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JSAF-IELTS公式Facebookからも
最新のIELTS情報配信中︕

コンピューターで
受験する
IELTS公式テスト
Introducing computer-
delivered IELTS



IELTS受験案内
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IELTSテストとは︖

International English Language Testing System（IELTS）は、世界で年間受験者数が380万人を超える、英語圏での留
学や就労・移住のための、世界的に認知度の高い英語技能テストです。また、世界が認める英語技能テストとして、
アメリカでは入学審査に採用する教育機関が3,000を超えており、また世界においては140を超える国々で10,000以上
の教育機関、政府機関、その他機関で認定されています。
IELTSは世界をリードする英語教育、言語研究機関であるIDP:IELTS Australia、Cambridge Assessment English、
British Councilの３団体が共同開発したテストです。テスト内容は国、性別、テストを受ける場所などで差が出ないよ
う、世界の専門家によって研究を重ねて作られています。
受験者の目的によって「アカデミック」と「ジェネラル・トレーニング」の2つのモジュールに分かれ、それぞれ英語
で必要とされる4技能（リーディング・ライティング・リスニング・スピーキング）全てを測定するテストとなってい
ます。テスト結果は、０から９までのスコアで評価され、各技能にも同じようにスコアがつきます。
一般財団法人日本スタディ・アブロード・ファンデーション（JSAF）は、IELTS公式テストセンターとして日本国内
における実施運営及び広報活動をしています。
※IELTSはテスト内容において、16歳以上の方の受験が望ましいテストです。
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ペーパーで受験するIELTSコンピューターで受験するIELTS

JSAF-IELTSの特色

3Computer Delivered IELTS

JSAF-IELTSテスト運用につきましては、受験生中心のテストを心がけております。

①3日前までお申し込みが可能
②スピーキングテスト実施時間帯リクエスト可能（10日前までにお申し込みいただいた方）
③一般会場、1教室50-70名程度までを中心に実施
④朝集合時、クローク形式の荷物預かり
⑤鉛筆と消しゴム提供による持ち物チェックの簡素化
⑥スピーキングテスト待ち時間をできるだけ無くす
⑦受験生への無料IELTS準備コース提供
　・クイーンズランド大学IELTSオンライン講座
　・IELTS Writing Assist（IELTSスペシャリストによるライティング無料添削模擬テスト）
　・IELTS Advantage（IELTS特別イベントへのご招待）
　・マッコーリー大学IELTS Master（１モジュールのみ30日間無料。）
⑧「コンピューターで受験するIELTS」開始により、ペーパー、コンピューターでのフォーマット
　 を選んで受験することが可能
⑨その他 受験生の立場に立ち、できる限り柔軟性を持って、対応することを基本方針としております。

IELTSお役立ち情報

JSAF-IELTSウェブサイト
または Facebookから、
コンピュータで受験する
IELTSに関する様々な
お役立ち情報を
得ることができます。
この他にも情報が盛りだくさん。
今すぐチェックください︕

JSAF IELTS

無料サンプルテスト公開中
コンピュータで受験する IELTSの
各パートの無料サンプルテストです
本番前にテスト形式に慣れよう︕

キーボード (US)と
機能について
/よくある質問

チュートリアル動画公開中︕

IELTSお役立ち情報は、JSAF-IELTSウェブサイト・Facebookから︕

JSAF IELTS

で検索︕

情報配信中︕

「いいね」「フォロー」してください

「コンピューターで
　受験するIELTS」の
　HPへはこちらの
　QRコードから



IELTS受験案内

2

IELTSテストとは︖

International English Language Testing System（IELTS）は、世界で年間受験者数が380万人を超える、英語圏での留
学や就労・移住のための、世界的に認知度の高い英語技能テストです。また、世界が認める英語技能テストとして、
アメリカでは入学審査に採用する教育機関が3,000を超えており、また世界においては140を超える国々で10,000以上
の教育機関、政府機関、その他機関で認定されています。
IELTSは世界をリードする英語教育、言語研究機関であるIDP:IELTS Australia、Cambridge Assessment English、
British Councilの３団体が共同開発したテストです。テスト内容は国、性別、テストを受ける場所などで差が出ないよ
う、世界の専門家によって研究を重ねて作られています。
受験者の目的によって「アカデミック」と「ジェネラル・トレーニング」の2つのモジュールに分かれ、それぞれ英語
で必要とされる4技能（リーディング・ライティング・リスニング・スピーキング）全てを測定するテストとなってい
ます。テスト結果は、０から９までのスコアで評価され、各技能にも同じようにスコアがつきます。
一般財団法人日本スタディ・アブロード・ファンデーション（JSAF）は、IELTS公式テストセンターとして日本国内
における実施運営及び広報活動をしています。
※IELTSはテスト内容において、16歳以上の方の受験が望ましいテストです。

