2022 年度第 3 回実用英語技能検定 NY 育英学園準会場（4・5 級）実施要項
NY 本会場（１～３級）のお申し込みは、英検 NY 会場 HP よりお願いいたします。
準会場について

NY 育英学園では、準会場として４・５級の試験を実施いたします。NY 育英学園在籍者以外の方も受験可能です。

実施級

４級 および ５級
ダブル受験

★NY 育英学園全日制児童は団体申込用紙にてお申し込み下さい。

４級と５級のダブル受験が可能です

＊３級をダブル受験する場合、３級は NY 会場 HP よりお申し込み下さい。

試験日時

2023 年 1 月 21 日（土） 筆記・リスニング テスト
４級：入場開始：9:25
受験者着席時刻：9:50 試験開始：10:30 試験終了予定：11:35 頃
５級：入場開始：13:35 受験者着席時刻：14:00 試験開始：14:40 試験終了予定：15:30 頃
＊試験が中止となる場合もございます。また時間が若干変更となることがあります。

試験会場予定

★英検 NY 本会場（1～3 級）と同会場になります。会場は急に変更になることがあります。
Eastwick College – Ramsey :10 South Franklin, Turnpike, Ramsey, NJ 07446 USA
会場は，NY 育英学園 NJ キャンパスではありません。＊会場近辺の案内につきましては，学園 HP をご覧下さい。

検定料

４級：$70 ５級：$65

申込期間および
申込上の注意

11 月 7 日（月）～12 月 13 日（火）（午後 4 時必着）

申込方法

①オンライン申込フォーム利用の場合：こちらのリンク https://forms.gle/N6E7pvoFyeLdC77K8 から
Web フォームに必要事項を入力し、検定料のチェック（現金不可）の写真（表面）をアップロードして、
仮申し込みをして下さい。フォーム入力後、送信内容確認メールが届きますので、それを確認後、受
験料チェックを申込期間内に当学園まで郵送あるいは持参して下さい。
②申込用紙利用の場合：オンラインでの申し込みができない場合は、別紙の申込用紙をご利用下さ
い。なお、郵送または持参する前に、申込用紙と検定料チェックの画像を Email（eiken.nyikuei@gmail.com）
にて送り、仮申し込みをして下さい。その後、NY 育英学園英検 NY 会場事務局より「送信内容確認メ
ール」が届きますので、それを確認後、申込期間内にチェックを当学園まで郵送あるいは持参して下
さい。

※お申し込みにあたり、必
ず「実用英語技能検定受
験規約（海外版）」をお読
み下さい。

＊検定料は、チェックのみとし、現金は受け付けません。
＊4 級と 5 級のダブル受験の場合、合計金額をお書き下さい。
＊チェックの宛名は、英検協会ではなく、Japanese Children’s Society でお願いいたします。
＊お申し込み後のキャンセル、変更、返金などはできません。また、次回以降への充当もできません。
＊試験が中止となる場合もございます。チェックは試験直前までホールドし、中止の場合は、チェックを処分いたします。
＊申込期間外の申し込みは受領できません。日本国内会場および NY 本会場の締切日とは異なります。ご注意下さい。
＊受験料チェックの到着を持って申込完了となりますので、十分に余裕をもって申し込みをされるようお願いいたします。
NY 育英学園では、郵便の遅れや事故による申し込み未着に関して、一切責任は負えませんので、ご承知おき下さい。
＊締切間近に申し込まれた場合、検定料チェックを締め切りまでに持参していただくか、certified mail など、着信確認が
できる方法を取り、期限までに確実に到着するよう十分にお気をつけ下さい。また、たとえ着信確認出来る方法で検定料チ
ェックを郵送しても締切日時に間に合わない場合は、お申し込みを受理することはできません。

