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TOEIC ®   Tests をものさしに
使える英語＝４技能「話す」「書く」

「聞く」「読む」を身につける

使
え
る
英
語
を
身
に
つ
け
る

学
習
法

３年生
目標スコアの目安

TOEIC Ⓡ L&R 600 点以上

海外で、知らない自分を発見しよう！

４年生
目標スコアの目安

TOEIC Ⓡ  L&R 700 点以上
STEP UPのために
じっと頑張る

現在地を知る

グローバル化がますます進み、共通語としての「英語」の重要度が高まっています。
世界各国の人々と英語で話し、メールで仕事をする時代です。
時間のある大学生の間に可能な限り「使える英語」を身につけましょう！
使える英語を身につけるためには約 2000時間が必要と言われています。
受験英語の記憶が新しいうちに「使える英語」の勉強をスタートさせると効果あり！
さあ、今、スタートしましょう！

どうしてTOEIC ®  Tests なの？
1. 社会が求める「英語」とは「4技能」であり、
それを実践的な英語力で、国際的評価基準で、
スコア化できるテストだから。
2. 合格・不合格ではなくスコアで英語力を細か
く測ることができ、定期的に受験することで
学習を維持できる。
3. 昇進・昇格での目安に使う企業が多く、就職
活動のエントリーシートにTOEIC ® Tests のス
コアを記入させる企業も多数あり、入社後は
海外出張、昇進・昇格の基準に多く使われる。
4.  単位認定や大学院入試などに活用している大
学もある。

英語学習の先にあるものを
見据えよう。卒業後は発信
力が問われる。就活には少しでも良い

スコアを書きたい。弱
点克服でがんばろう！

春休みや夏休みは海外体
験の絶好のチャンス。英
語で世界中の人とリアル
につながろう。

良いスコアを取るためでは
なく弱点を知るために早め
に受けて対策を練ろう！

自信をつけた自分になる！
学習の蓄積を
スコアにも反映！

2年生
目標スコアの目安

TOEIC Ⓡ L&R 500 点以上
TOEIC ® Speaking 100 点
TOEIC ® Writing    110 点

1年生
新学期

TOEIC Ⓡ L&R デビュー

就活に入る前に語学力は
身につけたい！

TOEIC ® Speaking 110 点
TOEIC ® Writing     120 点

TOEIC ® Speaking 130 点
TOEIC ® Writing    140 点

日常のコミュニケーションレベル
（限定された範囲）

日常のコミュニケーションレベル

海外出張レベル
（限定された範囲の業務）

目標スコア
TOEIC Ⓡ L&R 400～500点

【大学生には２つのテスト】
・「聞く」「読む」英語力：TOEIC Ⓡ Listening & Reading Test （以下、TOEIC Ⓡ L&R）
・「話す」「書く」英語力：TOEIC Ⓡ Speaking & Writing Tests （以下、TOEIC Ⓡ S&W）

ディズニー・ユース・カレッジ・
プログラム

就　業
体験型
学　習

大学生協組合員だけが体験できる夢の9日間フロリダ州オーランド
Walt Disney World® Resortで学ぶスペシャルプログラムです。
修了者にはディズニーよりCertificate（修了証）を発行！

自分探しの
旅に出よう！

異文化

大学生協では世界遺産や異文化体験、
ＮＧＯスタディーツアーなどの「テーマ
のある旅」を実施しています。同じ目的
意識を持った仲間と一緒に自分の可能
性や目標を探してみましょう。

目的にあった
研修プランを

語 学
留 学

自分の行きたい国や学びたいこと、通
いたい学校など自分の目的にあったプ
ランを選んで海外語学研修やホームス
テイができます。生協では毎年海外留
学・語学研修フェアでセミナーや先輩の
体験談の紹介などを実施しています。

TOEIC® L&R公開テスト・TOEIC® S&W公開テストは生協で受付しています。
１．TOEIC® Testsは生協でバウチャーコードを購入→受験申込が可能です。
クレジットカードをお持ちでない方でも、受験申し込みが可能です。
 (大学生協組合員以外の方はご利用いただけません。）

