
Entry form     
このエントリー・フォームを使用して、下記検定の申し込みが可能です。 
 すべての演奏実技（プレパラトリー･テスト＆グレード 1-8） 
 パフォーマンス・アセスメント（21 歳以上の方*） 
 理論検定（グレード 1-8） 
 *ハンディキャップをお持ちの方、または、実技グレード 8 取得者には、 

年齢制限はございません 
 
1 枚のエントリー･フォームで実技検定と理論検定をお申し込みいただくことはできません。 
両方の検定をお申し込みいただく場合は、それぞれのエントリー･フォームにご記入願います。 
 1 枚のエントリー･フォームで最大 10 名までエントリーが可能です。10 名を超える 
 場合は複数枚作成願います。 
 
下記検定のお申し込みは、専用のエントリー･フォームをご使用願います。 
 アンサンブル ／ 合唱 ／ ディプロマ 
（エントリー・フォームのお取り寄せは、下記、英国王立音楽検定 日本代表事務局までご連絡下さい。） 
お申し込みの際には、下記資料をご参照願います。 

■ 検定規定集 
■ 受検要項 
■ 検定日程及び検定料一覧 
■ Guidance Notes（本用紙記載の注意書き） 
（資料をご希望の方は、下記 英国王立音楽検定 日本代表事務局までお問合せ願います。） 
また、検定規定集及び受検要項、エントリー･フォームは英国王立音楽検定協会ホームペ 
ージからも入手可能です。（www.abrsm.org） 

今回初めてこのエントリー･フォームを記入される方は、Guidance Notes をお読みいただき、ご不
明な点がございましたら、下記までお問合せ願います。 

 
公益財団法人かけはし芸術文化振興財団 英国王立音楽検定 日本代表事務局 

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 3-14-3 Angels Garden1F 
Tel.03-6205-6915（9：30～17：30 土・日・祝を除く） Fax03-6205-6916 

Guidance notes 
Glossary particularly for first-time applicants 初めてお申し込みの方へ 

 
Applicant お申し込み代表者の記入欄には、エントリー･フォームを記入される方の氏名を記入願います。 
（申込代表者） 受検者又は、代理人＜指導者、父兄、保護者、学校長等＞により申請が可能です。お申し込み代

表者は 18 歳以上の方に限ります。         
         
Candidate 受検者の記入欄には検定を受検される方（生徒、子ども、学生、本人等）の氏名を記入願いま 
（受検者） す。 
 
Entry このエントリー･フォームは受検者を同日（期間）、同会場で受検させるための申込申請となり 
（エントリー） ます。同一のエントリー・フォームにてエントリーされた受検者の採点表、及び合格証には申し

込み代表者名（または学校名）が明記されます。受検者の申し込み人数に制限はありません。 
 
Multiple Entries 受検者を異なる会場で受検させたい場合、または採点表や合格証に異なる指導者名を記載し 
（複数のエントリー） たい場合には、エントリー・フォームを別個に作成願います。 
 
Certificate 合格証には、それを授与する指導者名や学校名が記載されます。受検者本人が申し込んだ場合 
（合格証） は、1b の記入欄に記載してほしい名前や学校、団体等の名称を明記願います。 
 
  Completing this form 記入上の注意 
 
この用紙の 1-5 の項目を記入願います。 
枠内にはすべてアルファベット・ブロック体大文字で記入願います。 
すべての記入が終わりましたら切り離し、切り離した右側のページはお申込者にて保管願います。記入済みの用紙 
とその複写は切り離さずにそのまま提出願います。 
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  1a Applicant information all applicants 申し込み代表者 
 
お申し込み代表者は、受検者の申し込みにおいてすべての責任が課せられます。また、受検に関するすべての連絡 
事項は、お申し込み代表者のもとに送られます。 
また、受検者が成人の場合は、本人が申し込み代表者となることができます。 
 
Applicant number 番号がわからない場合、また初めて受検される場合は何も記入しないでください。後日、英国王 
（申込者番号） 立音楽検定協会より、申込者番号が通知されます。 
  
 すでに申込者番号をお持ちで、且つご住所・お電話番号に変更が無い場合は、Title、Family name、

Given name の欄のみご記入いただければ結構です 
 
 あなたご自身についてあてはまる欄にチェック願います。 
   Music School・organization 学校教師 
   Music Teacher   音楽指導者 
   Parent/Guardian   父兄及び保護者 
   Self-entry   受検者本人 
 
Title            申込代表者宛のラベルに記載されますので、必ずご記入願います。 
Practical/Theory 実技検定の受検申請時は「P」、理論検定の受検申請時には「T」と記入願います。 
（実技／理論） 
 
