
考試日程表

考試中心：台北YMCA (02)2361-0271

Subcentres辦事處:        

北區辦事處：台北奧斯福爾 (02)2630-8898   

中區辦事處：台中寶星 (04)2376-9879 / 台中YMCA (04)2205-2747 / 彰化YMCA (04)722-5625
南區辦事處：台南YMCA (06)282-4000 / 高雄KNS (07)550-5611 / UneedQ瀀尼課 (07)711-6680
              Great Vision 異象 (07)958-4927    

Cambridge English : First for Schools 
(FCE for Schools)

Cambridge English : Key for Schools 
(KET for Schools)

Cambridge English : Preliminary for Shcools
(PET for Schools)

�0�3月� �1�1日（六）
�0�4月� �2�2日（六）
�0�5月� �0�6日（六）
�0�5月� �1�4日（日）
�0�5月� �2�0日（六）
�0�5月� �2�7日（六）
�0�5月� �2�8日（日）
�0�6月� �0�3日（六）
�0�6月� �1�0日（六）
�0�6月� �2�4日（六）
�1�0月� �0�7日（六）
�1�0月� �2�1日（六）
�1�1月� �1�8日（六）
�1�2月� �0�9日（六）

�0�2月� �0�6日（一）
�0�3月� �2�0日（一）
�0�3月� �2�7日（一）
�0�4月� �1�0日（一）
�0�4月� �1�7日（一）
�0�4月� �2�4日（一）
�0�4月� �2�4日（一）
�0�5月� �0�1日（一）
�0�5月� �0�8日（一）
�0�5月� �2�2日（一）
�0�9月� �0�4日（一）
�0�9月� �1�8日（一）
�1�0月� �1�6日（一）
�1�1月� �0�6日（一）

�0�3月� �1�1日（六）
�0�4月� �2�2日（六）
�0�5月� �0�6日（六）
�0�5月� �1�4日（日）
�0�5月� �2�0日（六）
�0�5月� �2�7日（六）
�0�5月� �2�8日（日）
�0�6月� �0�3日（六）
�0�6月� �1�0日（六）
�0�6月� �2�4日（六）
�1�0月� �0�7日（六）
�1�0月� �2�1日（六）
�1�1月� �1�8日（六）
�1�2月� �0�9日（六）

�0�3月� �1�8日（六）
�0�4月� �2�2日（六）
�0�5月� �0�6日（六）
�0�5月� �1�3日（六）
�0�5月� �2�7日（六）
�0�6月� �1�0日（六）
�0�7月� �0�1日（六）
�1�1月� �1�8日（六）
�1�2月� �0�2日（六）

�0�2月� �0�6日（一）
�0�3月� �2�0日（一）
�0�3月� �2�7日（一）
�0�4月� �1�0日（一）
�0�4月� �1�7日（一）
�0�4月� �2�4日（一）
�0�4月� �2�4日（一）
�0�5月� �0�1日（一）
�0�5月� �0�8日（一）
�0�5月� �2�2日（一）
�0�9月� �0�4日（一）
�0�9月� �1�8日（一）
�1�0月� �1�6日（一）
�1�1月� �0�6日（一）

�0�2月� �1�3日（一）
�0�3月� �2�0日（一）
�0�3月� �2�7日（一）
�0�4月� �1�0日（一）
�0�4月� �2�4日（一）
�0�5月� �0�8日（一）
�0�5月� �2�2日（一）
�1�0月� �1�6日（一）
�1�0月� �3�0日（一）

�0�3月� �1�8日（六）
�0�5月� �1�3日（六）
�0�6月� �1�7日（六）
�0�7月� �2�5日（二）
�1�0月� �0�7日（六）
�1�1月� �1�1日（六）

�0�2月� �1�3日（一）
�0�4月� �1�0日（一）
�0�5月� �0�8日（一）
�0�6月� �2�6日（一）
�0�9月� �0�4日（一）
�1�0月� �0�2日（一）

台北
台中
彰化
台南
高雄

台北
台中
彰化
台南
高雄

台北
台中
彰化
台南
高雄

台北
台中
彰化
台南
高雄

台北
台中
高雄

台北
台中
高雄

Cambridge English : Preliminary
(PET)

