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　日本人はこれまで、英語を理解することに重点を置き、論理的に自分の意見を発信する力を

つけるという学習をしてきませんでした。発信をするためには、語彙力が必要ですが、従来のよう

に1対1対応の理解のための語彙ではなく、発信するための語彙力、表現力を身につける必要

があります。IELTSではそのような論理的思考力や表現力が求められ、4技能をバランスよく測

定することができるテストだと言えます。そして、IELTSで測定する力は、実際に皆さんが留学をし

た時に、授業中に発言する、エッセイを書く、文献を読んで発表をするといった実際の場面で使え

る英語力なのです。

　そこで、日頃からまず物事や社会の出来事に対して、「自分の意見を持つ」ことに慣れ、「考え

るクセ」をつけておく必要があります。例えば英字新聞を読んで、自分の意見を書いてみましょう。

英語のディベートサイトにアクセスして、世界の人々が発している意見に触れるのもよいでしょう。

多様な意見に触れ、柔軟な思考を身につけ、英字新聞や世界の人々がどんな表現を使っている

のかを知り、実際に自分でも使ってみてもよいでしょう。

　IELTSは皆さんが留学やその先のキャリアで必要なスキルの基盤を習得するのに最適なテスト

です。世界に出ると、日本では出会わないような価値観や考え方に触れることができます。多様

な人 と々協働するためには、相手の価値観を理解し、受け入れ、自分の意見を伝え、行動を起こ

していく力が求められます。皆さんにはぜひ留学を通じて、国境を越えた多様な価値観に触れて

ほしいと思います。

代表取締役 塚本 亮 氏

　高校在学中に海外進学塾EUGENICを創業。青山学院大学在学中にオックスフォード大学へ留学。独学で

IELTS8.0を取得し、オックスフォード大学・ロンドン大学（UCL）の修士課程にダブル合格。UCL在学中にケン

ブリッジ英語教員資格CELTA取得。現在、タクトピア株式会社で英語教育プログラム開発を行う。

　IELTSは世界で認められた“真の”英語力を測定するテストです。その設問はアカデミック
な内容から日常生活まで、実際に起こり得るコミュニケーションの場面設定に基づく内容で
構成されています。求められるのは、１つの事柄について英語で考え英語で発信する力、
そして論理的思考力です。単に対策をすればスコアが伸びるテストではありません。英語を
ツールに、常日頃からいかに、“意味のあるやり取り”をする力を伸ばしているかが求められ
ます。真の英語に触れた分だけ成果が発揮されますので、IELTSをめざすことで、おのずと
世界に通用する英語力が身についていくと言えるでしょう。
　私自身の留学経験からも言えることですが、日本人が世界に通用するためには、英語で自
分の意見を確立し、論理的に言葉にする力、つまり、英語で論破する力をつける教育が必要だ
と考えます。私は大学在学中にIELTS7.0のスコアで英国留学をしましたが、現地では自分の
意見が伝わらないことが多々ありました。英語で論破する力がなければ、世界には通用しな
いと実感した私は、大量の英語をインプットし、”意味のあるやり取り”を繰り返しました。すると、
IELTSのスコアも比例して8.5まで伸び、世界の人 と々対等に論じ合えるようになったのです。
　グローバル時代を迎えた今、日本人にとっては、英語が障壁となり一歩を踏み出せ
ない、ということが多々あるでしょう。しかし、真の英語力があれば自らアクションを起こす
ことができ、世界に貢献することができるのです。”真の”英語力を測るIELTSを通過点に、
世界へ羽ばたく準備をしませんか。

英語教育事業部長　ケンブリッジCELTA認定講師 嶋津 幸樹 氏

　偏差値30台、退学寸前から同志社大学経済学部へ。卒業後、ケンブリッジ大学大学院修士課程で心理学を

学び、帰国後に京都で英会話スクール「ジーエルアカデミア」を設立。心理学の知見と自身の学習経験を生かし

た指導で、多くの日本人を海外大学・大学院に合格させている。

タクトピア株式会社

プロフィール プロフィール

ジーエルアカデミア株式会社

IELTSは将来の基盤づくりに最適 世界へ羽ばたく準備をIELTSで

west east
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International English Language Testing Systemの略で、

海外留学や研修のために英語力を証明する際、およびアメリカ、

イギリス、カナダ、オーストラリアなどへの海外移住申請をする際に

非常に適したテストです。 4技能を筆記テストとface to faceの

スピーキングテストでバランスよく測定します。ケンブリッジ大学英語

検定機構、ブリティッシュ・カウンシル、IDP：IELTSオーストラリアの

3団体で共同運営されているため、中立的なテスト提供、徹底的な

管理体制、試験問題の精査機能が保たれています。日本国内では、

公益財団法人 日本英語検定協会とブリティッシュ・カウンシルが

2010年４月より共同で運営を開始しました。

IELTSの概要世界に広がるIELTS

参考: ht tps : //takeiel ts . b r i t ishcouncil .o rg/

IELTSは世界140カ国、10,000以上の機関で認定されている
4技能英語テストのグローバルリーダーです。
世界で年間300万人以上の受験者が、留学・移住・就業のために受験し、
特に近年はアジア諸国で受験者数が伸びています。
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受験/入試採用状況

日本の大学入試におけるIELTSの活用

（日本英語検定協会、ブリティッシュ・カウンシル実施分）
日本でも、2010年の日本英語検定協会とブリティッシュ・カウンシルとの共同運営開始以降、年々受験者が増えて
います。IELTSの特徴であるペーパーベースの筆記テストやface to faceのスピーキングテストは、多くの受験者
に受け入れられています。また、入試で採用する大学、団体受験を行う教育機関や団体も全国で増加しています。

9年間で受験者が約5倍に

日本でのIELTS採用状況

資格・検定試験とCEFRとの対照表

C2

C1

B2

B1

A2

A1

1級

準1級

2級

準2級

3級～5級

※CEFRとは、Common European Framework of Reference for Languages 
（ヨーロッパ言語共通参照枠）の略。語学のコミュニケーション能力別のレベルを示す
国際標準規格で6つのレベルが設定されています。

