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Letter to Parents about HEC
Please use the following letter(s) for junior and senior high school participants

whose parents/guardians ARE NOT paying for the test
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Dear Parent/Guardian,

Re: HAJET 2022 Hokkaido English Challenge

Your child has expressed interest in participating in the 2022 Hokkaido English Challenge
(HEC). For 28 years, HEC has provided an opportunity for Japanese students to both
demonstrate and improve upon their English language abilities.

The HEC is a 20-30 minute oral test that will take place in March. It is administered by your
child’s assistant language teacher (ALT), is recorded on video, and sent to judges for
assessment. Results will be announced by May 31st. The HEC test is based on the Ministry of
Education’s required syllabus and consists of five sections. Each section tests the participant’s
ability to 1.) communicate thoughts, 2.) creatively use a range of grammar and vocabulary, and
3.) respond to unfamiliar vocabulary. Your child’s ALT has shown willingness to help them
prepare for the test. Preparation will not interfere with the normal course of study.

Traditionally, the junior and senior high school students with the top scores are invited to an
immersive English summer camp in the summer. The top scoring senior high student is also
awarded a homestay experience in an English speaking country. However, due to the
COVID-19 pandemic and the restrictions placed on events, large gatherings and international
travel, for the year 2022, we have cancelled the English summer camp along with the homestay
prize. For 2022, HEC will only consist of the speaking test. All students will be rewarded a
Certificate of Completion upon finishing the test. This certificate can be used to supplement
high school and university applications.

There will be one Grand Gold prize, one Silver prize, and one Bronze prize, per school
division, totalling up to 6 prizes. The prizes consist of 30,000 yen (Gold), 15,000 yen (Silver),
and 7,500 yen (Bronze) in English-related materials of the student’s choosing.

HEC is sponsored by the Hokkaido Association of Japan Exchange Teaching (HAJET) and is
supported by the Hokkaido Government Office.

We ask you to support your child’s interest in participating in the Hokkaido English Challenge.
We hope that HEC will boost their confidence in their English speaking skills and create a
lasting positive impact on their interest in studying English. We wish them the best of luck.

Sincerely,
Queena Xu
2022 HEC Director
hec@hajet.org
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保護者各位

2022年度HAJET 北海道イングリッシュチャレンジ (HEC) 開催のご案内

今回、お子さまが私ども主催の2022年度北海道イングリッシュチャレンジ
(HEC)への参加を検討しています。HECは毎年開催されている英語スピーキング
テストで、今年で28周年目を迎えます。HECに参加するだけで英語でのオーラル
コミュニケーションのスキルアップにつながり、さらにこの経験を通して、生徒
は自分への自信を深めることができます。

北海道イングリッシュチャレンジは3月に行う20-30分間のテストです。各学校
の語学指導助手(ALT)の指導の基で各生徒はテストに備え、ビデオで録画しま
す。その後、ビデオが審査員に郵送され、審査されます。審査は文部科学省の指
導要綱に基づく5分野で行われます。各分野で生徒の自分の考えを伝える能力、
様々な文法や語彙を創造的に選択し使う能力、なじみのない語彙に対応できる能
力を審査します。最終的な結果は、5月31日までに発表されます。3月のテストに
向けて生徒たちは、日常の学習に支障をきたすことのない程度に準備を進めます
が、この間、お子さまの通っている学校のALTが、テスト準備などに対して全面
的に協力いたします。

例年どおり優勝した高校生に英語圏の国でのホームステイを招待するほか、優
秀な点数を取れた中高生たちには夏に開催されている北海道イングリッシュチャ
レンジキャンプへ招待いたします。残念ながら、今年新型コロナウィルスの拡大
防止のため大型イベントや出入国を制限されているため、2022年のホームステイ
とキャンプを中止いたします。2022年にスピーキングテストを受けた生徒の全員
に高等学校や大学の入学申請書類の一部として添付できる参加賞状を授与いたし
ます。

各学年に入賞者が選べる英語関連グッズの3万円までの金賞（優勝賞）、1万5千円
までの銀賞、7千5百円までの銅賞、合計6名分を用意いたします。

HECは語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)の自主サポート団
体であるJET参加者協会の北海道支部（HAJET）と北海道庁に後援されています。