�0�3月� �1�8日（六）
�0�5月� �1�3日（六）
�0�6月� �1�7日（六）
�0�7月� �2�5日（二）
�1�0月� �0�7日（六）
�1�1月� �1�1日（六）

�0�2月� �1�3日（一）
�0�4月� �1�0日（一）
�0�5月� �0�8日（一）
�0�6月� �2�6日（一）
�0�9月� �0�4日（一）
�1�0月� �0�2日（一）

Cambridge English : First
(FCE)

�0�3月� �0�4日（六）
�0�4月� �0�8日（六）
�0�5月� �1�3日（六）
�0�6月� �2�4日（六）
�0�7月� �2�7日（四）
�0�8月� �2�4日（四）
�1�0月� �0�7日（六）
�1�1月� �0�4日（六）
�1�2月� �0�9日（六）

�0�1月� �1�6日（一）
�0�3月� �0�6日（一）
�0�4月� �1�0日（一）
�0�5月� �2�2日（一）
�0�6月� �2�6日（一）
�0�7月� �2�4日（一）
�0�9月� �0�4日（一）
�1�0月� �0�2日（一）
�1�0月� �3�0日（一）

Cambridge English : Advanced
(CAE)

�0�3月� �1�1日（六）
�0�4月� �2�2日（六）
�0�5月� �1�3日（六）
�0�6月� �2�4日（六）
�0�7月� �2�0日（四）
�0�8月� �2�5日（五）
�0�9月� �0�9日（六）
�1�0月� �1�4日（六）
�1�1月� �0�4日（六）
�1�2月� �0�9日（六）

�0�2月� �0�6日（一）
�0�3月� �2�0日（一）
�0�4月� �1�0日（一）
�0�5月� �2�2日（一）
�0�6月� �1�9日（一）
�0�7月� �2�4日（一）
�0�8月� �0�7日（一）
�0�9月� �1�1日（一）
�1�0月� �0�2日（一）
�1�0月� �3�0日（一）

台北

Cambridge English : Proficiency
(CPE)

�0�3月� �1�1日（六）
�0�5月� �0�6日（六）
�1�2月� �0�2日（六）

�0�2月� �0�6日（一）
�0�3月� �2�7日（一）
�1�0月� �2�3日（一）

台北

劍橋兒童英語檢定

�-�Y�L�E�-

�S�t�a�r�t�e�r�s

�M�o�v�e�r�s

�F�l�y�e�r�s

�0�1月� �1�5日� �(日�)
�0�2月� �1�9日� �(日�)
�0�3月� �1�2日� �(日�)
�0�3月� �1�9日� �(日�)
�0�4月� �1�6日� �(日�)
�0�5月� �2�1日� �(日�)
�0�6月� �0�3日� �(六�)
�0�6月� �0�4日� �(日�)
�0�6月� �1�0日� �(六�)
�0�6月� �1�8日� �(日�)
�0�7月� �1�6日� �(日�)
�0�8月� �1�3日� �(日�)
�0�9月� �1�0日� �(日�)
�0�9月� �2�4日� �(日�)
�1�0月� �1�5日� �(日�)
�1�1月� �1�2日� �(日�)
�1�1月� �1�8日� �(六�)
�1�2月� �1�7日� �(日�)

台北�Y�M�C�A萬華會館
台北�Y�M�C�A萬華會館
台北�Y�M�C�A萬華會館
桃園大業國小
台北�Y�M�C�A萬華會館
台北�Y�M�C�A萬華會館
新竹場次
新竹場次
宜蘭中道國際中小學
台北�Y�M�C�A萬華會館
台北�Y�M�C�A萬華會館
台北�Y�M�C�A萬華會館
台北�Y�M�C�A萬華會館
新竹場次
台北�Y�M�C�A萬華會館
台北�Y�M�C�A萬華會館
新竹場次
台北�Y�M�C�A萬華會館

考試中心
台北�Y�M�C�A

�T�E�L�:�(�0�2�)�2�3�6�1�-�0�2�7�1

�0�3月� �1�1日� �(六�)
�0�5月� �2�7日� �(六�)
�0�9月� �0�2日� �(六�)
�1�1月� �1�8日� �(六�)

