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iTEP - International
Test of
English
Proﬁciency
iTEP - International
Test of English
Proﬁ
ciency
...Ready When You Are

米国生まれの英語検定試験!

The Ideal Internet-Based English
Language Assessment in Only 90
Minutes!
アメリカのボストン・エデュケーショナル・サービス社により開発さ
れた、
インターネットベースでスピーキングやライティングなど多岐
にわたって英語運用能力を評価することのできる、新しいタイプの
英語検定です。
米国の大学・大学院への留学に必要な英語能力証明スコアとして
も認められています。
※大学・大学院の詳細リストはWEBをご覧ください。
http://www.indepub.com

iTEP’s Special Features Give You
an Edge
• Full exam administered in only 90 minutes
• Evaluation of all skills: Reading, Listening, Writing,
Speaking, plus Grammar
• Writing and Speaking sections call for actual writing
and speaking production
• Trained graders evaluate Writing and Speaking
components
• Internet delivery provides maximum scheduling
ﬂexibility
• Results available within 7 business days

• テスト所要時間はたったの90分
• にも関わらず、
「読む」
「聞く」
「書く」
「話す」
そして
「文法」
の全5技
能を網羅

• WritingとSpeakingセクションでは、受検者に作文と口頭での
回答が求められます

• トレーニングを受けたESLの専門家がWritingとSpeakingセク
ションの採点を行います

• インターネット試験のため、テストセンターに空席があれば、いつ

でも受検が可能です。受験対策用Prep Guideはご自宅でも受検
いただけます

iTEP is available in three editions:
iTEP Business employs situations and terminology
characteristic of the work place.
iTEP Academic features settings, content, and
vocabulary found in an educational environment.
More than 300 universities and colleges in the U.S.
are accepting iTEP Academic for their admission.
iTEP SLATE is specially designed to measure
the English proﬁciency of middle and high school
students.

iTEP Business (対象:社会人、ビジネスパーソン)
ビジネスにおける実践的かつ総合的な英語能力を測ることがで
きます。世界各国の企業や政府機関で導入。
グローバルに活躍
するビジネスマンの英語能力を測る、世界基準と考えられます。

iTEP Academic (対象:米国大学、大学院への留学希望者)
アカデミックな環境において必要な英語能力を判定。米国大学
の入学時に必要な認定基準となります。

iTEP SLATE (対象:米国高校への留学希望者)
高校生以下のジュニア用の英語検定として、
日常の生活をテー
マにした問題が出題。米国高校への入学時に必要な、英語能力
判定試験として採用されています。

• 7営業日以内に結果をお届けします

受検料 ¥8,900 (定価)

団体割引もございます。お問い合わせ下さい。
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iTEP受験申込・お問い合わせ:株式会社ネリーズ
TEL: 03-5275-6761

Email: consult@nellies.jp
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Take a Peek Under the Hood
The following are glimpses of a few actual test screens.
本検定は、実践で使えるかどうかに、
より重点を置き、
「読解」
「リスニング」
「文法」
「ライティング」
「スピーキング」全てのスキルについて統合的な実践力を評価し
ます。
このため
「ライティング」
と
「スピーキング」
は、実際に
「書く」
「話す」
ことが要求され、
アメリカのESL専門家により、
その内容までしっかり評価されます。

※ 音量、録音機能等の確認および受検者の必要情報入力等に10分、合計で90分のテストとなります。

The itep Preparation Guide ¥5,250 (¥5,000)
A preparation guide for the iTEP, which includes descriptions,
examples, skill development, and exercises to assist examinees in
increasing English proﬁciency in all ﬁve areas tested by the iTEP
exam.
The guide includes:
Practice Exercises
Audio ﬁles for the Listening section
Two iTEP prep tests
練習問題
リスニングを収録したオーディオファイル
本番さながらのフルテスト(2回分)、
通常の採点者による採点付き

www.indepub.com
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