一橋大学 IELTS 学内実施のお知らせ
世界的に広く認められた英語運用能力試験のひとつである、IELTS（International English Language Testing
System アイエルツ）試験を、一橋大学で実施します。スコアは公式の結果となりますので、海外留学に利用することが可
能です。留学に興味のある方、英語力を試してみたい方、積極的なチャレンジをお待ちしています。
１．実 施 日： ２０１８年３月２４日（土）
２．ス ケ ジ ュ ー ル：指定時間内の受付に遅れた場合、全試験ご受験できません。
筆記試験の場合、午前8時40分の荷物室施錠時間までに手荷物を預けることが
できなかった場合を「遅刻」と定義し、遅刻者の受け入れは一切行いません。

（試験開始前）
8:00 – 8:40

（午前の部－筆記試験－）
9:00 – 9:40
9:45 – 10:45
10:50 – 11:50
（午後の部－面接試験－）
13:00 – 18:00
(*1
（*2

３．受験対象者

・受付、受験者確認、写真撮影
指紋スキャン(*1
・リスニング試験 （40分）
・リーディング試験 （60分）
・ライティング試験 （60分）
・個別面接（１人,約11-14分）

試験会場：
一橋大学
（詳細は試験日8日前の19時
に公開されるIELTSマイページ
の「受験確認書」にて確認してく
ださい。）

(*2

受付開始時間は、人数によって変更される可能性があります。
指定時間に集合、面接終了後、随時解散

一橋大学に在籍する学生30名（先着順）

４．受験料： ￥25,380（税込）
５．申込方法： 必ず下記のSTEP 1～4 のすべてを完了してください。

STEP 1

英検IELTSのホームページ https://www.eiken.or.jp/ielts/ へアクセスし「IELTS IDをお持ちでない方
へ」からIELTS IDを作成してください。（すでに持っている方はSTEP 2へ）
※メールアドレスは必ずPCのものをご登録ください。

STEP 2

同ホームページの「団体受験専用ログイン」のページから手順に従って3/24受験の登録を行ってください。
（別紙、団体ID／団体申込キー通知 参照)
※受験の登録は、最新バージョンのブラウザを利用しているPCから行ってください。

STEP 3

STEP2の申込完了ページもしくはIELTSマイページ上「申込状況確認・変更・キャンセル」より、パスポート
の顔写真ページの画像をアップロードしてください。
※試験日の13日前までにアップロードがない場合、受験をすることができなくなります。 アップロード方法の詳細は、申
込ID・パスワード通知用紙の裏面に記載の説明をご確認ください。

STEP 4

IELTS IDでマイページにログインし、「登録内容確認・変更・キャンセル」にて、①3/24試験の表示 ②パ
スポートのステータスをご確認ください。
※ステータスの更新は数日かかることがあります。随時こちらのページでご確認ください。

ステータス：wating→パスポート画像のアップロードがされていない状態
validating→事務局が確認中
Confirmed→事務局の確認が完了
Updating→再アップロードが必要

【オンライン申込締切日】
クレジットカード払いの方：３月９日（金） １２：００まで
コンビニ・郵便局ATM払いの方： ３月４日（日）中

※コンビニ・郵便局ATMの支払期日は、お申込日を含む4日以内です。期日を過ぎた場合は自動的にお申込がキャンセルされます。
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「受験確認書」ダウンロード方法

以下の URL から「マイページ」にログイン後、「登録内容確認・変更・キャンセル」から「受験確認書」（Confirmation
Notice）をダウンロードのうえ、内容をご確認ください。
https://uketuke.eiken.or.jp/ielts/jsp/
※「受験確認書」（Confirmation Notice）はテスト日の 8 日前の 19 時からご確認いただけます。ただし、IELTS 事務局
にて本人確認書類受領未(パスポート画像のステータスが Confirmed 以外の方)は、「受験確認書」はご覧いただけませ
ん。
※試験当日は、「受験確認書」（Confirmation Notice）の提示・携帯義務はありません。スマートフォンやタブレットなどを
利用して試験の詳細をご自身で確認することができれば、印刷して持参していただく必要はございません。
６．その他の注意：
◆ 試験日当日には申込の際に使用したパスポート原本（試験当日まで有効期限のある）が必要です。
パスポート期限日が近いなどで、更新予定のある方は、必ずパスポートを更新してから IELTS 試験にお申込くださ
い（万が一、申込後にパスポートの更新をした場合には、受験日３日前の１０時までにカラー画像データを 7.の
問い合わせ先へメール添付にてお送りください。）パスポートの提示がないと当日受験できません。ビザ申請のため、
パスポート原本の提示ができない場合、VOID のパスポートをご持参いただいても受験できませんのでご注意ください。
ビザ申請をする予定のある方は、お申込前に IELTS 事務局へお問合せください。
◆このシステムを利用してお申込をされた場合、所属大学への受験者の成績提供を許可されたものとさせていただきま
すので、あらかじめご了承ください。
◆試験教室へは「パスポート、鉛筆（シャープペンシルは不可）、カバーを外した消しゴム、ラベルを外したペットボトルに
入った水（その他飲料は不可）」以外の持ち込みはできません。受験確認書および他の荷物などは鍵のかかる荷
物置場に置いて受験していただきます。
◆キャンセルをご希望の場合、申込締切前日の 17 時までに 7.の問合わせ先へご連絡ください。手数料 6,300 円を
差し引いた残額を返金させていただきます。
◆当日欠席の場合、下記の場合を除き一切払戻しを行いません。また、払戻しが認められた場合も所定の手数料
(6,300 円)を差し引いた金額を払い戻します。
a） 試験当日に重篤な疾患により受験が不可能な場合。軽症、風邪の場合は適用されません。医療機関からの
証明書の提出が必要です。
b） 公共交通機関が停止し、試験会場に来場できなかった場合（これには自然災害も含みます）公共交通機
関の証明書の提出が必要です。
c） 三親等以内の親族の死去に伴い、葬儀に出席する場合。葬儀が行われたことを証明する書類の提出が必要
です。
*いずれの証明書も原本で、発行日は試験日の前後 1 日のみを有効とします。
◆受験規則や試験監督の指示に従っていただけない場合、カンニング行為が認められた場合、その他違反行為が認め
られた場合、受験者は受験資格を失い、受験料の払戻しも行いません。
◆書類上不備があった場合は、IELTS 事務局よりご連絡いたしますので、必ず日中でも連絡可能な電話番号をご入
力ください。またメールアドレスをご入力いただく際も、PC のアドレスをご記入ください（携帯アドレス/..が二つあるアド
レスですと、ご連絡ができないことがあります）。
７．お問合せ先：公益財団法人 日本英語検定協会 support-kokusai@eiken.or.jp 担当：小原・村上
※お問い合わせをいただく際、必ず①学校名 ②氏名 ③試験日 ④ご用件 をご記入ください。

