明治大学TOEIC Listening & Reading IPテスト（オンライン）受験について

■対象学部： 情報コミュニケーション学部
■受験可能期間：４月１日（金） ０：０１ ～ ４月１日（金） ２３：５９
■受験の際には

自分の判断で画面を進めず、受験手順を注意深く読みながら、画面を進めてください。
各手順に注意事項がありますので、必ず守ってください。
■受験の流れ
インターネットに接続した PC
から、受験の手順に記載され
ている受験用 URL にアクセス

アクセスしたサイト上に
記載されている
「ログイン方法について」を確
認後、ログイン

パスワードを変更し、アンケートに回
答。ご自身の Authorization Code を
メモ。
受験の手順に従ってテスト開始

テスト終了画面でスコア確認
※PDF のテスト結果は
テスト結果確認期間内にアクセ
スし、各自ダウンロード。

■注意事項 スムーズな受験のため、①～⑥を必ず守ってください

①受験の動作環境は下記のとおりです。原則としてパソコンでの受験を対象としています。
iPad以外のタブレットや(iPhoneを含む)スマートフォンでの受験はできません。
その他、詳細については、受験直前にダウンロードする「受験のしおり」をご確認ください。

Windows OSの場合の使用可能ブラウザ

(推奨)

・Microsoft Internet Explorer 11
・Google Chrome
・Microsoft Edge

PC

Mac OSの場合の使用可能ブラウザ

注意：原則として、明治大
学ではパソコン受験を対象
としています。
ヘルプデスクのサポート
はパソコン受験の質問のみ
の受付となり、iPad受験の
質問にはお答えできかねま
す。必ずパソコンにて受験
をしてください。

･Google Chrome
Safariは対応していません

iPad(iOS10.2以降)の場合の使用ブラウザ・アプリケーション
iPad

App

・（ログイン時）Google ChromeやSafari等のブラウザ
・(テスト受験時)専用アプリ ※詳細は受験の手順参照。

■モデル
※iPadで受験を始めると、ホームボタンでの操作を含め他のアプリケーションを起動することができなくなります。
･iPad 第4世代以降
再起動の方法については、モデルによって異なりますので、Appleのサイトから事前にご確認ください。
・iPad Air 2以降
・iPad Pro 第3世代以降
※iPad miniについては、モニターサイズが小さいため推奨しておりません。
※上記以前のモデルについては動作検証をしておりません。
②受験用URLで受験手続を進めるフローで、パスワード変更画面が出てきます。

ここで設定したパスワードは後程必要となりますので、必ずメモしてください。
③受験用URLで受験手続を進めるフローで、「Authorization Code」が出てきます。
これは、後程必要となりますので、必ずメモしてください。
④受験直前に、「受験のしおり」がダウンロード可能です。必ず一読し、受験に臨んでください。
また、「受験のしおり」後、受験時に使用するデバイスによってフローが異なります。
受験の手順に従って進めてください。
⑤2回目以降にテスト受験サイトにログインするときは、自分で設定したパスワードを入力します。
5回以上ログインに失敗するとロックがかかりますが、30分経つと解除されます。再度正しくログインしてください。
⑥受験中にトラブルがあったら、PCの場合はブラウザを「×」ボタンで閉じてください。iPadの場合は、再起動して下さい。
再度受験用URLにアクセスしてログインすると、テストは途中から再開できます。
■結果の確認 ※テスト受験用の「Authorization Code」と自分で設定した「パスワード」が必要です。

受験直後にスコアが確認できます。また、PDF形式のテスト結果は４月３日（日）正午以降に、以下のURLにアクセスし、
ご自身のテスト結果の保存/印刷をしてください。
https://area18.smp.ne.jp/area/p/nasj9mfqbk0qhlgm2/hikAfc/login.html
テスト結果は、５月３１日（火）以降確認できなくなります。必ずそれまでに上記URLにアクセスしてください。
テスト結果は学部事務室側でも把握可能なため、事務室への報告は不要です。

■トラブル例と対処法について

下記に「トラブルシューティング」を記載しております。トラブルが発生したら、ご参照ください。
「トラブルシューティング」を確認しても、解決できなかった場合や、その他不明点がある場合、以下にお問い合
わせください。

（株）明大サポート 業務受託２課 直通番号 03-3518-9556
当日ヘルプデスクは テスト期間中の
午前10時30分～午後4時 です。
テスト時間に余裕をもってお電話ください。
時間外でのお問い合わせには対応できません。
必ず学部名・受験番号・お名前・電話番号をお知らせください。

トラブルシューティング
トラブル
受験用サイトにログインできない。

ログインパスワードを誤って入力し
アカウントロックされてしまった。

Authorization Codeを入力してテストに進んだ
が、音が出ない。進まない。

「非SSLでの接続は許可されていません」
というエラーメッセージが表示されている。
突然PC/iPadがフリーズした・画面が中断さ
れた・不具合が生じた。
どうしたらよいか。
試験を中断したまま実施期間が
終わってしまった。採点されるのか。

