
 

 

 

 

 

受験、就職、留学…夢を実現させましょう。 

英検サクセス・ストーリー 
年間 2800 名以上の英検とび級合格者を輩出しているサイエイ・インターナショナルには、英検を活

用して受験や就職を勝ち抜いた先輩たちがたくさんいます。今回はそんなサクセス・ストーリーを一挙

ご紹介します。さあ、次はあなたの番です！ 

TBSの東大王「夏の選抜クイズ甲子園」に出演！ 

大道麻優子さん （中２で準 1 級合格 栄東高校・東大選抜クラス 2 年） 

英語が昔から好きで、小学生の頃はサイエイ・インターナショナルで当時開催していた

Summer Camp に行くなどして楽しく学習をしていました。その結果、小学生のうちに 2

級を取得することができました。学校の国際部（中 1～高 1）ではスピーチや宿題が多く大

変でしたが、サイエイでの学習がとても役立ち

ました。中２で準１級、高１で 1 級の一次にも

合格できました。今は東京大学を目指して勉強

しています。先日、学校を代表して TBS の「東

大王」に出演する機会があり、夢のような時間を過ごすことができ

ました。ピアノ講師の母の影響で幼いころからずっと音楽に親しん

できたので、将来は音楽に関わる仕事に就きたいと考えています。    

TBS「東大王」に栄東高校リーダーとして出演（2020/8/12） 

『英検準 1 級中学 2 年で取得』と紹介される 

 

英検で夢を実現①（中学受験） 
 

野口 桃花さん（小 6 で 3 級合格）東浦和校 

将来国際的な職業に就きたいという夢があるので、英語教育に力を入れている私立の中学校を

受験しました。英検 3 級を持っていると 20 点の加点がされる学校もあり、中学受験でも英検

優遇の制度が広がっていることを感じました。 

 

2019 年度の首都圏中学入試は、私立中学校数が約 300 校ある中で、125校が何らかの形で入試に英語

を導入しました。2020 年度より小学校で英語が正式教科になったことを受けて、この傾向はますます

強まっていくことが予想されます。 

◆2019 年度入試に英語を導入した首都圏私立中学校の例： 

【佼成学園（男子校）】「Super English 入試」を新設。英検準 2 級が目安 



 【日本大学豊山女子（女子校）】「英語インタビュー入試」を新設 

 【三輪田学園（女子校）】「英検利用入試」を新設 

 【湘南白百合（女子校）】4 科 or 国算＋英語資格を新設。英語資格は、英語検定のグレードを得点化し、国算

の 2 科の得点と合算して判定する 

【淑徳（共学校）】「英語入試」を新設。書類審査（英語資格）・算数・作文・面接で判定。英語資格は英検 3

級のほか GTEC、TOEIC、TOFEL などでも基準あり 

難関の中高一貫校、大宮国際中学に合格！ 

(中 1  Ozawa Aoi さん、小５の春に入会、小６で英検 3級合格) 

大宮国際中の試験はとにかく、スピーキング力と積極性が求められます。１次試験の点

数が悪くても、２次試験で挽回できると学校側が言うほど、「話す力」を重視しています。

試験内容は英検でいうと 3 級レベルです。自己紹介や行きたい国について話し合うものでした。私は入試までに

3 級を取得していたので、英語での面接に慣れていて、本番で力を発揮できました。 

サイエイの授業は、受け身ではなく、自分からクラスメイトに質問をするような授業形態だったので、積極性

も自然と身についていたのだと思います。 

国際中は、通常の公立中学のような定期テストがなく、レポート提出やディスカッションが基本となります。

自分で学習計画を立てるなど、自走できる生徒が国際中には向いていると思います。また、英語の授業はオール

イングリッシュで行われるので、4 技能をバランスよく勉強しておく必要があります。入学前までには最低でも

英検 3 級を持っておくといいと思います。 

 