無料オンライン自習用教材で IELTS 対策：

IELTS の受験登録をされた皆様に、無料オンライン自習用教材「Road to IELTS」をご紹介いたします。
詳しくは以下のリンクからウェブページをご確認ください。

www.roadtoielts.com/Japan/
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一橋大学

学生

団体ID／団体申込キー通知（Group ID/ Group Registration Key notice）
団体でのお申込みの際は、以下のIDと申込キーで下記の手順に従ってログインを行っ
てください。
(When registering through a group, please use the ID and the Group key printed below
and refer to the instructions as follows.)

団体ID（ID）

00011778

団体申込キー（Registration Key）

RtnGc

申込キー有効期限（Term of validity）

2017/10/16〜2018/3/9

パスポート画像アップロード方法
１．アップロード期限

２．パスポート画像のアップロードについて

公開会場：筆記テスト17日前23:59

◆

【申込期限：筆記テスト19日前12:00（正午）】

学内会場：筆記テスト13日前23:59

 お申込の際にマイページに記載の手順に沿って、画像をアップロードし
てください。※撮影時の照明の関係等で、画像の一部に欠損がある
データは 受領いたしかねますのでご注意ください。
 アップロード画像が不鮮明な場合は、IELTS事務局より再度アップ
ロードのお願いをさせていただくことがございます。
 ご郵送いただいても⼀切受領されません。ご注意ください。

◆

３．登録する画像の規格

【申込期限：筆記テスト15日前12:00（正午）】

 パスポート番号、顔写真、⽒名、性別、⽣年⽉⽇、有効期限
が鮮明に⾒えること
 有効期限内のパスポートの画像であること
 カラー画像であること

Q1. 画像アップロードのタイミングは？
A1. パスポートの画像は、以下のいずれかのタイミングでアップロードすることが可能です。
 お申込時（「受験登録完了」ページから、「アップロード」ボタンを押してください）
 お申込後（「登録内容確認・変更・キャンセル」ページから”Upload”ボタンを押してください）
お申込時にアップロードしていただけると、提出忘れを防止することができるのでおすすめです。

Q2. どのような画像をアップロードするべきですか？
A2. 以下の条件を満たす画像をアップロードしてください。
① パスポート番号、顔写真、⽒名、性別、⽣年⽉⽇、有効期限が鮮明に⾒えること
② 受験申込の際に使用した有効期限内のパスポートの画像であること
③ カラー画像であること
④ 画像のサイズ・容量 が最大50KBまでであること
→アップロードページにて写真補正機能をご用意しています。
⑤ ファイル形式がJPEG （拡張子が *.jpg *.jpegのいずれか）であること
※スキャンされる場合は、PDFファイルでの保存にならないようにご注意ください。

また、以下のような画像については、IELTS事務局より再アップロードのお願いをさせていただきます。

 画像の一部が欠損している
 照明の関係で白とびしている

低い解像度で情報が読み取れない

画像が⽩⿊

Q3.アップロードした画像が問題ないことを確認するためにはどうしたらよいですか？
A3. アップロード画像は、アップロードから原則3営業日以内にIELTS事務局にて確認いたします。
「マイページの登録内容確認・変更、キャンセル」画⾯の“Passport”欄のステータスが、“Confirmed”になったことを必ずご確認ください。
＜画像ステータス＞
 Waiting：画像のアップロード待ち（指定期限内にアップロードを⾏ってください）
 Validating: 管轄テストセンターの確認待ち
 Confirmed: 管轄テストセンターの確認・受領完了
 Updating: 画像に問題あり（指定期限内に再度アップロードを⾏ってください）

Confirmedになってい
ないと受験できません

お問合せ： 公益財団法人日本英語検定協会 教育事業部 4技能推進課
Tel: 03-3266-8486（東京オフィス） 06-6455-6286（大阪オフィス）
E-mail: support-kokusai@eiken.or.jp

