グローバル・コミュニケーション学群入学予定のみなさま
桜美林大学
学務部

≪英語・中国語・日本語レベル判定テスト実施のお知らせ≫

英語・中国語・日本語のレベル判定テストについて、新型コロナウィルスの感染が国内で拡大し
ている現状と、政府から出された大規模なスポーツ・文化イベントに関する自粛要請（中止・延期）
を受けて、感染拡大防止の観点から、例年実施しているキャンパスでの試験は中止することとしま
した。
以下内容をご確認いただき、学習希望言語ごとに必要なテストを各自受験してください。

【学習希望言語 ： 英語】
◆英語プレースメントテスト(CASEC) … インターネット受験(受験期日:3 月 23 日(月)正午まで)

【学習希望言語 ： 中国語】
◆英語プレースメントテスト(CASEC) … インターネット受験(受験期日:3 月 23 日(月)正午まで)
◆中国語学習履歴の提出 … 中国語学習経験等の自己申告フォームを記載後、桜美林大学へ返送
(3 月 23 日必着)
返送先住所：〒252-0206
神奈川県相模原市中央区淵野辺 4-16-1
桜美林大学 プラネット淵野辺キャンパス 2F PFC 事務室

【学習希望言語 ： 日本語】
◆英語プレースメントテスト(CASEC) … インターネット受験(受験期日:3 月 23 日(月)正午まで)
◆日本語レベル判定テスト … インターネット受験(別途、担当教員よりご連絡いたします)
問い合わせ先
学務部グローバル・コミュニケーション学群事務局（PFC2 階）
電話番号：042-704-7018
メールアドレス：gc@obirin.ac.jp
開室時間：9 時～17 時（土、日、祝日除く）

重要
グローバル・コミュニケーション学群入学予定のみなさま
桜美林大学
学務部
2020 年度春学期英語プレースメントテスト実施方法について
例年、英語プレースメントテストは、大学にお越し頂き受験頂いておりましたが、新型コロナウィルスの
感染が国内で拡大している現状と、政府から出された大規模なスポーツ・文化イベントに関する自粛要
請（中止・延期）を受けて、感染拡大防止の観点からキャンパスでの試験実施を中止することとしました。
その代わりに、英語プレースメントテスト(CASEC)を入学予定者のみなさま各自オンラインで受験して
いただきたくお願いいたします。下記の要領と裏面の操作方法をお読みの上、期日までに受験をお願い
いたします。

入学後に学修を希望する言語や、専修に関わらず、
全員が英語プレースメントテスト(CASEC)を受験してください
英語プレースメントテスト
受験方法 ：

◆ 自宅等のインターネットにつながるパソコンを使用して受験してください。
◆
◆
◆
◆
◆

受験期間

タブレット端末やスマートフォンでは受験できません。
このお知らせの裏面にある「CASEC受験要領」をよく読んで受験してください。
リスニングがあるので、パソコンから音が出るか事前に確認してください。
このテストでは、大学受験時の受験番号を使用します。
テスト終了後、点数を確認し、必ず控えをとっておいてください。

⇒ この手紙を受け取った日～ 3 月 23 日（月）正午まで

注 意 事 項 ：このテストは自分の実力に合ったクラスで学習できるようにするためのレベル判定テストで
す。家族や友人に受験を手伝ってもらうことや辞書等を使用することは、不正行為とみなされるだけでな
く、自分の不利益にもなります。レベルの合わないクラスに入ってしまうと、難しすぎたり、簡単すぎたりと
いう問題が出てきます。注意してください。
＊英語パスポートコース追加募集について
キャンパスでのプレースメントテスト中止に伴い、入学予定者用の書類の中でご案内している「英語パスポートコース」の
追加募集説明会や選考会も中止となります。参加を希望する方はオンラインでの選考を行いますので、リーフレットや大
学のホームページにてコース内容を確認の上、以下の手続きを取ってください。不明な点がある場合は、
passport@obirin.ac.jp（桜美林大学英語パスポートコース担当）まで問い合わせてください。
(1)

桜美林大学Webサイト「トップページ」左上の「桜美林大学で学びたい方」をクリック

(2)

「大学を受験される方へ」→「受験生サイト」→「合格者の皆さまへ」→「英語パスポート追加募集について」
をクリック

(3)

「英語パスポートコース追加募集サイト」のリンクからオンラインフォームを開き、そこに必要事項を記入して
3月23日（月）正午までに返信してください。

英語プレースメント試験に関するお問い合わせ先
学務部（グローバル・コミュニケーション学群担当）
電話番号: 042-704-7018
時間：9:00～17:00 （土日祝を除く）

※ 英語レベル判定テスト

－ＣＡＳＥＣ受験要領－
CASEC(キャセック)は、公益財団法人 日本英語検定協会が基礎開発した、次世代型の英語能力判定テストです。このテストの特徴は試験の途中で解答
の正解・不正解にあわせて問題の難易度を変化させていくというところにあります。自分のレベルより低い問題や極端に高い問題を解かなくてよく、試験時
間が短く、個々人のコミュニケーション能力をより精密に判定することができ、TOEICや英検への目安もその場で分かります｡
試験時間は約 40～50 分間です。テストは４つのセクションから構成されています。各セクション 250 点となっていて、1000 点満点となります。
下記マニュアルに従いログインをし、セクションごとの説明をよく読んで、試験を行ってください｡
【注 意 事 項】 このテストは自分の実力に合ったクラスで学習できるようにするためのレベル判定テストです。家族や友人に受験を手伝ってもらうことや辞書等

