～ E-CAT 受験事前準備と試験実施手順 ～
このたびは、法政大学Everyday！英会話講座にお申込みいただき、ありがとうございます。
受験用ID/パスワードを受け取ったら、まず「動作環境」を整え、「動作確認」を行ってください。
動作確認は３分程度
３分程度で終了しますので、早めのご準備をおすすめいたします。

|| 各種お問い合わせ
お問い合わせ先
●

Everyday！英会話講座 および 学内受験 に関する内容
する内容
日米英語学院 Everyday！英会話講座 事務局
TEL

： 03-5985-4080
0 3-5985-4080（ 平日10:00 ～ 18:00 ）

E-mail ： e veryday@nichibei-eigo.co.jp

●

E-CAT 動作環境 および 動作確認 に関する内容
iTEP Japan テクニカルサポート
TEL

： 03-6265-3430
0 3-6265-3430（ 平日10:00 ～ 18:00 ）

|| E-CAT受験～結果送付までの流れ

※ E-CAT受験用ID/パスワードは、11月26日（月）より、メール送付致します。
※ 学内受験お申込みは、法政大学 Everyday！英会話講座専用サイトにて、11月21日より受付 いた
します。
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1. 受験用IDとパスワードが届いたら
お手元に受験用ID/パスワードが届いたら、まずは動作確認を行ってください。
※ 受験用IDとパスワードは再発行ができないため、スコアレポートが届くまで保管しておいてください。
※ 万が一、忘れた場合は、「日米英語学院 Everyday!英会話講座 事務局」へお問い合わせください。
※ E-CAT受験に際して必要な動作環境をご準備できない方は、E-CAT学内受験をお申込みください。
（学内受験のお申込みは、法政大学Everyday!英会話講座専用サイトにて、11月21日（水）より開始しま
す。時間帯ごとに定員が設定されているため、お早めにお申し込みください。）

|| 注意事項
●

受験期間は【11/26～12/7】です。受験期間内に必ずご受験ください。
（再受験期間は再受験案内を受け取ってから１週間です。）

●

受験者情報登録用のメールアドレスに
メールアドレスには、以下3点が受信許可設定を確認の上、受信可能なメールアドレ
スをご入力ください。
○

PCメールの受信許可設定

○

HTML形式メールの受信許可設定

○

次のドメイン（@itepinternational.com）

●

解答時間内に解答が思いつかない場合
解答が思いつかない場合は「 I

don’t know.」や「パス！」と発話してください。

●

周囲の音が録音されると採点の妨げとなるため、できるだけ静かな環境でご受験
静かな環境でご受験ください。

|| 動作環境
受験の前に以下のチェック項目をご確認ください。（ 必
 ず☑

を入れながら ご確認ください。）
●
●

ご自分の環境（OS/ブラウザ）を調べるサイト例： h ttps://supportdetails.com/
回線速度を測定するサイト例：https://fast.com/ja

☑
□
□
□

確認事項

✖ 利用不可

端末

PC

iPhone、iPad、タブレットなど

OS

Windows 7 / 8.1 / 10

Mac OS
iOS （iPhone / iPad）

音声入出力機器

マイク付きヘッドホン（PC用）

携帯電話やスマートフォン付属のマイク
付きイヤホン

ブラウザ

Google Chrome

Safari
Internet Explorer 11

□
□

○ 利用可能

Microsoft Edge
Mozilla Firefox
インターネット回線
速度

750kbps以上
※ 目安は、安定して動画が見られる／Skype通話
ができるレベル
※12:00−13:00／20:00−25:00の時間帯は、回線混雑
の影響で速度が低下しやすいです。

その他のブラウザ
750kbps未満
※ 日頃、回線が重いと感じたり、途中で読み込み
が停止することが多い場合、正常に受験が完了し
ないことがあります。その場合再受験対象となりま
すので、学内受験をお勧めします。
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|| 動作確認（テクニカルチェック）
1.

E-CATのURLにアクセスします。

5.

Audio Playre：Can you hear the audio?

[http://www.ecatexam.com/]

2.

音声再生機能のチェックを行います。次の音声が
自動再生されている間に音量調整を行い、終わっ
たら【Yes】ボタンをクリックします。

【テクニカルチェックへ】をクリックします。

This paragraph will repeat to give you a chance to adjust the
volume of your computer. When you are finished adjusting the
volume, click the Yes button to continue.

6.

3.

Audio Recorder：Please repeat “This is a test.”