CEFR 英 検 IELTS TEAP TEAP CBT TOEFL iBT

(2018年2月現在)

グローバル人材の輩出に力を注ぐ大学が増えており、学習環境の整備や
留学制度の充実に加え、入試改革が大きく進んでいます。入試改革に
おいてはコミュニケーション力の評価が大きな課題であり、自校で実施する
ことが難しい「書く力」「話す力」の測定を確実に実行できる民間の4技能
試験を活用する動きが活性化しています。
世界標準であるIELTSは日本の多くの大学でも入試優遇に利用されて
おり、これまで留学資格として考えられていたIELTSが新たなフィールドで
注目を集めています。

小学校5年生からの英語教科導入や中学校に
おける「英語による英語の授業」など、小中高の
教育現場でもグローバル化が着実に進んで
おり、公立学校の英語教員採用試験でIELTS
を活用する都道府県が増えています。

※詳細は、各大学に直接お問い合わせください。

出願資格

主な優遇方式

大学が指定する基準スコア取得者は、入試の英語試験の
得点に換算される。
入試の英語試験も受験して、よい方の得点で合否判定さ
れる場合もある。

大学が指定する基準スコア取得者のみが出願することが
できる。

大学が指定する基準スコア取得者に対して、入試の英語
試験の得点や総合判定に加点する。

大学が指定する基準スコア取得者は、合否判定の際に
優遇を受けられる。

東京都教育委員会

大阪府教育委員会

兵庫県教育委員会

広島県教育委員会

活用事例

英語教員採用試験におけるIELTSの活用例

スコア7.0以上で英語実技試験の免除

一般選考においてスコア6.０以上で加点

小学校はスコア6.0以上、中・高はスコア7.0以上で加点

小学校はスコア5.0以上から、中・高はスコア6.5以上から加点

都道府県
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国公立大学
鹿児島大学
北九州市立大学
九州工業大学
九州大学
熊本大学
下関市立大学
長崎大学
福岡県立大学
福岡女子大学
宮崎大学

私立大学
活水女子大学
九州産業大学
熊本学園大学
西南学院大学
長崎国際大学
中村学園大学
福岡大学
立命館アジア太平洋大学

その他大学以外の団体
LINE Fukuoka 株式会社
リンデンホールスクール中高学部

国公立大学
北海道教育大学
北海道大学

私立大学
北海学園大学
北海道科学大学

その他大学以外の団体
沖縄尚学高等学校

国公立大学
高知大学
徳島大学

国公立大学
岡山大学
広島大学
山口大学

国公立大学
金沢大学
静岡文化芸術大学
信州大学
都留文科大学
豊橋技術科学大学
長野県立大学
名古屋工業大学
名古屋大学

私立大学
愛知学院大学
愛知淑徳大学

愛知大学
桜花学園大学
金沢星稜大学
中京大学
常葉大学
名古屋外国語大学
名古屋学院大学
名古屋商科大学
南山大学
日本赤十字豊田看護大学
日本福祉大学
藤田保健衛生大学
名城大学

国公立大学
大阪教育大学
大阪大学
京都大学
神戸市外国語大学

私立大学
大阪経済法科大学
大阪国際大学
大阪産業大学

大阪女学院大学
追手門学院大学
関西外国語大学
関西国際大学
関西大学
関西学院大学
畿央大学
京都外国語大学
京都産業大学
京都精華大学

京都橘大学
京都ノートルダム女子大学
京都文教大学
近畿大学
皇學館大学
甲南女子大学
甲南大学
神戸海星女子学院大学
神戸学院大学
神戸女学院大学

中国

四国

東北 北海道

近畿

国公立大学
秋田大学
国際教養大学
福島大学
山形大学

私立大学
東北学院大学
東日本国際大学

国公立大学
お茶の水女子大学
埼玉大学
首都大学東京
千葉大学
筑波大学
東京外国語大学
東京海洋大学
東京藝術大学
東京大学
一橋大学
横浜市立大学

私立大学
青山学院大学
青山学院女子短期大学
江戸川大学
桜美林大学
学習院大学
学習院女子大学
神奈川大学
神田外語大学

共立女子大学
杏林大学
慶應義塾大学
国際基督教大学
国士舘大学
駒澤大学
埼玉医科大学
産業能率大学
実践女子大学
芝浦工業大学
順天堂大学
城西国際大学
上智大学
昭和女子大学
白百合女子大学
成蹊大学
成城大学
聖心女子大学
聖路加国際大学
専修大学
創価大学
大東文化大学

高崎健康福祉大学
拓殖大学
玉川大学
千葉工業大学
千葉商科大学
中央大学
デジタルハリウッド大学
東海大学
東京音楽大学
東京経済大学
東京国際大学
東京女子大学
東京都市大学
東京理科大学
東洋英和女学院大学
東洋学園大学
東洋大学
獨協大学
日本女子大学
日本体育大学
日本大学
法政大学

団体採用 ・ 入試採用
団体採用

入試採用

中部

沖縄

関東

九州
四天王寺大学
摂南大学
同志社女子大学
同志社大学
姫路獨協大学
桃山学院教育大学
桃山学院大学
立命館大学
龍谷大学

8.5 ー 9.0

334 ー 399 600 ー 795

95 ー 120

72 ー 94

42 ー 71420 ー 595

235 ー 415

226 ー 333

150 ー 225

7.0 ー 8.0

5.5 ー 6.5

4.0 ー 5.0

400 800 

※ http://4skills.jp/より抜粋。2018年3月に大学入試英語成績提供システムの審査終了後
に修正される可能性がありますので、最新情報は上記URLにてご確認ください。

