2016 年度第二回 書写検定申込書
ふりがな

＜後援・推薦＞
文部科学省後援、全国各都道府県教育委員会後
援、日本技能検定協会連合会推薦

受験者名
※ふりがなを必ずお書き下さい。

＜資格取得者への各種特典、優遇制度＞

所属
NY 育英 NJ キャンパス（□全日制 □アフター部門）
育英サタデースクール（□NJ 校 □M 校 □PW 校）
□りんごラーニングセンター □サンデースクール
□フレンズアカデミー □その他（
）

生年月日
西暦（
性別（

）年（
）

）月（

）日

日本式の学年（

希望受験会場
□NY 育英 NJ 学園キャンパス
□育英サタデースクール

）

□フレンズアカデミー

ポートワシントン(PW)校

Carrie Palmer Weber Middle School

受験科目・級・検定料

硬

筆（
準登録：

毛

筆（
準登録：

書写検定

級、＄

）

□実技合格

□理論合格

級、＄

）

□実技合格

□理論合格

キ
リ
ト
リ

電話番号：
Email Address:
住所:
City ____________ State______ ZIP Code__________
以下もご記入下さい。申込書を受け取り後、返送いたします。

2016 年度第二回 書写検定
検定日：2016 年 11 月 12 日(土)

受験票

希望受験会場
□NY 育英学園 NJ キャンパス □フレンズアカデミー
□ 育英サタデースクール ポートワシントン(PW)校
Carrie Palmer Weber Middle School

氏名（

）

硬

筆（
準登録：

級、＄
□実技合格

）
□理論合格

毛

筆（
準登録：

級、＄
□実技合格

）
□理論合格

合計金額＄＿＿＿＿＿＿
受験票は、必ず検定当日にお持ちください。

毎年、表彰式を実施し、成績優秀者には『文部科
学大臣賞』・『協会賞』等が授与されます。
履歴書の資格欄に『平成○年度第○回文部科学省
後援硬筆・毛筆書写技能検定○級合格』と記入する
ことができます。
文部科学省後援の検定試験ですから公的性があり
資格として履歴書に書くことができます。既に働い
ている方も生涯教育として一つの目標となる上に、
実生活でもあなたの書く字の美しさにまわりからの
印象が良くなるでしょう。
中学生には、合格級を高校進学時の内申書（調査
書）に記入でき、高校入試に役立ちます。
合格証明書の交付が受けられます。
指導者証、認定書の交付を行います。（ペン字教
室・書道塾の開設等に利用）
１級合格者を対象に、優秀な指導者としての社会
的な位置づけを行うために指導者証、認定書を交付
致します。
入試優遇制度
特定の大学、短大、高校、各種・専修学校で、入試
の際の合否判定で優遇、または一定の点数が加算さ
れます。
増加単位認定
特定の大学、短大、高校、各種・専修学校で、増加
単位として認定する学校が増加しています。
平成６年７月に、現文部科学省(当時、文部省)から
出された通達に従い、高校では、
硬筆書写技能検定２級 ⇒ 『書道Ⅰ』に１単位
毛筆書写技能検定２級 ⇒ 『書道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ』のい
ずれかに２単位が増加単位として認定する学校が増
加しています。
同様に、大学、短大、各種・専修学校において
も、増加単位として認定する学校が増加していま
す。

2016 年度第二回
書写検定申込書
硬筆・毛筆
ニューヨーク会場

NY 育英学園ニュージャージーキャンパス
マンハッタン フレンズアカデミー
育英サタデースクール ポートワシントン校
同日開催

Japanese Children’s Society
8 West Bayview Ave.
Englewood Cliffs, NJ 07632

H P : w w w . j ap a ne s e s c h oo l . or g
( 20 1 6 年 ８ 月 現 在 )

試験日

2016 年 11 月 12 日（土）

申込〆切

2016 年 10 月 12 日（水）

試験科目

実技と理論

準登録について
実技または理論のどちらか一方に合格した場合、「準登録」の
手続きを行って下さい。準登録を行うと、次回、次々回の検定で
不合格科目のみを受験することができます。お申し込みの際は、
申込書の「実技合格・理論合格」の欄にチェックをして下さい。
ただし、検定料は通常受験の料金と同額になります。