E-CAT開始画面

音声録音機能のチェックを行います。“This is a
test.”と実際に話す音量で繰り返し
繰り返してください。音
声の録音が終わると自動的に次の画面へ進みま
す。画面が進むまで繰り返し"This is a test.”と繰り
返してください。
Click to begin（クリックしてテスト開始）をクリック
すると次の画面に進みます。
4.

7.

Did you hear your voice clearly?

Internet Connection Speed:This is in Progress

インターネットの回線速度をチェックします。測定が
終わると自動的に次の画面に進みます。

録音された音声がクリアに聞こえるかチェックしま
す。自分の声が認識できたら【Yes】ボタンをクリック
してください。
※ 会話内容が聞き取れるかどうかを基準に判定し
てください。
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8.

Camera : Does the test require a camera?

9.

カメラは利用しないため【No】をクリックしてくださ
い。

Technical Check Complete

テクニカルチェック終了です。【Next】をクリックす
ると、自動的に「受験登録画面」へ移ります。

|| よくある質問
❓

音声が聞こえない
1. マイク付きヘッドホンがしっかり接続されているか確認してください。
2. マイクやスピーカーが「ミュート
ミュート」になっていないか確認してください。
3. スピーカーのボリュームを大きくしてください。

❓

手順６で Audio Recorder ：Loading から進まない
1. アドレス欄に「保護された通信
保護された通信｜https:
h ttps://～」と入力されているか確認してください。
2. 画面左上の「許可」ボタンをクリックしてください。
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2. E-CATの受験方法
受験当日にも、動作確認（テクニカルチェック）を行います。
事前チェック時とは、ネットワーク回線や周囲の状況が異なるため、必ず行ってください。
その後、受験登録画面に移ります。

1.

2.

受験登録画面

Test ID Number
：受験用ID
Password
：パスワード
配布または送付されたIDとパスワードを入力し、
【Next】をクリックしてください。

Registration：ユーザ情報登録画面

画面の内容に従って受験登録をしてください。
半角英数字で入力してください。

※ 不具合の原因になるため、テスト開始後は、キーボードおよびマウスの操作はしないでください。

＜個人情報の入力について＞
IDとパスワードの入力後に、個人情報を登録する画面が出てきます。「＊」印の項目は入力必須項目ですので、すべての情報を半角英数で入力
してください。
＊Last Name

苗字（必須）

＊First Name

名前（必須）

Middle Name

ミドルネーム（お持ちの方のみ）

＊Date of Birth

生年月日（必須）

＊E-mail Address

Eメールアドレス（必須）PCメール / HTML形式 / @itepinternational.com が受信可能

Mailing address Line 1

不要

Mailing address Line 2

不要

Phone

不要

Nationality

不要

＊Official Identification Number

「学籍番号（またはそれに準ずる学生を識別できるコード）」を半角で入力してください。大文字・小
文字も正確に入力します。

|| 受験中のトラブル対処方法
受験中「画面が固まる」「音が聴こえない」などのトラブルが発生した場合のみ、以下の操作を行ってください。
1.
2.

「ブラウザ」または「パソコン」を再起動します。
上記「動作確認（テクニカルチェック）」と同じ手順で、テストを再開してください。
※「テストID」および「パスワード」は、初回と同じものをご利用ください。
※まだ受験を終えていないPartから再開されます。
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3. E-CATについて
●

E-CATとは？
E-CAT（English Conversational Ability Test）は2016年に誕生した新しいスピーキングテストで、英語学習に励
む学生や社会人向けに開発された「英語非ネイティブとしての英会話能力」を測定します。ビジネスやアカデ
ミックな予備知識を問うテストではなく、英語を外国語として学習している学習者が、世界で英語を使うことを前
提としたテストになっています。

●

テスト形式
パソコンにヘッドフォンマイクを接続し発話する形式（iBT方式：Internet-Based Test）のテストです。テスト時間
は30分間。テスト実施から7日程度でスコアレポートが届きます。E-CATには、6つのパートがあり、パートが進
むにつれて難易度も高くなっていきます。
ポイントは、間違ってもとにかく話し続けること！
間違ってもとにかく話し続けること！
グレーダー（採点者）は話す内容を総合的に評価するので、30～60秒の制限時間内にどれだけ話せるかがカ
ギです。話すないようはもちろん大事ですが、多少の文法的な間違いなどはあまり気にしないで、どんどん話し
て得点アップにつなげましょう！
※問題が分からず解答ができない場合は、「I don’t know.」と答えてください。

●

E-CATのレベル設定
CEFR©（Common European Framework of Reference for Languages：ヨーロッパ言語共通参照枠）に準拠したレ
ベル設定（１〜５）になっています。英検でいえば、ほぼ４級から準１級にぎりぎり合格するラインです。E-CAT
の評価には「英会話準備レベル０」もありますが、CEFR©のPre A1以下なので対照表には記載されていませ
ん。
CEFR©

