
IELTS における新型コロナウイルス対応について 

 

2023 年 5 月９日 

先般、政府より発表されました新型コロナウイルスの５類感染症への変更決定を受け、日本英語検定協

会が実施する IELTS では、 2023 年５月 13 日（土）以降の IELTS 各試験につきまして、試験当日

のヘルスチェックの実施、およびヘルスチェック該当者への振替受験対応の運用を終了いたします。 

 実施スタッフならびに Examiner のマスク着用や換気の実施等、引き続き基本的な感染防止対策は継

続して実施いたします。受験者の皆様におかれましても、ご自身の体調管理にご留意いただきご来場くださ

いますようお願い申し上げます。今後の感染拡大状況や政府の要請により、協会の対応方針も変更する

場合がございます。何卒ご理解・ご協力のほど宜しくお願いいたします。 

 なお、重篤な疾患により受験が不可能な場合は、医療機関からの診断書（原本）を試験後 5 営業日

以内にご提出いただくことで、試験の振替または受験料の返金の措置を受けることができます。詳しくは

IELTS ウェブサイトにてご確認ください。 

 

IELTS における基本的な感染防止対策 

 Examiner 並びに試験監督スタッフはマスクを着用します。 

 受験者の皆様につきましても原則としてマスクの着用をお願いいたします。ただし受験者様の責任においてマ

スクを外すことも可能です。 

 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。 

 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。 

 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。 

 

 

（公財）日本英語検定協会 

IELTS 事務局 

 

  



Covid-19 Updates for IELTS Test Takers 

 

9th May 2023 

In response to the reclassification of COVID-19 to category 5 by the Japanese 

government, Eiken Foundation of Japan IELTS Test Centre will end all test day health 

checks and corresponding tests date transfer policy from Saturday 13 May’s test. 

Basic infection prevention measures such as use of masks by staff members and 

room ventilation will remain for the time being, but we ask that test takers be mindful 

of their health and safety when coming to the test venue. Please note that this policy 

is subject to change at the discretion of new announcements by the Government. 

  Test Takers who are unable to attend the test due to serious illness may be able to 

apply for a re-test or a refund by providing us with a medical certificate within 5 

working days of the test date. Please visit our website for details. 

 

Basic infection prevention measures 

 All staff members including Examiners will be wearing a mask. 

 As a general rule, test takers are asked to wear a mask on the test day. Candidates may 

take off their masks at their own discretion during the written test. 

 The venue will have ventilation by keeping doors and windows open during the test. 

 Computer equipment (keyboard, mouse, headset) and doorknobs etc. that test takers use 

will be cleansed and sanitized before use. 

 Test takers who show symptoms which may be considered harmful or may interfere other 

test takers i.e., sever cough etc. may be personally instructed to stop the test or be 

removed from the test room. 

 

Eiken Foundation of Japan 

IELTS Test Centre 