バウチャーコードを購入

受験申込サイトに
バウチャーコードを入力

内容を確認

受験する

1

2

3

4

生協で「バウチャーコード」を購入します。
（受験料の支払い）
受験地ごとの実施回数は
http://www.toeic.or.jp/で
ご確認ください。

「バウチャーコード」入力でクレジットカード
決済等不要です。
受験申込完了後、
申込受領通知メールが届きます。

■TOEIC® L&R公開テスト
　試験日の14日前に受験票を発送
■TOEIC® S&W 公開テスト
　試験日の3日前にご案内メールを受信

会場にてTOEIC® L＆R公開テスト・
TOEIC® S＆W公開テストを受験します。
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※おことわり　この表はあくまでそれぞれのテストの一般的な活用法や目的、テストの形式、おおまかな傾向などを受験予定者にとって比較しやすいよう簡単にまとめたものです。
　　　　　　試験の導入形態などによって条件は変わります。推奨スコア、教材のポイントなどについてもあくまで一つの目安として参考にしてください。
▲各検定レベル表（CEFR）はP15をご覧ください。

※IPテストは、大学生協でのTOEIC® IPテスト(団体特別受験制度を利用したテスト）です。
※IPテストは、実施していない生協もあります。

スコアを
必要とする時

進級／卒業要件　就職活動 学内クラス分け・学期末成績評価／
交換留学選抜 留学出願前

ボリューム 120分
（L：45分／R：75分）

115分
（L：35分／R：80分（25分＋55分））

270分
（L：60-90分／R：60-100分／S：20分／W：60分）

測る目的とスキル 理解力
Listening／Reading

学内英語評価、学内選抜
Listening／Reading

大学の授業についていけるかどうか
Listening／Reading／Speaking／Writing

教材選びのポイント
試験日までの残り期間を考える

公式認定証で苦手分野を
把握してからスキル別対策

「TOEFL-ITP」の表記があるもの
ボキャブラリー増強・

長文速読力強化

「TOEFL-iBT」の表記があるもの
アウトプット練習用と

インプット強化用を区別

受験で
負荷のかかるポイント

スピード（時間不足）・
長文ボリューム

学術的・専門語彙、
長文ボリューム

発信系タスク
（Speaking・Writing）

スコアを評価する人

受験時期と場所

大学・企業 国内の大学 アメリカ・カナダの学校

推奨スコア 600点～ 500点～ 60点～

差がつくポイント スピード・速読力 語彙力・速読力 アウトプット力・PCスキル・
即時対応力

SP（公開テスト）：年10回、全国の公開会場
IP（学内テスト）：時期は大学により異なる。
　　　　　　　 会場は学内

就職活動

80分
（Ｓ：２０分／Ｗ：60分）

発信力
Speaking/Writing

「TOEIC®S&Ｗ」の表記が
あるもの

発信系タスク

企業

Ｓ，Wとも130点～

ＰＣスキル・即時対応力

大学指定の一斉テストとして
学内で受験

公開テスト：
年24回（全国の公開会場）

IP（学内テスト）：時期は大学により
異なる。会場は学内

任意の時期に全国の
テストセンターでPC受験

TOEIC® Testsを理解しよう

TOEIC® L&R
http://www.toeic.or.jp/

TOEIC® S&W
http://www.toeic.or.jp/

TOEFL-ITP® テスト
http://www.cieej.or.jp/toefl/

IELTS
http://www.eiken.or.jp/ielts/

TOEFL iBT® テスト
http://www.cieej.or.jp/toefl/

～ それぞれのテストの違いをきちんと知っておこう ～

TOEIC®
  Tests/TOEFL®/IELTS 徹底比較

TOEIC® L&R 公開テスト・TOEIC® L&R IPテストの違い

TOEIC® Testsは客観的な英語力を測定するために米国のETS（Educational Testing Service）が開発した能力判定テストです。全国
の大学や企業で英語力の指標として採用され、年間の受験者数は約258万人になります（2015年）。
TOEIC® Testsには、英語で「聞く・読む」力を測定するTOEIC® Listening & Reading Test、「話す・書く」力を測定するTOEIC®  
Speaking & Writing Testsがあります。ビジネスでよくあるシーンや日常場面を想定したテスト問題に向けて学習することで、大学生のう
ちから社会が求める英語力を身につけることができます。

