
「国際経営学部 外国人留学生入学試験【B 方式】を出願予定の方へ(お知らせ)」 
 

2020 年 1 月 30 日現在、中国の武漢市で発生が確認された新型コロナウイルス関連肺炎の影
響により、中国全土において、2 月中の実施を予定されていた IELTS および TOEFL iBT® の全
実施回の中止が各試験実施機関により発表されています。 

これに関して、2020 年度中央大学国際経営学部外国人留学生入学試験【B 方式】を出願予定の
方で、以下の(1)(2)の両方に該当する方に対して、下記の通りお知らせします。 
 (1)中央大学国際経営学部外国人留学生入学試験【B 方式】出願時点で、中国国内に在住の方 
 (2)中央大学国際経営学部外国人留学生入学試験【B 方式】出願書類としてスコアレポートの必

要な IELTS または TOEFL を受験予定であったが、今回の新型コロナウイルス関連肺炎の影
響により、出願期間までに受験できなくなってしまった方 

 上記(1)および(2)の両方に該当する方についてのみ、3 月末までの、IELTS または TOEFL のス
コアレポートの提出を認めます。ただし、この場合も、所定の出願手続 (Web 上での出願登録、
入学検定料の支払い、IELTS または TOEFL のスコアレポートを除くすべての出願書類の郵送)を
出願期間内に完了する必要があります。   
＊上記(1)および(2)に該当しない場合は、出願期間後のスコアレポートの提出は一切認めませ
ん。 

＊詳細は、中央大学入試課(電子メール admissions-grp@g.chuo-u.ac.jp)までお問い合わせ
ください。 

 
[IMPORTANT] Announcements for applicants for Foreign Students' Entrance Exam                    
of Faculty of Global Management [Method B] 
 
Under the influence of novel coronavirus pneumonia which has occurred in Wuhan City 
of China, all tests of IELTS and TOEFL iBT® scheduled to be held in February in the whole 
of China has been determined to be cancelled by each test provider. 
Considering those circumstances, we announce applicants for Foreign Studentsʼ 
Entrance Exam of Faculty of Global Management [Method B] our handling the 
application documents as follows. 
 
Only on condition you fall under both of (1) and (2) below, you are able to submit your 
score report of IELTS or TOEFL iBT® by the last day of March in spite of the original 
application period. However, you have to complete all application procedure including 
“Online Application”, “Payment of Application Fee” and “Submitting the application 
documents other than your score report of IELTS or TOEFL iBT®” within the original 
application period. 
 
(1)You have to be a resident of Peopleʼs Republic of China when you apply for Foreign 
Students' Entrance Exam of Faculty of Global Management [Method B]. 
(2)You had planned to take a test of IELTS or TOEFL iBT® scheduled to be held in 
February in Peopleʼs Republic of China. 
 
For more information, please contact the Admissions Office by e-mail(admissions-
grp@g.chuo-u.ac.jp). 
 



【重要通知】针对即将报名我校国际经营学部外国人留学生考试（B 方式）的申请人 

截至 2020 年 1 月 30 日，鉴于当前在中国武汉市所发生的新型冠状病毒感染肺炎疫情的严重
影响，各类雅思以及托福考试在中国全国范围内，取消了 2020 年 1 月 31 日和 2 月的所有考试日
程。根据目前的形势，我校决定针对，即将报名我校 2020 年度国际经营学部外国人留学生考试（B
方式）的，并且符合（1），（2）两点要求的申请人施行以下政策。 

 
（1） 截至报名我校国际经营学部外国人留学生考试（B 方式）时，居住的中国的申请人 
（2） 因受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，计划参与的雅思或者托福考试日程被取消的申请人 
 

仅限符合以上两点要求的申请人，我校特别承认，所应提交的雅思或者托福考试的成绩通知可
以于 3 月 31 日为止提交。但该申请人必须在我校规定的报名期限内，完成网上报名申请，缴纳所
需报名费用，以及提交除雅思或者托福考试成绩通知外的，所有我校规定的必须资料。 

 
＊除符合以上两点要求的申请人外，我校概不承认以任何理由的，在我校所规定的报名期限后所提
交的英语资格考试成绩通知。 
＊详情请咨询中央大学入学考试课。联系方式 Email admissions-grp@g.chuo-u.ac.jp 
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