の教材セット 強力な講師陣！
書店で大人気の参考書をテキストに使い、
単語BOOK、模擬試験、面接カードや英作文添削
シートまで付いて、学習を全面的にサポート。 漫画『ドラゴン桜』のモデルとして知られ、

NHK「プロフェッショナル仕事の流儀」
で塾講師として唯一紹介された、東大合
格者がもっとも信頼を寄せる英語講師。
現在、「学研のプライム講座」、大手予備
校で教鞭をとり、竹岡塾を主宰。40年来
の英検ファンを自負し、英検を熟知して
いることでも有名。

（スティーブン・リッチモンド）
Stephen Richmond 先生

オーストラリア・メルボルン出身。現、
私立大学で専任准教授、「学研のプライム
講座」講師。日本をこよなく愛す。京都
を「第２の故郷」と称し、京都を紹介す
る英語のフリーペーパーを編集するほど。
大学では、五感で感じる京都やマンガを
扱った授業といった、文化に基づいて英語
でコミュニケーションを取る能力を指導。

●『英検®2級をひとつ
ひとつわかりやすく。』
（本講座用改訂版）
●解答＆解説冊子　
●一次試験 模試
●単語BOOK
●ライティング対策提
出用添削課題シート
（１回分）
●二次試験対策用面接
カード

※写真は２級のものです。
準１級とは教材・講義内
容が異なりますがセット
内容は同様です。

英検パスコース 準２級 講座コード EKP21 20分×22回

ご　い
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