(For English version of this document, refer to the next page.)

入学願書に添付する Test Taker (Examinee) Score Report について、ETS
サイトの My Home Page 内に表示されたスコアのプリントにより代用する
場合の提出方法
「2020 年度東京大学大学院工学系研究科大学院入学試験外国語(英語)試験に関するお知らせ」に記載されている
とおり、入学願書に添付するスコアは、原則として受験者本人あてに ETS から紙媒体で郵送された「Test Taker
(Examinee) Score Report」のコピーを使用しなければならないが、「Test Taker (Examinee) Score Report」の
郵便の本人への到着が遅れる等の理由がある場合は、
「My Home Page」の画面に表示されたスコアをプリント
したもので代えることができる。ただし、その場合は、必ず、以下の方法で行うこと。
（作成例）

Gender : Male
Date of Birth :
12 April, 1991
Country of Citizenship :
Japan
Registration number :
0000 0000 9999 9999

ここの余白に、このように手書き

(1) ETS の TOEFL iBT 公式ホームページ http://www.ets.org/toefl にアクセス。
等で書き加える。なお、
(2) 「MY TOEFL iBT ACCOUNT」から Sign in し、「My Home Page」を表示。 Registration number が 画 面 の
(3) 「View Scores」の画面を表示し、
「See details」をクリック。
上の欄に印刷されている場合は、
(4) 表示されたスコアの表を印刷する。その際、ページ右側に受験者の氏名が印字
改めてそれをここに書き加える
されるようにする。
必要はない。
スコアの表には、Test date, Reading, Listening, Speaking, Writing, Total の
各スコアが含まれるようにする。
なお、印刷の際は、１ページ分のみ A4 判の用紙にプリントし、下のほうの各セクションごとの取得スコア
に関する解説文は、全部印刷されなくてもよい。
（途中で切れてよい。
）
(5) 印刷した紙の右端の名前・住所等が表示されている箇所の下にある余白に、性別・生年月日・国籍・Registration
number を手書き等で記入する。Registration number は印刷したスコアに対応するものとする。
(6) 「Test Taker (Examinee) Score Report」のコピーを、このプリントで代用する場合でも、
「Official Score
Report」は、別途、東京大学工学系研究科への送付を手配しなければならない。
「2020 年度東京大学大学院工
学系研究科大学院入学試験外国語(英語)試験に関するお知らせ」を参照すること。
(7) 以上の手順により作成したものを、入学願書に添付して、入学願書の提出期限までに提出する。
(8) この Web プリントで代用したスコアの提出方法は、上記の工学系研究科の大学院入試についてのみ、認めら
れるものである。東京大学の他の研究科の入試では、Web プリントによる代用の可否・提出方法は、これとは
異なる。
（Web プリントによる代用を認めていない研究科が多い。
）他研究科に出願予定の場合は、その研究科
の募集要項・Web サイト等を確認した上で、不明な点がある場合は、直接その研究科へ確認すること。
当該ページへのアクセス手順は CIEE のサイト http://www.cieej.or.jp/toefl/toefl/myhomepage_7.html を参照。
（注）
・入学願書には、一つのスコアのみしか添付することができない。複数回受験したため、画面に表示される Test
Date が複数あったとしても、今回の出願に用いる Test Date のスコアを必ず一つだけ選択して印刷すること。
・ETS の My Home Page の画面デザインは変更されることがあり、上記とは異なる画面表示となることもあ
る。その場合でも、上記に準じて印刷・記入すること。
・スコアの数字を改ざんすることは許されない。もし改ざんが明らかとなった場合は、入学後においても遡って
入学を取り消すことがある。
（最終更新 2019. 5）

How to submit your TOEFL score as a printout from “My Home Page” on the ETS web site
(as a substitute for the “Test Taker (Examinee) Score Report” to be submitted with application
documents)
As stated in the “Notice regarding Foreign-language (English) Examinations in 2020 Graduate School of
Engineering, The University of Tokyo Entrance Examinations”, it is a general rule to submit a copy of the “ Test
Taker (Examinee) Score Report” which is sent to the applicant from ETS by postal mail. However, if you have any
difficulties with the submission (e.g. “Test Taker (Examinee) Score Report” will not arrive in time for the
application.), you can submit a printed page which shows your score from the “My Home Page” page on the ETS
web site as a substitute. In these cases, you must follow the submission directions as indicated below.

（SAMPLE）

Gender : Male
Date of Birth :
12 April, 1991
Country of Citizenship :
Japan
Registration number :
0000 0000 9999 9999

Write down by hand or print in

(1) Please visit the official TOEFL iBT by ETS web site. http://www.ets.org/toefl
this space like the sample.
(2) Sign in via “MY TOEFL iBT ACCOUNT” to view “My Home Page”.
When the “Registration
(3) Go to “View Scores”, and then click “See details”.
(4) Print the screen which shows your score table. Please make sure that your name is number” is already printed near
printed on the right side of the page. The score table must have “Test date” listed the above score table, it need
along with each score from Reading, Listening, Speaking, Writing, and Total. In not to write down here again.
addition, printed submissions must be printed on one page of A4 paper. It is
acceptable for the explanations of your scores for each section to be cut off in the
middle.
(5) Please add the necessary information (your gender, date of birth, nationality, and Registration number) by hand
using the space on the right side of the printed paper. The Registration number must correspond to the one on
the printed paper.
(6) Even if you submit the printed paper as a substitute for the “ Test Taker (Examinee) Score Report”, you also
have to make a request to ETS to forward an “Official Score Report” to the Graduate School of Engineering.
Please refer to the “Notice regarding Foreign-language (English) Examinations in 2020 Graduate School of
Engineering, The University of Tokyo Entrance Examinations”.
(7) You must submit the printed paper using the above method with application documents by the application
deadline.
(8) This method with substitution by web-print is available only for the admission of Graduate School of
Engineering above mentioned. At the other schools’ application in the University of Tokyo, the treatment of webprinted score is different from us. (It will be regarded as unacceptable by most schools.) When you apply to the
other school, you should confirm the method with the school’s guideline and web site, or directly ask to the office.
Please refer to the CIEE official web site to find out how to access the relevant page:
http://www.cieej.or.jp/toefl/toefl/myhomepage_7.html
Caution:
・Only one official score is acceptable for the application. Even if you have multiple scores on your “My Home
Page” because you have taken TOEFL more than once, you must choose and print one score on the “Test Date”
you would like to use for the application.
・The screen design of “My Home Page” by ETS may be changed. It is possible the screen displayed may be
different from the above one. In this case, you still have to follow the above method.
・Any alteration of scores is strictly prohibited. Score falsification may have your admission rescinded even after
being admitted.
（Last updated: May 2019）