英検で夢を実現②（高校受験） 
 

高校受験の 4 技能化が急速に進んでいます。東京都では 2021 年度より、都立高校入試でスピーキングテスト

の実施を予定しています。大阪府でも民間の検定試験を入試の得点に読み替える制度を導入しており、英検 2 級

を 80％、準 1 級で 100％としています。 

埼玉県においても、2017 年度より公立高校入試に学校選択問題が設けられ、上位人気校のほとんどがこれを

採択し、高いレベルの英語力を求める試験を実施しています。 

英検 3 級が中学卒業程度、準２級が高校中級程度とされていますが、上位校入試で本当に英語を武器にしたけ

れば、英検 2級にチャレンジをしたいところですね。 

 

大塚 一輝さん （中 3 で２級合格）桶川校 

中３で２級に合格し志望していた早稲田本庄高校に推薦合格することができました。 

願書に「英検２級取得」と書けたことが大きな自信となりました！高 2 の７月実施の英検に

て準１級の一次試験を合格し、現在二次試験に向けて練習中です！海外で活躍するという将

来の夢に向かって頑張っています。 

 

大橋 拓人さん（中 2 で 2 級合格）東大宮校 

僕は小 6 からサイエイ・インターナショナルに通い始め、英検 5 級から始めて中 2で 2級

まで取得し、第一志望の浦和高校に合格することができました。浦和高校は英検 2級以上

で入試優遇になるので、自信をもって受験に臨むことが出来ました。いまは大学受験に向け

て準 1 級取得を目標に頑張っています。 



中村 仁美さん（中 3 で 2 級合格）ふじみ野校 

英検 2 級を持っていたことで、今通っている浦和一女の受験で加点されました。また、

最近入塾した予備校では、試験に合格しなければ受講できないクラスへ参加しています

が、英検 2 級を持っていたおかげでテストが免除になりました。今後は、ニュージーラ

ンドやアメリカへ留学し、今まで学んできた英語を使って現地の人と会話を楽しみたい

です。 

 

高橋 優太さん （中２で２級合格）桶川校 

中２で２級に合格し、志望していた早稲田本庄高校に推薦合格することができました。 

願書に「英検２級取得」と書けたことが合格に繋がりました！現在は準１級のクラスで勉強

中です。 

 

岩佐 怜南さん（中 3 で準 1 級合格）武蔵浦和校 

中 3 で英検準 1級に合格し、和光国際高校の外国語学科に入学しました。準１級を持っ

ていてよかったことは、高校受験の事前相談時に加点してもらったことと、準 1 級に合格す

るために身に付けた単語力が自分の自信になっていることです。将来は英語を活かして海外

で働きたいと思っています。 

関根 悠真さん（中 3 で 2 級合格）上尾校 

中 3で英検 2級を取得し、志望していた春日部高校に合格することができました。英検 2

級を取得すると優遇されるとわかっていたため、当日の入試でも、心に余裕をもって臨むこ

とができました。将来は小学校の先生になりたいです。 

 

執印 漱太さん （中 2 で 2 級合格） 朝霞台校 

目標としていた淑徳高校に合格しました。現在、学部は留学コースで、そこに合格するた

めにも、英検 2級を持っていたことは大きなアドバンテージとなりました。 

 

 

橋本 澪乃さん（中 1 で 2 級合格） 北浦和校 

中 1 で 2 級を取得し、蕨高校外国語科に進学しました。高校では、外国語科だけの授業

や英語劇発表会、ディベート大会、スピーチコンテストなど英語に関連した活動がたくさ

んあり、充実した高校生活を送っています。 

 

R.I.さん（中 3 で準 2 級合格）吉川美南校 

サイエイ・インターナショナルに入会してすぐ、準 2 級に合格することができました。おか

げで、高校受験では英語に力を入れている昌平高校に合格することができました。 

入会して 1年間で準 2級、2級と合格できたことは自信につながりました。 

次の目標は、海外の大学へ進学することです。 

 

Sayumi さん（高 1 で準 1 級合格）越谷レイクタウン校 

中 3 で英検 2 級取得し、淑徳与野高校に合格することができました。 

その後高校 1 年生から準 1 級クラスで学習を始め、その年の終わりに準 1 級合格を果たすこ

とができました。将来は薬剤師になりたいと思っています。 



Y.W.さん （中２で２級合格）おおたかの森校 

中学２年生の時に英検 2 級に合格しました。入試の際、英検２級を取得していたことで流

通経済大学柏高校の受験では内申点に加点され、専修大学松戸高校の受験では入試の点

数に加算されました。 

 

