＜更新版＞
実施日程を追加いたしました。
各位
2022 年 8 月 10 日
2022 年 8 月 30 日 更新
公益財団法人 日本英語検定協会

第 1 回 「英検 ESG 祭り」 開催のお知らせ
11 月 19 日（土）・20 日（日）小学校５・６年生に 英検 ESG を一斉実施
＜英検準会場登録をされた全国の塾様 対象＞
公益財団法人 日本英語検定協会（以下、「英検協会」）は、このたび、実用英語技能検定（以下、「英検」）
の準会場登録された全国の塾様を対象に、第 1 回「英検 ESG 祭り」を実施いたします。本企画は、英検 Support
Program 「英検 ESG」（以下、「英検 ESG」）※1 を、英検準会場登録をされている、全国の塾様に無償※2 でご
提供し、その塾様を試験会場として、所属生徒に限らず、近隣の小学校 5・6 年生に、11 月 19 日（土）および
20 日（日）に「英検 ESG」を全国一斉で実施します。
※1: 英検 Support Program 「英検 ESG」 サービス開始のお知らせ （2021 年 6 月 21 日付）
※2: 各種登録および、「英検 ESG 祭り」に関する費用は無料です。（返送料のみご負担いただきます）

詳細につきましては、「英検 ESG 祭り」特設ウェブサイト をご高覧願います。
本企画の趣旨は以下のとおり。
【本企画の趣旨】
小学校にて英語学習が教科化されて早 2 年が経過しました。それに伴い、全国の小学生達は、英語を学ぶ喜び
を知り、実際に英語でできることも増えています。こうした我が国の英語教育の潮流を受け、英検協会では、学校
様だけに留まらず、地域の塾様とも共に、特に小学校 5・6 年生に、「英語で出来ることが積みあがってきている」と
いう喜びを実感いただき、更なる英語学習を深める意欲を持っていただくために、現在、主に自治体様や学校様に
ご提供させていただいております、英検 ESG を先の英検の準会場登録をされている塾様にご提供させていただくこ
とを考えました。これにより、全国の各地域や教育現場で、格差のない、“公平な英語教育機会”のご提供に寄与
したいと考えております。
なお●「英検 ESG」について、ならびに●第 1 回「英検 ESG 祭り」実施概要、ならびに●「英検 ESG 祭り」の特長は
以下のとおりです。
●「英検 ESG」（Elementary School Goals）とは

英語学習を始めたばかりの小学生に、「英語学習は楽しい！」・「ちゃんと成長しているよ！」と
実感していただくことを目指して開発したアセスメントです。


小学校の指導要領に準拠しております。



合格/不合格ではなく、学習到達度を客観的指標(CSE スコア)で評価します。



友達との比較ではなく、「自分は英語を使って何ができるのか？」を生徒自身で確認できます。



英検と同じ CSE スコアも付与されますので、英検への目標・ご指導にもお役立ていただけます。



技能数：２技能（リーディング、リスニング）

試験時間：30 分

※英検 ESG は、実用英語技能検定（英検）とは異なります。
※英検 ESG は通常自治体経由で提供されるアセスメントですが、今回提供するのは「第 1 回英検 ESG 祭り」専用の問題です。重複受験しても支
障ありません。
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●第 1 回 「英検 ESG 祭り」 実施概要

「英検 ESG 祭り」にご参加いただくためには、英検団体登録および英検準会場登録をしていただく必要がございます。
登録の手順については、次ページをご参照ください。また、詳細につきまして、説明会も開催させていただきます。
申込期間

2022 年８月 22 日（月）～９月 20 日（火）

申込方法

専用ウェブサイトからの団体責任者による申込 （8 月 22 日（月）ウェブサイト オープン）

試験日時
受験料
技能数/試験時間
出題範囲
受験対象団体
受験対象者
最少受験人数

2022 年 11

19 日（土）
2022 年 11 月 20 日（日）
無料

月

※日程追加

10 時、12 時、14 時開始から選択可能
※複数回実施が可能です

※試験後の解答用紙等返送費は試験実施団体にご負担いただきます。

技能数：２技能（リーディング、リスニング）
出題範囲：小学校の学習指導要領に沿う

試験時間：30 分

英検団体登録＆準会場登録をしている塾/英会話教室 （ご希望があれば小学校も）
塾・その他団体に通われている小学 5・6 年生、ならびに地域の小学 5・6 年生
→現在塾等に通われていない地域の子ども達も受け入れていただけますと幸いです。
10 名以上 （現時点で貴団体に所属していない地域の子ども達も受け入れ可能）

・試験資材(問題・解答用紙)を使い、受験していただきます。
受験形式

・安心して受験いただけるよう、英検協会にて実施マニュアルを準備いたします。
・実用英語技能検定（英検）準会場実施をイメージしていただければ幸いです。
「英検 ESG 祭り」に限り、お申し込み時点では、受験者確定人数ではなく、最大での受験予定