英語テストの違いを知っておこう
大学生になると、客観的な英語力を測るためのテストとしてTOEIC® Tests、TOEFL®を受ける機会も増えてくるけれど、名前は似て
いてもテストの目的や形式はそれぞれ異なっている。TOEIC® TestsにはTOEIC® L&RとTOEIC® S&Wの2種類がある。TOEFLにも、
学内一斉テストとして実施されるペーパー試験のTOEFL ITPと、北米への留学に必要なオンライン試験のTOEFL iBTがあり、
それぞれ形式が大きく変わる。
自分が何のために、どのテストをいつ受けなければならないのかをきちんと調べたうえで、それぞれのテストに合った対策をするようにしよう。

【お申し込みは大学生協】
大学生協ではTOEIC® L&R、TOEIC® S&W、TOEFL-ITPテスト（一部生協）の受付をしております。

受験料

性格

受験者

実施回

結果

難易度等

利用場面

TOEIC® L&R 公開テスト

5725円(税込）

公開受験

誰でも受験可

年10回

公式認定書(顔写真付き）

公開テスト・IPテストとも問題、難易度の違いはありません。

公開テスト・IPテストともスコアの有効性は同等です。 

TOEIC® L&R IPテスト

4155円(税込）

特定の団体用

大学・企業・大学生協など団体の構成員

団体が実施回、実施日を決定

スコアレポート（顔写真なし）

自分自身の英語力判定の他、単位認定、就活でのエントリーシートなど活用の場面が多くあります。大学院入試、公務員、教員試験で役立つことも。
一般の就活では、「公開テスト」「IP テスト」を問われることは少ないですが、大学院入試単位認定、教員・公務員試験などでは、「公開テスト」