お子さまがこのような唯一無二の機会を得ることに関して、どうかご理解とご協
力をよろしくお願い致します。　

シュー　クイーナ
2022年度HEC責任者

hec.hajet.org
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Letter to Parents
about HEC and Request for

Entry Fee
Please use the following letter(s) for junior and senior high school participants

whose parents/guardians ARE paying for the test
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Dear Parent/Guardian,

Re: HAJET 2022 Hokkaido English Challenge

Your child has expressed interest in participating in the 2022 Hokkaido English Challenge (HEC).
For 28 years the HEC has provided an opportunity for Japanese students to both demonstrate and
improve upon their English language abilities.

The HEC is a 20-30 minute oral test that will take place in March. It is administered by your child’s
assistant language teacher (ALT), recorded on video and sent to regional judges for assessment. Results
will be announced by May 31st. The HEC test is based on the Ministry of Education’s required syllabus
and consists of five sections. Each section tests the participant’s ability to 1.) communicate thoughts, 2.)
creatively use a range of grammar and vocabulary, and 3.) respond to unfamiliar vocabulary. Your
child’s ALT has shown willingness to help them prepare for the test. Preparation will not interfere
with the normal course of study.

Traditionally, the junior and senior high school students with the top scores are invited to an immersive
English summer camp in the summer. The top scoring senior high student is also awarded a homestay
experience in an English speaking country. However, due to the COVID-19 pandemic and the
restrictions placed on events, large gatherings and international travel, for the year 2022, we have
cancelled the English summer camp along with the homestay prize. For 2022, HEC will only consist of
the speaking test. All students will be rewarded a Certificate of Completion upon finishing the test. This
certificate can be used to supplement high school and university applications.

There will be one Grand Gold prize, one Silver prize, and one Bronze prize, per school division, totalling
up to 6 prizes. The prizes consist of 30,000 yen (Gold), 15,000 yen (Silver), and 7,500 yen (Bronze) in
English-related materials of the student’s choosing.

Parents are asked to pay an entry fee of ¥1000 (CASH ONLY). HEC is run on a volunteer basis and all
money received is used to fund prizes and the delivery of the test papers and certificates. It is only with
the cherished support of parents and schools that we can offer such invaluable prizes year after year.

HEC is sponsored by the Hokkaido Association of Japan Exchange Teaching (HAJET) and is supported
by the Hokkaido Government Office.

We ask you to support your child’s interest in participating in the Hokkaido English Challenge. We hope
that HEC will boost their confidence in their English speaking skills and create a lasting positive impact
on their interest in studying English. We wish them the best of luck.

Sincerely,
Queena Xu
2022 HEC Director | hec@hajet.org
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保護者各位

2022年度HAJET 北海道イングリッシュチャレンジ (HEC) 開催のご案内

今回、お子さまが私ども主催の2022年度北海道イングリッシュチャレンジ(HEC)への参加
を検討しています。HECは毎年開催されている英語スピーキングテストで、今年で28周年に
なります。HECに参加するだけで英語でのオーラルコミュニケーションのスキルアップにつ
ながり、さらにこの経験を通して、生徒は自分への自信を深めることができます。

北海道イングリッシュチャレンジは3月に行う20-30分間のテストです。各学校の語学指導
助手(ALT)の指導の基で各生徒はテストに備え、ビデオで録画します。その後、ビデオが審
査員に郵送され、審査されます。審査は文部科学省の指導要綱に基づく5分野で行われます。
各分野で生徒の自分の考えを伝える能力、様々な文法や語彙を創造的に選択し使う能力、なじ
みのない語彙に対応できる能力を審査します。最終的な結果は、5月31日までに発表されま
す。3月のテストに向けて生徒たちは、日常の学習に支障をきたすことのない程度に準備を進
めますが、この間、お子さまの通っている学校のALTが、テスト準備などに対して全面的に
協力いたします。

例年どおり優勝した高校生に英語圏の国でのホームステイを招待するほか、優秀な点数を取
れた中高生たちには夏に開催されている北海道イングリッシュチャレンジキャンプへ招待いた
します。残念ながら、今年新型コロナウィルスの拡大防止のため大型イベントや出入国を制限
されているため、2022年のホームステイとキャンプを中止いたします。2022年にスピーキン
グテストを受けた生徒の全員に高等学校や大学の入学申請書類の一部として添付できる参加賞
状を授与いたします。