※各都道府県教育委員会のウェブサイトより平成30年度採用試験の情報を抜粋。最新、詳細情報は各サイトをご確認ください。 

※これまでに団体受験実績がある団体を記載

武蔵大学
武蔵野大学
武蔵野美術大学
明海大学
明治大学
立教大学
早稲田大学
津田塾大学
明治学院大学
麗澤大学

その他大学以外の団体
郁文館グローバル高等学校
神奈川県教育委員会
神田外語学院
関東国際高等学校
国際基督教大学高等学校
桐蔭学園高等学校
東京都教育委員会
日本外国語専門学校
日本工業大学駒場高等学校
富士見丘高等学校

判定優遇・
合否参考

加点

得点換算

その他大学以外の団体
おおさかグローバル塾
京都学園高等学校
大学コンソーシアム京都
神戸日豪協会



http://www.eiken.or.jp/ielts/
下記のURLにアクセスし、お申し込みを行ってください。

お申し込みの前に受験すべきテストのモジュール（アカデミックまたはジェネラル・トレーニング）を出願先・提出先に確認し、
テストの日程と会場を選んでください。

クレジットカード（JCB・MASTER・NICOS・VISA)の一括払い、コンビニ（ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・セイコーマート）・
郵便局ATMのどちらかのお支払い方法を選択してください。受験料の

お支払い

個人データ入力

IELTS ID取得
I ELTS ID 登録完了メールが届きます。

パスポート画像アップロード

ログイン

※一部郵便局ATMではご利用いただけない場合がございます。ご利用する郵便局へ直接お問い合わせください。
※コンビニ支払いを選択された場合、申込日を含む4日間以内にご入金がない場合、受験登録が自動的にキャンセルされます。

Expert user

Very good user

Good user

Competent user

Modest userExtremely
limited user

Limited userIntermittent user

Non-user

Place of origin L R W S OVERALL

Singapore
Malaysia
Philippines
Hong Kong
Sri Lanka
Indonesia
Pakistan
Bangladesh
Taiwan

8.0
7.3
7.3
6.9
6.6
6.5
6.4
6.3
6.1

7.6
7.1
6.8
6.7
6.2
6.6
6.0
5.9
6.2

6.8
6.2
6.3
5.9
6.0
5.8
5.9
5.8
5.6

7.6
6.6
6.8
6.2
6.5
6.2
6.3
6.2
6.0

7.6
6.9
6.9
6.5
6.4
6.4
6.2
6.1
6.1

Korea, Republic of
Thailand
Kazakhstan
Viet Nam
India
Nepal
Japan
China (People's Republic of)
Uzbekistan

6.2
6.2
6.1
6.0
6.2
6.1
5.9
5.8
5.6

6.2
6.0
6.1
6.2
5.8
5.7
6.1
6.1
5.6

5.5
5.5
5.5
5.6
5.6
5.6
5.4
5.3
5.2

5.8
6.0
5.9
5.8
5.8
5.9
5.6
5.4
5.7

6.0
6.0
6.0
6.0
5.9
5.9
5.8
5.7
5.6

（Academic Module, 2016年）

Place of origin L R W S OVERALL

アジア主要国別スコア 参考: https://www.ielts.org

参考: ht tps://www.ielts .org

お
申
し
込
み
の
流
れ

モジュール別スコア 男女別の平均バンドスコア（2016年）

6.2
6.1

6.1
6.0

5.6
5.5

5.9
5.8

6.0
5.9

Academic Module L R W S OVERALL

6.5
6.4

6.1
6.1

6.0
5.9

6.4
6.4

6.3
6.3

General Training
Module L R W S OVERALL

女性
男性

女性
男性

申込方法 IELTSのスコア

テスト結果は1.0から9.0まで0.5刻みのバンドスコアで表示されます。 合格、不合格はありません。 成績証明書（Test 
Report Form：TRF）にはリスニング、リーディング、ライティング、スピーキングの各セクションのバンドスコアと、総合
評価としてオーバーオール・バンドスコアの計５種類のバンドスコアが示されます。 オンラインでお申し込みをされた方
は筆記テストより起算して13日後の13時からIELTSマイページ上の「試験結果閲覧」メニューより成績をご確認いただ
けます。 成績証明書の原本は受験者本人に対して1通のみ発行され、上記日程と同日に受験者宛に発送されます。

十分に英語を駆使する能力
を有している。適切、正確か
つ流暢で、完全な理解力も
ある。

時折、非体系的な不正確さや
不適切さがみられるものの、十
分に英語を駆使する能力を有
している。慣れない状況におい
ては、誤解が生ずることもあり
える。込み入った議論に、うま
く対応できる。

時折、不正確さや不適切さが
みられ、また状況によっては誤
解が生ずる可能性もあるが、
英語を駆使する能力を有して
いる。複雑な言語も概して上
手く扱っており、詳細な論理
を理解している。

不正確さ、不適切さ、および
誤解がいくらか見られるもの
の、概して効果的に英語を駆
使する能力を有している。特
に、慣れた状況においては、か
なり複雑な言語を使いこなす
ことができる。

慣れた状況においてのみ、基
本的能力を発揮できる。理解
力、表現力の問題が頻繁にみ
られる。複雑な言語は使用で
きない。 

非常に慣れた状況において、一
般的な意味のみを伝え、理解す
ることができる。コミュニケー
ションが頻繁に途絶える。

確実なコミュニケーションを行う
ことは不可能。慣れた状況下で、
その場の必要性に対処するた
め、極めて基本的な情報を単語
の羅列や短い定型句を用いて伝
えることしかできない。英語によ
る会話、および文章を理解する
のに非常に苦労する。 

いくつかの単語を羅列して
用いることしかできず、基本
的に英語を使用する能力を
有していない。

申込方法

テスト結果の
表示方法
バンドスコア

テストの種類

アカデミック・モジュール

受験者の英語力が、英語で授業を行
う大学や大学院に入学できるレベルに
達しているかどうかを評価する試験。

英語圏で学業以外の研修を考えている人
や、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド
への移住申請を行う人を対象とした試験。