＜郵送宛先および持ち込み先＞
Japanese Children’s Society, Attn: EIKEN 8 West Bayview Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632
＊チェックは、受験者ごとにご用意下さい。封筒表面に「英検準会場申込」とメモして下さい。
＊4 級と 5 級のダブル受験の場合は、申込用紙・チェックは、それぞれ一つにまとめて下さい。

申込確認
（受領メール）

＊送信内容確認メール：①申込フォームの送信の場合は、自動送信されます。②申込用紙と Check の画像を Email 送信し
た場合、送信後 48 時間以内（休日を除く）に NY 育英学園英検 NY 会場事務局(eiken.nyikuei@gmail.com)より送信内容
確認メールが送られます。
＊受領メール：検定料チェックの受領による申込完了を証明するもので、受領後に Email で送られます。締め切りまでに受
領メールが届かない場合は、ご一報下さい。

一次試験の持ち物

・一次受験票（一次試験１週間前までに、Email にて一次受験票をお送りいたしますので、プリントアウトし
て試験会場にお持ち下さい。スマートフォン等の画面提示は無効。
）
・身分証明書（パスポートのコピー）
・筆記用具（マークシート方式のため、ＨＢの黒鉛筆＜シャープペンシル可＞と消しゴムが必要です。）
・解答用紙記入見本（４，５級は保護者と一緒に解答用紙の個人情報に記入することができません。一次受験
票送付時に解答用紙の記入見本をお送りしますので、ご自宅で練習をお願いいたします。また、試験教室にて
試験監督官が記入内容を確認いたしますので、ご安心ください。
※教室に壁掛け時計があります。

合否

合否は一次試験の約 2 週間後より、英検 HP の受験者用「合否結果閲覧」ページで確認できます。
①個人番号は事前に解答用紙に印字されています。（解答用紙は個人番号が印字されているものをご使用下さい。
）
②解答用紙に暗証番号を６桁の番号で設定して頂きます。（６桁以外は無効）
＊試験後に受験票上に個人番号および暗証番号をメモを控えて下さい。
＊解答用紙提出後の暗証番号の変更・修正はできません。
＊個人番号・暗証番号を忘れた場合は、合否結果閲覧サービスをご利用できません。紙の成績表の到着をお待ち下さい。

8/15/2022 版

試 験 会 場 に お ける
新型コロナ感染予
防対策について

感染予防対策は、最新の米国 CDC の規定および日本英検協会の規定に準じたものになり、試験直前に
変更となることもあります。「英検 NY 会場における新型コロナウイルス感染予防対策について」を試験前に
Email にてお送りいたします。
※下記は前回の内容の一部になります。情勢の変化により、変更となる可能性があります。
・ヘルスチェックの実施：お越しいただく直前に、試験前に Email でお送りするリンクより、ヘルスチェックに Web で
回答していただき、該当項目がない場合のみ来場可能です。前回のヘルスチェック項目は以下の通り。

※以上の項目に１つでも該当する場合、来場受験できません。
※新型コロナウイルスに感染者の隔離期間および濃厚接触者の定義と隔離期間について：
CDC ガイドラインを参考に日本英検協会が NY 会場での規定を決定いたします。CDC や州のガイドラインおよび日
本の英検会場との解釈が異なることもありますので、試験前に Email で送られる案内をご確認下さい。

・会場内での感染予防：必ずマスクを着用して下さい。会場内では 1-2 m(3-6 feet)の間隔を置いての移動にご協力
下さい。また会場内では不要な会話の自粛をお願いいたします。

・保護者の試験室入室不可：同伴は受験者１名につき１名でお願いいたします。受付後、保護者の方は試験室に
入ることはできません。試験終了後、建物外の指定の待合エリアでお迎えいただきます。保護者控室はありません。
・海外渡航者について：日本および海外からの渡米者は、英検受験者に関しては、できるだけ最低試験２週間前まで
に入国し必要な検査や自宅隔離を行って下さい。渡航前のコロナ検査陰性証明の提示や渡航後の検査・隔離など
は CDC の規制に従って下さい。