各学年に入賞者が選べる英語関連グッズの3万円までの金賞（優勝賞）、1万5千円までの銀
賞、7千5百円までの銅賞、合計6名分を用意いたします。

尚、HEC参加費の1000円は個人で負担して頂くこととなりますので、ご了承下さい（現金で
お支払い下さい）。HECはボランティアの手によって運営・実施されています。参加費は全額
がテスト用紙や入賞者への賞品・賞状の郵送費になります。例年準備されているすばらしい優
勝商品（ホームステイ）、キャンプ運営などはすべて、保護者の皆様と学校のご理解と賛同のお
かげです。

HECは、語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)の自主サポート団体である
JET参加者協会の北海道支部（HAJET）と北海道庁に後援されています。

お子さまがこのような唯一無二の機会を得ることに関して、どうかご理解とご協力をよろし
くお願い致します。　

　

シュー　クイーナ
2022年度HEC責任者

hec.hajet.org
mail: hec@hajet.org
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Letter to Schools about HEC
Please use the following letter(s) for junior and senior high school participants

whose schools ARE NOT paying

9



Dear Sir/Madam,

Re: HAJET 2022 Hokkaido English Challenge

I would like to take a moment of your time to introduce you to the annual English speaking
competition, the Hokkaido English Challenge (HEC). Now in its 28th year, HEC is an English
speaking competition that offers students the chance to test their English skills outside the
normal classroom setting.

The HEC is a 20-30 minute oral test that takes place in March. It is administered by your
student’s ALT, recorded on video and sent to regional judges for assessment. Results will be
announced by May 31st. Based on the Ministry of Education’s required syllabus, the test
consists of five sections. Each section tests the participant’s ability to 1.) communicate
thoughts, 2.) creatively use a range of grammar and vocabulary and 3.) respond to unfamiliar
vocabulary. Preparation for the test does not have to interfere with the students` normal course
of study.  Your student’s ALT has also shown willingness to help them prepare for the test.

Traditionally, the junior and senior high school students with the top scores are invited to an
immersive English summer camp in the summer. The top scoring senior high student is also
awarded a homestay experience in an English speaking country. However, due to the
COVID-19 pandemic and the restrictions placed on events, large gatherings and international
travel, for the year 2022, we have cancelled the English summer camp along with the homestay
prize. For 2022, HEC will only consist of the speaking test. All students will be rewarded a
Certificate of Completion upon finishing the test. This certificate can be used to supplement
high school and university applications.

There will be one Grand Gold prize, one Silver prize, and one Bronze prize, per school
division, totalling up to 6 prizes. The prizes consist of 30,000 yen (Gold), 15,000 yen (Silver),
and 7,500 yen (Bronze) in English-related materials of the student’s choosing.

We ask you to support your student’s interest in participating in the Hokkaido English
Challenge and wish them the best of luck with their English studies.

Sincerely,
Queena Xu
2022 HEC Director | hec@hajet.org
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各中学校並びに高等学校　学校長殿

2022年度HAJET北海道イングリッシュチャレンジ(HEC)開催のご案内

今回、2022年度北海道イングリッシュチャレンジ(HEC)についてお知らせした
く、ご連絡をさせていただきました。HECは毎年開催されている英語スピーキング
テストで、今年で28周年になります。HECに参加するだけで英語でのオーラルコ
ミュニケーションのスキルアップにつながり、さらにこの経験を通して、生徒は自分
への自信を深めることができます。

北海道イングリッシュチャレンジは3月に行う20-30分間のテストです。各学校の語
学指導助手(ALT)の指導の基で各生徒はテストに備え、ビデオで録画します。その
後、ビデオが審査員に郵送され、審査されます。審査は文部科学省の指導要綱に基づ
く5分野で行われます。各分野で生徒の自分の考えを伝える能力、様々な文法や語彙
を創造的に選択し使う能力、なじみのない語彙に対応できる能力を審査します。最終
的な結果は、5月31日までに発表されます。3月のテストに向けて生徒たちは、日常の
学習に支障をきたすことのない程度に準備を進めますが、この間、貴校のALTが、テ
スト準備などに対して全面的に協力いたします。北海道に在住する語学指導助手（
ALT）たちがこの北海道イングリッシュチャレンジ（HEC）に参加する生徒たちを応援
すべく準備しています。ALTの援助なくしてこのテストの成功はありません。