康橋雙語學校新竹校區
台北奧斯福爾文教機構
台北奧斯福爾文教機構
台北奧斯福爾文教機構

北區辦事處
台北奧斯福爾文教機構
�T�E�L�:�(�0�2�)�2�6�3�0�-�8�8�9�8

�0�3月� �1�8日� �(六�)
�0�4月� �1�6日� �(日�)
�0�6月� �0�3日� �(六�)
�0�8月� �1�9日� �(六�)
�1�1月� �1�8日� �(六�)

�0�3月� �1�1日� �(六�)
�0�6月� �1�0日� �(六�)
�0�8月� �2�6日� �(日�)
�1�1月� �1�8日� �(六�)

台中�Y�M�C�A
中區辦事處
台中�Y�M�C�A

�T�E�L�:�(�0�4�)�2�2�0�5�-�2�7�4�7

台南�Y�M�C�A
南區辦事處
台南�Y�M�C�A

�T�E�L�:�(�0�6�)�2�8�2�-�4�0�0�0

獅甲國中
獅甲國中
獅甲國中
獅甲國中
獅甲國中
獅甲國中
大榮國小
獅甲國中
獅甲國中
獅甲國中
獅甲國中
澎湖
獅甲國中
獅甲國中
獅甲國中
獅甲國中
獅甲國中

南區辦事處
�G�r�e�a�t� �V�i�s�i�o�n異象
�T�E�L�:�(�0�7�)�9�5�8�-�4�9�2�7

Cambridge English : Key
(KET)

2017

承辦中心
�C�e�n�t�e�r

考試地點
�V�e�n�u�e

報名截止日期
�R�e�g�i�s�t�r�a�t�i�o�n� �D�e�a�d�l�i�n�e

考試日期
�E�x�a�m� �D�a�t�e

測驗名稱
�E�x�a�m

考試地點
�V�e�n�u�e

報名截止日期
�R�e�g�i�s�t�r�a�t�i�o�n� �D�e�a�d�l�i�n�e

考試日期
�E�x�a�m� �D�a�t�e

測驗名稱
�E�x�a�m

台中寶星教育中心
中區辦事處

台中寶星教育中心
�T�E�L�:�(�0�4�)�2�3�7�6�-�9�8�7�9

�0�1月� �0�8日� �(日�)
�0�3月� �0�5日� �(日�)
�0�4月� �0�9日� �(日�)
�0�5月� �0�7日� �(日�)
�0�6月� �1�1日� �(日�)
�0�7月� �0�9日� �(日�)
�0�8月� �0�6日� �(日�)
�0�9月� �0�3日� �(日�)
�1�0月� �0�8日� �(日�)
�1�1月� �0�5日� �(日�)
�1�2月� �0�3日� �(日�)

�0�5月� �0�6日� �(六�)
�0�5月� �2�7日� �(六�)
�0�6月� �0�3日� �(六�)
�0�6月� �1�0日� �(六�)
�1�0月� �2�1日� �(六�)
�1�1月� �1�8日� �(六�)

彰化�Y�M�C�A
中區辦事處
彰化�Y�M�C�A

�T�E�L�:�(�0�4�)�7�2�2�-�5�6�2�5

�0�3月� �1�1日� �(六�)
�0�5月� �2�0日� �(六�)
�0�5月� �2�1日� �(日�)
�1�1月� �0�4日� �(六�)

�K�N�S
南區辦事處

�K�N�S
�T�E�L�:�(�0�7�)�5�5�0�-�5�6�1�1

�0�1月� �2�1日� �(六�)
�0�2月� �1�9日� �(日�)
�0�3月� �1�1日� �(六�)
�0�3月� �2�5日� �(六�)
�0�4月� �2�2日� �(六�)
�0�5月� �1�4日� �(日�)
�0�5月� �2�0日� �(六�)
�0�6月� �0�3日� �(六�)
�0�6月� �1�0日� �(六�)
�0�6月� �2�4日� �(六�)
�0�7月� �0�8日� �(六�)
�0�8月� �1�3日� �(日�)
�0�9月� �2�3日� �(六�)
�1�0月� �0�7日� �(六�)
�1�0月� �2�1日� �(六�)
�1�1月� �1�8日� �(六�)
�1�2月� �0�9日� �(六�)
�1�2月� �2�3日� �(六�)