備考

人数でのお申し込みが可能です。祭りの日直前まで塾生ならびに、地域の子ども達へお声がけい
ただき、1 名でも多くの受け入れをお願いいたします。

●「英検 ESG 祭り」の特長

【所属生以外の外部生（一般受験者）の受け入れについて】
なお、今回の ESG 祭りは、冒頭の趣旨に則り、英検の実施と同様、所属の塾生に限らず、外部の小学校５・６年生を
受け入れていただける塾様を募ります。したがいまして、英検 ESG 祭りにご参加を希望される塾様におかれましては、本企
画の趣旨にご賛同いただき、所属の塾生だけでなく、近隣の小学校 5・6 年生への学習機会の提供支援にご協力いただ
きますようお願い申し上げます。
したがいまして、お申し込みをされる時点で、所属の対象の塾生の人数に加えて、近隣の小学校 5・6 年生の受け入れ可
能人数を概算し、予定人数としてお申し込みいただき、試験直前まで受け入れを続けていただければと存じます。
ついては、一般受験者を受け入れ可能な塾様の一覧を 10 月よりウェブサイトで公開予定です。
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本企画への参加には、これまでお伝えのとおり、英検の団体登録・英検準会場登録が必須となります。手続きは簡単で
すので、まだお済みでない塾様に向けて登録のお手続き方法をご案内いたします。「団体登録なし・準会場登録なし」の

塾様、また「団体登録あり、準会場登録なし」の塾様、さらに、「団体登録・準会場登録が共にある」塾様と、締切り
日、また必要なお手続きが異なりますので、以下の表をご参照いただきますようお願いいたします。

英検「団体登録」 申請について
申請方法

第 1 回英検 ESG 祭りのための団体登録・準会場登録について をご参照願います。

英検「準会場登録」 申請について
申請期間

申込方法
英検準会場登録
登録完了お知らせ

2022 年 8 月 10 日（水）～9 月 11 日（日）
最短 7 営業日で申請完了できる体制を整えています。
2 ステップ（団体登録 3 営業日、準会場登録 3 営業日）
専用ウェブサイトからの申請

https://www.eiken.or.jp/eiken/apply/group/about/eiken-esg.html

※以下４点の準備物があれば、簡単に申請可能です。
2022 年 9 月 15 日までにお知らせいたします。※不備がある場合がありますので早めに申請してください。

1. 団体登録完了通知メール（団体番号、準会場登録用 URL、パスワードが記載されています）
2. 団体の実在証明書類画像

申請に向けた
事前準備物

➢

法人…法人登記簿（履歴事項全部証明書）

➢

個人…①②のいずれか
→①団体代表者の住民票（マイナンバー・本籍の記載なし）
→②運転免許証または電気・ガス・水道料金の通知書（申請団体代表者の氏名および住所が記載

されているもの）

3．試験会場となる教室の見取り図（A4 サイズ 1 枚程度。手書き可）
見取り図上に試験を実施する教室がどこか分かるように明示してください。

4．試験を実施する教室の写真（教室ごとに、入り口方向および逆方向から撮影した 2 枚）
2 枚の写真で教室全体が確認できるよう撮影してください。

備考

「英検ＥＳＧ祭り」に参加するためには、9 月 11 日（日)までに準会場登録申請を行い、
9 月 15 日（木）までに英検協会から準会場登録完了通知が届いていることが条件です。
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「英検 ESG 祭り」および「英検準会場登録」 に関する説明会のご案内
今回、「英検 ESG 祭り」、「英検準会場登録」について、より詳しくご説明させていただくための「オンライン説明会」を
以下の要領にて実施いたします。お忙しい中、誠に恐縮ではございますが、下記申込フォームよりお申込みいただきま
すよう、お願い申し上げます。
対象：「第 1 回英検 ESG 祭り」をご検討されている塾・その他団体の先生方
日時：英検団体登録が締め切りとなる 9 月 4 日（日）までは、２部構成にて説明会を実施いたします。
平日
9 月 4 日までの開催日程

土曜

8/22(月)、25(木)、31(水)、

8/27(土)、

9/2(金)

9/3(土)

第 1 部：「英検 ESG」、「英検 ESG 祭り」とは

13:30 ～ 14:00

10:30 ～ 11:00

第 2 部：英検団体登録・準会場登録について

14:30 ～ 15:00

11:30 ～ 12:00

英検準会場登録締め切り後は、第 1 部のみ説明会を実施いたします。
平日
9/6(火)、8(木)、14(水)、

9 月 5 日以降の開催日程

土曜
9/10(土)、17(土)、

16(金)

第 1 部：「英検 ESG」、「英検 ESG 祭り」とは

13:30 ～ 14:00

10:30 ～ 11:00

第 2 部：英検団体登録・準会場登録について

実施なし

実施なし

「英検 ESG 祭り」に関する説明会 参加申込方法
WEB

以下の URL もしくは二次元コードよりお申込ください。
https://www.eiken.or.jp/eiken-esg/festival/event.html

「第 1 回 ESG 祭り」に関する問合せ先：
▶英検準会場登録に関するお問い合わせは 03-3266-8611（平日 9:30～17：00）

▶特設サイト：

https://www.eiken.or.jp/eiken-esg/festival/

▶お問い合わせ専用メール：

esg-matsuri@eiken.or.jp
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