Listening

Speaking

Academic Reading

Academic Writing

General Training Reading

General Training Writing

General Training ModuleAcademic Module

Listening

Speaking

Academic Reading

Academic Writing

General Training Reading

General Training Writing

General Training ModuleAcademic Module

ペーパーで受験するIELTSコンピューターで受験するIELTS

JSAF-IELTSの特色

3Computer Delivered IELTS

JSAF-IELTSテスト運用につきましては、受験生中心のテストを心がけております。

①3日前までお申し込みが可能
②スピーキングテスト実施時間帯リクエスト可能（10日前までにお申し込みいただいた方）
③一般会場、1教室50-70名程度までを中心に実施
④朝集合時、クローク形式の荷物預かり
⑤鉛筆と消しゴム提供による持ち物チェックの簡素化
⑥スピーキングテスト待ち時間をできるだけ無くす
⑦受験生への無料IELTS準備コース提供
　・クイーンズランド大学IELTSオンライン講座
　・IELTS Writing Assist（IELTSスペシャリストによるライティング無料添削模擬テスト）
　・IELTS Advantage（IELTS特別イベントへのご招待）
　・マッコーリー大学IELTS Master（１モジュールのみ30日間無料。）
⑧「コンピューターで受験するIELTS」開始により、ペーパー、コンピューターでのフォーマット
　 を選んで受験することが可能
⑨その他 受験生の立場に立ち、できる限り柔軟性を持って、対応することを基本方針としております。

IELTSお役立ち情報

JSAF-IELTSウェブサイト
または Facebookから、
コンピュータで受験する
IELTSに関する様々な
お役立ち情報を
得ることができます。
この他にも情報が盛りだくさん。
今すぐチェックください︕

JSAF IELTS

無料サンプルテスト公開中
コンピュータで受験する IELTSの
各パートの無料サンプルテストです
本番前にテスト形式に慣れよう︕

キーボード (US)と
機能について
/よくある質問

チュートリアル動画公開中︕

IELTSお役立ち情報は、JSAF-IELTSウェブサイト・Facebookから︕

JSAF IELTS

で検索︕

情報配信中︕

「いいね」「フォロー」してください

「コンピューターで
　受験するIELTS」の
　HPへはこちらの
　QRコードから



コンピューターで受験するIELTSのご紹介

コンピューターで受験するIELTSでは、結果をより早く得られ、テストの受験機会が多くなります。

•  5-7日で結果がわかる

•  ライティングをタイピングできる

•  スピーキングテストは面接形式のまま

予約時にペーパーテストまたはコンピューターで受験するIELTSを選択できます。
テスト内容と構成はどちらも同じです。
コンピューターで受験するIELTSでも、スピーキングテストはこれまで同様、
認定面接官による対面形式です。

コンピューターで受験するIELTSでは、受験可能なテスト日と
セッションがさらに増え、自分に最も都合のよいテスト時間を
選択することができ、テスト結果も早く受け取ることができます。

Your IELTS, your choice.

 
 

 

 

