
  

 
 

熊本大学 IELTS 団体受験のお知らせ 
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）。下記日程にて、熊本大学で試験を実施します！(実施：日本英語検定協会) 
 
 
1.実 施 日: 2017年10月21日（土）  
 
２．ス ケ ジ ュ ー ル： 受験票に記載の集合時間厳守。 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。 

（試験開始前）  
試験会場： 

熊本大学 
黒髪北地区 

 
（詳細は、10月13日19：00

以降にログインの上 
受験確認書をダウンロード

してご確認ください） 

  8:00 –  8:45 ・受付、受験者確認、写真撮影、指紋スキャン 
（午前の部－筆記試験－） 
  9:00 –  9:40 ・リスニング試験 （40分） 

 9:50 – 10:50 ・リーディング試験 （60分） 

11:00 – 12:00 ・ライティング試験 （60分） 

（午後の部－面接試験－） 
 13:00 – 18:00 ・個別面接（１人,約11-14分）(*1  

        (*1 指定時間に集合、面接終了後、随時解散 
 
３．受験対象者： 受験日現在、熊本大学に在学する学生および教職員 

      ※※TTiieerr44をを必必要要ととすするるイイギギリリスス留留学学希希望望者者でで学学位位レレベベルル未未満満（（bbeellooww  DDeeggrreeee））のの留留学学のの場場合合はは、、ビビザザ申申請請のの
際際ブブリリテティィッッシシュュカカウウンンシシルルがが実実施施すするるIIEELLTTSS  ffoorr  UUKK  VViissaass  aanndd  IImmmmiiggrraattiioonnのの受受験験がが必必要要なな場場合合
ががあありりまますす。。おお申申込込みみのの前前ににごご自自身身でで要要件件ををごご確確認認くくだだささいい。。  

 
４．受 験 料： ￥25,380（税込） 
 
５．申 込 方 法： 英検IELTSのホームページ http://www.eiken.or.jp/ielts/ へアクセスし 

「各種ログイン」の項目「団体受験専用ログイン」のページから、手順に従って登録を行ってください。  
 ☞ログインに必要な団体ID、申込キーは別紙参照。 

※団体IDの他に個人で登録するIELTS  IDが必要です。お持ちでない方は「IELTS IDの新規登録」よりご登録下さい。    
 

※申込み後表示される受験登録完了画面の指示に従い、申込み後7日以内に必要書類をIELTS事務局に送付下さい。   
【必要書類2点】本人確認書類送付用紙に添付してください。   

 有効期限内のパスポート（顔写真ページ）のカラーコピー1 枚 ※白黒不可 
 学生証のコピー1 枚（受験登録完了画面では指示されないが、団体受験申込の場合は必要。白黒可） 

【送  付  先】 〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地 1-3-16 京富ビル 4F 
公益財団法人 日本英語検定協会 IELTS 事務局 申込受付係  

 コンビニ・郵便局ATMの支払い期日は、お申込み日を含む4日以内です。期日を過ぎた場合は自動的にお申込みがキャンセルされます。 
 
６．その他の注意： 
◆ 試験日当日には申込の際に使用した、試験当日に有効なパスポートの原本が必要です。パスポートの 

提示がないと受験できません。申込後にパスポートを更新される場合は必ず事前に IELTS 事務局まで 
ご連絡ください。ご連絡がない場合、ご受験出来ません。また、VOID のパスポートをご持参頂いても 
ご受験できませんのでご注意ください。尚、ビザ申請のためパスポート原本を当日提示できない場合も受験 
不可となりますので、申請をする予定のある方は、お申込み前に IELTS 事務局へお問い合わせください。  

◆お支払い後のキャンセルは、10 月 6 日（金）正午 12:00 まで可能です。但し、返金額は手数料の 6,300 円 
（税込）を差し引いた金額となります。 

◆ 熊本大学の団体 ID 申込キーを利用してお申込みをした場合、熊本大学へ受験者の成績を提供致します。 
◆ 既に公開会場試験に申込みをされた方で、熊本大学での団体受験への変更をご希望の方はご連絡下さい。 

両試験の申込締切日を過ぎていない場合、団体受験への変更が可能です。 
◆お申込みの数が最少催行人数に満たなかった場合、試験の実施が中止となる場合がございます。 
 
７．問い合わせ先： 公益財団法人 日本英語検定協会 IELTS 事務局 

         TEL: 06-6455-6286     E-mail: jp512ielts@eiken.or.jp    (営業日： 平日 9：30～17：30) 
 

 
無料オンライン自習用教材で IELTS 対策： お申込みいただいた方は British Council の 20 時間の無料オンライン教材で受

験準備をすることができます。申し込み後に届くメール文面内に WEB アドレスが明記されていますので、ぜひご活用ください。 

お申込みには試験の日に有効なパスポートが必要

です。お持ちでない方はお早めに取得してください。 

この学内試験は、IELTS for UK Visas and Immigration

ではありません。 ※詳細は下記 3 参照 

【申込受付期間】  2017年7月21日（金） から 10月6日（金）正午 12：00 まで 
※コンビニ又は郵便局ATM払いの場合は 10月1日（日） 24：00 が締切となります          



  

 
 

IELTS Internal Test at Kumamoto University (administrated by Eiken) 

１．TEST DATE： Sat 21st Oct, 2017  
 
２．TIMETABLE： Please make sure you are at the test venue by the arrival time. 

