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中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）説明会

ESAT-J説明会に参加してくれてありがとう！
待っている間に以下の設定にご協力をお願いします！

ご協力ありがとう！
開始までもう少し待っててね！

①マイク：ミュート(斜線あり)

②ビデオ：オン(斜線なし)
（カメラがない方はそのままで！）

③名前：自分のお名前に設定しよう！
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中学校英語
スピーキングテスト
（ESAT-J）
説明会

2022年10月24日(月)
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本日の内容
§１ ESAT-Jまるわかり解説

§２ ESAT-Jを含めた入試戦略

§３ ESAT-Jに向けて
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ESAT-J
まるわかり
解説
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１ー① テストの概要
n 公立中全生徒対象の英語スピーキングテスト

n １１月２７日（日）実施
n ＠都立高校＋民間施設

n PartA～Dの大問４つ

n ６段階評価になり、都立高校受験時に総合得
点に加算
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１ー① テストの概要

令和３年度（昨年）実施の
実際のプレテストを見て、内容を確認しよう！
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１ー② 問題別解説 PartA

書いてある英文を読み上げる問題
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１ー② 問題別解説 PartA
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１ー③ 問題別解説 PartB

イラストをもとに、
英語の質問に英語で答えたり、
英語の質問をしたりする問題
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１ー③ 問題別解説 PartB
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１ー③ 問題別解説 PartB
PartB－１ 英文スクリプト

【No1.】What do we need to take to the event?

【No.2】What are we going to do in the afternoon?

【No.3】Which one do you like the best?
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１ー③ 問題別解説 PartB
PartB 解答例

【No.1】 (We need to take) some water and a cap 
(to the event) . 

【No.2】 (We’re going to) swim and play a game. 

【No.3】 The one with cakes (on it). 

【No.4】 How much are the pens? 12
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１ー④ 問題別解説 PartC

４コマのイラストを読んで、
そのストーリーを考え、英語で説明する問題
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１ー④ 問題別解説 PartC
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１ー④ 問題別解説 PartC
PartC 解答例

I wanted to play the piano. So, I looked for 
my piano book. Then, a book fell on my 

head. It was the piano book.
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１ー⑤ 問題別解説 PartD

少し長い英文を聞き取り、
それについての自分の意見を

英語で説明する問題
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１ー⑤ 問題別解説 PartD
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１ー⑤ 問題別解説 PartD
PartD 英文スクリプト

Hello. I heard on TV that students in Japan 
clean their own schools. At my school, the 
school workers do that. I’d like to hear your 

opinion on this. Who should clean the 
school, and why do you think so? I’m 

waiting to hear from you!
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１ー⑤ 問題別解説 PartD
PartD 解答例

I think students should clean their schools. 
I think so because students can learn
about working together. And they can 

clean their schools well as a team
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１ー⑥ 解答のポイント
n メッセージが伝わるかどうかが大事！
（文法的に完全に正しくなくても大丈夫。知っ
ている単語を並べよう！）
n 何も言わないのが一番だめ。はっきりと大き

な声で何か言おう！
n 接続詞(and, but, if, because, when, 

before, after...)を使えたら使おう
n カタカナ発音は知っておこう！
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ESAT-Jを
含めた
入試戦略

２
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入試全体の配点
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学力考査 調査書点 ESATーJ

７００点換算 ＋ ３００点換算

合計１０００点

２０点(調査書記載)

＋

総合計 １０２０点

活用対象は2月21日(火)受験のみ
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ESAT-Jの評価方法
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スコア ESAT-J
GRADE

到達度（一部抜粋） 得点

80～100点 A 身近な問題について、相手と意見交換がで

きる 20点

65～79点 B 相手のことについて質問をしたり、自分のこ

とについての質問に答えられる 16点

50～64点 C 相手に話しかけたり、自分のことについて

の質問に答えられる 12点

35～49点 D 自分のことについての質問に答えたり、自

分の考えを話すことができる 8点

1～34点 E 自分のことについて質問に答えたり、話し

たりすることができる 4点

0点 F 英語で話そうとしていても、伝わらないこと

が多い 0点
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(参考)令和3年度プレテスト結果
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(参考)配点専有率の予想
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入試全体で見ると①
調査書の点数について

内申 300点 ＋ ESAT-J 20点
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ESAT-J  ：グレードが「ひとつ」上がる
➡４点が加算

学校内申：内申が「１」上がる
➡4.6点が加算
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入試全体で見ると②
学力考査の点数について
学力考査 700点

27

１問４～５点のものが圧倒的に多い
（教科によって配点は異なる）
１問４点の問題が正解➡5.6点が加算
１問５点の問題が正解➡７点が加算
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入試全体からみると③

28

入試は総合得点で勝負！！

何に注力するか一人ひとり異なる！

① 学校内申点
②ESAT-J 得点
③学力考査 得点
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合格するための戦略

29

今年度から正式導入
➡入試のデータは昨年までのものを活用

80％合格ラインに
準じて指導をする
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合格するための戦略
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11月27日(日)／予備日12月18日(日）
ESAT-J受験

1月中旬 結果開示
個人および中学校へスコアレポート

2月上旬 都立高校へ出願
調査書の提出へ

この１月下旬
～２月上旬で
志望校の

最終決定をする
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ESAT-Jに
向けて

３

31

残り１ヶ月でできること

【step１】学校の教科書の活用

32

・教科書本文を音読する
・英単語を発音しながら覚える

➡試験対策も兼ねてできること！
余計な時間をかけなくてよい！

32

残り１ヶ月でできること

【step２】英検過去問の利用
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・リスニング問題の原稿の音読
・模範回答の言い回しを覚える

➡英検ウェブサイトから無料活用でき
すぐに始められる！
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残り１ヶ月でできること

【step３】専用の対策問題集

34

STE（スピーキングテスト for ESAT-J）
その名の通り
ESAT-Jに特化した問題集

➡ESAT-J準拠のwebテストで、
自動採点システムがある！
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本日のまとめ
・ESAT-Jの得点のみで全て左右
される訳ではない
➡総合的な対策をしよう！

・文法は気にせず単語１つでも口に
出すこと
➡回答すれば点数につながる！
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