例年どおり優勝した高校生に英語圏の国でのホームステイを招待するほか、優秀な
点数を取れた中高生たちには夏に開催されている北海道イングリッシュチャレンジ
キャンプへ招待いたします。残念ながら、今年新型コロナウィルスの拡大防止のため
大型イベントや出入国を制限されているため、2022年のホームステイとキャンプを中
止いたします。2022年にスピーキングテストを受けた生徒の全員に高等学校や大学の
入学申請書類の一部として添付できる参加賞状を授与いたします。

各学年に入賞者が選べる英語関連グッズの3万円までの金賞（優勝賞）、1万5千円ま
での銀賞、7千5百円までの銅賞、合計6名分を用意いたします。

HECはボランティアの手によって全て運営・実施されています。参加費は全額がテ
スト用紙や入賞者へ賞品・賞状の郵送費になります。

HECは、語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)の自主サポート団体
であるJET参加者協会の北海道支部（HAJET）と北海道庁に後援されています。

貴校の生徒がこのような唯一無二の機会を得ることに関して、どうかご理解とご協
力をよろしくお願い致します。　

シュー　クイーナ
2022年度HEC責任者

hec.hajet.org

11

http://hec.hajet.org


Letter to Schools
and Request forEntry Fee

Please use the following letter(s) for junior and senior high school participants
whose schools ARE paying
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Dear Sir/Madam,

Re: HAJET 2022 Hokkaido English Challenge

I would like to take a moment of your time to introduce you to the annual English speaking competition,
the Hokkaido English Challenge (HEC). Now in its 28th year, HEC is an English speaking competition
that offers students the chance to travel abroad, make new friends and experience the unfamiliar.
Students can expect improved oral and listening skills as well as greater confidence in their English
upon participation. There are two divisions, one for junior high school students and one for senior high
school students. The competition is open to residents of Hokkaido in their first year of junior or senior
high school.

The HEC is a 20-30 minute oral test that takes place in March. It is administered by your student’s ALT,
recorded on video and sent to regional judges for assessment. Results will be announced by May 31st.
Based on the Ministry of Education’s required syllabus, the test consists of five sections. Each section
tests the participant’s ability to 1.) communicate thoughts, 2.) creatively use a range of grammar and
vocabulary and 3.) respond to unfamiliar vocabulary. Preparation for the test does not have to interfere
with the students` normal course of study. Your student’s ALT has also shown willingness to help them
prepare for the test.

Traditionally, the junior and senior high school students with the top scores are invited to an immersive
English summer camp in the summer. The top scoring senior high student is also awarded a homestay
experience in an English speaking country. However, due to the COVID-19 pandemic and the
restrictions placed on events, large gatherings and international travel, for the year 2022, we have
cancelled the English summer camp along with the homestay prize. For 2022, HEC will only consist of
the speaking test. All students will be rewarded a Certificate of Completion upon finishing the test. This
certificate can be used to supplement high school and university applications.

There will be one Grand Gold prize, one Silver prize, and one Bronze prize, per school division, per
grade, totalling up to 6 prizes. The prizes consist of 30,000 yen (Gold), 15,000 yen (Silver), and 7,500
yen (Bronze) in English-related materials of the student’s choosing.

We ask that the school pay an entry fee of ¥1000 per student. The competition is run on a volunteer
basis. All money received is used for prizes and delivery of the test papers and certificates. HEC is
sponsored by the Hokkaido Association of Japan Exchange Teaching (HAJET) and is supported by the
Hokkaido Government Office. We ask you to support your student’s interest in participating in the
Hokkaido English Challenge and wish them the best of luck with their English studies.