試験を完了したかどうかわからず不安。
受験直後に表示されたスコアを確認せずに
ブラウザを閉じた。
再度確認することはできるか。

Authorization Codeを忘れてしまった。

対処法
【初回のログイン時】
IDとパスワードが正しく入力されているか確認してください。
※入力時は半角・全角・大文字・小文字等に注意
【2回目以降ログイン時】
パスワードは、初回ログイン後に自身で変更したものを入力してください。
※初回の「 j ＋ 生年月日8桁」ではなく自身で変更したパスワードです。
⇒それでもログインできない場合は、問い合わせ窓口にお問い合わせくだ
さい。初期化する場合には時間がかかる可能性があります。
※以前にTOEICオンラインテストを受験したことがある方も、今回初めてロ
グインをする時のパスワードは、「 j + 生年月日8桁」になります。
5回入力を間違えるとアカウントロックされますが、30分経過すると再度ロ
グインできます。30分後に再度ログインしてください。
2回目以降のログイン時には、自分で設定したパスワードを入力します。ご
注意ください。
上記の■注意事項①を再度ご確認下さい。
動作環境下外で受験を試みると正常に動作しない可能性が高いです。必
ず動作環境下で受験してください。
パソコンとブラウザの組み合わせを必ず確認してください。
例）Mac＋Safari は対応していません。必ずGoogle Chromeをインストール
して使用してください。
受験のしおりの最終ページを参照し、パソコンを調整してください。
一旦、ブラウザを閉じてPC/iPadを再起動等の対応をしていただき、使用
デバイスやインターネット回線の接続状況等をご確認ください。問題が解
決された後でテスト受験用URLにアクセスし、テストを再開してください。
テストが中断したところから再開可能です。
Listeningセクションの途中でブラウザを閉じた、もしくはReadingセクション
の途中で「Finish Test」ボタンを押さずにブラウザを閉じた場合は採点され
ません。
ただし、テスト画面を開いたままテスト時間が終了、もしくはReadingセクシ
ョンの途中で「Finish Test」ボタンを押し、スコア表示画面を確認した場合
については採点されます。
※スコア表示画面まで進まずにブラウザを閉じた場合、
採点されませんのでご注意ください。
最後にスコアが出たら試験は完了です。心配であれば、再度ログインして
ください。「Completed」と表示されていれば完了しています。
採点されていれば、４月３日（日）正午以降に結果確認用サイトにアクセス
するとスコアの確認ができます。確認の際には、受験時に使用した
Authorization Codeとパスワードが必要です。なお、スコアを確認できる期
間は、５月３１日（火）までですので、それまでに必要に応じてテスト結果の
保存・印刷等をしてください。
受験用サイトに再度ログインすると表示されます。

一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会

情報コミュニケーション学部

STEP1からテスト終了まで約１時間半（準備30分弱＋テスト約1時間）かかります。

４月１日（金）

テストURL内（「受験する」ボタン後）にて、途中で中断することが無いように時間に余裕をもって臨んでください。

＜受験者用＞【TOEIC® Listening & Reading IPテスト（オンライン）受験の手順】
STEP 1
1. 受験用のURL（下記）にアクセスし、ページ内の注意事項を確認してください。
https://area18.smp.ne.jp/area/p/nasj9ogqbs8ldmjli8/G0TK7d/login.html?univCode=10018691

※実際の画面と異なる場合がございます。

STEP 2

STEP 3

1.アンケートに回答してください。（＊印は必ず回答）

1. 「受験のしおり」の内容を確認の後、デバイスごとに以下の手順に沿って
進めてください。
■パソコンで受験する場合（推奨）
「受験する」ボタンから進んでください。
■iPadで受験する場合（ヘルプデスクサポート外）
「インストールの手順はこちら」の「こちら」をクリックし「動作環境」
「受験の手順」「受験にあたっての注意事項」を必ず確認して下さい。
確認後、専用アプリをインストールして受験に進んでください。

※以下の画像は一部のみ抜粋

※URLをクリックしてもアクセスできない場合は、URLをコピーし
ブラウザのURL欄に貼り付けをしてアクセスしてください。
Windows PCの場合は、
Internet Explorer
Mac PCの場合は、
Google Chromeを使用
※Mac PCの場合、Safariは使用不可！

Google Chrome、

Microsoft Edgeを使用

iPadの場合は、ログイン時はGoogle ChromeやSafari等のブラウザを使用。
受験時は、専用アプリケーション使用(詳細は「Step3」で確認)

2. サイトの下方の必要事項を選択・入力してログインボタンをクリックして下さい。
■学部：所属学部を選択してください。
■ID／パスワード（下記を確認し、半角の英数字で入力してください）
◇ID：1 年 生 は 入学 手続 きをした入 試形態の受験番 号（５ケタの 数字） を入力 。