E-CAT
レベル 0

英会話準備レベル…まだ話すことに慣れていません。聞かれているこ
とが理解できないため、解答できないこともあります。

Pre A1

レベル 1

英会話スタートレベル…ごく簡単な表現は聞き取れます。頑張れば基
本的な語句で自分の名前や気持ちを伝えることができます。

A1

レベル 2

英会話初級者レベル…ごく基本的なフレーズを理解し、相手がゆっく
り、はっきり話せば簡単な会話ができます。

A2

レベル 3

英会話中級者レベル…自分のことや日常生活について、簡単なやり
取りができ、話題も提供できます。単純なテーマであれば、簡単な言
葉を使って会話ができます。

B1

レベル 4

英会話上級者レベル…ビジネス・学校・ネイティブとの会話などで内容
を十分理解できる。意見や考えについて簡単に短く説明できます。

B2

レベル 5

海外駐在・留学レベル…社会生活の幅広い話題について自然な会話
ができます。長い話でも、サポート例や理由を挙げながら自分の考え
を述べることができます。
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●

Part 別のねらいと評価のポイント
E-CATは、6つのPartで構成されています。Partはすべて、① 説明、② 準備時間
準備時間（
（Prepare
Prepare）、③
）、③ 解答時間
解答時間（
Speak）
）の
 順に進みます。準備時間と解答時間は同じで、Partによって３０秒または６０秒設定されています。準
備時間にはメモを取ることができます。

●

●

各パート画面例
Part 1

Part 2
Part

Part 3
Part

Part 4

Part 5
Part

Part 6
Part

Prepare
Prepare

Speak
Speak

・準備時間です！

・とにかくたくさん話してね！
・話は途中で終わっても大丈夫！
・分からなかったら「I don’t know.」

出題画面例
Introduction

・どんどんメモを取ってね！
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4.スコアレポートの閲覧方法
スコアレポートの閲覧方法
採点が完了すると、受験時にご登録いただいたメールアドレス宛に、スコアレポートを閲覧するためのURLがメールで
配信されます。URLにアクセスし、受験時に使用した受験用IDとパスワードでログインすることで、スコアレポートを確認
できます。
＜メール内容＞
From

noreply@iteponline.com

件名

iTEP Test Results & Score Report

本文

Dear iTEP Test Taker:
Your iTEP Official Score Report for the test taken on【受験日】is now available. Please use ID【受験用ID】
and the password you used when taking the test to view or print the report.
Score Report Link【スコアレポートを閲覧するためのURL】
If you experience any technical difficulties in accessing your Score Report or Test Results, please send a
brief explanation of the problem to iTEP Japan i nfo@itepexamjapan.com along with your name, test ID,
and test date.
Thank you for choosing iTEP for your English language assessment needs.
Sincerely,
Dan Lesho
Executive Vice President
Please do not reply to this email. This is an unmonitored address, and replies to this email cannot be
responses to or read.

|| 手順
1. メールのScore Report Linkをクリックします。
2. Test ID Number(受験用ID)とPasswordを入力
し、【Submit】ボタンをクリックします。

3. 【View】リンクをクリックします。
Test Results：解答音声の確認
Score Report：スコアレポートの閲覧

❓パスワードを忘れてしまったら

「日米英語学院 Everyday!英会話講座 事務局」へお
問い合わせください。

8

5. スコアレポートの見方と活用方法
スコアレポートは、① 点数とE-CATレベルが記載されたメインのレポート、② スキル別の詳しい説明が記載されたス
キル・ガイド、③ スタディー・ガイドの3枚からなり、すべてデータでの提供となります。
●

スコアレポート
スコアレポートの1枚目には、スコア、E-CATのレベル、評価に対するコメント、受験者の名前などが記載されて
います。

●

スキル・ガイド
２枚目のスキル・ガイドでは、Verbal Fluency（英語の流暢さ）、Linguistic Accuracy（正確さ）、Vocabulary
Range（語彙力）、Content（表現力）の４つのスキルを採点します。スキル別・パート別にE-CATレベル１〜５で
評価が出ます。また、各スキルに対する詳細なコメントもあります。

●

スタディー・ガイド
スタディー・ガイドは、４つのスキル別に、スコアの結果を踏まえた学習指針のヒントが記載されています。スタ
ディー・ガイド表（英・日）で、自分のレベルに応じたスキル別の学習ヒントを確認してみてください。スタディー・
ガイドの内容は個人の得点によって異なります。次頁の「スタディー・ガイド表」をご参照ください。
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