 

成瀬 理乃さん （中 2 で 2 級合格） 朝霞台校 

志望校である川越女子高校に合格しました。 

英検 2級を大きく優遇してもらえたので、受験科目に自信を持って取り組むことが出来まし

た。 

 

英検で夢を実現③大学受験 
  

民間試験の成績提供システムの導入は 2024 年まで延長されましたが、英検を入試で優遇する高校はますます増

えてきています。2019 年度の時点で 389 もの大学が英検入試優遇制度を設けています。また、2021 年度よ

り開始する「大学共通テスト」は従来の文法問題はほとんどなく、リーディング 100 点＋リスニング 100 点とい

う「英語運用力」を試すまさしく「英検・TOEIC 型」の問題となっています。 

英語を武器にしたいあなたは、ぜひ高校時代に準１級の取得を目指しましょう！ 

 

 

小井川 結菜さん（高 3 で 1 級合格 早稲田大学）上尾校 

目標としていた早稲田大学に合格することができました。早稲田大学の英語の入試問題は、 

特に長文が難しいのですが、受験までに英検 1 級レベルの英語をサイエイで学習し続けた

おかげで、大学入試を乗り切ることができ、最終的には英検 1級にも合格することができま

た。将来は、海外の大学で学位をとりたいと考えています。 

 

Nishiyama Naoki さん（高 2 で準 1 級合格 横浜国立大学）大宮校 

高 2 で英検準 1級を取得し、無事、横浜国立大学に合格することができました。2 次試験で

英語を選択することができたので、 

サイエイ・インターナショナルで培ってきた英語力を存分に活かすことができました。 

 

 

Kakeru さん（高 3 で準 1 級合格、立教大学 経済学部） 川口校 

中 1 の初心者（英検 5 級）からサイエイに通い始め、高 3 で準 1級に合格しました。立教

大学の経済学部は内部進学でも一番人気があり、準1級取得が大きなポイントとなりました。

また、自分の英語力に自信がつき、高校の卒業論文も英語で書き上げることができました。 

 

Rieru さん（高 3 で準 1 級合格 早稲田大学 国際教養学部）川口校 

中 3 で 2 級に合格し、外国語科のある公立高校へ進学をしました。その後、高 3で準 1級

を取得し第一志望の早稲田大学に合格できました。英検取得は、高校・大学受験を成功させ

るための大きな支えとなりました。 



榎原 志織さん（高 2 で準 1 級合格 明治大学）東浦和校 

明治大学の国際日本学部に合格することができました。準 1 級取得のメリットは加点などの

優遇があるだけでなく、合格に向けて努力することで必然的に英語が得意科目になり、他の

科目の勉強に力を注ぐことができます。将来は世界と日本の懸け橋になるような職業につき

たいと考えています。 

杉本 真唯さん（高 3で準 1級合格 明治大学）東大宮校 

大学受験において英語を重視している大学は私大を中心にとても多く、配点も英語が一番

高いことがほとんどです。また、英検利用入試を利用することで、連日の入試の受験科目

数を減らすことができるので、体力的にも精神的にも余裕ができました。実際、私も英検

利用入試で明治大学に合格しました。サイエイでの単語・長文読解をはじめ、スピーキン

グの練習やリスニングは必ず英語力アップにつながります。毎回の授業に積極的に参加し、

宿題に忘れずに取り組むことで、自分では気付かないうちに英語力が身につきます。目の前にある 1つ 1つのこ

とにしっかり取り組む姿勢が大切だと思います。 

 

山内 亜美さん（高 2 で準 1 級合格 東京外国語大学）ふじみ野校 

英検準 1 級を取得したことで、大学受験の可能性が広がりました。推薦入試の場合、受

験資格に準 1 級や TOEIC を求めている大学は多くあります。そのため公募推薦の受験

資格を得るために、準 1 級取得に励みました。現在は志望校であった東京外国語大学の国

際社会学部・スペイン語学科（ラテンアメリカ地域）でスペイン語と中国語を専攻してい

ます。 

 

