
1) （     ）　is the ninth month of the year．

　1 August 　2 September　3 October　　4 November

2) A：do you play tennis , Yoko ?　　B：Yes, I do. This is my （   　 ）．

　1 racket　　2 postcard 　3 fork　4 eraser

3) My favorite  (       ) is winter because I love snow．

　1 year　　2 place 　3 hobby　　4 season

4）A:Please (      ) off your shoes here.  B:  All right.

　1 take 　2 have 　3 like 　4 do

5) John has a good (         ). He can remember all his friend's phone number.

　1 care　　2 wish　　3 memory　　4 hope

6) A: Mom, that box is really big. I'll (        ) it for you.  B: Oh, thank you, Edward.

　1 enter 　2 guess　　3 believe 　4 carry

7) A:Would you like something to drink, Dana?  B: Yes, I would. I'm really （        ）．

　1 noisy　　2 proud　　3 familiar　　4 thirsty

8) A: Mam, where are we going to cerebrate my birthday ?  B: It's  (        ） to you,Tim. It's your birthday, so you can decide.

　1 off　　2 out 　3 in　　4 up

問題 １） ２） ３） ４） ５） ６） ７） ８）
解答欄

筆記試験 リスニング

２級 ８５分 ２５分 5,500円

準２級 ７５分 ２５分 4,900円

３級 ５０分 ２５分 3,900円

４級 ３５分 ３０分 2,600円

５級 ２５分 ２０分 ５０問 2,000円

　　　　　　　　　　 生だけの特典！（ＪＵＫＵ Ｔ．Ｒ．で受験する生徒のみの特典です。）
特典　その１　（受検者全員に）　英検受検ポイント　１０ポイント　進呈！　　特典　その２　（英検合格者に）　英検合格ポイント　５０ポイント　進呈！

特典　その３　（受検者全員に）　英検模擬試験２回分　無料で実施します！　※お申し込みが必要です。

　

準会場　JUKU T.R.用　２０２０年度　第３回英検　申込用紙

受検級 受検料 生年月日

ふりがな

氏名

住所

携帯電話

２次試験実施日 ８月２３日（日） １１月１５日（日）

　　　　　　　　専用　２０２０年度　第３回　実用英語技能検定　受検申込書
検定日 　  1次試験 　１月２４日（日）　※試験時間は下の表でご確認ください。　　２次試験　２月２８日（日）　　　　　申込締切日　１２月８日（火）

申込方法　（T.R.生）　下の申込用紙を提出してください。検定料は、次回の学習指導料と一緒に引落となります。
　　　　　  （外部生）　下の申込用紙に必要事項をご記入の上、検定料を添えて教室窓口にお申込みください。

☆ダブル受検ができます！　　連続した２つの級（例：準２級と３級）を一緒に受検することができます。

☆１次試験免除について　過去１年以内に１級～３級の１次試験に合格し、２次試験を棄権または不合格になった人は、出願時に
申請をすれば、１次試験が免除され、２次試験から受験できます。なお、受付期間内にお申し込み手続き、検定料（同額）
のお支払いが必要です。

第１回　（終了しました） 第２回　（終了しました） 第３回（今回）

申込〆切日 ５月９日（土） ９月８日（火）

受験日 ６月２８日（日） １０月３日（土）

　英検の過去問題に Ｔ Ｒ Ｙ !　　2018年度 第３回より　※解答は、一番下にあります。 　　　　　　　　　【便利】
下のQRコードをスマホのカメラから
読み取り、件名に受験者名を明記
してメールを送ってください。

※１次、２次試験の合否速報、英検に関する
各種おしらせをメールでご案内します。

５級 ４級 ３級 準２級

各級のレベル・検定時間・合格の目安・検定料　※２０１９年度から検定料の改定がありました

級 レベル
１次試験の検定時間

試験時間 ２次試験 問題数 合格の目安 検定料
※改定しました

高校中級程度 １５：００　～　１６：５０

中学卒業程度 １６：５０　～　１８：１０
６５問

〒

　　　　　　（　　　　　　　） こちらから受験者名を明記してメールアドレスをご登録いただくと、合否結果速報等をご連絡いたします。→

　　答え　１）２　　２）１　　３）４　　４）１　　５）３　　６）４　　７）４　　８）４

事務記入欄
□済（　　/　　）　□未済（　 　月分へ）
□速報（　　/　　）□結果連絡（　　/　　）

（○で囲んでください。ダブル受検も可能です。）

２ ・ 準２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 　級
円 平成　　　　年　　　　月　　　　日生（　　　　歳）

１次免除
申請

平成・令和　　　　年度 第　　　回　　　級
（☆受験地番号 ４ケタ　　　　　　　　　）

☆合格時の個人番号 ７ケタ
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

英検模試　申込（Ｔ．Ｒ．生のみ）

男
・

女

１２月８日（火）

１月２４日（日）

２月２８日（日）

□受検希望

※以下は外部生の方のみ、ご記入ください。

中学中級程度 １５：００　～　１６：１０
なし

中学初級程度 １３：４０　～　１４：３０

英検模擬試験　実施日程　　　１／９・１６（土）　　午後１時から午後５時の間に入室してください。個別に実施します。

高校卒業程度 １０：３０　～　１２：３０

あり
７５問

1次試験
2次試験

とも
６０％
前後

き り と り