中正國小
南區辦事處

瀀尼課劍橋英檢中心
�T�E�L�:�(�0�7�)�7�1�1�-�6�6�8�0

�0�1月� �2�2日� �(日�)
�0�2月� �1�1日� �(六�)
�0�3月� �1�1日� �(六�)
�0�4月� �2�2日� �(六�)
�0�5月� �0�6日� �(六�)
�0�5月� �1�4日� �(日�)
�0�5月� �2�7日� �(六�)
�0�6月� �1�0日� �(六�)
�0�6月� �2�4日� �(六�)
�0�7月� �2�3日� �(日�)
�0�8月� �1�9日� �(六�)
�0�8月� �2�7日� �(日�)
�0�9月� �2�3日� �(六�)
�1�0月� �0�7日� �(六�)
�1�0月� �2�1日� �(六�)
�1�1月� �1�8日� �(六�)
�1�2月� �0�9日� �(六�)

�2�0�1�6年�1�1月� �3�0日� �(三�)
�0�1月� �0�4日� �(三�)
�0�1月� �2�5日� �(三�)
�0�1月� �2�5日� �(三�)
�0�3月� �0�1日� �(三�)
�0�3月� �2�9日� �(三�)
�0�4月� �1�9日� �(三�)
�0�4月� �1�9日� �(三�)
�0�4月� �2�6日� �(三�)
�0�5月� �0�3日� �(三�)
�0�5月� �3�1日� �(三�)
�0�6月� �2�8日� �(三�)
�0�7月� �2�6日� �(三�)
�0�8月� �0�9日� �(三�)
�0�8月� �3�0日� �(三�)
�0�9月� �2�7日� �(三�)
�1�0月� �0�3日� �(二�)
�1�1月� �0�1日� �(三�)

�0�1月� �2�5日� �(三�)
�0�4月� �1�2日� �(三�)
�0�7月� �1�9日� �(三�)
�1�0月� �0�3日� �(二�)

�0�1月� �2�5日� �(三�)
�0�3月� �0�1日� �(三�)
�0�4月� �1�9日� �(三�)
�0�7月� �0�5日� �(三�)
�1�0月� �0�3日� �(二�)

�0�1月� �2�5日� �(三�)
�0�4月� �2�6日� �(三�)
�0�7月� �1�2日� �(三�)
�1�0月� �0�3日� �(二�)

�2�0�1�6年�1�1月� �2�3日� �(三�)
�0�1月� �1�8日� �(三�)
�0�2月� �2�2日� �(三�)
�0�3月� �2�2日� �(三�)
�0�4月� �2�6日� �(三�)
�0�5月� �2�4日� �(三�)
�0�6月� �2�1日� �(三�)
�0�7月� �1�9日� �(三�)
�0�8月� �2�3日� �(三�)
�0�9月� �2�0日� �(三�)
�1�0月� �1�8日� �(三�)

�0�3月� �2�2日� �(三�)
�0�4月� �1�2日� �(三�)
�0�4月� �1�9日� �(三�)
�0�4月� �2�6日� �(三�)
�0�9月� �0�6日� �(三�)
�1�0月� �0�3日� �(二�)

�0�1月� �2�5日� �(三�)
�0�4月� �0�5日� �(三�)
�0�4月� �0�5日� �(三�)
�0�9月� �2�0日� �(三�)

�2�0�1�6年� �1�2月� �0�7� 日� �(三�)
�0�1月� �0�4日� �(三�)
�0�1月� �2�5日� �(三�)
�0�2月� �0�8日� �(三�)
�0�3月� �0�8日� �(三�)
�0�3月� �2�9日� �(三�)
�0�4月� �1�2日� �(三�)
�0�4月� �1�9日� �(三�)
�0�4月� �2�6日� �(三�)
�0�5月� �1�0日� �(三�)
�0�5月� �2�4日� �(三�)
�0�6月� �2�8日� �(三�)
�0�8月� �0�9日� �(三�)
�0�8月� �2�3日� �(三�)
�0�9月� �0�6日� �(三�)
�1�0月� �0�3日� �(二�)
�1�0月� �2�5日� �(三�)
�1�1月� �0�8日� �(三�)