（Before the test）  Venue： 
Kurokami North Campus 
Kumamoto University 

(For further details, see 
the confirmation notice 
which you can download 
from your personal page at 
or after 19:00 13th Oct ) 

  8:00 –  8:45 ・ID Checks, Photos, Fingerprints 
（AM: Written  test） 
  9:00 –  9:40 ・Listening （40 mins） 

 9:50 – 10:50 ・Reading （60 mins） 
11:00 – 12:00 ・Writing （60 mins） 

（PM: Interview） 
 13:00 – 18:00 ・Speaking （11-14 mins）(*1  

        (*1 You will be given an individual time slot for your speaking test. 
 
３．INTENDED CANDIDATES： Students, Faculty and staff members of Kumamoto University 
   ※※TThhoossee  wwhhoo  wwiisshh  ttoo  ggoo  ttoo  tthhee  UUKK  aanndd  aappppllyy  ffoorr  aa  TTiieerr44  SSttuuddeenntt  vviissaa  iinn  oorrddeerr  ttoo  aatttteenndd  
ccoouurrsseess  wwhhiicchh  aarree  ““bbeellooww  ddeeggrreeee  lleevveell””  mmaayy  bbee  aasskkeedd  ttoo  ttaakkee  ““IIEELLTTSS  ffoorr  UUKK  VViissaass  aanndd  
IImmmmiiggrraattiioonn””  aaddmmiinniissttrraatteedd  bbyy  tthhee  BBrriittiisshh  CCoouunncciill..  WWee  ssttrroonnggllyy  rreeccoommmmeenndd  yyoouu  ttoo  cchheecckk  
wwiitthh  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnss  yyoouu  aarree  aappppllyyiinngg  ffoorr  aabboouutt  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  bbeeffoorree  rreeggiisstteerriinngg..  
 
４．TEST FEE: 25,380 yen (including tax) 
 
５．HOW TO REGISTER：Access the EIKEN IELTS website http://www.eiken.or.jp/ielts/en/ and 

click “Login (Group only)” to start the process. 
☞For Group ID/Registration Key, please see the separate page 

 *Along with the Group ID, an IELTS ID is necessary to register online. Candidates who don’t 
have an IELTS ID should click “IELTS ID Registration” to obtain one.   

    
 
 

 
 

 

※Candidates are asked to submit the following documents within a week of registration:   
✓ A colored photocopy of the photograph page of the valid passport used when 

registering for the test. This should be attached to the template. 
       ✓A colored or black-white photocopy of your student ID card 

【Send to】 IELTS Executive Office, EIKEN Foundation of Japan 
4F Kyotomi Building 1-3-16 Sonezaki-Shinchi, Kita-ku, Osaka 530-0002   

 
６．NOTICE： 
   ◆If you do not bring a valid passport with you on the test day, you will NOT be allowed to take 

the test. If you need to renew your passport or use it for visa purposes, please make sure that 
you plan accordingly so that the valid passport can be brought to the test site on the day of the 
test. THE VALID PASSPORT BROUGHT TO THE TEST SITE MUST BE THE ONE YOU SUBMITTED COPIES OF TO THE 
IELTS OFFICE DURING REGISTRATION. If you renew your passport, you must inform the IELTS Office 
and submit a copy of your new passport by 17:00 4 days before the test. Failure to do so will 
result in not being able to take the test. 

   ◆Please be reminded that your test result is submitted to your university. 
   ◆If you wish to cancel, you may do so online by 12:00 at noon, 6th Oct. Please note that an 

administration fee of 6,300JPY (including tax) is charged for this service. 
  ◆ Candidates who have already registered for a public IELTS test may change to the internal test 

if the deadlines for both exams have not yet passed. Please ask EIKEN for more details if desired. 
  ◆If the minimum number of candidates is not reached, there is a possibility that the test session 

might be cancelled. 
７．CONTACT：  EIKEN FOUNDATION OF JAPAN, IELTS Osaka Test Center 

  TEL: 06-6455-6286 E-mail: jp512ielts@eiken.or.jp (office hours: 9:30-17:30 Mon-Fri)      

 The free version of Road to IELTS with 10 hours worth of practice material offered by British Councill is available online. When you register the IELTS test, 
you will be free to try a further 20 hours of learning materials. The URL will be given in the e-mail you will receive after you complete the registration. 

This test session is NOT for the IELTS for UK Visas 
and Immigration.  See #3 for more details. 

Please prepare a valid/not expired 
passport before registering for IELTS. 

【REGISTRATION PERIOD】 - Open from 21st Jul, and the deadline depends on  
the payment method 
*at a convenience store or post office ATM:  24:00, 1st Oct 
*by credit card:  12:00 at noon, 6th Oct 

NOTE: Your registration will be automatically cancelled if you don’t pay within 4 days from the day of 
registration. The registration will be closed as soon as the number of applicants reaches the limit. 



熊本大学在学生・教職員
 

 

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） 00015631

団体申込キー（Registration Key） ZvgrK

申込キー有効期限（Term of validity） 2017/7/21～2017/10/6

※団体IDの他に個人で登録するIELTS IDが必要です。お持ちでない方はStep1の画面の
「IELTS IDの新規登録」よりご登録下さい


