無料

留学のための英語試験 IELTS の説明会＆対策講座を開催！
試験に精通した講師が、各モジュールの例題を使いながら出題傾向や、その学習方法を解説・指導いたします。
自己学習ではなかなか身につける事ができない効果的なスキルと対策方法をこの機会に！

8 月 27 日（土）に大阪大学 豊中キャンパス内で IELTS テストを

★内容

実施します！ お申込みは別紙案内を参照ください。

●日程：

10：00-10：30

7 月 9 日（土）

(ベーシックのみ)

IELTS についての説明
10：30-12：00

ベーシック 10:00～17:00
アドバンス 13:00～17:00

（ベーシックのみ）

Reading、Listening
13：00-17：00

（ベーシック、アドバンス）

Writing、Speaking

●場所： 大阪大学 豊中キャンパス 全学教育棟 B207、208

●対象： 大阪大学に在学する学生（8/27（土）の IELTS 大阪大学学内試験を受験されない方も参加可能）
●参加費： 無料
●内容： IELTS テストに必要な各技能の出題傾向やその対策。

Writing の指導課題あり!

●講師： ネイティブ
●レベル： 2 クラス開講

（6 段階による 4 項目の

※お申込みの際、受講クラスを選択してください。

評価とコメント）

・ベーシック・・・ リスニング、リーディング、ライティング、スピーキング
対象：IELTS の band score が 5.0 以下の方、IELTS を受験したことが無い方
・アドバンス・・・ ライティング、スピーキング （リスニング、リーディングは扱いません）
対象：IELTS の band score が 5.5 以上の方、IELTS について基本的な知識のある方

※アドバンスにお申込みの方：希望者はベーシックのリスニング、リーディングを受講することも可能です。
●持ち物： 学生証、申込み完了のメール（下記③参照）
参加希望者は、6 月 1 日（水）から 7 月 1 日（金）16：30 まで の期間に以下の手順で申込みをしてください。
--------------------------------------------------------------------------------

お申込みの流れ：

《IELTS（アイエルツ）について》

① 下記アドレスにアクセスし、対策講座の申込みをしてください。

IELTS (International English Language

（入力項目は、名前、メールアドレス、学籍番号、受講クラス）
https://ssl.form-mailer.jp/fms/76c1746b435290

Testing System アイエルツ） は、英国、オー
ストラリア、カナダ、ニュージーランドのほぼ全
ての高等教育機関で認められています。米国
でも TOEFL に代わる試験として、約 3,000
の大学・プログラムで認定されています。

② お申し込み後、折り返し support-kokusai@eiken.or.jp より申込み完了のメールが自動返信で届きます。
③ 届いたメールを印刷し、講座当日にお持ちください。
-------------------------------------------------------------------------------お問い合わせ先： 公益財団法人 日本英語検定協会 IELTS 事務局 （担当：平、南野） 営業日：平日 9:30～17:30
TEL: 06-6455-6286 E-mail: support-kokusai@eiken.or.jp ※お問い合わせの際は大学名を明記ください。
協力： 大阪大学 国際教育交流センター／国際交流オフィス学生交流推進課

IELTS 大阪大学豊中キャンパス 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）。下記日程にて、大阪大学在学生を対象に試験を実施します！(実施：日本英語検定協会)
この学内試験は、IELTS for UK Visas and Immigration では

1.実

施

日:

2016年8月27日（土）

ありません。 ※詳細は下記 3 参照

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：
8:00 – 8:45
・受付、受験者確認、写真撮影、指紋スキャン
大阪大学
（午前の部－筆記試験－）
豊中キャンパス
9:00 – 9:40
・リスニング試験 （40分）
（詳細は、8月12日19：00
9:50 – 10:50
・リーディング試験 （60分）
以降にマイページより
11:00 – 12:00
・ライティング試験 （60分）
受験確認書をダウンロード
（午後の部－面接試験－）
してご確認ください）
13:00 – 18:20
・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、大阪大学に在籍する学生

※Tier4を必要とするイギリス留学希望者で学位レベル未満（below Degree）の留学の場合は、ビザ申請の
際ブリティッシュカウンシルが実施するIELTS for UK Visas and Immigrationの受験が必要な場合
があります。お申込みの前にご自身で要件をご確認ください。
４．受

験

料： ￥25,380（税込）

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。

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、申込キーは下記を参照してください。阪大個人IDとパスワードが必要です。
https://my.osaka-u.ac.jp/admin/student/student/ielts/test/applyid/view
※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。

【申込受付期間】 ※定員になり次第締め切りますのでお早めにお申込みください。
コンビニ又は郵便局ATM払いの場合： 2016年6月1日（水）~7月17日（日） 24：00
クレジットカード払いの場合： 2016年6月1日（水）~7月22日（金） 17：00
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。

※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、学内試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

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、7 月 22 日（金）午後 5 時まで可能です。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。
◆ 学内実施を利用してお申込みをした場合、所属大学へ受験者の成績を提供致しますのでご了承ください。
◆ 既に公開会場試験に申込みをされた方で、大阪大学での学内試験へ変更をご希望の方は、ご連絡下さい。
両試験の申込締切日（試験日 5 週間前の前日午後 5 時）を過ぎていない場合、学内試験への変更が可能です。
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： 30 時間の無料オンラインコースで受験準備をすることができます。申し込み
後に届くメールの文面に 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。