Sincerely,
Queena Xu
2022 HEC Director
hec@hajet.org
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各中学校並びに高等学校　学校長殿

2022年度HAJET北海道イングリッシュチャレンジ(HEC)開催のご案内

今回、2022年度北海道イングリッシュチャレンジ(HEC)についてお知らせしたく、ご連絡
をさせていただきました。HECは毎年開催されている英語スピーキングテストで、今年で28
周年になります。HECに参加するだけで英語でのオーラルコミュニケーションのスキルアッ
プにつながり、さらにこの経験を通して、生徒は自分への自信を深めることができます。

北海道イングリッシュチャレンジは3月に行う20-30分間のテストです。各学校の語学指導
助手(ALT)の指導の基で各生徒はテストに備え、ビデオで録画します。その後、ビデオが審
査員に郵送され、審査されます。審査は文部科学省の指導要綱に基づく5分野で行われます。
各分野で生徒の自分の考えを伝える能力、様々な文法や語彙を創造的に選択し使う能力、なじ
みのない語彙に対応できる能力を審査します。最終的な結果は、5月31日までに発表されま
す。3月のテストに向けて生徒たちは、日常の学習に支障をきたすことのない程度に準備を進
めますが、この間、貴校のALTが、テスト準備などに対して全面的に協力いたします。北海
道に在住する語学指導助手（ALT）たちが、この北海道イングリッシュチャレンジ（HEC）に参
加する生徒たちを応援すべく準備しています。ALTの援助なくしてこの大会の成功はありま
せん。

例年どおり優勝した高校生に英語圏の国でのホームステイを招待するほか、優秀な点数を取
れた中高生たちには夏に開催されている北海道イングリッシュチャレンジキャンプへ招待いた
します。残念ながら、今年新型コロナウィルスの拡大防止のため大型イベントや出入国を制限
されているため、2022年のホームステイとキャンプを中止いたします。2022年にスピーキン
グテストを受けた生徒の全員に高等学校や大学の入学申請書類の一部として添付できる参加賞
状を授与いたします。

各学年に入賞者が選べる英語関連グッズの3万円までの金賞（優勝賞）、1万5千円までの銀
賞、7千5百円までの銅賞、合計6名分を用意いたします。

尚、HEC参加費の1000円（各生徒一人に対し）は学校側の負担となりますことをご了承下さ
い（現金でお支払い下さい）。HECはボランティアの手によって全て運営・実施されていま
す。参加費は全額がテスト用紙や入賞者へ賞品・賞状の郵送費になります。
　
　HECは、語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)の自主サポート団体である
JET参加者協会の北海道支部（HAJET）と北海道庁に後援されています。

貴校の生徒がこのような唯一無二の機会を得ることに関して、どうかご理解とご協力をよろ
しくお願い致します。　

シュー　クイーナ
2022年度HEC責任者

hec.hajet.org

14

http://hec.hajet.org


Letter to Board of Education
about HEC

Please use the following letter(s) to inform your Board of Education that YOU
and YOUR students are participating in HEC.

15



Dear Sir/Madam,

Re: HAJET 2022 Hokkaido English Challenge

I would like to take a moment of your time to introduce you to the annual English speaking
competition, the Hokkaido English Challenge (HEC). Now in its 28th year, HEC is an English
speaking competition that offers students the chance to test their English skills outside the
normal classroom setting.

The HEC is a 20-30 minute oral test that takes place in March. It is administered by your
student’s ALT, recorded on video and sent to regional judges for assessment. Results will be
announced by May 31st. Based on the Ministry of Education’s required syllabus, the test
consists of five sections. Each section tests the participant’s ability to 1.) communicate
thoughts, 2.) creatively use a range of grammar and vocabulary and 3.) respond to unfamiliar
vocabulary. Preparation for the test does not have to interfere with the students` normal course
of study.  Your student’s ALT has also shown willingness to help them prepare for the test.

Traditionally, the junior and senior high school students with the top scores are invited to an
immersive English summer camp in the summer. The top scoring senior high student is also
awarded a homestay experience in an English speaking country. However, due to the
COVID-19 pandemic and the restrictions placed on events, large gatherings and international
travel, for the year 2022, we have cancelled the English summer camp along with the homestay
prize. For 2022, HEC will only consist of the speaking test. All students will be rewarded a
Certificate of Completion upon finishing the test. This certificate can be used to supplement
high school and university applications.