�2�0�1�6年� �1�2月� �0�7日� �(三�)
�2�0�1�6年� �1�2月� �2�8日� �(三�)
�0�1月� �2�5日� �(三�)
�0�3月� �0�8日� �(三�)
�0�3月� �2�2日� �(三�)
�0�3月� �2�9日� �(三�)
�0�4月� �1�2日� �(三�)
�0�4月� �2�6日� �(三�)
�0�5月� �1�0日� �(三�)
�0�6月� �0�7日� �(三�)
�0�7月� �0�5日� �(三�)
�0�7月� �1�2日� �(三�)
�0�8月� �0�9日� �(三�)
�0�8月� �2�3日� �(三�)
�0�9月� �0�6日� �(三�)
�1�0月� �0�3日� �(二�)
�1�0月� �2�5日� �(三�)
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Cambridge English : Preliminary for Schools
(PET for Schools)

Cambridge English : Key for Schools
(KET for Schools)

�0�3月� �1�1日（六）
�0�4月� �2�0日（四）
�0�4月� �2�2日（六）
�0�5月� �0�6日（六）
�0�5月� �1�1日（四）
�0�5月� �1�4日（日）
�0�5月� �2�0日（六）
�0�5月� �2�7日（六）
�0�5月� �2�8日（日）
�0�6月� �0�3日（六）
�0�6月� �0�7日（三）
�0�6月� �1�0日（六）
�0�6月� �2�4日（六）
�1�0月� �0�7日（六）
�1�0月� �2�1日（六）
�1�1月� �1�8日（六）
�1�1月� �2�8日（二）
�1�2月� �0�9日（六）

�0�2月� �1�8日（六）
�0�3月� �1�8日（六）
�0�5月� �1�3日（六）
�0�5月� �2�6日（五）
�0�6月� �0�8日（二）
�0�6月� �1�7日（六）
�0�7月� �2�5日（二）
�1�0月� �0�7日（六）
�1�1月� �1�1日（六）
�1�2月� �0�1日（五）

�0�1月� �1�6日（一）
�0�2月� �1�3日（一）
�0�4月� �1�0日（一）
�0�4月� �2�4日（一）
�0�5月� �0�8日（一）
�0�5月� �1�5日（一）
�0�6月� �2�6日（一）
�0�9月� �0�4日（一）
�1�0月� �0�5日（四）
�1�0月� �3�0日（一）

�0�2月� �1�8日（六）
�0�3月� �0�2日（四）
�0�3月� �1�8日（六）
�0�4月� �0�8日（六）
�0�5月� �0�4日（四）
�0�5月� �1�3日（六）
�0�5月� �2�6日（五）
�0�6月� �0�8日（四）
�0�6月� �1�7日（六）
�0�7月� �2�5日（四）
�1�0月� �0�7日（六）
�1�1月� �1�1日（六）
�1�2月� �0�1日（五）

�0�1月� �1�6日（一）
�0�2月� �0�6日（一）
�0�2月� �1�3日（一）
�0�3月� �0�6日（一）
�0�3月� �3�1日（五）
�0�4月� �1�0日（一）
�0�4月� �2�4日（一）
�0�5月� �0�8日（一）
�0�5月� �1�5日（一）
�0�6月� �2�3日（一）
�0�9月� �0�4日（一）
�1�0月� �0�6日（一）
�1�0月� �3�0日（一）

�0�3月� �0�4日（六）
�0�3月� �1�0日（五）
�0�4月� �0�8日（六）
�0�5月� �1�3日（六）
�0�6月� �0�3日（六）
�0�6月� �0�6日（二）
�0�6月� �2�4日（六）
�0�7月� �2�7日（四）
�0�8月� �2�4日（四）
�1�0月� �0�7日（六）
�1�1月� �0�4日（六）
�1�1月� �2�8日（二）
�1�2月� �0�1日（五）

�0�2月� �0�6日（一）
�0�2月� �1�3日（一）
�0�3月� �0�6日（一）
�0�4月� �1�0日（一）
�0�5月� �0�8日（一）
�0�5月� �0�8日（一）
�0�5月� �2�2日（一）
�0�6月� �2�3日（一）
�0�7月� �1�7日（一）
�0�9月� �0�4日（一）
�1�0月� �0�2日（一）
�1�0月� �3�0日（一）
�1�0月� �3�0日（一）