▼受験手順

を使用することは不正行為とみなされます。また、判定レベルの変更は出来ませんので、正しく受験しなかった場合には、レベルの合わないクラスに入ってしまうと、
難しすぎたり、簡単すぎたりという問題が出てきます。注意してください。

受験者は、まず右記にアクセスしてください。
「 受験前の3ステップ 」をクリック。受験
前にＰＣ環境やテスト形式を確認。

http://casec.evidus.com/
準備ができたら

「団体で受験するお客様」
をクリック【注意】誤って「個人で受験するお客様」か
ら受験料を支払った場合、返金いたしません。

「集合しないで受験」を
クリック。

受験者ID： 2020＋ 大学受験番号(8桁)

桜美林大学

(ログインするには、入学手続き完了後、数日かかることがあります)

団体コード：400000003987 （数字12桁）
認証キ-：

4496 （数字4桁）

※大学受験番号の最初に「2020」を付けてください

例）202012345678
パスワード： 生年月日
例）20010515
（2001年5月15日の場合）

「利用規約に同意して進む」

アンケートの回答は任意です。

PC環境に問題がなければ
をクリック。
｢受験環境を満たしていると診断された｣の項

（テスト結果には全く影響しません）

目にチェックし、「次へ」をクリック。

ここから「受験」が
始まります。

「次へ」をクリック。

いよいよテスト開始です。

スコアが表示されたら、
テストは終了です。
スコアを控えてください。

CASECテストに関するお問合せ先：株式会社教育測定研究所 CASECサポートセンター
TEL: 03-6833-1347（平日：10時～17時／土日祝日・年末年始除）
※時間外のお問合せはHPトップページ上の「ヘルプ/お問い合わせ」にある専用フォームよりご連絡ください。
※お問合せ時は、団体名と受験者IDを必ずお知らせください。

PC Ver.

－CASEC Examinee Manual－

CASEC (Computerized Assessment System for English Communication) is an adaptive-type test for evaluating English proficiency. By adjusting the
difficulty of the questions in accordance with the correct or incorrect answer to preceding questions, this test can accurately evaluate English ability.
And you do not have to answer extremely easy or difficult questions not at your level. In a short amount of time, your communication level is precisely
determined and you can get corresponding scores of TOEFL, TOEIC etc. immediately after the exam. It takes around 40~50 minutes to finish the
test. The test contains 4 sections. The maximum score per section is 250 and the maximum score for the whole test is 1000.
Please follow the instructions shown below to log-in and take the test. After you log-in, please read each section explanation carefully before you start
taking the test.

▼Exam Flow
First of all, access the following link. ⇒

https://casec.evidus.com/

■In order to take the CASEC test, your computer must fulfill the following system requirements:
OS

Browser (*)

(*) Beta versions of the above browsers are not supported.

Other Functions

(*) As for Google Chrome, we check if the application works properly on the latest version.

Internet Explorer11
Windows 8.1/10(*1)

But it may not be supported yet immediately after its release.

Google Chrome
Windows10: Microsoft Edge20
or higher

Macintosh OS 10.9
or higher

Works with JavaScript, Cookie.

(*) The application does not work on a tablet PC.
(*1) Only Desktop UI is available. Modern UI is not supported.

There are listening questions. We recommend using headphones
or taking test at quiet place.

safari 7.0 or higher
Google Chrome

Click the orange button
[団体で受験するお客様].

Click [集合しないで受験].

Check the operating environment
before you start.

After entering the Examinee ID and Password, click [ログイン].

受験者 ID/Examinee ID:

2020+Examinee ID for Oberlin Entrance Exam

After entering the Group Code and Authentication Key, click [ログイン].

団体コード/Group Code： 400000003987 (12 digits)
認証キー/Authentication Key： 4496 (4 digits)

Make your Examinee ID 8 digits by adding “2020” before your
Examinee ID for Oberlin Entrance Exam.
e.g. Examinee ID for Oberlin Entrance Exam
=12345678 → 202012345678

パスワード/Password: Birthdate (yyyymmdd / 8digits)
e.g. Apr.1st, 2001 → 20010401

If your PC environment is ok, check
Click
「利用規約に同意して進む」.

[受験 環境を満 たしている と診断さ れた ]
and click [次へ].

Click “OK”
to start taking the
exam.

Click [次へ].

Answer the questionnaires voluntary.
(It does not affect your exam score.)

Click [NEXT].
The exam will start.

Your score is displayed after the exam.

Contact：The Japan Institute for Educational Measurement, Inc. CASEC Support Center
Business hours: Weekdays 10 a.m. to 5 p.m. / Sat., Sun. and Public Holidays off. Inquiry Form: https://casec.evidus.com/inquiry/
*Please tell us your Group ID and Examinee ID when you contact us.

中国語学習経験等の自己申告フォーム
下記フォームはクラス分けに活用されるため、これまでの中国語学習経験等について、できるだけ詳しく記載してくだ
さい。
希望言語

氏名

フリガナ

備考

中国語
１

中 国語 特別 専修 希望
の理由

２

中国語の学習経験

有 ／ 無 有の場合は、以下を記入してください。
（１）時期・期間
（２）時間総数
（３）中国語圏滞在経験
（４）HSK、中検等資格、取得時期
（５）その他参考となる情報

３

中国語のレベル

良く

まあまあ

少し

まったく

（4=できる、3=で き る、2=できる、1=できないから数字を一つ選ぶ）

（１）聞く
（２）話す
（３）読む
（４）書く
（５）ピンイン
（６）その他参考になる情報（自由記入）
４

家族内等で中国語を
使用する環境の有無

（例：母親は中国人です。）

