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「校内英語検定」と「各種英語公認検定」の実施について（お知らせ） 

 

 

桜花の候、保護者の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 さて、今年度も、英語教育のさらなる充実を目指し、「校内英語検定」と「各種英語公認検定」を下記の要領で

実施いたします。趣旨をご理解いただき、ご協力くださりますようお願いいたします。 

 なお、受験者数の減少のため本年度から年３回実施していました英検を年２回に縮小して実施いたします。ご

理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

記 

 

１ ねらい 

   ・児童生徒一人ひとりの英語力を知る客観的な指標とするとともに、児童生徒の英語学習への意欲づけを

図る。 

 

２ 「校内英語検定」と「各種英語公認検定」について 

   校内英語検定 

・「各種英語公認検定」の約１ヶ月前に校内で実施します。 

    ・英検 Jr.・英検の中から希望するものを全員受験します。（全員同日受験） 

   各種英語公認検定 

・英検 Jr.・英検の公認検定試験で、希望者のみが受験します。（受験日は別々） 

 

３ 実施期日 

 校内英語検定（全員）  各種英語公認検定（希望者） 

第１回 

・英検 Jr. 

４月 ２２日（月） ・英検 

 → 

・意欲づけ 

・指導 

・学習提示 

→ 

５月３１日（金）・英検 

  

６月１８日（火）・英検 Jr. 

第２回 

・英検 Jr. 

８月３０日（金） ・英検 

 

１０月 ４日（金）・英検 

 

１０月２９日（火）・英検 Jr. 

第３回 

・英検 Jr. 

１２月２日（月） ・英検 

 

 

◆ 英検 Jr.、英検は年２回実施し、日時等の詳細は追ってお知らせします。 

◆ 関係機関での受験となること、また、実施にあたり一定人数の受験者が必要であること、費用がかなり

高額になることなどから、TOEIC・TOEIC Bridge は本校での本試験受験ができません。 

 



４ 資料「英検 Jr.・英検・TOEIC・TOEIC Bridge」 

 英検 Jr. 英 検 TOEIC L&R TOEIC Ｂｒｉｄｇｅ 

測定 

範囲 

小学校の英語活動で初めて英語にふれる児

童から小学校英語活動５年以上で文字の学

習経験３年以上 

中１レベルから 

大学中級レベル 

（５級～準１級） 

中級から最上級レベル 

 

初級から中級レベル 

出題内

容 

Bronze：日常生活での身近な出来事 

Silver :身近な社会生活での身近な出来事 

Gold  :日本や外国の身近な話題 

日常的で身近な内容

から医療やテクノロ

ジーなど社会性のあ

る内容まで 

身近な内容からビジネスまで 日常的で身近な内容 

形式 

リスニング形式 

英語を聞いてそれにあったイラストに○を付け

る（Silver と Gold の一部に選択肢が文字で書

かれた問題あり） 

マークシート＋２級以

上はライティングあり 

（３級以上は二次試験

の面接あり） 

マークシートによる一斉客観

テスト 

マークシートによる一斉客観

テスト 

評価 

スケー

ル 

Bronze(小学校低学年程度で初めて受験する

児童が受験) 
＜合格ライン＞ 

準１級 ：80% 

2級  ：78% 

準 2級：73% 

3級  ：68% 

４級  ：62% 

5級  ：50% 

リスニングスコア 5-495 

 

リスニングスコア 10-90 

Silver(Bronze を受験して８０％以上正解した

児童が受験) 

リーディングスコア 5-495 

 

リーディングスコア 10-90 

Gold(Silver を受験して８０％以上正解した児

童が受験) 

トータルスコア 10-990 

 