�0�2月� �0�6日（一）
�0�3月� �1�3日（一）
�0�3月� �1�7日（五）
�0�4月� �0�5日（三）
�0�4月� �1�0日（一）
�0�4月� �1�0日（一）
�0�4月� �1�7日（一）
�0�4月� �2�4日（一）
�0�4月� �2�4日（一）
�0�5月� �0�5日（五）
�0�5月� �0�5日（五）
�0�5月� �0�8日（一）
�0�5月� �2�2日（一）
�0�9月� �0�4日（一）
�0�9月� �1�8日（一）
�1�0月� �1�6日（一）
�1�0月� �2�6日（四）
�1�1月� �0�6日（一）

提供全台考試服務

考試中心: 倫敦英語中心� � � 電話: (04)2226-0889   (04)2226-0887
地址: 404台中市北區三民路三段�9�4巷�1�1號

�0�1月� �1�5日（日）

�0�1月� �2�2日（日）

�0�2月� �1�1日（六）

�0�2月� �1�9日（日）

�0�3月� �0�4日（六）

�0�3月� �1�1日（六）

�0�3月� �1�9日（日）

�0�4月� �0�8日（六）

�0�4月� �1�5日（六）

�0�4月� �2�2日（六）

�0�5月� �0�6日（六）

�0�5月� �1�4日（日）

�0�5月� �2�0日（六）

�0�5月� �2�8日（日）

�0�6月� �0�3日（六）

�0�6月� �1�0日（六）

�0�6月� �1�7日（六）

�0�6月� �2�4日（六）

�0�7月� �0�8日（六）

�0�7月� �1�6日（日）

�0�7月� �2�3日（日）

�0�8月� �0�5日（六）

�0�8月� �1�3日（日）

�0�8月� �1�9日（六）

�0�8月� �2�7日（六）

�0�9月� �0�9日（六）

�0�9月� �1�7日（日）

�0�9月� �2�3日（六）

�1�0月� �0�7日（六）

�1�0月� �1�5日（日）

�1�0月� �2�2日（日）

�1�1月� �1�1日（六）

�1�1月� �1�9日（日）

�1�1月� �2�5日（六）

�1�2月� �0�9日（六）

�1�2月� �1�6日（六）

�1�2月� �2�4日（日）

�2�0�1�6年�1�2月� �1�2日（一）

�2�0�1�6年�1�2月� �1�9日（一）

�0�1月� �0�9日（一）

�0�1月� �1�6日（一）

�0�2月� �0�6日（一）

�0�2月� �0�6日（一）

�0�2月� �1�3日（一）

�0�3月� �0�6日（一）

�0�3月� �1�3日（一）

�0�3月� �1�7日（五）

�0�4月� �0�5日（三）

�0�4月� �1�0日（一）

�0�4月� �1�7日（一）

�0�4月� �2�4日（一）

�0�5月� �0�5日（五）

�0�5月� �0�8日（一）

�0�5月� �1�5日（一）

�0�5月� �2�2日（一）

�0�6月� �0�5日（一）

�0�6月� �1�2日（一）

�0�6月� �1�9日（一）

�0�7月� �0�3日（一）

�0�7月� �1�0日（一）

�0�7月� �1�7日（一）

�0�7月� �2�4日（一）

�0�8月� �0�7日（一）

�0�8月� �1�4日（一）

�0�8月� �2�1日（一）

�0�9月� �0�4日（一）

�0�9月� �1�1日（一）

�0�9月� �1�8日（一）

�1�0月� �0�9日（一）

�1�0月� �1�6日（一）

�1�0月� �2�3日（一）

�1�1月� �0�6日（一）

�1�1月� �1�3日（一）

�1�1月� �2�0日（一）

提供全台考試服務

劍橋兒童英語認證

�Y�L�E

�S�t�a�r�t�e�r�s

�M�o�v�e�r�s

�F�l�y�e�r�s� 

• 台北市中華基督教青年會YMCA   網� 址�: www.ymcaelt.org.tw/esol

• 師德文教� � � 網� 址�: www.cet-taiwan.com

• LTTC財團法人語言訓練測驗中心� � � 網� 址�: www.lttc.ntu.edu.tw/main.htm

• 倫敦英語中心� � � 網� 址�: www.prestige-eng.com

Cambridge English : Key
(KET)

Cambridge English : Preliminary
(PET)

Cambridge English : First
(FCE)