お問合せ先

ニューヨーク育英学園事務局 英検担当 Phone: (201) 947-4832
E-mail: eiken.nyikuei@gmail.com
*お問い合わせの前に当学園 HP 英検 FAQ をご覧下さい。http://japaneseschool.org/faq/eiken/

その他

一次試験問題冊子は、試験終了後に回収され、持ち帰ることはできません。また、2018 年度より試験問題は
完全非公開となり、試験終了後に問題冊子および標準解答は郵送されなくなりました。ご了承下さい。

4 級・５級スピーキングテストについて
https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/4s5s/

申込用紙

※オンライン申し込みフォームを利用できない場合のみ用紙バージョンをご利用下さい。
用紙の場合、手続きが遅れることがあります。

記入見本

2022-3 実用英語技能検定 NY 育英学園準会場申込用紙（該当する□にチェックして下さい。）
ひらがな
ALPHABET

漢字氏名

氏名の読み仮名はひらがなとアルファベット（大文字）で記入

性別

2022 年度

い

✓


✓4 級

$70

✓5 級

$65

く

え

い

た

IKUEI
（氏）

ろ

う

TAR O

育英

生年月日（西暦）MM/DD/YYYY

☑NJ
NJ

育英 一郎

住所
Street Apt.#

11 歳

M
PW

PW

＊兄弟姉妹で受験する場合
も、受験者それぞれにチェッ
クを切っていただきますよ
う、お願い致します。
チェックの宛先：
Japanese Children’s Society

電話番号
State

8 West Bayview Ave.
City

NJ

(201)947-4832

*E-mail Address：必ずご記入下さい。

Zip code

Englewood Cliffs
✓をつけて下さい。

受験級

4、 5 級

□

単独受験

✓ダブル受験

合計：$ 135

NY

保護者氏名

4/2/2011

女

年齢

太郎

（名）

男

07632
職業

検定料

ichiro.ikuei@eiken.net

○をつけて下さい。

学校（日本式）

生徒･学生／教職員／公務員／会社員／
自営業／自由業／主婦／無職･その他

□にチェックして下さい。
実用英語技能検定受験規約（海外版）を読み理解しました。
また、コロナ感染予防対策に関しても理解しました。
内容に合意して受験を申し込みます。

✓

学年（日本式）

大学／短大／高専／高校／
中学／小学／専修各種学校
／大学院

4

年

事務局記入欄
（何も書かないで下さい。
）

--------------------- ✂ 以下にご記入の上、切り取ってご送付またはご持参下さい。✂------------------

2022-3 実用英語技能検定 NY 育英学園準会場申込用紙（該当する□にチェックして下さい。）
氏名の読み仮名はひらがなとアルファベット（大文字）で記入
ひらがな
ALPHABET

（氏）

（名）

性別

2022 年度




4 級

$70

5 級

$65

男
女

年齢

漢字氏名
歳
生年月日（西暦）MM/DD/YYYY

NJ
NJ

/ /
住所
Street Apt.#

State

City

Zip code

M
PW

PW

＊兄弟姉妹で受験する場合
も、受験者それぞれにチェッ
クを切っていただきますよ
う、お願い致します。
チェックの宛先：
Japanese Children’s Society

電話番号

✓をつけて下さい。

受験級

級

□

単独受験

□

ダブル受験

合計：$＿＿＿＿

NY

保護者氏名

職業

検定料

*E-mail Address：必ずご記入下さい。

○をつけて下さい。

生徒･学生／教職員／公務員／会社員／
自営業／自由業／主婦／無職･その他

□にチェックして下さい。
実用英語技能検定受験規約（海外版）を読み理解しました。
また、コロナ感染予防対策に関しても理解しました。
内容に合意して受験を申し込みます。

学校（日本式）
大学／短大／高専／高校／
中学／小学／専修各種学校
／大学院

事務局記入欄
（何も書かないで下さい。
）

学年（日本式）

年