「●●で実施される IP テスト」など指定されることがあるので注意が必要です。 

留学出願前

164分
（L：30分／R：60分／S：11-14分／W：60分）

大学の授業についていけるかどうか
Listening／Reading／Speaking／Writing

「IELTS」の表記があるもの
長文速読力強化・スキル別対策

英語圏の学校

5.0～

アウトプット力

月２～4回全国の会場

発信系タスク
（Speaking・Writing）

TOEIC® Listening & Reading Test
テスト形式

【マークシート方式】

テスト結果
●リスニング　
●リーディング　
●トータル　
※スコアは5点刻み

…… 5 ～ 495点
… 5 ～ 495点

…… 10 ～ 990点

出題形式は毎回同じで、解答はすべて
問題用紙とは別の解答用紙に記入 

●リスニング（45分間・100問）
●リーディング （75分間・100問）

TOEIC® Speaking & Writing Tests
テスト形式

【パソコンを使って受験】

テスト結果
●スピーキング … 0～200点
●ライティング … 0～200点
※スコアは10点刻み

（「TOEIC®公開テストTOEIC® S&W公開テスト受験申込書（大学生協専用）2016」より引用）

ヘッドセットを装着し、
パソコン画面の指示に従って
音声を吹き込んだり、文章を入力して解答

●スピーキング（20分・11問）
●ライティング（60分・8問）

TOEIC® Speaking & Writing Tests

スピーキングセクション(約20分間）

ライティングセクション(約60分間）

パート

1

2

Read a text aloud

Describe a picture

音読問題

写真描写問題

4
Respond to questions
using information
provided

提示された
情報に基づく
応答問題

6 Express an opinion 意見を述べる問題

7

8

9

Write a sentence
based on a picture 写真描写問題

5

2

1

Respond to a
written request Eメール作成問題 2

Write an opinion essay 意見を記述する問題 1

1

5

1Propose a solution 解決策を
提案する問題

パート名 問題数name of each part

3

3 Respond to questions 応答問題 3

TOEIC® Listening & Reading Test

リスニングセクション（約45分間）

リーディングセクション（約75分間）

パート

1

2

Photographs

Question-Response

写真描写問題

応答問題

4
Talks

（with and without
a visual image）

説明文問題

6 Text Completion 長文穴埋め
問題

7 Single passages
Multiple passages

1つの文書
複数の文書

5

6

25

16
（4×4）

29
25

30Incomplete
Sentences

短文穴埋め
問題

パート名 問題数name of each part

30
（3×10）

3
Conversations

（with and without
a visual image）

会話問題 39
（3×13）

Q.受験料はいくらですか？
A.TOEICⓇ L&R 公開テストで「5,725円」、TOEICⓇ S&W公開テストで「10,260円」になります。

Q.大学生の平均点は、どれくらい？
A.TOEICⓇ L&R テストで、おおよそ430点～480点でしょう。
　専攻している学部によって大きく異なりますし、大学・学部によって必要とするスコアも変わってきます。
　この冊子のP.2～3も参考にしてみて下さい。

Q.就活時に会社が求めるスコア（TOEICⓇ L&R ）は？
A.各会社によって、期待する人材像が異なるので回答は難しいです。一般的に入社時で550～600点、600点以上を期待値であげる企業は
　ありますので最低限の目標数値と考えて勉強しましょう。また、海外出張や、赴任、昇進などでスコア基準を設けている企業は数多くあります。
　http://www.toeic.or.jp/toeic/about/result.html

Q.TOEICⓇ S&Wは受験した方がいいですか？
A.社会で必要とされる技能は4技能。「話す」「書く」がない、ビジネスはありえません。
　今後ますます重要なテストとなっていくでしょう。大学生のうちに受験することをおすすめします。

【よくある質問】 

※おことわり　この表はあくまでそれぞれのテストの一般的な活用法や目的、テストの形式、おおまかな傾向などを受験予定者にとって比較しやすいよう簡単にまとめたものです。
　　　　　　試験の導入形態などによって条件は変わります。推奨スコア、教材のポイントなどについてもあくまで一つの目安として参考にしてください。
▲各検定レベル表（CEFR）はP15をご覧ください。