コンピューターで受験するIELTS ペーパーで受験するIELTS

各セクション形式 リスニング

リーディング

ライティング

ライティング

リーディング

リスニング

スピーキング
どちらも、スピーキングテストは認定面接官による対面形式です。

テスト結果 テスト後 5-7日 テスト後 13日

申込方法 JSAF-IELTS公式テストセンターから
コンピューターアイコン実施回を選択
www.jsaf-ieltsjapan.com

JSAF-IELTS公式テストセンターから
ペーパーアイコン実施回を選択
www.jsaf-ieltsjapan.com

リスニング* 30分
リーディング 60分
ライティング 60分
スピーキング 11-14分

ライティング 60分
リーディング 60分
リスニング* 30分
スピーキング 11-14分

テスト時間

* リスニングセクションでは、最後に
２分間、見直しの時間が与えられます。

*リスニングセクションでは、最後に 10分間、
答えを解答用紙に転記する時間が与えられます。

4

NO

スタート︕

自分は
コンピューターに

詳しい方だ

いつも携帯電話
スマホを

持ち歩いている

事前にしっかり
計画を立てたい方︖
流れに任せたい方︖

話すより
タイピング

する方が速い

タイピング
するときに使う

指の数は︖

画面上で
何かを読むことは

苦にならない

YES

YES

YES

YES

YES

新聞

オンライン

NO

NO NO

NO

新しいことに
挑戦することが

好き

時々スマホや
PCなしの生活が

したくなる

やることを
1日で一気に
終わらせる︖
時間をかけて
ゆっくり︖

何事にもスピーディなあなたは
「コンピューターで受験するIELTS」

に向いています。

何事にも順応できるあなたは、
「ペーパーで受験するIELTS」

「コンピューターで受験するIELTS」
の両方に向いています。

手書きに慣れ親しんでいるあなたは
「ペーパーで受験するIELTS」

が向いています。

ニュースを
読むなら、

オンライン派︖
新聞派︖

手書きに
自信がない

計画を立てる流れに任せる ２-6本10本

IELTS適性診断 or ?

YES NO

※この診断はあくまで参考です。
好みに基づいて最適な選択をしてください。
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Q&A / 受験生の声

6

普段からPCに
慣れていたら
すごくいい
と思った

ヘッドホンを
使うのでリスニングが

聴きやすかった

結果が早く出るので
助かっている

特にWritingは
やりやすかった

とても静かな環境で
集中できた

Computer Delivered IELTS

 

IELTSは、留学、就労、移住を目的とした、世界的に認知度の高い英語技能
テストです。
IELTSはあなたのリスニング、リーディング、ライティング、スピーキング
能力を3時間以内で評価します。
ペーパーとコンピューターのどちらでIELTSを受験しても、
IELTSの信頼性に変わりはありません。

下記の項目に、従来のテストと違いはありません。
 

 

•  内容

•  テスト時間（※）

•  構成

•  採点基準

•  問題形式

•  セキュリティ

•  スピーキングテスト

•  成績証明書

（※）コンピューターによるリスニングテストでは、
ペーパーで受験するテストとは若干時間が異なります。
これは、ペーパーで受験するテストでは受験者が解答を解答用紙に転記する必要があるためです。
この手順は、コンピューターで直接回答を入力するため不要になります。

 
 

 

•     リスニングテストの各パートを始める前に、質問を読む時間が与えられます。

•     リスニングテストの各パートが終わったら、解答を確認する時間があります。

•     リスニングテスト終了後、解答をチェックするために2分間が与えられます。

•　リスニングテスト全体の所要時間は30～34分です。

テストを受ける前に、コンピューターでIELTSを受験する
ことに慣れる時間をとってください。
練習問題を解くことや、オンラインでのテストサポート
マテリアルをご確認いただくことが可能です。  

無料サンプルテスト、チュートリアル動画は

www.jsaf-ieltsjapan.com

信頼性のある IELTS テストのまま信頼性のある IELTS テストのまま信頼性のある IELTS テストのまま

コンピューターで受験するIELTS
準備のためには
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“I really wanted my 
results quicker, so that’s 
why I took IELTS on a 
computer. The test was 
otherwise the same.” 

Q.  コンピューターで受験する IELTS とペーパーで受験する IELTS の難易度は違いますか︖

A.いいえ。テストは、内容、採点基準、難易度、および問題形式の点で、どちらも同じです。

Q.  コンピューターで受験する IELTS と、ペーパーで受験する IELTS は、どちらを受験するべきですか︖

A.  自分にとって、より受けやすい方を選択してください。「IELTS 診断」も利用してみてください。他の試
験の経験から、ペーパーでの試験を受けることに慣れている受験者もいるかもしれませんが、タイピング 
の方が安心出来たり、コンピューターによる試験に慣れている受験者もいるかもしれません。 両方のオプ
ションに関する情報は ielts.org/oncomputerで入手可能です。詳細は、JSAF-IELTS公式テストセンター
にご連絡ください。

Q.  どんな練習教材がありますか︖

A.  ielts.orgで利用可能な練習問題をご参照ください。コンピューターによる IELTSをどのように受験する
か確認できます。

Q.  ペーパーで受験する IELTS とコンピューターで受験する IELTS では、何が違うのですか︖

A.  コンピューターで受験する IELTSテストは、内容、採点、難易度、およびテスト形式について、ペーパー
で受験する IELTSと同様です。 IELTSスピーキングテストは変更されず、従来通りトレーニングを受け
た IELTS試験官によって実施されます。受験者はコンピューターで受験する IELTS、ペーパーで受験す
る IELTSを選択できます。コンピューターで受験する IELTSでは、受験者は試験日の選択肢がより多く
得られ、結果をより早く（テスト後 5-7日）得ることができます。