考試地點
�V�e�n�u�e

報名截止日期
�R�e�g�i�s�t�r�a�t�i�o�n� �D�e�a�d�l�i�n�e

考試日期
�E�x�a�m� �D�a�t�e

測驗名稱
�E�x�a�m

考試地點
�V�e�n�u�e

報名截止日期
�R�e�g�i�s�t�r�a�t�i�o�n� �D�e�a�d�l�i�n�e

考試日期
�E�x�a�m� �D�a�t�e

測驗名稱
�E�x�a�m

�0�3月� �1�8日（六）
�0�4月� �2�2日（六）
�0�5月� �0�6日（六）
�0�5月� �1�3日（六）
�0�5月� �1�8日（四）
�0�5月� �2�7日（六）
�0�5月� �3�1日（三）
�0�6月� �1�0日（六）
�0�7月� �0�1日（六）
�1�1月� �1�8日（六）
�1�1月� �2�1日（二）
�1�2月� �0�2日（六）

�0�2月� �1�3日（一）
�0�3月� �2�0日（一）
�0�4月� �0�5日（三）
�0�4月� �1�0日（一）
�0�4月� �1�7日（一）
�0�4月� �2�4日（一）
�0�4月� �2�4日（一）
�0�5月� �0�8日（一）
�0�5月� �3�1日（三）
�1�0月� �1�6日（一）
�1�0月� �1�6日（一）
�1�0月� �3�0日（一）

Cambridge English : First for Schools
(FCE for Schools)

�0�1月� �2�5日� �(三�)

�0�3月� �0�1日� �(三�)

�0�5月� �0�3日� �(三�)

�0�5月� �2�4日� �(三�)

�0�6月� �2�8日� �(三�)

�0�7月� �2�6日� �(三�)

�0�8月� �2�3日� �(三�)

�0�9月� �1�3日� �(三�)

�1�0月� �1�8日� �(三�)

提供全台考試服務

考試地點
�V�e�n�u�e

報名截止日期
�R�e�g�i�s�t�r�a�t�i�o�n� �D�e�a�d�l�i�n�e

考試日期
�E�x�a�m� �D�a�t�e

測驗名稱
�E�x�a�m

台北
台北
台北、台中
高雄
台北
台北、台中
台北、高雄

台北

台北

台北

Cambridge English : Preliminary 
(PET)

Cambridge English : Key
(KET)

Cambridge English : First
(FCE)

Cambridge English : Preliminary for Schools
(PET for Schools)

Cambridge English : First for Schools
(FCE for Schools)

Cambridge English : Key for Schools
(KET for Schools)

考試地點
�V�e�n�u�e

報名截止日期
�R�e�g�i�s�t�r�a�t�i�o�n� �D�e�a�d�l�i�n�e

考試日期
�E�x�a�m� �D�a�t�e

測驗名稱
�E�x�a�m

�0�1月� �1�5日� �(日�)
�0�2月� �1�1日� �(六�)
�0�3月� �0�5日� �(日�)
�0�4月� �1�5日� �(六�)
�0�5月� �1�4日� �(日�)
�0�6月� �0�4日� �(日�)
�0�7月� �2�2日� �(六�)
�0�8月� �1�9日� �(六�)
�0�9月� �1�0日� �(日�)
�1�0月� �2�1日� �(六�)
�1�1月� �0�5日� �(日�)
�1�2月� �1�6日� �(六�)

�1�1月� �3�0日� �(三�)
�1�2月� �2�8日� �(三�)
�0�1月� �1�8日� �(三�)
�0�3月� �0�1日� �(三�)
�0�3月� �2�9日� �(三�)
�0�4月� �1�9日� �(三�)
�0�6月� �0�7日� �(三�)
�0�7月� �0�5日� �(三�)
�0�7月� �2�6日� �(三�)
�0�9月� �0�6日� �(三�)
�0�9月� �2�0日� �(三�)
�1�1月� �0�1日� �(三�)