※IPテストは、大学生協でのTOEIC® IPテスト(団体特別受験制度を利用したテスト）です。
※IPテストは、実施していない生協もあります。

スコアを
必要とする時

進級／卒業要件　就職活動 学内クラス分け・学期末成績評価／
交換留学選抜 留学出願前

ボリューム 120分
（L：45分／R：75分）

115分
（L：35分／R：80分（25分＋55分））

270分
（L：60-90分／R：60-100分／S：20分／W：60分）

測る目的とスキル 理解力
Listening／Reading

学内英語評価、学内選抜
Listening／Reading

大学の授業についていけるかどうか
Listening／Reading／Speaking／Writing

教材選びのポイント
試験日までの残り期間を考える

公式認定証で苦手分野を
把握してからスキル別対策

「TOEFL-ITP」の表記があるもの
ボキャブラリー増強・

長文速読力強化

「TOEFL-iBT」の表記があるもの
アウトプット練習用と

インプット強化用を区別

受験で
負荷のかかるポイント

スピード（時間不足）・
長文ボリューム

学術的・専門語彙、
長文ボリューム

発信系タスク
（Speaking・Writing）

スコアを評価する人

受験時期と場所

大学・企業 国内の大学 アメリカ・カナダの学校

推奨スコア 600点～ 500点～ 60点～

差がつくポイント スピード・速読力 語彙力・速読力 アウトプット力・PCスキル・
即時対応力

SP（公開テスト）：年10回、全国の公開会場
IP（学内テスト）：時期は大学により異なる。
　　　　　　　 会場は学内

就職活動

80分
（Ｓ：２０分／Ｗ：60分）

発信力
Speaking/Writing

「TOEIC®S&Ｗ」の表記が
あるもの

発信系タスク

企業

Ｓ，Wとも130点～

ＰＣスキル・即時対応力

大学指定の一斉テストとして
学内で受験

公開テスト：
年24回（全国の公開会場）

IP（学内テスト）：時期は大学により
異なる。会場は学内

任意の時期に全国の
テストセンターでPC受験

TOEIC® Testsを理解しよう

TOEIC® L&R
http://www.toeic.or.jp/

TOEIC® S&W
http://www.toeic.or.jp/

TOEFL-ITP® テスト
http://www.cieej.or.jp/toefl/

IELTS
http://www.eiken.or.jp/ielts/

TOEFL iBT® テスト
http://www.cieej.or.jp/toefl/

～ それぞれのテストの違いをきちんと知っておこう ～

TOEIC®
  Tests/TOEFL®/IELTS 徹底比較

TOEIC® L&R 公開テスト・TOEIC® L&R IPテストの違い

TOEIC® Testsは客観的な英語力を測定するために米国のETS（Educational Testing Service）が開発した能力判定テストです。全国
の大学や企業で英語力の指標として採用され、年間の受験者数は約258万人になります（2015年）。
TOEIC® Testsには、英語で「聞く・読む」力を測定するTOEIC® Listening & Reading Test、「話す・書く」力を測定するTOEIC®  
Speaking & Writing Testsがあります。ビジネスでよくあるシーンや日常場面を想定したテスト問題に向けて学習することで、大学生のう
ちから社会が求める英語力を身につけることができます。

英語テストの違いを知っておこう
大学生になると、客観的な英語力を測るためのテストとしてTOEIC® Tests、TOEFL®を受ける機会も増えてくるけれど、名前は似て
いてもテストの目的や形式はそれぞれ異なっている。TOEIC® TestsにはTOEIC® L&RとTOEIC® S&Wの2種類がある。TOEFLにも、
学内一斉テストとして実施されるペーパー試験のTOEFL ITPと、北米への留学に必要なオンライン試験のTOEFL iBTがあり、
それぞれ形式が大きく変わる。
自分が何のために、どのテストをいつ受けなければならないのかをきちんと調べたうえで、それぞれのテストに合った対策をするようにしよう。

【お申し込みは大学生協】
大学生協ではTOEIC® L&R、TOEIC® S&W、TOEFL-ITPテスト（一部生協）の受付をしております。

受験料

性格

受験者

実施回

結果

難易度等

利用場面

TOEIC® L&R 公開テスト

5725円(税込）

公開受験

誰でも受験可

年10回

公式認定書(顔写真付き）

公開テスト・IPテストとも問題、難易度の違いはありません。

公開テスト・IPテストともスコアの有効性は同等です。 

TOEIC® L&R IPテスト

4155円(税込）

特定の団体用

大学・企業・大学生協など団体の構成員

団体が実施回、実施日を決定

スコアレポート（顔写真なし）

自分自身の英語力判定の他、単位認定、就活でのエントリーシートなど活用の場面が多くあります。大学院入試、公務員、教員試験で役立つことも。
一般の就活では、「公開テスト」「IP テスト」を問われることは少ないですが、大学院入試単位認定、教員・公務員試験などでは、「公開テスト」