ジェネラル・トレーニング・モジュール

General Training
Module

LISTENING

4 Sections　40 Items　30 Minutes

GENERAL TRAINING
READING

  3 Sections
40 Items
60 Minutes

GENERAL TRAINING
WRITING

TASK 1 : at least 150 words
TASK 2 : at least 250 words

60 Minutes

SPEAKING

3 Parts　11 to 14 Minutes

ACADEMIC
WRITING

TASK 1 : at least 150 words
TASK 2 : at least 250 words

60 Minutes

  3 Sections
40 Items
60 Minutes

ACADEMIC
READING

IELTSには留学用と移住用の
2つのタイプがあります。

非ユーザー 非常に限定的なユーザー 中程度のユーザー 優秀なユーザー エキスパートユーザー

一時的なユーザー 限定的ユーザー 有能なユーザー 非常に優秀なユーザー

公開会場 : 筆記テスト19日前の12:00 (正午)
学内実施 : 筆記テスト15日前の12:00 (正午)
※会場は定員に限りがございますので、締切日前に定員に達した場合は、 
　お申し込みを締め切らせていただく場合がございます。

お申し込み締切日

1人1回あたり25,380円（税込）
※2018年4月現在。受験料

●IELTSのお申し込みの際には試験当日まで有効期
限内のパスポートが必要です。他の身分証明書（免許
証など）では受験できませんのでご注意ください。

●「IELTS for UKVI」と「IELTS Life Skills」はブリ
ティッシュ・カウンシルが主催する試験です。詳細はP.15
をご確認ください。

●会場、日程、申込締切日は変更の可能性があります。
上記URLより常に最新の情報をご確認ください。

お申し込みの際の
注意点

2018年度公開会場
札幌、仙台、埼玉、東京、横浜、松本、金沢、名古屋、
京都、大阪、神戸、岡山、広島、福岡

インターネット

受験登録完了 受験登録完了メールが届きます。

決済

確認

受験地・モジュール・受験日選択

を
お持ちの方

IELTS ID
を

お持ちでない方

IELTS ID
オーバーオール・バンドスコアは、4技能（リスニング・リーディング・ライ
ティング・スピーキング）の単純平均をもとに0.5点刻みで決定されます。
平均点が0.5点刻みではない場合、その数字に一番近いスコアに寄せら
れます。（0.25点刻みの場合は、0.5点刻みに切り上げられます）

6.5
6.5
6.5
6.5

6.500

6.5
6.5
6.5
6.0

6.375

6.5
6.5
6.0
6.0

6.250

6.5
6.0
6.0
6.0

6.125

6.0
6.0
6.0
6.0

6.000
6.0

オーバーオール・バンドスコアの例
受験者A 受験者B 受験者C 受験者D 受験者E

参考: ht tps://takeielts .britishcouncil .org

オーバーオール・バンドスコアについて
Listening
Reading
Writing
Speaking

OVERALL
4技能平均
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受験者情報入力

Academic
Module
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団体受験

学内実施IELTS実施までの流れ

実施スタッフ集合
受験者集合 / IDチェック開始

説明開始

Listening

一時解散（昼休み）12:10
Speaking（11～14分。指定時間に随時集合）13:00 ～ 18:00
撤収完了18:30

7:30 ～
8:00 ～

8:55 ～
9:00 ～ 9:40

  7:30 ～ 13:00

13:00 ～ 18:30

Reading9:50 ～10:50
Writing11:00 ～12:00

団体様のご都合に合わせ、実施可能日の中から試験日を決定実施日

当
日
の
流
れ（
目
安
）

面接室 （14名につき1教室）
面接待合室 （1教室） スタッフ室 （1教室）

借
用
希
望
教
室

原則20名以上（まずはご相談ください）最低遂行
受験者数

公益財団法人 日本英語検定協会職員 1名（および試験監督者を数名派遣）実施責任者

受験者14名につき1名派遣面接委員

試
験
に
必
要
な
環
境
・
条
件

構内全体
● チャイム、構内放送を停止すること
● 他試験、授業、道路騒音等の影響がないこと
● 車での資材搬入、搬出が可能であること

● フラット教室であること（階段教室は原則不可）
● オーディオ機器、マイクが使用可能であること
● 筆記試験に適した大きさ、間隔（前後1.25m以上）
　 の机があること
● 掛け時計（秒針つき）が設置されていること

筆記
試験教室

● 電源（IDチェック時のPC用）が使用できること
IDチェック室
面接待合室

面接室

● 施錠できること

● 可動机であること
● 施錠できること

スタッフ室

借用希望
備品

● 荷物室、面接室の鍵　● 受付机と椅子
● オーディオ機器、マイク
● 掛け時計（秒針つき）  ● 立て看板、ホワイトボード

● 施錠できること荷物室

荷物室の施錠8:40 ～

筆記試験教室 （1教室 ※必要に応じて変更）
荷物室 （1教室） スタッフ室 （1教室）
IDチェック室（1教室）

受験者が多い団体様には、年間48回の実施可能日程の
中からご希望の実施日をお選びいただき、キャンパス・施設
内で在学生及び教職員などを対象としたIELTS実施が可
能です。 実施は原則全て当協会スタッフが行います。 

試験日決定
年間48回（毎月4回、うち土曜３回と木曜１回）ある試験
日より、ご都合の良い日をお選びください。学内留学派
遣選考締切の１カ月前に試験日を設定する場合が多
いようです。2018年度の実施可能日程は下図をご参
照ください。

12～3カ月前

団体責任者専用ウェブページより、受験者の成績一覧を
ご確認いただけます。

試験で使用する教室の写真撮影及び音声テストを行
い、当協会にて試験会場登録を行います。 学内会場で
のIELTSテスト実施には、別途書面での同意が必要と
なります。

会場登録

団体様より、受験者へIELTS学内会場実施の告知を
お願いいたします。 必要に応じて、当協会スタッフを派
遣しIELTSの説明会を行います。 告知用のポスターや
チラシなども当協会で作成可能ですので、ご希望の場
合はお知らせください。

