
●公式ホームページ　https://otai-kentei.com/　　
●ナビダイヤル　　　0570-024-011（平日10時～17時）

英語応対能力検定事務局　〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1

英語応対能力検定

おもてなしの心で
応対するための基本的な英語力を身につける

受験期間内であれば
いつでもどこでも
受験できます。
忙しい方にも便利な

インターネット試験です。

※「結果レポート」はマイページでお知らせします。
※イメージです。実際の配点・評価とは異なります。

「知識」「理解」「応答」という3つの観点で総合的に評価、
弱点が確認しやすい結果レポートを提供します。
「リーディング」「リスニング」「スピーキング」の試験別に「得点」を表示し、
「知識」「理解」「応答」の3つの観点ごとに「習熟度」を把握できます。
総評では、個々の結果をふまえて「観点別評価」と「アドバイス」を具体的に
コメントします。

●試験問題の配点・時間配分

●結果レポート

申込期間／試験日程

試験方法

試験の種類

試験内容

受験料

申込方法

公式ホームページ（https://otai-kentei.com/）をご覧ください

インターネットに接続できるスマホ、パソコン、タブレットを使って受験
※特定の試験会場はありません。

業種別５種類（販売・宿泊・飲食・鉄道・タクシー）および一般１種類　※複数受験可

7,150 円（税込）

公式ホームページ（https://otai-kentei.com/）からお申し込みください

※スピーキング試験では録音していただきますので、
　試験時は静かな環境での受験をお願いします。

※お支払いはクレジットカードまたはコンビニ払い

問題数

リスニング

スピーキング

合計

リーディング

配点 解答時間

28問 35点 約13分

31問 50点 約27分

8問 60点 約15分

67問 145点 約55分

英語応対能力検定は、接客従事者を中心にボランティアや一般の方も対象とした検定で、
海外からのお客様との応対に大切なリスニングとスピーキングを重視しています。
受験に向けた学習を重ねることで、実際に使われる基本的な単語やフレーズを
身につけることができます。
実践に即した検定へのチャレンジで「おもてなし英語力」を磨きましょう。

試験内容・実施要項

試験結果でＡあるいはＢの評価
だった方は、認定バッジをお求め
いただけます。　
※購入方法は、ホームページを
　ご参照願います。

● 認定バッジ （2.8cm×2.8cm）　　
     ピン式　1個 1,000円（税込）  マグネット式　1個 1,500円（税込）  ＊国内送料無料

ピン式 マグネット式

＊A評価はふちが金色、B評価はふちが銀色に
　なります ＊金色・銀色ともピン式、マグネット式を

　ご用意しています

英語応対能力検定公式認定バッジ

受験申し込み・お問い合わせ

20210401



問題例

目指す応対力イメージ

まちかどを想定した一般試験の例題です。あなたもトライ！

リスニング
英語の語句を聞き、それに対する最も適切な日本語
訳を一つ選びなさい。
Aquarium
（A)プール　（B）競技場　（C）水族館　（D）美術館

問題③

リスニング
英語での発言を聞き、話し手の意図に関する説明と
して、最も適切なものを一つ選びなさい。
What kind of food is oyakodon?
（A)値段を知りたい。  （B）食べ物の好みを聞きたい。
（C）早く食べたい。 　 （D）どんな食べ物なのか知りたい。

問題④

リーディング
次の語句について、英語のものは日本語に、日本語
のものは英語にしたとき、最も適切なものを一つ選
びなさい。
演劇場
（A） theater  （B） shrine  （C） church  （D） hospital

問題①

リーディング
日本語の状況説明を読み、その状況での発言とし
て、最も適切なものを一つ選びなさい。
道を歩いていたら急に外国人に英語で話しかけられま
したが、何を言われているのかわかりませんでした。
（A） I don’t think I can do that. 
（B） Please take your time.
（C） Sure, no problem. 
（D） Could you repeat that, please?

問題②

〈解答〉　問題① （A）　問題② （D）問題③ （C）　問題④ （D）

スピーキング
画面に表示された定型表現を英語で言いなさい。
よいご滞在を。 
　（解答例）Have a nice stay.
ここから歩いて5分です。  
　（解答例）It’s five minutes’ walk from here.

