
無料！
参加費

小学校で学ぶ
英語がどこまで
身に付いたか
わかる

英検ESG（Elementary School Goalｓ）とは
英検ESGは、小学校卒業時の英語力目標の到達状況を、学習指導要領の求める範囲内で確認
することができます。合格/不合格ではなく、学習到達度を客観的な指標（CSEスコア）を用いて評価
するアセスメントで、「自分は英語を使って何ができるのか？」をご自身で確認できます。

英検公式の成績表を
もらえる

試験後は復習パッケージ※

も使える　　　　

bed, bear, bike game

230 / 275230 / 275

ID
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1 I want to be a teacher.
2 I like tennis.
3 I don't like apples.

How's the weather?
1 It's summer. 
2  It's rainy.
3  Two trees.

A: I went to the zoo with my father. 
It was fun.
B: When?
A: On Sunday. We saw many animals.
I was happy.
B: I want to go, too.

I have a bag.  
My pants are brown. 
I have a cap. 

Who am I?

1  I like milk.
2  I like donuts.
3  I like salad.0% 30% 60% 100%

URL xxxxxx
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A: I went to the zoo with my father. 
It was fun.
B: When?
A: On Sunday. We saw many animals.
I was happy.
B: I want to go, too.
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1 I want to be a teacher.2 I like tennis.3 I don't like apples.

How's the weather?1 It's summer. 2  It's rainy.3  Two trees.

A: I went to the zoo with my father. 
It was fun.B: When?A: On Sunday. We saw many animals.

I was happy.B: I want to go, too.

I have a bag.  My pants are brown. I have a cap. Who am I?

1  I like milk.2  I like donuts.3  I like salad.
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A: I went to the zoo with my father. 
It was fun.B: When?A: On Sunday. We saw many animals.

I was happy.B: I want to go, too.

英検ESG祭りの特長
特長 1 特長 2 特長 3

小学校英語の
到達度がわかる

合否のない、スコア式の試験で

　　

※ 復習パッケージとは、自律
的な学びに活用できる
ウェブコンテンツです。

英語に自信を持って中学校に進めます。英検ESG祭り
に参加すれば 英検5級受験へのブリッジとしてもご活用ください。

中1 小6
新

対象

日本英語検定協会は、全国の塾の皆

様とともに、全ての新中学校1年生・新

小学校6年生に「英語でできることが積

みあがってきている」という喜びを実感し

ていただくために、「第2回英検ESG祭

り」を実施いたします。

申込期間の詳細は、団体責任者（先生）にご確認ください。

※実施日をご記入ください。

試
験
日 3月 4月

2023年

第1回英検ESG祭り（2022年11月実施）で使用した問題にて実施します。  第1回に参加した児童も同じ問題を解くことで、英語でできることを正確に確認することができます。

試験時間 ： 30分 試験項目 ： リーディング、リスニング（２技能） 会場 ： 本ポスターを掲示している学習塾

第2回

　　

小学校英語での「英語でできること」を測る

英検ESGを全国一斉実施！

英検英検
Spring Festival