IELTS説明会学内（社内）広報

申込期間３カ月～15日前
学内実施での受験は原則、受験者本人によるオンラ
インでのお申し込みになります。 IELTSウェブサイトの
団体受験専用ページより受験申込をしていただきます。

テスト実施は原則当協会スタッフのみで行いますので、
特に団体所属の教職員様にお手伝いいただく必要はご
ざいません。 試験当日の流れは右表をご参照ください。

テスト結果確認実施13日後の13時から 

IELTS実施

＊のついた日付に限り、ジェネラル・トレーニング・モジュールも実施可能です2018年度 IELTS試験実施可能日程
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貴校にあわせて申込みから成績管理までトータルコーディネート

大学担当者の声

　本学ではIELTSを受験した学生
の属性をコード登録して成績を集約
し、試験結果を分析して、教材開発
などに活用しています。1年生から4
年生、大学院生という分類だけでな
く、学年を経るにつれての英語力の
伸長度を比較したり、トライリンガ
ル・プログラム（TLP）を履修して、日
本語と英語に加え、第三言語を習得
している学生の英語力、PEAK（教養
学部英語コース）生の英語力を把握
することにも役に立ちました。属性
別の成績の傾向を把握できるのは、
団体受験の大きなメリットだと思い
ます。

学年や学習歴などの属性別に
受験結果を分析し
多様な学生の英語力を把握

東京大学

東京大学大学院
総合文化研究科 言語情報科学専攻
板津 木綿子 准教授

　英語教育学科では、2セメスター
間の海外留学プログラムが全員必須
となっており、IELTSの受験もプログ
ラムに組み込まれています。留学前・
後に受験することで、学生たちの英語
力の伸長度を測るために2016年度
から学科生全員の受験を実施してい
ます。1年次と3年次の2回、延べ160
人が受験しました。担当教員としては
試験結果が一番気になるところ。試
験の2週間後にはIELTS団体責任者
専用ウェブページで全学生のスコア
が閲覧でき、他の教員とも共有でき
るのはとても便利。学生の申込管理
や成績管理にも役立っています。

受験後わずか2週間で
学生ごとのスコアが閲覧でき
成長履歴を管理できる

玉川大学
文学部 英語教育学科 主任
松本 博文 教授
文学部 英語教育学科 教務担当
鈴木 彩子 准教授

　ペーパーテストと面接のIELTSは、
生徒が実力を発揮しやすい試験方
式です。実際のコミュニケーションで
使用するための英語力を正確に測定
できる試験だと思います。また、世界
基準に照らし合わせると、自分の英
語力が現在､どの位置にあるのかを
把握することができます。生徒たちは
中学1年生から繰り返し受験するこ
とで、成績表のスキル別のスコアから
自分の苦手分野や弱点を理解し、目
標へと到達しようと学習意欲を高め
ています。教員にとっても生徒の英語
力を把握し、学習指導に生かすこと
ができるのがよいですね。

スキル別のスコア表示が
生徒の学習指導に役立ち
学習意欲を向上させる

リンデンホールスクール中高学部
校長
都築 明寿香 先生
副校長
セバスチャン デイキン 先生

学内実施のスケジュール英検IELTS 団体受験のご提案

団体受験 :学内/公開/併用の選択が可能

少人数から大規模まで、柔軟な試験実施
対応（学内、公開、学内/公開併用）

複数受験日、受験料補助の設定が自由自在
日本語でスムーズなお申込
ほぼ毎週末、全国主要14都市で実施
パスポートのオンラインアップロード、申込締切日
の短縮等、日々改善中！

留学成功の鍵をにぎるIELTSの団体受験は、50年以上の各種試験運営実績のある日本英語検定協会にお任せください。

公益財団法人 日本英語検定協会IELTS マーケティング担当 support -kokusai@eiken.or.jpE-mail

08 09

学内実施に関する要項

団体管理専用サイト
学生一人ひとりの申込・成績の一括管理
様々な属性で集計可能（学年・学科・専攻など）
永続的に成績履歴を参照可能

個人マイページ
個人の成績は永続的に参照可能
申込・変更・TRF追加発行、各種手続きを一目で簡単に

テスト13日後13時に確実に成績結果
をお知らせ

公益財団としての50年以上の実績
テスト団体として蓄積したノウハウを活かした
安心・安全の運営
迅速、確実な連絡対応

学内実施
●授業・プログラムに合わせて　　　　
試験日程を選択
●20人～400人まで柔軟に対応
　最小催行20人未満の場合は応相談

● 慣れた環境で受験、実力を発揮しやすい
● 交通費不要

● 年間スケジュールを立てやすい
● 貴校職員の管理のもと、 受験状況を
　逐一確認

公開会場
●年間約36回実施
●全国主要都市14カ所、東京・大阪は　
ほぼ毎週末
●東京・大阪は1Dayと2Dayの選択可

● 都合にあわせて、好きな日程で受験
● 1Dayまたは2Day（スピーキングのみ 
翌日日曜）

● 設備借用、備品準備の手間が省ける
● 試験当日の出勤が不要

学内/公開併用型
●英検実施のIELTS学内実施、公開会場
の両方で受験可
●公開/学内両方のメリットを享受

● 学内受験ができない場合、公開会場の
好きな日程で受験

● 複数日程から、都合に応じて受験日を選択

● 学内試験日以外に公開会場で受験が可能 
➡受験者の利便性向上

受験者

大学・高校

柔軟性 利便性 信頼性

英検IELTSなら

※実施人数等により、上記内容は変更になることがあります。
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開催時期や詳しい説明はこちら

対策教材本
IELTSのテスト対策用問題集は、
日本語、英語の各種対策本が
豊富に揃っています。
(右記は一例です。)