There will be one Grand Gold prize, one Silver prize, and one Bronze prize, per school
division, per grade, totalling up to 6 prizes. The prizes consist of 30,000 yen (Gold), 15,000 yen
(Silver), and 7,500 yen (Bronze) in English-related materials of the student’s choosing.

We ask you to support your student’s interest in participating in the Hokkaido English
Challenge and wish them the best of luck with their English studies.

Sincerely,
Queena Xu
2022 HEC Director | hec@hajet.org
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各語学指導助手（ALT）の任用団体　担当者　様

2022年度HAJET北海道イングリッシュチャレンジ(HEC)開催のご案内

今回、2022年度北海道イングリッシュチャレンジ(HEC)についてお知らせしたく、
ご連絡をさせていただきました。HECは毎年開催されている英語スピーキングテスト
で、今年で28周年になります。HECに参加するだけで英語でのオーラルコミュニケー
ションのスキルアップにつながり、さらにこの経験を通して、生徒は自分への自信を
深めることができます。

北海道イングリッシュチャレンジは3月に行う20-30分間のテストです。各学校の語
学指導助手(ALT)の指導の基で各生徒はテストに備え、ビデオで録画します。その
後、ビデオが審査員に郵送され、審査されます。審査は文部科学省の指導要綱に基づ
く5分野で行われます。各分野で生徒の自分の考えを伝える能力、様々な文法や語彙を
創造的に選択し使う能力、なじみのない語彙に対応できる能力を審査します。最終的
な結果は、5月31日までに発表されます。3月のテストに向けて生徒たちは、日常の学
習に支障をきたすことのない程度に準備を進めますが、この間、貴団体に所属する
ALTが、テスト準備などに対して全面的に協力いたします。北海道に在住する語学指
導助手（ALT）たちがこの北海道イングリッシュチャレンジ（HEC）に参加する生徒たち
を応援すべく準備しています。ALTの援助なくしてこのテストの成功はありません。

例年どおり優勝した高校生に英語圏の国でのホームステイを招待するほか、優秀な
点数を取れた中高生たちには夏に開催されている北海道イングリッシュチャレンジ
キャンプへ招待いたします。残念ながら、今年新型コロナウィルスの拡大防止のため
大型イベントや出入国を制限されているため、2022年のホームステイとキャンプを中
止いたします。2022年にスピーキングテストを受けた生徒の全員に高等学校や大学の
入学申請書類の一部として添付できる参加賞状を授与いたします。

各学年に入賞者が選べる英語関連グッズの3万円までの金賞（優勝賞）、1万5千円まで
の銀賞、7千5百円までの銅賞、合計6名分を用意いたします。

HECはボランティアの手によって全て運営・実施されています。参加費は全額がテ
スト用紙や入賞者へ賞品・賞状の郵送費になります。

HECは、語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)の自主サポート団体
であるJET参加者協会の北海道支部（HAJET）と北海道庁に後援されています。

生徒たちがこのような唯一無二の機会を得ることに関して、どうかご理解とご協力
をよろしくお願い致します。　

シュー　クイーナ
2022年度HEC責任者

hec.hajet.org
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Letter to Board of Education
and Request forEntry Fee

Please use the following letter(s) to inform your Board of Education that you
and your students are participating in HEC and they ARE able to pay the entry

fee on behalf of a student.
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Dear Sir/Madam,

Re: HAJET 2022 Hokkaido English Challenge
I would like to take a moment of your time to introduce you to the annual English speaking
competition, the Hokkaido English Challenge (HEC). Now in its 28th year, HEC is an English
speaking competition that offers students the chance to travel abroad, make new friends and
experience the unfamiliar. Students can expect improved oral and listening skills as well as greater
confidence in their English upon participation. There are two divisions, one for junior high school
students and one for senior high school students. The competition is open to residents of Hokkaido
in their first year of junior or senior high school.

The HEC is a 20-30 minute oral test that takes place in March. It is administered by your student’s
ALT, recorded on video and sent to regional judges for assessment. Results will be announced by
May 31st. Based on the Ministry of Education’s required syllabus, the test consists of five sections.
Each section tests the participant’s ability to 1.) communicate thoughts, 2.) creatively use a range of
grammar and vocabulary and 3.) respond to unfamiliar vocabulary. Preparation for the test does not
have to interfere with the students` normal course of study. Your student’s ALT has also shown
willingness to help them prepare for the test.