問題⑤

スピーキング
画面に表示された資料に基づき質問に答えて説明
しなさい。
Excuse me.  Is the North Exit the best
way to get to Kusunoki restaurant?
　（解答例）Yes, the North Exit is the best for 
　　　　　Kusunoki restaurant.

問題⑥

★スピーキング試験は録音された解答をトレーニング
を受けた試験官が基準に則り評価します。

あなたは、今、さくら駅の
北口にいます。

南口

北口
さくら駅

ことぶき寺

そらいろ
コンビニ

くすのき
レストラン

そらいろコンビニ
・24時間営業
・駅から徒歩1分
・市内観光マップあり

いまこそ必要。これから重要。

海外からのお客様の応対に何より大切な

 「聞く」「話す」を測る検定です。

英語応対能力検定とは

難しい単語や長い文章、正確な発音などは必要以上
に問いません。簡単なフレーズで表現する“伝わる”
英語力を評価します。

聞く・話すにフォーカスした
おもてなし英語力を測ります。

読む
reading

話す
speaking

聞く
listening

話す
speaking

書く
writing

読む
reading

聞く
listening

従来の英語学習 英語応対能力検定

■本検定では「リスニング」「スピーキング」の2技能を中心に測定します。

困っている訪日外国人旅行者の力になれる
英語応対能力を目指します。

4段階で到達度を評価
結果は合格・不合格ではなく、Ａ～Ｄの４段階で
評価します。受験者には、具体的アドバイスを記載
した「結果レポート」を提供。弱点の把握と次回
の目標設定に活用できます。

41 期間中いつでもどこでも
試験は、お申し込みも受験もインターネットから。試験期
間中24時間、スマホ、パソコン、タブレットから、場所も時間
もご自身の都合に合わせて受験できます。

B　的確な応対！
訪日外国人に対して、概ね的確な応対が多くの場合できる。
相手の言葉を理解する力と知識が概ねあり、多くの場合、的確
に応対することができる。

C　とにかくひとこと！
訪日外国人に対して、ごく初歩的な応対が場合によってはできる。
相手の言葉を理解する力と知識に不足はあるが、場合により、
ひとことでの応対ができる。

D　がんばろう！
訪日外国人への応対がほとんどできない。
相手の言葉を理解する力と知識が不足しており、ほとんどの
場合、英語での応対ができない。

訪日外国人への応対が十分にできる。
相手の言葉を理解する力と知識が十分にあり、詳しく丁寧に
応対することができる。

A　丁寧な応対！

検定の特長

多くの企業・団体が協力
本検定は接客の第一線で働く方々の協力を得て
作られており、現状に即した場面や難易度で英語
応対能力を測ることができます。変化する実情に
合わせ、試験問題も更新していきます。

5

一 般 試験

2 必要なシーンに合わせた試験
まちかどでの応対を想定した「一般試験」と、5種類の業
種別試験をご用意。それぞれのシーンにふさわしい英語
力を測定します。

まちかど英会話

販 売 宿 泊 飲 食 鉄 道 タクシー

業種別試験

「聞く」「話す」力に重点
「読む（リーディング）」「聞く
（リスニング）」「話す（スピー
キング）」の順で試験を行い、中
でもリスニングとスピーキング
の２技能に重点を置いて採点
します。

3

利用可能環境
パソコン スマートフォン タブレット

レベル
D

レベル
Aレベル

Bレベル
C

Which bus goes to
the stadium?
スタジアムに行くのはどのバスですか？

とにかくひとこと！
この表現ができれば

C～B評価5番のバスです。
Bus No. 5

的確な応対！
この表現ができれば

B～A評価

The bus from bus stop No.5
5番乗り場から出るバスがそこに行きます。

丁寧な応対！
この表現ができれば

A評価

Bus No.24 from bus stop 
No.5 goes there.The buses 
leave about every 30 minutes.
5番乗り場から出る24番のバスがそこに行きます。
だいたい30分に1本出ています。

バスターミナルで
乗り場を尋ねられる

OSやブラウザなどの利用可能環境につきましては、英語応対能力検定の
ホームページから最新の内容をご確認ください。
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