学習支援

10 11

http: / /www.roadtoie l ts .com/

Road To IELTS IELTS自主学習用の無料オンライントレーニングサイト

● ブリティッシュ・カウンシル提供の高品質なコンテンツ
● ご都合にあわせて24時間いつでも利用可能
● 無料お試し10時間、英検IELTS受験お申し込みで30時間利用可能
● Free IELTS Practice Testでレベルを測定
● 4技能それぞれの練習問題、サンプル問題、役立つ IELTS Tipsが満載
● My Profile の Listening and Reading Score Calculatorで正解数から
　おおよそのスコアバンドを表示(ListeningとReadingのみ)

詳しい説明はこちら https://www.britishcouncil.jp/exam/ielts/prepare/free-practice

開催時期や詳しい説明はこちら

MOOCs: Understanding IELTS
ブリティッシュ･カウンシル提供のIELTS無料オンライン講座
● 2015年の初回開講以来、世界で人気の講座を定期開講
● 年3回実施予定
● IELTSの4技能全てを2時間×6週間でカバー
IELTSの4つのパートの特徴
テストのコツ
テスト結果の評価方法
世界中の学習者とチャットしながら実力アップ

● CEFR：B1（高校生/英検2級程度）のレベル以上の英語力をお持ちの方が対象

https://www.britishcouncil.jp/english/learn-online/moocs#ielts

詳しい説明はこちら

http:/ / learnenglish.brit ishcouncil .org

LearnEnglish ブリティッシュ･カウンシル提供の無料学習コンテンツサイト

● レベルに応じた様々な英語学習コンテンツの提供
● ご都合にあわせて24時間いつでも利用可能
● IELTS試験対策はもちろん、英語学習全般に対応

https://www.britishcouncil.jp/exam/ielts/prepare

ビデオ
Podcast
文法・ボキャブラリーのチュートリアル
ゲームやアプリ

多岐に渡るトピックの　　　　
英語記事やビデオ
IELTS試験対策、アドバイス
オンラインコミュニティ

Apps ブリティッシュ･カウンシル提供の
お役立ち無料アプリ

https://www.britishcouncil.jp/english/learn-online/apps
詳しい説明はこちら

● IELTSのリスニングとスピーキング
にフォーカス

● 語彙や文法の強化にも最適

● スピーキングとライティングに役
立つ単語を習得

● 初級から上級まで対応

IELTS Prep Apps IELTS Word Power 

ビデオ スコアアップからテスト準備まで様々なビデオラインナップ

https://www.britishcouncil.jp/exam/
ielts/prepare/test-tips

https://www.youtube.com/watch?v=nfedEbr3Kqs

https://www.youtube.com/
user/BCIELTS/featured?disable_polymer=1

●各技能のスコアアップにつながるアドバイスや
　ヒントをご紹介

IELTS 受験のヒント 

● 試験当日の流れを分かりやすくご紹介

● IELTS 受験者向け情報が詰まった
　オフィシャルチャンネル

IELTS 試験当日の流れ

Youtube : TakeIELTS Official チャンネル

● 学習アドバイスや奨学金情報まで幅広い内容

●スピーキングテストの流れをスコア別にご紹介
●スピーキングテストの3パート全てを網羅

IELTS スピーキングテストのサンプルビデオ

https://www.eiken.or.jp/
speakingtest/

ブリティッシュ・カウンシル提供 日本英語検定協会提供

https://www.eiken.or.jp/learning/personal/topics/ryugaku_writing/
詳しい説明はこちら

留学ライティング
日本英語検定協会提供の有料e-learning講座
●お勧めします
ライティング力を効率的に身につけたい方
表現力を高めたい方
IELTSライティングスコアを伸ばしたい方

●熟練のネイティブによる添削

●基礎から応用を3ヶ月で順序良く学習
●全11unit, 1unitにつき1時間目安
●添削課題はwebで簡単送信
●受講料 26,000円(税込)
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玉川大学
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　玉川大学では、2015年4月に、文学部に英語教育学

科を開設しました。同学科では「高度な英語力と国際感

覚を備えた英語教師および社会で活躍できる人材の養

成」をめざし、「英語教員養成コース」と「ELF＊コミュニ
ケーションコース」を設置しています。

　英語教育学科の最大の特徴は、2年次秋学期から3

年次春学期まで2セメスター間の海外留学を全員必須と

していることです。この留学プログラムは、4年間のカリ

キュラムの中にストーリー性を持って組み込まれていま

す。留学前には留学に必要な基礎知識やスキルの養成

や危機管理等についても学ぶ「留学準備教育」を実施。

帰国後は、「留学フォローアップ教育」によって、留学で得

た英語力や国際感覚を理論的に検討し、学びを深めま

す。一貫性のある学びの中で、学生たちは留学経験を最

大限に活かし、将来のキャリアにつなげて、社会に貢献し

てくれると期待しています。

　留学プログラムを実行するにあたって2016年度から

導入したのが、IELTSです。留学前（12月）の1年生と留

学後（７月）の3年生全員が受験をします。

　IELTSは、海外の多くの学校で認められていること、4技

能を測ることのできる試験であること、また、用いられてい

る英語が実用的で、試験内容と通常の英語の授業との

乖離があまりないことから採用しました。スピーキングの

テストが対面であるため、学生たちにとって心理的なハー

ドルが低いことも利点だと思います。

　第1期生が2017年6月に帰国し、IELTSを受験したと

ころ、留学前後で平均約1.0スコアアップという結果が出

ました。スキル別のサブスコアを見ると、2.0～3.0アップし

た学生もいます。留学の成果がはっきりと数字で表れた

のは喜ばしいことですが、IELTSの効果はそれだけではあ

りません。学生にとっての利点は、自分の思い違いに気づ

き、得意・不得意が客観的に明らかになったこと、今後何

を学ぶべきかが分かり、学習のモチベーションが上がった

ことです。英検が実施するIELTSの利点としては、学生の

レベルを把握し一括管理できるシステムがあり、適切なア

ドバイスや指導ができること。また研究的な側面では、ど

のような授業や指導が、どのスキルの向上に有効かが分

析でき、留学プログラムの評価にもつながります。さらに、

留学の効果を数字で示せたことで、今後のプログラムの

充実にもつながると考えています。
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留学前後で確かな成果が
弱点を知り、モチベーションアップにも

