
平成 31年 2月 15日 

日本言語テスト学会会員各位 

  日本言語テスト学会会長 渡部良典   

 

日本言語テスト学会 シニア会員の設立について（お知らせ） 

 

 平素より学会の活動にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、日本言語テスト学会では、平成 31年度より会員種別としてシニア会員を設立することとな

りました。シニア会員への年会費の割引を導入し、より広い層の方からご協力・ご支援をいただく

ことにより学会の発展にもつながると考えております。シニア会員規定は、次の通りです。 

 

日本言語テスト学会 シニア会員規程 

1. 条件 

・当該年度の 4月 2日時点での満年齢が 65歳以上で、常勤・非常勤職を有しない方 

 

2. シニア会員になるための手続き 

・「JLTAシニア会員申請書」（別添の書式 1）を記入し、年齢を証明する書類を添付の上、日本言

語テスト学会 会員管理センターに郵送で提出する。 

年齢を証明する書類：氏名と 65歳以上であることが分かる面のコピー。パスポート・免許 

証・健康保険証・住民票のいずれかとする。それ以外については要相談。 

  送付先 住所：〒162-0801 東京都新宿区山吹町 358-5 アカデミーセンター 

日本言語テスト学会 会員管理センター 

電話：03-5937-0249 電子メール：jlta-post@bunken.co.jp 

・提出期限：JLTA シニア会員に初めて申請する年の 5 月末。ただし、新規に会員になる方は、通

常の入会申し込みと同時期に提出する。 

 

3. シニア会員年会費：5,000円（一般会員は 8,000円） 

 

4. 注意点 

・次年度以降は、常勤もしくは非常勤の職に就いた場合、その年度の 5月末までにその旨の変更を

事務局に連絡すること。それ以外は自動的にシニア会員が適用になり、書類提出の必要はない。  



February 15, 2019 

 President of Japan Language Testing Association (JLTA) 

Yoshinori Watanabe 

Dear JLTA members, 

    We are pleased to announce that JLTA is going to introduce “senior membership” from the 2019 academic 

year. With this system, the membership fee will be reduced for senior members so that JLTA will be supported 

by a wider range of members. We believe that it will contribute to the further development of JLTA. The 

guidelines for senior membership are as follows: 

 

JLTA Guidelines for the Senior Membership 

1. Senior membership qualifications 

-A person who (a) is 65 years old or older on April 2 in the year when the application form is submitted and (b) 

does not hold a full-time or part-time position. 

 

2. Procedures for becoming a senior member 

-Fill out the JLTA Senior Membership Application Form (see Form 1 attached), which verifies their age and 

their unemployment status. 

-Submit it to the JLTA administration office by post. 

Material for age verification: Copy of the page(s) of the document that can prove a member’s name and 

that they are 65 or older, such as a copy of a passport, driver’s license, health insurance card, or 

resident certificate. If an applicant would like to submit another type of document, email the 

JLTA administration office. 

    Address: Academy Center, 358-5 Yamabuki-cho, Shinjuku, Tokyo 162-0801 

JLTA administration office 

    Tel: 03-5937-0249  Email: jlta-post@bunken.co.jp   

-Submission deadline: The end of May of the year when an applicant applies for senior membership. A new 

member needs to submit the document around the same time of JLTA membership registration. 

 

3. Annual senior membership fee : 5,000 yen（Annual regular membership fee: 8,000 yen） 

 

 



4. Note 

-When a senior member holds a full-time or part-time position, he/she needs to contact the JLTA administration 

office by the end of May of the same year. Otherwise, a senior membership is provided onward automatically 

and there is no need to resubmit the document. 

 

  



 