英検®︎入試優遇制度がある偏差値 60以上の主な大学：2019年度入試 

英検１級を優遇する主な大学（一部抜粋） 

■一橋大学（商、法、経済、社会／公推＊出願資格） 

■広島大学（教育学部、歯、薬、工、生物生産／公推、AO＊加点） 

■早稲田大学（国際教養／一般＊加点） 

■学習院大学（国際社会科／一般＊出願資格＊得点加算＊試験免除） 

■法政大学（グローバル教養／一般＊出願資格） 

■関西外国語大学（英語キャリア、外国語、英語国際／一般＊加点） 

■聖路加国際大学（看護／一般＊得点加算＊試験免除）英検 CSE スコアごとに優遇する国公立大学 

■筑波大学（人文、社会、人間、生命環境、理工、情報、体育専門、芸術専門／公推   ④＊出願資格 9＊試験免除 0） 

 

英検準１級を優遇する主な国公立大学（一部抜粋） 

■国際教養大学（国際教養／AO、一般＊出願資格＊得点加算＊試験免除） 

■千葉大学（法政経、国際教養、教育、園芸、看護、文、理／AO、一般＊出願資格＊得点加算＊加点） 

■首都大学東京（人文社会、経済経営、都市環境、システムデザイン／AO＊出願資格） 

■京都大学（薬、農／AO＊出願資格） 

■大阪大学（経済、歯、工／公推、AO＊出願資格） 

■広島大学（教育、歯、法、薬、工、生物生産、情報科、経済、総合科、文、理＊得点加算＊加点＊試験免除） 

■宮崎大学（地域資源創成／一般＊加点） 

■長崎大学（多文化社会／AO、一般＊出願資格＊得点加算＊試験免除） 



 

英検準１級を優遇する主な私立大学（一部抜粋） 

■上智大学（文、法、外国語／公推＊出願資格） 

■早稲田大学（国際教養学／一般＊加点） 

■法政大学（経済、経営、国際文化、グローバル教養、法、文、現代福祉／公推、一般＊出願資格） 

■東京理科大学（理第一、工、薬、理工、基礎工、経営／ 一般＊出願資格＊加点） 

■青山学院大学（文、国際政治経済、地球社会共生／公推、一般＊出願資格） 

■中央大学（法、商、文、総合政策／AO、一般＊出願資格） 

■立教大学（経営、社会、Global Liberal Arts、異文化コミュニケーション、／AO、一般＊出願資格） 

■明治大学（政治経済、国際日本、農、経営、総合数理／AO、一般＊出願資格＊得点加算＊試験免除） 

■明治学院大学（文、国際／AO＊出願資格＊得点加算＊試験免除） 

■学習院大学（法、国際社会科／公推、AO、一般＊出願資格＊得点加算＊試験免除） 

■関西外国語大学（英語キャリア、外国語、英語国際／一般＊加点） 

■國學院大学（文／AO＊得点加算＊試験免除） 

■聖路加国際大学（看護／一般＊得点加算＊試験免除） 

■獨協大学（国際教養／公推＊出願資格） 

■立命館大学（国際関係、法、産業社会、文、映像、経営、政策科学、総合心理、経済、スポーツ健康科学、食マネ

ジメント、理工、情報理工、生命科学、薬／AO、一般＊出願資格＊得点加算＊試験免除） 

■同志社大学（法、グローバル・コミュニケーション（英語）／公推＊出願資格） 

■関西学院大学（神、文、社会、法、経済、商、人間福祉、国際、教育、総合政策、理工／AO、一般＊出願資格） 

■関西大学（法、経済、商、外国語、政策創造／AO、一般＊出願資格＊得点加算＊試験免除） 

■近畿大学（法、経済、経営、文芸、総合社会／公推＊得点加算＊試験免除） 

 