Applicant details 1b の欄に記入が無い場合は、申し込み代表者欄に記入された名称（学位、名、姓、等）が、申込

者として合格証に記載されます。トータルで 40 文字を超える場合は、英国王立音楽検定協会が編
集する場合があります。 

 
Family name first 採点表、合格証、連絡通知等に受検者の氏名が記載される場合、姓／名の順の記載を希望される

場合は、「Y」と記入願います。 
 
Contact details 住所、電話番号、Fax 番号、携帯電話番号、郵便番号、e メールアドレス等を記入願います。受

検者に関する連絡は、すべてこの欄に記入した住所宛に郵送されます。 
 
  1b Certificate information notes 合格証 
 
合格証に申し込み代表者以外の名称を記載したい場合（学校名、指導者名など）は、この欄に記入願います。姓と 
名の間は空欄を 1 つ設けてください。スペースを含め最大 40 文字まで記入いただけます。 
 
 1c Place of examination notes 受検会場 
 
受検する場所（会場となる都道府県、学校や教室名）を記入願います。 
 
  2 Theory examination at a school notes 学校等での理論検定実施について 
 
規定 14(b)により、遠隔地のために、理論検定を学校や教室等で実施する場合のみ、記入願います。 
 
Head of school 学校長は検定実施の責任者として署名願います。規定 14(b)により、検定運営における責任者とな

ります。また、検定問題の送付先となります。 
 検定が、学校や教室で開催される場合は、受検者と一切関わりのない代理人を、検定監督者として

手配願います。 
Designation 署名者の役職名を記入願います。 
 

3 Exam dates notes 実技試験日程 
 
Practical 検定日時の希望がある場合のみ記入願います。ただし、希望日時が保証されるものではありません

ので、予めご了承願います。検定日は、検定員が来日している期間のいずれかの日時となります。 
 
 
 
  4 Candidate information notes 受検者 
 
実技グレード、プレパラトリー･テスト、パフォーマンス･アセスメントの受検者、または理論検定の受検者名を記入 
願います。 
 
Family name& ここに記入された氏名が、採点表及び合格証に適用されます。 
Given name 



 
Family name first 採点表、合格証、連絡通知等に受検者の氏名が記載される場合、姓／名の順の記載を希望される

場合は、「Y」と記入願います。 
Subject code 受検者の受検科目コードを記入願います。科目コード表は右記をご参照願います。 
 
Grade 受検者の受検グレードを算用数字を用いて記入願います（プレパラトリー･テストの場合は PT、パ

フォーマンス・アセスメントの場合は PA と記入願います）。 
 
Age 受検者の年齢を記入願います。これは統計上の記録目的で、検定員には知らされません。 
 
Special needs 規定 18（実技検定）、規定 15（理論検定）により、以下の受検者には特別な試験が用意されていま 

or requests す。以下から必要な項目を選んで記入願います。 
  
 B 実技検定での点字による初見楽譜、もしくは理論検定での点字による答案用紙（代筆者 

を必要とする場合は、別途必要書類を提出願います）。 
 L 実技検定での初見用拡大楽譜、もしくは理論検定での拡大文字による答案用紙。 
 M 実技検定での暗譜用拡大楽譜 
 R 実技検定での初見演奏の代用試験としての復唱による検定 
 A 筆記代理人 
 S 実技検定での聴覚障害者のためのオーラル・テスト（聴音試験） 
 I  実技検定での通訳者。規定 16(b)により、母国語が英語でない場合は、通訳を介して受検 

することが可能です。 
 T 理論検定での問題文和訳 
 X 宗教上の理由により、理論検定開催日に受検不可能である 
 これ以外に特例を必要とする受検者は規定 18 を参照願います。 
 
Theory qualification 実技グレード 6、7、8 を受検する場合は、下記のいずれかの資格が必要となります。 

■ 理論グレード 5、またはそれ以上のグレード 
■ プラクティカル･ミュージシャンシップ グレード 5、またはそれ以上のグレード 
■ ジャズ・ソロ部門 グレード 5 
または、GCE による資格免除 
 
申請時に証明となる書類（複写でも可）を、このエントリー･フォームとともに提出願います。 

 
Candidate identity 身分証明カード番号が必要な国は、記入願います。 
 
 
  5 Fees notes 
 
検定料については別紙（Dates and Fees）をご参照願います。検定料の合計金額を記入願います（※和訳手数料をの 
ぞいてご記入下さい）。リエントリー・バウチャーが発行されている場合は、エントリー･フォームに添付して提出願 
います。その場合は、差額を記入願います。 
 
Signature お申し込み代表者は、このエントリーに関して、書面によるすべての連絡先窓口として、また支払

いの義務において責任を負うものとし、署名及び日付のサインが必要となります。 
 これも、アソシエイテッド・ボードの規定により定められています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