試験会場
①ＮＹ育英ＮＪキャンパス(硬筆毛筆全級）

Japanese Children’s Society
8 West Bayview Ave,
Englewood Cliffs, NJ 07632
(201)947-4832
②フレンズアカデミー(硬筆毛筆全級）

Friends Academy of JCS
310 West 103rd Street,
New York, NY 10025
(212)935-8535
③育英サタデースクールＰW 校(硬筆 3, 4, 5 級)
Carrie Palmer Weber Middle School
Port Washington Blvd. & Campus Dr.,
Port Washington, NY 11050
(561)455-3871(土曜日のみ)

試験の程度
５級

毛筆および硬筆書写の初歩的な技術及び知識を
もって書くことができる。
４級
毛筆および硬筆書写の基本的技術及び知識をも
って書くことができる。
３級
毛筆および硬筆書写一般の基礎的技術及び知識
をもって書くことができる。
２級
毛筆および硬筆書写の専門的技術及び知識をも
っ て書くことができる。
準１級 毛筆および硬筆のより専門的な技術及び 知識を
もって書くことができる。
１級
毛筆および硬筆の高度な専門技術及び知識をも
って書くことができる。

*日本書写検定協会団体受験申込規約により、申込者が
１０名未満の場合は、受験申し込みができない場合がありま
す。その際は、お申込書とともに、受験料を返還いたします。

試験時間 ＮＹ育英ＮＪキャンパス/

お申込方法

フレンズアカデミー
(集合時間 4:00)
検定級
1
毛筆
準1
2
3, 4
5
硬筆
1,準 1, 2
3, 4, 5

時間
4:15～6:45 (150 分)
4:15～6:25 (130 分)
4:15～6:15 (120 分)
4:15～5:45 (90 分)
4:15～5:25 (70 分)
4:15～5:45( 90 分)
4:15～5:15 (60 分)

試験時間 育英サタデースクールＰＷ校
(集合時間 2:45)
検定級
3, 4, 5
硬筆

時間
2:55～3:55(60 分)

受験料
毛筆 1 級＄70 準 1 級＄60
3 級＄35
4 級＄25

2 級＄50
5 級＄20

硬筆 1 級＄65 準 1 級＄55
3 級＄35
4 級＄25

2 級＄45
5 級＄20

<NY 育英学園 NJ キャンパス 駐車場について>
検定日当日の駐車は学園内や学園前のサロン(Jon Guenter
Salon)にはできません。 9W 沿いや Bayview Ave.沿いに駐車
をしていただくようお願い致します。

裏面の書写検定申込書に必要事項をご記入
ください。
① 受験料のチェック
Payable to：
Japanese Children’s Society, Inc.
② 書写検定申込書
③ First-Class Mail 料金の切手
(2016/８現在 47￠)を貼った返信用封筒

⇒ＮＹ育英学園内部の受検生も必ず返
信用封筒をご準備下さい。
④ 実技または理論の試験の片方に合格
されている方は申し込みの際、必ず
「結果通知書・準登録証」のコピー
も添付して下さい。
①、②、③、④（該当者のみ）を封筒に入れ
て、下記の住所にお送り下さい。
（直接、学園事務局でもお預かり致します。）

Japanese Children’s Society
Attn: Shoshaken
8 West Bayview Ave.
Englewood Cliffs, NJ 07632
その他
検定結果は、検定終了後 40 日程度で郵送にて通知
させて頂きます。
ご質問はニューヨーク育英学園 NJ 校事務局
（201）947－4707（書写検定担当）、または、
kentei.nyikuei@gmail.com までお願い致します。

駐車可

当日の持ち物 チェック

学内駐車禁止

□顔写真付きの身分証明書
（パスポートまたは

運転免許証など。コピー可）

□受験票
駐車可

（申込書を受け取り後、この用紙を返送致します）

□筆記用具一式