英検 2級を優遇する主な国公立大学（一部抜粋） 

■国際教養大学（国際教養／公推＊出願資格）  

■千葉大学（法政経、園芸、国際教養、看護／公推、AO、一般＊出願資格＊加点  

■名古屋市立大学（人文社会／公推＊出願資格  

■京都府立大学（生命環境／公推＊出願資格  

■広島大学（総合科学、文、法、薬、工、生物生産、情報科学／公推、AO＊出願資格＊加点＊判定優遇  

■鳥取大学（農／公推＊出願資格  

■宮崎大学（工／一般＊得点加算＊試験免除 

 

英検 2級を優遇する主な私立大学（一部抜粋） 

■早稲田大学（国際教養／一般＊加点） 

■上智大学（文、総合人間科学、法、経済、外国語、総合グローバル、理工／公推＊出願資格） 

■法政大学（人間環境、スポーツ健康、情報科学、デザイン工、理工、生命科／一般＊出願資格） 

■東京理科大学（理第一、工、薬、理工、基礎工、経営／一般＊出願資格＊加点） 

■東京家政大学（人文／公推＊出願資格） 

■青山学院大学（地球社会共生、総合文化政策、コミュニティ人間科／公推、一般＊出願資格） 

■立教大学（文、経済、経営、理、社会、法、観光、コミュニティ福祉、現代心理／AO、一般＊出願資格） 

■中央大学（国際経営／一般＊出願資格＊得点加算＊試験免除） 

■明治大学（文、商、農、経営、国際日本、総合数理／公推、一般＊出願資格＊得点加算＊試験免除） 



■学習院大学（経済、国際社会科／公推、一般＊出願資格＊得点加算＊試験免除） 

■日本女子大学（文、人間社会／公推＊出願資格） 

■明治学院大学（文、経済、法、国際、心理、社会／AO、一般＊出願資格＊得点加算＊試験免除） 

■成蹊大学（文／AO＊出願資格） 

■武蔵大学（人文、経済、社会／AO、一般＊出願資格） 

■獨協大学（国際教養、経済、外国語、法／公推、一般＊出願資格） 

■南山大学（外国語、人文、経済、経営、法、総合政策、理工、国際教養＊出願資格＊得点加算＊試験免除） 

■立命館大学（経済、経営、文、スポーツ健康科、国際関係／AO、一般＊出願資格＊得点加算＊試験免除） 

■関西大学（商、文、外国語、経済、政策創造／AO、一般＊出願資格） 

■同志社大学（文、グローバル・コミュニケーション（中国語）、グローバル地域文化／公推＊出願資格） 

■関西外国語大学（英語キャリア、外国語、英語国際／一般＊加点） 

■近畿大学（国際、法、経済、経営、文芸、総合社会／公推、AO＊出願資格＊得点加算＊試験免除） 

 

英検 CSEスコアごとに優遇する主な大学（一部抜粋） 

■早稲田大学（社会科／AO   ①＊得点加算＊加点 0＊判定優遇） 

■早稲田大学（文化構想、文学／一般   ＊得点加算＊得点加算 00（R＊試験免除 00、L＊試験免除 00、W＊試験免

除 00、S＊試験免除 00）） 

■立教大学（文学、異文化コミュニケーション、経済、経営、理、社会、法、観光、コミュニティ福祉、現代心理／

一般   ＊得点加算＊出願資格＊出願資格＊加点~） 

■明治大学（経営、農、国際日本、総合数理／一般   ＊出願資格 980~） 

■武蔵大学（経済、人文、社会／AO、一般   ＊得点加算＊出願資格＊試験免除 0~） 

■獨協大学（外国語、国際教養／公推、一般   ＊出願資格 980~） 

■南山大学（外国語、人文、経済、経営、法、総合政策、理工、国際教養／AO、一般   ＊出願資格 980（R＊判定優

遇 60、L＊判定優遇 60、W＊判定優遇 60、S＊判定優遇 60）~） 

■近畿大学（国際、法、経済、経営、文芸、総合社会／公推、AO  ＊出願資格 980~） 

 

出典：英語民間 4 技能試験情報・対策サイト https://www.fourskills.jp/preferential-treatment-eiken2019 