台北
台北
台北、台中
台北、高雄
台北、台中
台北、高雄
台北
台北、台中
台北、高雄
台北、台中
台北、高雄
台北、台中

劍橋兒童英語認證

�Y�L�E

�S�t�a�r�t�e�r�s

�M�o�v�e�r�s

�F�l�y�e�r�s� 

電話: (02)2368-5155� � � 傳真: (02)2364-2555
地址: 10663台北市大安區辛亥路二段170號

考試地點
�V�e�n�u�e

報名截止日期
�R�e�g�i�s�t�r�a�t�i�o�n� �D�e�a�d�l�i�n�e

考試日期
�E�x�a�m� �D�a�t�e

測驗名稱
�E�x�a�m

�0�3月� �1�1日（六）
�0�4月� �2�0日（四）
�0�4月� �2�2日（六）
�0�5月� �0�6日（六）
�0�5月� �1�1日（四）
�0�5月� �1�4日（日）
�0�5月� �2�0日（六）
�0�5月� �2�7日（六）
�0�5月� �2�8日（日）
�0�6月� �0�3日（六）
�0�6月� �0�7日（三）
�0�6月� �1�0日（六）
�0�6月� �2�4日（六）
�1�0月� �0�7日（六）
�1�0月� �2�1日（六）
�1�1月� �1�8日（六）
�1�1月� �2�8日（二）
�1�2月� �0�9日（六）

�0�2月� �0�6日（一）
�0�3月� �1�3日（一）
�0�3月� �1�7日（五）
�0�4月� �0�5日（三）
�0�4月� �1�0日（一）
�0�4月� �1�0日（一）
�0�4月� �1�7日（一）
�0�4月� �2�4日（一）
�0�4月� �2�4日（一）
�0�5月� �0�5日（五）
�0�5月� �0�5日（五）
�0�5月� �0�8日（一）
�0�5月� �2�2日（一）
�0�9月� �0�4日（一）
�0�9月� �1�8日（一）
�1�0月� �1�6日（一）
�1�0月� �2�6日（四）
�1�1月� �0�6日（一）

�0�3月� �1�1日� �(六�)
�0�5月� �0�6日� �(六�)
�0�5月� �2�0日� �(六�)
�0�6月� �1�0日� �(六�)
�0�6月� �2�4日� �(六�)
�1�1月� �1�8日� �(六�)
�1�2月� �0�9日� �(六�)

�0�1月� �2�6日� �(四�)
�0�3月� �2�4日� �(五�)
�0�4月� �0�7日� �(五�)
�0�4月� �2�8日� �(五�)
�0�5月� �1�2日� �(五�)
�1�0月� �0�6日� �(五�)
�1�0月� �2�7日� �(五�)

台北
台北
台北、台中
高雄
台北
台北、台中
台北、高雄

�0�3月� �1�1日� �(六�)
�0�5月� �0�6日� �(六�)
�0�5月� �2�0日� �(六�)
�0�6月� �1�0日� �(六�)
�0�6月� �2�4日� �(六�)
�1�1月� �1�8日� �(六�)
�1�2月� �0�9日� �(六�)

�0�1月� �2�6日� �(四�)
�0�3月� �2�4日� �(五�)
�0�4月� �0�7日� �(五�)
�0�4月� �2�8日� �(五�)
�0�5月� �1�2日� �(五�)
�1�0月� �0�6日� �(五�)
�1�0月� �2�7日� �(五�)

高雄
台北
台北

�0�6月�1�0日� �(六�)
�0�7月�0�1日� �(六�)
�1�2月�0�2日� �(六�)

�0�4月�2�8日� �(五�)
�0�5月�1�9日� �(五�)
�1�0月�2�0日� �(五�)

�0�8月�2�5日� �(五�)�1�0月�0�7日� �(六�)

�1�0月�0�7日� �(六�) �0�8月�2�5日� �(五�)

�1�0月�0�7日� �(六�) �0�8月�2�5日� �(五�)

電話�:� �(�0�2�)�2�3�8�2�-�0�9�6�1� �e�x�t�.� �1�2�7、�1�8�2、�1�3�6� � � � � � 傳真�:� �(�0�2�)�2�3�8�2�-�0�8�4�1

地址�:� �1�0�0台北市忠孝西路一段�1�0�0號�1�2樓

劍橋兒童英語認證

�Y�L�E

�S�t�a�r�t�e�r�s

�M�o�v�e�r�s

�F�l�y�e�r�s� 

�0�3月� �1�9日� �(日�)

�0�4月� �2�2日� �(六�)

�0�6月� �2�5日� �(日�)

�0�7月� �1�5日� �(六�)

�0�8月� �2�0日� �(日�)

�0�9月� �1�6日� �(六�)

�1�0月� �1�5日� �(日�)

�1�1月� �0�5日� �(日�)

�1�2月� �0�9日� �(六�)


