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IELTS 成績優秀者 15 名を表彰、102 名に報奨金支給
14 students who scored above IELTS 7.0 received awards
and 102 students received rebates
青山学院大学国際交流センターが 2016 年度学内で実施した IELTS 試験で、7.0 以上の非常に優秀なス
コアを獲得した学生 14 名と IELTS スコアが短期間で飛躍的に伸びた学生 1 名の成果を称え、青山キャン
パスと相模原キャンパスにて表彰しました。
受賞者には、国際交流センター所長及び副所長より、記念品と賞状が授与されました。14 名のうち、
IELTS 8.0 が 1 名、7.5 が 4 名、7.0 が 9 名で、欧米大学院出願時の英語力要件を満たす高いスコアでし
た。また、今回、1 ヶ月半の短期間で、IELTS 4.5 から 6.0 へ大幅にスコアアップした学生 1 名を、特別
表彰しました。
今年度、158 名が自発的に学内で IELTS 試験を受験し、うち 114 名が協定校派遣留学出願に必要な最
低条件である 5.5 以上を獲得し、申請をした 102 名に報奨金を支給しました(IELTS 5.5 で 5,000 円～7.5
以上 25,000 円)。来年度も表彰・報奨制度を継続し、学内での IELTS 試験や課外 IELTS 講座の実施も含め
て、海外留学を目指す学生を支援していきたいと考えております。
Aoyama Gakuin University International Exchange Center’s scheme ‘AGU IELTS Incentive Award’ offers rebates to
students who obtained above 5.5 in their IELTS examinations, held on our premises. To celebrate their Excellent
English proficiency, 14 students who obtained above 7.0 and one student who improved his score dramatically were
invited to the award ceremony at the International Exchange Center.
They were provided certificates and gifts by the Director and Deputy Director of the International Exchange
Center. The top scoring participants included one student who achieved 8.0, four who achieved 7.5 and nine who
scored 7.0. Also one more student received a special award because his score improved from 4.5 to 6.0 in just one
and a half months.
Out of 158 students who elected to take the IELTS exams, 114 students achieved above 5.5. This mark is the
minimum level of English proficiency to apply to the scheme received a rebate ranging from 5,000 yen to 25,000 yen
depending on their scores. We would like to congratulate all participating students on their hard work this year. At
this scheme will be repeated next year, we hope to see many of you improving your IELTS score further and taking
advantage of this excellent opportunity.

大芝国際交流センター所長と受賞者
(青山キャンパス)

Reedy 国際交流センター副所長と受賞者
(相模原キャンパス)

IELTS(International English Language Testing System、アイエルツ)は留学や海外移住に必要な英語力 4 技能を評価する試
験であり、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 Education によって協同で運営されています。世
界 140 カ国以上、約 9000 以上の教育機関、企業、専門機関で採用され、年間 270 万人以上が受験する、世界で最も信頼性
の高い試験の一つです。本学の協定校派遣留学出願時の英語力証明として、7 割以上の学生が IELTS スコアを提出してい
ます。