 

英検で夢を実現④（留学・スピーチコンテスト・就職） 
 

R.S.さん（中 3 で準 2 級合格）吉川美南校 

サイエイ・インターナショナルに入会してすぐ、準 2 級に合格することができました。その

おかげで、留学コースに進級でき、1年間カナダへ留学をしました。入会して 1年間で準 2級、

2級と合格できたことは自信につながりました。 

 

Yuusaku さん（高 1 で準 1 級合格）越谷レイクタウン校 

中学生初心者クラスからサイエイで英語を習い始め、中学 3年生で 2級に合格、志望していた

蕨高校へ進学することができました。その後高校 1年生で準 1級に合格し、念願だったアメ

リカ留学も叶えることができました。この経験を活かして、将来は日本か海外の空港で働きた

いです。 

https://www.fourskills.jp/preferential-treatment-eiken2019


山田 悠翔さん (中２で２級合格) 南浦和校 

2019年度高円宮杯全日本中学校英語弁論大会にて準優勝 

準１級クラスで高いレベルでの英語学習を重ねる中で中学校より埼玉県代表として国内最高

レベルの弁論大会に出場し準優勝することができました。留学の経験等はなく国内で自らの

努力で素晴らしい結果を出せたことが本当に自信になりました。 

 

Yuuki さん（高 3 で 2 級合格 青山学院大学 英米文学部卒 私立高校の英語科教員）川口校 

中学 1 年生から高校 3 年生までサイエイに通っていました。大学では様々な英語指導法を学

び、英検準 1 級も取得するなど英語学習に力を注いでいました。現在は私立学校で、長年の

夢だった英語教員として働いています。 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

受験生へ朗報！英検が最大年 8回受験可能に！ 
英検には、以下の 3 種類のテストが行われており、これを組み合わせることで年間８回受験することが可能に

なりました。特に便利なのはスピーキングも含めて 1 日完結する S-CBT です。これはもともと 2020 年度に予

定されていた大学入試成績提供システムのために開発されたテスト方式ですが、現在は学年などに関係なく誰で

も好きなタイミングで受験ができます。 

英検の 3つの試験方式 

試験の種類 試験方法 受験時期 対象級 会場 備考 

従来型 

 

筆記（ペーパー

テスト）と面接

を別日程で実施 

年 3 回受験可能 

（6 月、10 月、1 月） 

＊指定の試験日 

全級 

（1 級、準１級

は本会場のみ） 

本会場 

準会場（学校、

塾など） 

※サイエイが準

会場として実施

しているもの 

CBT 

 

4 技能テスト 

を 1 日で実施。 

問題は PC 画面

上に表示され、

スピーキングは

吹き込み録音。 

年 3 回受験可能 

（4～7 月／8～11

月／12～3 月） 

準 1 級、2 級、

準２級、3 級 

テストセンター 

＊全国 112 か所 

大宮、川越、越

谷、柏など（英検

協会 HP より個人

申込み。日程が自由

に選べる。） 

すべて PC で解

答。作文はタイ

プ入力 

S-CBT 

 

年 2 回受験可能 

（4～7 月／8～11

月） 

準 1 級、2 級、

準２級、3 級 

マークシートと

手書き（作文） 

※タイプ入力に慣れ

ていない人にお勧め。 

 

特に今年は、コロナの影響により従来型試験の会場の収容人数が少なくなったために、「英検が受けられなくて

困っている」という方が多いようです。そんな方に特にお勧めしたいのが、S-CBT テストです。 

S-CBT テストのメリット 

① スピーキング（録音方式）と筆記試験を 1 回で済ませられます。 

② 問題はパソコンに表示されますが、解答はマークシート（選択問題）と手書き（作文）なので、 

タイプ入力に慣れていなくても大丈夫です。※CBT テストではタイプ入力が必須です。 

③ 全国 112 か所のテストセンターで年３回受験可能（ほぼ毎週の土・日実施） 

 

「受験で英検が必要！」という方は、ぜひ英検協会のホームページをチェックしてみてください。 