Q.  団体受験はできますか︖

A.  はい、一定以上の人数を対象に、ご希望の日時で団体の設定が可能です。詳細は JSAF-IELTS公式テス
トセンターへお問い合わせください。
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ペーパーとコンピューターのどちらでIELTSを受験しても、
IELTSの信頼性に変わりはありません。

下記の項目に、従来のテストと違いはありません。
 

 

•  内容

•  テスト時間（※）

•  構成

•  採点基準

•  問題形式

•  セキュリティ

•  スピーキングテスト

•  成績証明書

（※）コンピューターによるリスニングテストでは、
ペーパーで受験するテストとは若干時間が異なります。
これは、ペーパーで受験するテストでは受験者が解答を解答用紙に転記する必要があるためです。
この手順は、コンピューターで直接回答を入力するため不要になります。

 
 

 

•     リスニングテストの各パートを始める前に、質問を読む時間が与えられます。

•     リスニングテストの各パートが終わったら、解答を確認する時間があります。

•     リスニングテスト終了後、解答をチェックするために2分間が与えられます。

•　リスニングテスト全体の所要時間は30～34分です。

テストを受ける前に、コンピューターでIELTSを受験する
ことに慣れる時間をとってください。
練習問題を解くことや、オンラインでのテストサポート
マテリアルをご確認いただくことが可能です。  

無料サンプルテスト、チュートリアル動画は

www.jsaf-ieltsjapan.com

信頼性のある IELTS テストのまま信頼性のある IELTS テストのまま信頼性のある IELTS テストのまま

コンピューターで受験するIELTS
準備のためには
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“I really wanted my 
results quicker, so that’s 
why I took IELTS on a 
computer. The test was 
otherwise the same.” 

Q.  コンピューターで受験する IELTS とペーパーで受験する IELTS の難易度は違いますか︖

A.いいえ。テストは、内容、採点基準、難易度、および問題形式の点で、どちらも同じです。

Q.  コンピューターで受験する IELTS と、ペーパーで受験する IELTS は、どちらを受験するべきですか︖

A.  自分にとって、より受けやすい方を選択してください。「IELTS 診断」も利用してみてください。他の試
験の経験から、ペーパーでの試験を受けることに慣れている受験者もいるかもしれませんが、タイピング 
の方が安心出来たり、コンピューターによる試験に慣れている受験者もいるかもしれません。 両方のオプ
ションに関する情報は ielts.org/oncomputerで入手可能です。詳細は、JSAF-IELTS公式テストセンター
にご連絡ください。

Q.  どんな練習教材がありますか︖

A.  ielts.orgで利用可能な練習問題をご参照ください。コンピューターによる IELTSをどのように受験する
か確認できます。

Q.  ペーパーで受験する IELTS とコンピューターで受験する IELTS では、何が違うのですか︖

A.  コンピューターで受験する IELTSテストは、内容、採点、難易度、およびテスト形式について、ペーパー
で受験する IELTSと同様です。 IELTSスピーキングテストは変更されず、従来通りトレーニングを受け
た IELTS試験官によって実施されます。受験者はコンピューターで受験する IELTS、ペーパーで受験す
る IELTSを選択できます。コンピューターで受験する IELTSでは、受験者は試験日の選択肢がより多く
得られ、結果をより早く（テスト後 5-7日）得ることができます。

Q.  団体受験はできますか︖

A.  はい、一定以上の人数を対象に、ご希望の日時で団体の設定が可能です。詳細は JSAF-IELTS公式テス
トセンターへお問い合わせください。



IELTS公式テストセンター︓JSAF（ジェイサフ）
http://www.jsaf-ieltsjapan.com/

Paper or Computer
 

Your IELTS, your choice

 

http://www.jsaf-ieltsjapan.com/
ジェイサフのIELTS公式テスト受験予約はこちらから

一般財団法人　日本スタディ・アブロード・ファンデーション 
JSAF-IELTS公式テストセンター　東京（JP112）
TEL︓03-6273-9356　FAX︓03-6273-9357
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-4-15 大樹生命高田馬場ビル3F

JSAF-IELTS公式テストセンター　大阪（JP114）
TEL︓06-6442-1106　FAX︓06-6442-1107
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島５丁目１−１　若杉西梅田ビル701

JSAF IELTS

JSAF-IELTS公式Facebookからも
最新のIELTS情報配信中︕

コンピューターで
受験する
IELTS公式テスト
Introducing computer-
delivered IELTS
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