（例：受験番号123番の方は ” 00123 ” がIDになります。）

株式会社 明大サポート

アンケートフォームにある「属性」は、
大学から指示があれば入力して下さい。無ければ入力不要です。
全ての入力を終えたら「確認画面へ進む」を押してください。
xxxxxxxxxx

今回のテストでは属性の指示は無し

必ず入学手続きをした入試形態の受験番号を入力してください。
（ 例） 学部別入試 と 全学部 統一入試 の両方 で情 コミ学部に合 格しており 、
入学手続きは学部別入試で行った場合には、学部別入試の受験番号を入力すること。

注意：原則として、明治大
学ではパソコン受験を対象
としています。
ヘルプデスクのサポート
はパソコン受験の質問のみ
の受付となり、iPad受験の
質問にはお答えできかねま
す。必ずパソコンにて受験
をしてください。

※2 年 生 以 上 の 在 学 生 は 別途 大学から指定 され たI Dを入 力。
◇パスワード： 半角小文字アルファベットのジェイ “ j ” の後ろに生年月日の数字8桁

2.回答完了後、ご自身のAuthorization Codeを確認・メモして下さい。

（例：2001年2月3日生まれの方は “ j20010203 ” がパスワードになります。）
※以前にTOEICオンラインテストを受験したことがある方も
今回初めてログインするときのパスワードは「j + 生年月日8桁」の形式です。

⇒自分の学部を選ぶ
入学手続をした入試形態の受験番号(在学生は別の指定 ID）
j + 生年月日 8 桁 (例：2001 年 2 月 3 日→ j20010203 ）

【重要！！】

XXXXXXXXXX

この Authorization Code は
後で必要になるためメモする

<受験のしおり>

<iPadでの受験にあたって>

3. パスワードを変更して下さい。
※変更後のパスワードは、再ログイン時とテスト結果確認時に必要となります。

ETS, the ETS logo, PROPELL, TOEIC and TOEIC BRIDGE are registered trademarks of
Educational Testing Service, Princeton, New Jersey, U.S.A., and used in Japan under license.
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情報コミュニケーション学部

STEP1からテスト終了まで約１時間半（準備30分弱＋テスト約1時間）かかります。

４月１日（金）

テストURL内（「受験する」ボタン後）にて、途中で中断することが無いように時間に余裕をもって臨んでください。

＜受験者用＞【TOEIC® Listening & Reading IPテスト（オンライン）受験の手順】
STEP 4

※実際の画面と異なる場合がございます。

STEP 5

STEP 6

1. テスト受験サイト上で再度Authorization Codeを入力し、「SUBMIT」をクリック。

1. ご自身のテスト結果をご確認ください。

1. ４月３日（日）正午以降に
「TOEIC Listening & Reading IPテスト（オンライン）結果確認用のURL」
にアクセスしてください。

STEP2-2参照

株式会社 明大サポート

(https://area18.smp.ne.jp/area/p/nasj9mfqbk0qhlgm2/hikAfc/login.html)
2. 必要事項を入力してログインボタンをクリック。
【各項目について】
■Authorization コード⇒STEP2-2参照
テスト受験時に使用したAuthorization Codeを入力してください。
■パスワード⇒STEP1-3参照
テスト受験時にご自身で変更されたパスワードを入力してください。

以降テストが開始されます。
テスト画面の詳細につきましては「受験のしおり」をご確認ください。
2. 解答がすべて終了すると下記画面(Congratulationsの画面)が表示されます。
右下の「Next」ボタンをクリックし、 必ずテスト結果を確認してください。

※スコア表示画面まで進まずにブラウザを閉じた場合、
採点されませんのでご注意ください。

2. 「テスト結果印刷」をクリックするとご自身のテスト結果が表示され
印刷していただくことができます。
必要に応じてPDFファイル等で保存していただくようお願いします。

Congratulations ! と表示されますが、まだ試験は完了していません。
必ず、右下の 「 Next 」 ボタン をクリックしてください。

※５月３１日（火）以降、
結果の確認ができなくなりますのでご注意ください。

必ず、このボタンを押す。
↓

2. テスト結果確認をクリックして下さい。

3. テスト結果のスコアを確認し、右下の「Exit」ボタンをクリックして終了してください。

５月３１日（火）以降、結果の確認ができなくなります。
この期日を過ぎますとデータが削除されてしまいますので、
お早めに印刷・保存することを強くお勧めします。
※テスト結果確認期間内であれば、何度でもダウンロード可能です。

このボタンを押して試験終了。
↓

※テスト結果確認期間終了後の再発行は有料となります。
オンラインスコアの再発行料金は1,100円です。
（2021年11月30日時点。別途振込手数料をご負担いただきます。）
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