IELTS における新型コロナウイルスへの対応
Covid-19 Updates for IELTS Test Takers
受験者の皆様の安全確保のため、試験会場でおこなう感染予防対応
Measurement against COVID-19 for all Test Takers’ Safety at the Venue
・Examiner 並びに試験監督スタッフはヘルスチェックを行い、健康状態に問題がないことを確認します。
・All staff members including Examiners have gone through a health check and their conditions have been
confirmed suitable to proctor the test.
・Examiner 並びに試験監督スタッフはマスクを着用します。
・All staff members including Examiners will be wearing a mask at least.
・受験者の皆様につきましてもマスクの着用をお願いいたします。
・All test takers are asked to wear a mask on the test day.
※熱中症予防等の観点から、受験者の責任において、マスクを外すことも可能とします。
※In order to prevent possible heat strokes etc, candidates may take off their mask at their own discretion
during the written tests.
※やむなくマスクを外される場合は、不要な発話に特にお気を付け願います。
※Please refrain from talking while you have your masks off.
※尚、面接試験中はマスクの着用をお願いします。
※Note that you will still be required to have your masks on during the speaking test.
・併せて、会場入り口に設置するアルコール消毒剤で、手指の消毒をしていただきます。
・Also, please use hand sanitizers situated in the venue.
・試験会場内は空調の使用と、ドア・窓などの開放により試験時間中を含めて換気をおこないます。
・The venue will have ventilation by keeping doors and windows open during the test.
・試験会場は試験前に清掃、消毒等をしております。
・The venue will be cleansed and sanitized before use.
・試験会場内で受験者が触れるパソコン機器（キーボード・マウス・ヘッドセット）、ドアノブ等は、事前に消毒しており
ます。
・Computer equipment (keyboard, mouse, headset) and door knobs etc that test takers use will be cleansed and
sanitized before use.
・受験者の皆様におかれましても、試験当日の朝、ご来場前にヘルスチェックを実施してください。
・Please conduct a health check before leaving your house on the test day.
※ヘルスチェックの結果で、1 項目でも該当がある場合は、当日の受験をお断りする場合があります。
※Test Takers who are found to have any of the symptoms outlined in the health checklist will be asked to leave
the venue.

<ヘルスチェック項目>
＜Health Check List＞
試験日当日の朝に、ご自身で以下の項目に該当していないか、ヘルスチェックをお願い致します。
Please go through the health check by yourself on the day to confirm the terms and conditions outlined in the
health checklist.
□現在、新型コロナウィルスの陽性者である
□I am currently infected with COVID-19
□試験日前日から７日以内に濃厚接触者になった疑いがある、または保健所や医療機関等の公的機関から自宅待
機・外出制限の対象と指定されている （その後、PCR 検査で陰性が確認できている場合を除く）
□I am suspected to have been in contact with an infected persons within 7 days from the day before the test date.
Or I have been instructed to self-isolate from the public authorities (unless confirmed negative with PCR test)
□直近で所属学校・企業・団体等で新型コロナウィルスの感染者が出て、自身が濃厚接触者かどうかまだ判明してい
ない
□COVID infection was found in my school/workplace, but I don’t know if I will be considered a close-contact or
not.
□海外渡航歴があり、現在、宿泊施設や自宅での待機を指示されている
□I am currently self-isolating after travelling abroad
□いつもの体温に比べて発熱がある
□I have a high temperature
□咳がある・息苦しい（喘息やアレルギー等の持病や新型コロナウィルス感染症の後遺症の症状の場合を除く）
□I have continuous cough and/or experiencing shortness of breath (excluding asthma, allergy reactions, or post
COVID conditions)
□下痢をしている（持病や食あたり、新型コロナウイルス感染症の後遺症の症状の場合を除く）
□I have loose bowels (excluding symptoms from food poisoning, chronic conditions, or post COVID conditions)
□のどの痛みや、強いだるさがある（新型コロナウイルス感染症の後遺症の症状の場合を除く）
□I have sore throat and/or extreme fatigue (excluding post COVID conditions)
□味がしない・においがしない（新型コロナウイルス感染症の後遺症の症状の場合を除く）
□I am experiencing loss of taste and/or smell (excluding post COVID conditions)
□風邪の症状が続いていたり、その他、体調が悪い
□I have persisting cold like symptoms or I am not feeling well (in poor health)
□同居する人が以上の項目にあてはまる
□People I live with fall under any of the above category

※ 厚生労働省や文部科学省の発表を参考にしています。
※ We follow the announcement of Ministry of Health, Labor and Welfare, and Ministry of Education, Culture,
Sports, Science and Technology.
※ 激しい咳などの症状により、他の受験者への影響が懸念される場合は、各試験会場の実施委員の判断により、
個別に「試験の中断」あるいは「退出」指示をさせていただく場合があります。
※ Test takers who show symptoms which may be considered harmful or interfere other test takers i.e. sever
cough etc may be personally instructed to stop the test or to be removed from the test room.

●試験日当日の朝、上記の項目をご確認いただき、1 つでも該当する場合はご受験をご遠慮ください。
●Please refrain from coming to the venue should any of the above conditions apply after performing a health
check in the morning of the test day.
●試験当日のご来場時に、全員に検温を実施しますのでご協力をお願い致します。
●All test takers are required to have their temperature checked by non-contact thermometer on the test day.
●また、上記ヘルスチェック項目を入口付近でご用意する文面にて再度ご確認いただき、該当しない事を宣誓いただく署
名をしていただいた後、受付に進んでいただきます。
●After going through the health check at the entrance, test takers will be asked to sign and confirm the terms
and conditions outlined in the health checklist.
●上記ヘルスチェックに 1 項目でも該当する場合、またはご署名いただけない場合は、受験をお断り致します。
●Any test taker who are found to have any of the above conditions or refuses sign the terms and conditions
will not be allowed to sit the test.

受験の際は、以下の点にご協⼒ください。
Request to test takers attending the test
・原則、受験者お一人でのご来場をお願いいたします。
・Please come to the venue alone (unless you are required to be accompanied by someone).
・飛沫飛散防止のため、受験会場での不必要な私語はご遠慮ください。
・In order to prevent droplet infections, please refrain from talking while you have your masks off.
・試験会場におきまして、手洗いやアルコール消毒をおこなってください。
・Please wash your hands and use hand sanitizers placed in the facility.
・感染防止の観点で、透明な手袋であれば、着用して受験する事を認めます。
・Transparent hand gloves will be allowed as long as it is intended as a precautionary measure against the virus.
・ IELTS コンピューター版では、ヘッドセット、キーボード、マウス等の機器類の持ち込みはできません。
・For IELTS on Computer, you will not be allowed to bring to the test room any personal computer equipment i.e.
headset, keyboard, mouse, etc.
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