「●●で実施される IP テスト」など指定されることがあるので注意が必要です。 

留学出願前

164分
（L：30分／R：60分／S：11-14分／W：60分）

大学の授業についていけるかどうか
Listening／Reading／Speaking／Writing

「IELTS」の表記があるもの
長文速読力強化・スキル別対策

英語圏の学校

5.0～

アウトプット力

月２～4回全国の会場

発信系タスク
（Speaking・Writing）

TOEIC® Listening & Reading Test
テスト形式

【マークシート方式】

テスト結果
●リスニング　
●リーディング　
●トータル　
※スコアは5点刻み

…… 5 ～ 495点
… 5 ～ 495点

…… 10 ～ 990点

出題形式は毎回同じで、解答はすべて
問題用紙とは別の解答用紙に記入 

●リスニング（45分間・100問）
●リーディング （75分間・100問）

TOEIC® Speaking & Writing Tests
テスト形式

【パソコンを使って受験】

テスト結果
●スピーキング … 0～200点
●ライティング … 0～200点
※スコアは10点刻み

（「TOEIC®公開テストTOEIC® S&W公開テスト受験申込書（大学生協専用）2016」より引用）

ヘッドセットを装着し、
パソコン画面の指示に従って
音声を吹き込んだり、文章を入力して解答

●スピーキング（20分・11問）
●ライティング（60分・8問）

TOEIC® Speaking & Writing Tests

スピーキングセクション(約20分間）

ライティングセクション(約60分間）

パート

1

2

Read a text aloud

Describe a picture

音読問題

写真描写問題

4
Respond to questions
using information
provided

提示された
情報に基づく
応答問題

6 Express an opinion 意見を述べる問題

7

8

9

Write a sentence
based on a picture 写真描写問題

5

2

1

Respond to a
written request Eメール作成問題 2

Write an opinion essay 意見を記述する問題 1

1

5

1Propose a solution 解決策を
提案する問題

パート名 問題数name of each part

3

3 Respond to questions 応答問題 3

TOEIC® Listening & Reading Test

リスニングセクション（約45分間）

リーディングセクション（約75分間）

パート

1

2

Photographs

Question-Response

写真描写問題

応答問題

4
Talks

（with and without
a visual image）

説明文問題

6 Text Completion 長文穴埋め
問題

7 Single passages
Multiple passages

1つの文書
複数の文書

5

6

25

16
（4×4）

29
25

30Incomplete
Sentences

短文穴埋め
問題

パート名 問題数name of each part

30
（3×10）

3
Conversations

（with and without
a visual image）

会話問題 39
（3×13）

Q.受験料はいくらですか？
A.TOEICⓇ L&R 公開テストで「5,725円」、TOEICⓇ S&W公開テストで「10,260円」になります。

Q.大学生の平均点は、どれくらい？
A.TOEICⓇ L&R テストで、おおよそ430点～480点でしょう。
　専攻している学部によって大きく異なりますし、大学・学部によって必要とするスコアも変わってきます。
　この冊子のP.2～3も参考にしてみて下さい。

Q.就活時に会社が求めるスコア（TOEICⓇ L&R ）は？
A.各会社によって、期待する人材像が異なるので回答は難しいです。一般的に入社時で550～600点、600点以上を期待値であげる企業は
　ありますので最低限の目標数値と考えて勉強しましょう。また、海外出張や、赴任、昇進などでスコア基準を設けている企業は数多くあります。
　http://www.toeic.or.jp/toeic/about/result.html

Q.TOEICⓇ S&Wは受験した方がいいですか？
A.社会で必要とされる技能は4技能。「話す」「書く」がない、ビジネスはありえません。
　今後ますます重要なテストとなっていくでしょう。大学生のうちに受験することをおすすめします。