英語教育学科を新設
高度な英語力と国際感覚を備えた
教師・社会人を養成

全員必須の海外留学プログラムを4年間のカリキュラムにビルトイン
留学前後のIELTSでより効果的に

IELTS導入機関

〒194- 8610 東京都町田市玉川学園6 -1-1

玉川大学 
1947年に開学。1929年、創立者小原國芳が「全人教育」を教
育信条に掲げて開校した玉川学園を母体とし、幼稚園から大
学院までを擁する。大学では、文学部、農学部、工学部、経営学
部、教育学部、芸術学部、リベラルアーツ学部、観光学部の8学
部16学科で多彩な教育・研究を実践。2015年に開講した文
学部英語教育学科では高い英語力と国際感覚を持つ人材養
成をめざし、2セメスター間の留学を必須としている。
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　受験対策として、大学側で特別な授業を行うことはな

く、学生の自主性に任せています。ただ、学内の国際教育

センターでは、試験や教材の情報提供を行っていますし、

サポート・デスク（学修支援）では個別の学修相談も受け

付けています。ツールは用意しているので、それをどう使

うかは学生次第。手取り足取りではないかもしれません

が、海外に行くと、常に自分で考え自分で行動することが

求められます。留学前からそのようなマインドを持ってほ

しいと考えているのです。

（写真左）（写真右）

IELTS導入機関

東京大学

　本学でIELTSの団体受験を導入して、5年が経ちまし

た。初年度は1年生300名を対象としましたが、徐々に受

験対象を増やし、2016年度より1・2年次の他に学部生

全員と大学院生まで広げています。年4回の受験機会を

設け、500名を対象としており、受験料1回25,380円の

うち、大学が一部を負担し、学生は1万円を自己負担し

ていました。

　本学では、できるだけ多くの学生に海外へ出てほしい

という目的のもとで、IELTSを導入しました。実際に受験

している学生たちも、留学や海外の大学院進学に役立て

たいという、明確な目標を設定し、何をすべきかわかって

いると思います。本学はより一層の国際化を推進し、海

外協定大学数も年々増加しています。語学研修から交換

留学、専門性を高めるプログラム、海外インターンシップ

など、短期から長期まで、幅広い機会を提供しています。

　団体受験の成績を分析した結果、本学学生はリス

ニングやリーディングといった受信力が高い一方で、ライ

大学院総合文化研究科 言語情報科学専攻　板津 木綿子 准教授

学生の発信力を高めるために
スピーキングクラス「FLOW」を開設

受験対象者の幅を広げ
できるだけ多くの学生を海外へ送り出す

ティングやスピーキングは平均的なスコアにとどまり、

発信力が弱い傾向がみられました。そこで、すでに実施

しているアカデミック・ライティングクラスのALESS・ 

ALESAに続き、2015年には1年生の必修科目として、7

週間で1タームとするスピーキングクラス「FLOW」を開

設。指導にあたる常勤教員も増やし、習熟度別の少人数

授業を実現しました。授業ではさまざまなテーマについ

て、批判精神や探求する姿勢を持って議論・討議をしま

す。学生の知的好奇心を引き出しつつ、英語での発信に

慣れていない学生に自信をもってもらうことを目指したク

ラスです。履修後のアンケートでは、「今、自分が持つ英

語力でどこまで話せるかが理解できた」「高校では受験

対策が多く、やっとスピーキングの授業を受けられる」と

FLOWを評価する声が多く寄せられました。

　IELTSを通じて、学生は自身の英語力を把握し、学習

意欲を高めています。本学には毎年3,000余名の学生

が入学してきますが、当然ながら英語力に幅があります。

今後は新学習指導要領のもとで英語を統合的に学び、4

技能をバランスよく身につけた学生が入学してくることに

なります。そのためにもカリキュラムを見直し、内容言語

統合型学習（CLIL）の要素を更に取り入れた授業展開

などを考える必要が出てくると想像しています。

　過去5年間で延べ2,100名余りがIELTSを受験しまし

た。これまでも個々の学生の留学や就職など目的に応じ

たサポートをしてきました。学生の英語力をたえず把握し

教材開発研究に役立てる姿勢が重要だと考えています。

IELTSの受験結果を分析して学生の英語力を把握し
発信力を高める指導に生かす

駒場Ⅰキャンパス 〒153-8902 目黒区駒場3-8-1

東京大学 
1877年に設立。駒場キャンパスでは主に教養課程、本郷キャ
ンパスでは専門教育を行う。学部入学者は全員が6つの科類
（文科一類、二類、三類、理科一類、二類、三類）に分かれて教養
学部に所属し、2年間の前期課程を履修する。その後、教養学
部を含む10学部に分かれて2年間の後期課程を履修する。現
在、総長直轄の本部組織である国際本部を中心として、大学
の国際化を推進している。
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＊ELF＝English as a Lingua Francaの略。
　共通の母語を持たない人同士のコミュニケー　
　ションに使われる英語。

