
 

工学研究科博士課程前期課程 

（一般入試，外国人留学生特別入試，社会人特別入試） TOEIC 

テスト及び TOEFL テスト試験中止に対する対応について 

 

 

 
新型コロナウイルス感染の拡大により第 248 回（3/8 実施）～第 250 回（5/24 実施）のTOEIC 

Listening & Reading 公開テスト及び 5/10 までの国内実施の TOEFL iBT が中止となったため，

次のとおり対応します。出願時にスコアシート（詳細は募集要項参照）を提出できる場合は、下のテ

ストの受験は必須ではありません。 

 

 
【TOEIC Listening & Reading 公開テスト】 

第 251 回 TOEIC Listening & Reading 公開テスト(6/28 実施、申込期間:4/8〜5/19)のスコ

アも有効とします。なお、出願時にスコアシートを提出し、かつ、このテストのスコアの提出があった

場合には、高い点数の方を採用します。 

 

1. 第 251 回 TOEIC Listening & Reading 公開テストの申し込みをしてください。 

2. 出願時に第 251 回 TOEIC Listening & Reading 公開テストの受験票（コピー）を必ず提

出してください。 

3. 試験日当日(8/24)に TOEIC 公式認定証の原本を必ず持参してください。持参しなかった場

合にはそのスコアは無効となります。 

 
なお、第 251 回 TOEIC Listening & Reading 公開テストが中止となった場合の対応について

は、改めてホームページにて通知します。 

 

 
【TOEFL iBT テスト】 

次のいずれかにより受験してください。 

 
1. 試験会場を変更して受験 

2. TOEFL iBT テスト自宅受験「TOEFL iBT Special Home Edition 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Special measures regarding the cancellation of the TOEIC & TOEFL Test required for 

the entrance exams of the Graduate School of Engineering’s Master’s Programs. 

(including the entrance exams for general admission, foreign students and mature 

students) 

 

  

The following measures have been decided upon due to the cancellation of the No.248 (8 

March 2020) - No.250 (24 May 2020) TOEIC Listening & Reading Tests and the TOEFL 

iBT (up to 10 May 2020). Please note that it is not necessary to take the tests below if you are 

able to submit the “score sheet” mentioned in the application guide when applying.  

  

【TOEIC Listening & Reading Test】 

The score for No.251 of the TOEIC Listening & Reading Test (28 June 2020, application 

period: 8 April - 19 May) is valid. If the applicants submit both the “score sheet” and also the 

score for No.251 test, the one with the higher score will be adopted. 

  

1. Apply for No.251 TOEIC Listening & Reading Test 

2. Submit a copy of the Admission Ticket for the No.251 TOEIC Listening &  

    Reading Test when you apply for the entrance exam. 

3. Bring the original TOEIC Official Score Certificate on the entrance examination day (24 

August 2020). If you do not bring it, the score will not be adopted. 

  

In the event that the No.251 TOEIC Listening & Reading Test is canceled, we will inform 

you about the updated procedure on our webpage. 

  

  

【TOEFL iBT】 

Please take the test in either of the following ways: 

  

A. Take the test at a different venue.  

B. Take the TOEFL iBT Special Home Edition. 