トータルスコア 20-180 

 スコアは 5 点刻み スコアは 2 点刻み 

- サブ・スコア 

（５分野３段階評価） 

テスト 

構成 

Bronze:語句・会

話・文章 

小問４０

問 

約３０分 リーディングとリスニン

グ（全級） 

リスニング 100 問 45 分間 リスニング 50 問 2５分間 

Silver :語句・会

話・文章・文字 

小問４５

問 

約３５分 ライティング（準２級以

上） 

リーディング 100 問 75 分間 リーディン

グ 

50 問 35 分間 

Gold  :語句・会

話・文章・文字 

小問５０

問 

約４５分 面接（３級以上） トータル 200 問 120 分

間 

トータル 100 問 60 分間 

結果 
合否はつけず、次の目標をしめす 

受験者全員に CERTIFICATE を発行 

公式認定証あり 

（海外では２級まで） 
公式認定証あり 公式認定証あり 

受験料 
120～140 Lei＝予価  

（グレードによって違う） 

100～280Lei＝予価 

（級によって違う） 
 

 

特徴 

●本校での本試験実施可能。 

●リスニング形式中心、簡単な回答方法なの

で、英語を習い始めたばかりの児童でも安

心して受けられる。 

●合否がない「育成型」テスト、「正答率」で評

価している。 

●全国規模で実施する客観性の高いデータ

が得られる。 

●英検とのつながりはない。 

●２級までは本校での

本試験実施可能。 

●歴史と伝統があり、

社会的な認知度が

高い。受験者も毎年

300 万人ととても多

い。 

●日本を中心とするテ

スト 

●検定テストなので、

小さい幅での進捗

状況がつかみにく

い。 

●初級英語学習者からネイ 

ティブスピーカー（英語を 

母国語とする人）に近いレ 

ベルまでの英語によるコ 

ミュニケーション能力を  

測定する世界共通テスト。 

●テストには受験級のような区

分はなく、受験者全員が同

じ試験問題に解答。結果は

10 点から 990 点までのスコ

ア 

●テストは毎回評価基準を一

定定にして行われる。従っ

て、英語能力に変化がな

いかぎり何回受験しても得

点に変動がないよう標準化

されたスケール上のスコア

で評価。 

●初級・中級レベルのコミュニ

ケーション能力を評価する

世界共通テスト。 

●結果は合格・不合格ではな

くリスニング、リーディング、

トータルスコア、及び５分野

３段階のサブ・スコアで評

価。 

●テスト時間と問題数をＴＯＥＩ

Ｃの半分に設計 

●ＴＯＥＩＣよりも日常的で身

近なコミュニケーション場面

や素材をテストに採用。 

●リスニングセクションの出題

スピードはＴＯＥＩＣより遅く、

ネイティブスピーカーが「注

意深く」話す際のスピードと

同じ。 



 

 

To the parents                                                                                      

                                            April 15, 2019 

Japanese School of Bucharest 

PRINCIPAL: Shimizu Tetsuya 

Notice regarding the English tests Eiken (simulation tests and official tests) 

 

Please allow us to send you our best wishes now, when cherry trees are in full bloom. We are informing you 

below about the tests that we will organize this school year, both the simulation tests and and the official 

tests.  

1. Goal : to obtain an objective evaluation of the students’ level of English and educate them so as to grow fond 

of studying English. 

 

2. About the simulation tests  and the official tests 

The simulation tests  They are taken about one month prior to the official ones. All the students have to 

take them and they can choose what level to take, from Eiken Junior to Eiken 2. Test dates are the same for 

everybody. 

Official tests They are optional. Only those who apply for them can take the official tests. Dates differ 

according to the type of exam they choose to take. 

 

3.Test dates 

 Simulation tests  

(all the students) 

 Official tests 

(opțional) 

First 
Monday, April 22 

Eiken Jr, Eiken  
→ 

Desire to 

study 

Guidance 

Showing 

the results 

→ 

Friday, May 31 Eiken 

Tuesday, June 18 Eiken Jr. 

Second 

Friday, August 30 

Eiken Jr  

Eiken 

Friday, October 4 Eiken  

Tuesday, October 29 Eiken Jr  

Third  
             Monday, December 2 

Eiken Jr Eiken  
 

 

 

◆ The Official Eiken and Eiken Junior are held twice a year. We will give you details about them as we get 

close to their respective dates.  

 

◆ Neither TOEIC nor TOEIC Bridge can be taken in our school, as they have to be held on the premises of 

other institutions, they require a minimum number of applicants and their fee may be quite expensive.   

 

 