【よくある質問】 

使
え
る
英
語
を
身
に
つ
け
る

学
習
法
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生の英語に触れるため
一人、カナダへ出発！

── 一人で向かう海外での語学研修。それはもちろん

初めての経験だった。

「今までの海外旅行はハワイ、韓国、中国です。ただ家

族旅行や地域コミュニティの一環で行っただけ。最初

に行ったのが、ハワイでしたが、これは家族旅行で、

小学2年生の夏休みでした。保育園の年長ぐらいから英

会話学校に通っていて、この時の目標は外国の人に『ハ

── 以前から留学を考えていた田中さんが選んだのは、

大学生協の短期「アクティブコース」４週間だった。

「もともとは中学生の頃から漠然とですが“留学してみ

たい”とは思っていました。大学１年の初めにも長期留

学を考えたのですが、なかなか機会が無くて。それで

長期でなくても試しで１ヶ月行ってみて、もしまた何

かを学びたくなったら、今度は長期で行けばいいと思い、

大学１年の11月頃から生協に通い、カタログを集め出

したのです。それからは早く、12月にはすでに申し込

んでいましたね（笑）。“研修期間ですか？”それは、も

ちろん長ければ長い方がいいですよね。でも聞くと、

留学する学生は［４週間］が全体の50％で一番多く、

次が［３週間］で20％、［２週間］」が15％、［６～８週

間］が15％らしいです。オススメはやはり４週間、そ

れで私も４週間に決めました」

── 研修校は、カ

ナダ・トロント市内

のOHCトロント校。

ホームステイでの語

学研修だ。

「カナダに決めたの

は、もともと英語圏

の国へ行きたいと思

っていたからです。

ロー！』と言うことだった。結局、言えなかったんで

すけどねぇ（笑）。だから今回が一人で行く初めての海

外なので、不安はありました。でも団体で語学研修に

行って、日本人同士で英語の授
業は受けたくなくて……。　
だって、それでは日本での学校の英語授業と変わらな

いじゃないですか。知らないところで、知らない人と、

生の英語に触れる授業を受けたいと思った。大学生協

を選んだのも、一人でも安心して語学研修が受けられ

ると思ったからです」

その中でもトロントは、両親が以前に研修旅行で行っ

た国で“治安も町の雰囲気もい
いし、英語の発音もきれいだよ”と言っていました。

イングランドでも（？）と考えたのですが、英語は英

語でもアクセントが強く、何を言っているのか聞き取

りにくいとも聞いていたので。それでまだ寒い時期で

したが、２月14日に出発しました」

いきなりレベル６のクラスに。
しかもたった４人！

── 違う国の人と受ける授業。不安の中での授業とは。

「まず、クラス分けのテストがありました。筆記とスピ

ーキング。筆記は基本的な文法問題と自己紹介。だか

ら一番上のレベル６のクラスになっちゃったんですよ。

クラスは私を含め、ブラジル・韓国・台湾の４人しか

いなくて、私以外は皆英語がぺらぺらだし

……。授業始まっても不安だらけ！先生と話す

よりペアワークが多く、相手が一方的にぺらぺ

田中良果（たなか りょうか）
早稲田大学２年

【研修期間】２/14 ～ 4 週間
【研修コース】アクティブ トロント・モントリオール
【研修校】OHC Toronto< 集中コース >
【滞在形態】ホームステイ

大学１年の春休み、カナダ・トロントへ語学研修を体験した、田中良果さん。
彼女がたった一人で異国に旅立ったのは、日本でもまだまだ寒い２月中旬だった。

しっかりと相手の目を見て、ハキハキと話す彼女。
その力強い瞳で何を見、そこに何が映ったのだろうか。

自分自身を高めるため、
これからもっと広い世界を見、

　　　　　　    していきたい。　　　　　　    チャレンジ 友達の家で開かれたパーティーの時の写真です。

比較的治安が良いと言われる国は、カナダ、オース
トラリア。オーストラリアの人は親切で、カナダの人
も日本的対応の仕方が分かってくれる国なので、初
めて海外留学に行く学生は、比較的行きやすい。

語学留学で人気の国とは

Toronto/Canada

治安の良い
トロントに
決めました

超少人数ならではの濃い授業が受けられました！
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ら と 話 し、『で、君 は ど う 思 う？』っ て。ま さ に