東京大学大学院総合文化研究科教養学部提供東京大学大学院総合文化研究科教養学部提供



　小学部から、国語以外のほとんどの教科を英語で学

ぶ「英語イマージョン教育」を受けてきた生徒を受け入

れている中高学部では、英語をツールとして世界で活

躍することのできる人材を育成するグローバル教育に

力を入れて指導しています。本校では11年生（後期課

程：高校2年相当）から、国際バカロレア（IB）機構が提

供する教育プログラムに基づく「バカロレアコース」

と、国内外の大学進学をめざす「インディビジュアル

コース」に分かれて学びますが、卒業後の進路として、

IB資格を取得して国内外の有名大学へ進学する生徒も

いれば、一条校としての強みを生かし国内の医学部等

への合格を果たす生徒もいます。

　本校では2016年度よりIELTSを導入いたしました。

日本の大学における英語資格・検定試験を利用した入

試制度の拡大、海外大学の受験やビザ申請における

IELTSのニーズの高まりを受けてのことです。7年生

（前期課程：中学1年生相当）から毎年1回受験すること

で、生徒の英語力を客観的に測定し、学習指導や進学指

導に役立てるほか、大学入試への早期対策にもつなげ

ています。

　IELTSのスコアは生徒の英語力を非常に的確に示し

校長 都築 明寿香 先生 副校長セバスチャン デイキン 先生

日本人としてのアイデンティティを大切に
自分の言葉で語れる人を育てる

海外大学進学を視野に入れて
IELTSを全校で導入

IELTS導入機関

〒818 - 0056　福岡県筑紫野市二日市北3 -10 -1
TEL : 092 -929 -4558
URL : http://h.lindenhall.ed.jp 

リンデンホールスクール中高学部
2010年に開校した一条校。福岡県の私学初の中等教育学
校。国語以外の教科はすべて英語で行うイマージョン教育を
取り入れている。「個性の伸展による人生練磨」を建学の精神
として、生涯を通じて個性を伸ばす、創造性に富んだ人間の
育成を使命とし、小学部との一貫教育を通して、探究的な学
びの方法を会得しながら、世界で活躍する国際人を育成。
国際バカロレア認定校。文部科学省教育課程特例校。
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リンデンホールスクール中高学部

英語イマージョン教育と国際バカロレアの理念を取り入れ
世界に通用する真の国際人を育成

（写真右）（写真左）
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ており、真の英語運用能力を測定することができるテ

ストだと感じています。また、本校では特別な受験対策

をすることなく、IELTSを受験することで、生徒にとっ

ては、日頃から培ってきた実力を客観的に測定するよ

い機会となっています。

IELTS  f o r  UKVI

IELTS for UKVI（IELTS for UK Visas and Immigration）は2015年4月
に導入された英国留学や移住申請等でビザ申請を行う方を対象とした試験で、
英国外で受験できる唯一のSELT（Secure English Language Test）として
英国政府の規定のもと厳格に試験が運営されています。
英国の教育機関や移民局からIELTS for UKVIが指定された場合に限り受験
が必要です。通常のIELTSで問題ない場合は、IELTS for UKVIを受験する
必要はありません。

対象
教育機関や移民局からUKVIの受験が
指定されない場合

テスト内容・形式・難易度・採点基準などは同じ

全国14都市 全国2都市（東京・大阪）

教育機関や移民局からUKVIの受験が
指定される場合

IELTS

試験内容

会場

受験料

セキュリティ

試験実施
（お問い合わせ先）

日本英語検定協会
support-kokusai@eiken.or.jp
03-3266-8486

パスポートでの本人確認、写真撮影、
指紋採取

Academic/General Training: 
25,380円（税込）

Academic/General Training : 39,095円（税込）
Life Skills A1/B1: 29,320円（税込）

パスポートでの本人確認、写真撮影、指紋採取、
試験会場のビデオ録画

ブリティッシュ・カウンシル
ielts.ukvi@britishcouncil.or.jp

※ 提出先がどちらを求めているか、ご自身で必ずご確認ください

一般的な区分のイメージ （実際には提出先へ必ずご確認ください）

英国の教育機関や移民局からIELTS for UKVIが
指定された場合に限り受験が必要です。
プログラムが学士レベル未満の場合は、
IELTS for UKVIを求められることがあります。

あくまでも一般的なケースであり、これに当てはまらないこ
とや同じ大学内でもプログラムごとに要件が異なる場合もあ
るため、必ずご自身での事前確認をお願いいたします。

● 条件付入学のPre-sessionalコース
● Foundationコース　　など

IELTS for UKVIが必要なケース
殆どのケースで
通常のIELTS
でＯＫ

IELT
S IELT

S
forUKV

I 例

https://www.britishcouncil.jp/exam/ielts-uk-visa-immigrationURL

IELTS for UKVIに関するウェブサイト

英国留学を
目指す方へ

I ELTS for UKVI

テスト名

　本校では、英語と日本語の2つの言語を使って各教科

を学びます。日本人とネイティブの教員がチームで指導に

あたり、どの教科でも、対話型の授業を取り入れています。

生徒たちは、自ら課題を見つけ探究し、調べたことを英語

でも日本語でも自分の言葉でまとめ、発表するといった、ア

クティブ・ラーニングの手法で学んでいます。そのようにし

て学ぶことで、生徒たちは、英語力を磨き、ITやプレゼン

テーション能力を高めています。さらに、本校が大切にして

いるのは、日本人であることのアイデンティティを確立させ

るということです。世界にひとたび出れば、日本人であるこ

とを強く意識させられるものです。そのため、小学部から伝

統的稲作、陶芸等の「和の体験」の機会をもち、中高学部

では茶道に触れ、日本の文化や社会の成り立ちを学び、

英語と日本語で語ることのできる力を養っています。

　日英バイリンガルで学校生活を送る生徒たちの英語力

は鍛え上げられ、大学進学を前にIELTSのスコアが7.5や

8.0に到達する生徒も見受けられます。これも日頃から、英

語で読む・聞く・話す・書くという4技能を統合的に使いな

がら学ぶことで、真の英語力が身についているからだと言

えるでしょう。今後も「個性を伸ばし、自信を付けて、世界へ

送り出す」ことを使命とし、真の国際人を育ててまいります。

IELTS for UKVI （IELTS for UK Visas and Immigration）
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お問い合わせ先

公益財団法人 日本英語検定協会
IELTS マーケティング担当
E-mail : support -kokusai@eiken.or.jp
Tel　　: 東京 03-3266-8486
　　　 大阪 06-7670-8085
http://www.eiken.or.jp/ielts