Traditionally, the junior and senior high school students with the top scores are invited to an
immersive English summer camp in the summer. The top scoring senior high student is also awarded
a homestay experience in an English speaking country. However, due to the COVID-19 pandemic
and the restrictions placed on events, large gatherings and international travel, for the year 2022, we
have cancelled the English summer camp along with the homestay prize. For 2022, HEC will only
consist of the speaking test. All students will be rewarded a Certificate of Completion upon finishing
the test. This certificate can be used to supplement high school and university applications.

There will be one Grand Gold prize, one Silver prize, and one Bronze prize, per school division, per
grade, totalling up to 6 prizes. The prizes consist of 30,000 yen (Gold), 15,000 yen (Silver), and
7,500 yen (Bronze) in English-related materials of the student’s choosing.

We ask that the school pay an entry fee of ¥1000 per student. The competition is run on a volunteer
basis. All money received is used for prizes and delivery of the test papers and certificates. HEC is
sponsored by the Hokkaido Association of Japan Exchange Teaching (HAJET) and is supported by
the Hokkaido Government Office. We ask you to support your student’s interest in participating in
the Hokkaido English Challenge and wish them the best of luck with their English studies.

Sincerely,
Queena Xu
2022 HEC Director
hec@hajet.org

各語学指導助手（ALT）の任用団体　担当者　様
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2022年度HAJET北海道イングリッシュチャレンジ(HEC)開催のご案内

今回、2022年度北海道イングリッシュチャレンジ(HEC)についてお知らせしたく、ご
連絡をさせていただきました。HECは毎年開催されている英語スピーキングテストで、
今年で28周年になります。HECに参加するだけで英語でのオーラルコミュニケーション
のスキルアップにつながり、さらにこの経験を通して、生徒は自分への自信を深めること
ができます。

北海道イングリッシュチャレンジは3月に行う20-30分間のテストです。各学校の語学指
導助手(ALT)の指導の基で各生徒はテストに備え、ビデオで録画します。その後、ビデ
オが審査員に郵送され、審査されます。審査は文部科学省の指導要綱に基づく5分野で行
われます。各分野で生徒の自分の考えを伝える能力、様々な文法や語彙を創造的に選択し
使う能力、なじみのない語彙に対応できる能力を審査します。最終的な結果は、5月31日
までに発表されます。3月のテストに向けて生徒たちは、日常の学習に支障をきたすこと
のない程度に準備を進めますが、この間、貴団体に所属するALTが、テスト準備などに
対して全面的に協力いたします。北海道に在住する語学指導助手（ALT）たちが、この北
海道イングリッシュチャレンジ（HEC）に参加する生徒たちを応援すべく準備していま
す。ALTの援助なくしてこの大会の成功はありません。

例年どおり優勝した高校生に英語圏の国でのホームステイを招待するほか、優秀な点数
を取れた中高生たちには夏に開催されている北海道イングリッシュチャレンジキャンプへ
招待いたします。残念ながら、今年新型コロナウィルスの拡大防止のため大型イベントや
出入国を制限されているため、2022年のホームステイとキャンプを中止いたします。
2022年にスピーキングテストを受けた生徒の全員に高等学校や大学の入学申請書類の一部
として添付できる参加賞状を授与いたします。

各学年に入賞者が選べる英語関連グッズの3万円までの金賞（優勝賞）、1万5千円までの
銀賞、7千5百円までの銅賞、合計6名分を用意いたします。

尚、HEC参加費の1000円（各生徒一人に対し）は学校側の負担となりますことをご了承
下さい（現金でお支払い下さい）。HECはボランティアの手によって全て運営・実施され
ています。参加費は全額がテスト用紙や入賞者へ賞品・賞状の郵送費になります。
　
　HECは、語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)の自主サポート団体で
あるJET参加者協会の北海道支部（HAJET）と北海道庁に後援されています。

生徒たちがこのような唯一無二の機会を得ることに関して、どうかご理解とご協力をよ
ろしくお願い致します。　

シュー　クイーナ
2022年度HEC責任者

hec.hajet.org

20

https://hec.hajet.org