『えっ？ うわぁ！』しか出てこなく

て……。しかもブラジル人はなまりが強くて聞き取れ

ない。４人しかいないので休んでいるヒマはないし、

午前中50分が３コマあって、お昼挟んで午後50分が２

コマ、もう本当につらい、疲れました。もちろん言っ

ていることや、何をやるかは分かるけど、何よりテキ

ストに書いてある単語が分からない！
レベル６クラスは英語に堪能な人ばかりなので、例え

ば口語ならこう使う、こう書くなど、基本的な使い方

ではなく、レベルが高い人たち向けのテキストなのです。

しかも基本、辞書は使ってはダメなわけで……」

── レベル６クラスでの授業、それを彼女はどう克服

したのか。

「先生に聞くか、ペアの人に積極的に『コレ、なに？』

って聞きました。最初は聞けませんでしたが『どうし

よう、分からないと始まらない！』と、思い切ったん

です。あとは家で予習ですかね。その努力も

あって、２週目後半からはクラスにも英語に

も少しずつ慣れてきて、３週目はノリに乗っ

ていた。ただ4週目はレベル５のクラスから数

人が上がってきました。その人たちは、正直

私より話せるのです。『もともとレベル６にい

るのに、あの子、全然話せないじゃない』なん

ごせました。今まで行ったことがないカジノや教会に

連れて行ってもらったり、家で映画を観たり、程よい

距離感でした。マザーとは家でディナーが多く、肉＆

スパゲティーは美味しかったですよ。ただ、たまに『え

っ？』というメニューがあり、『美味しい？』と聞かれ、

『う～？』と答え、『はっきり言え！』と言われ、即

『ノー！』と言った料理もありました（笑）」

　屈託ない笑顔で答える彼女。それは裏表のない楽し

い関係だったようだ。

カナダにいた時は英語脳に…?!
それもまた楽しい思い出となる。

── オープンな性格の彼女は、クラスメート以外にス

クールメートも多く、午後の授業後、土日で友達と観

光や食事に出かけることも多かったという。そして、

彼女たちとは今でもSNSでつながっている。

「友達は学校のラウンジで知り合った人が多いです。国

て思われているんだろうなぁ、って。思ってもいない

んだろうけど、勝手に自分で自分にプレッシャーかけ

ていましたね。他人と比較しても始まらないのにね。

それでも授業は面白かったですよ。向

かい合ってペアで行うのですが、先生が黒板に書いた

単語を一人がそのワードを言わずに、相手に説明しな

がら伝えるんです。連想ゲームみたいに。例えば『こ

ういう文章で使うよ、こう表すよ』とか。そんな中で

クラスメートに言われたことですが『君は発音がいいね』

と褒められ、嬉しかったです。基本的に日本人は特有

の発音があるらしいんです。きっとカタカナ英語なん

でしょうね」

友達は皆、外国人。
一緒にいてラクなんですよ。

── 小さい頃から英語に親しんでいた彼女。英語の発

音だけではなく、性格も日本人らしくないと言われる

らしい。彼女のスマホには、外国人の友達との写真が

いっぱいだ。

「私はオープンな性格なので、対日本人より、外国人と

接する方がラクでした。向こうで『一緒にご飯食べて

いい？』と声かけると、外国の人は『いいよ、もちろ

んだよ！当たり前だよ』と、すぐ返してくれました。

── そんなオープンマインドの彼女だからこそ、ホス

トマザーといい関係がつくれたようだ。

「10年以上、ホストファミリーを続けているので、外国

人との接し方には慣れているようで、とても自然に過

はバラバラで、皆一人でワーキングホリデーや研修留

学に来た人ばかり。一緒に観光やミュージカル、映画、

パブにも行きました。その中でもナイアガラの滝は、

やはり良かったです。日本で『カナダに行くならプー

ティンを食べてきなさい！』と言われたので、楽しみ

にしていました。〈プーティン〉とは、代表的なカナダ

料理。フライドポテトにグレイビーソースと粒状のチ

ーズカードをかけたファーストフード形式の食べ物です。

もちろん、食べましたよ。“味ですか？ ”う～ん？　高

カロリーで濃厚な味。だから最初は美味しかったですが、

すぐ飽きますね（笑）」

── 友達との楽しい時間、ホストマザーとの程良い関

係、英語にどっぷり浸かれた充実した毎日。それを経

験した自分を改めて顧みると。

「帰国した直後は、日本人と会話をしているはずなのに、

英語がぱっと思い浮かびました。つまり、まるで日本

語を話している感覚で、英語が言葉として出てくる。

名詞も英語が先に思い浮かび、日本語では何と言うの

かと考えたりして……。それは英語で出てきた言葉を

わざわざ日本語に変換するイメージ。“なんでこんなに

日本語って難しいのだろう”と思うぐ

らいでしたね。友達からも『え？　大丈夫？　日本語

ができなくなってきているよ』とまで言われ“トロント

かぶれ”って、からかわれたりして（笑）。それが現在

市内中心部の小規模校でコテージ風のお洒落な
学校。和気あいあいとしており、スタッフや先生も
とてもフレンドリー。BBQ パーティもできる校庭は
雰囲気もよく、学生の交流の場となっています。

目的の明確な授業内容
校庭のある楽しい雰囲気！

OHC Toronto

最初は
美味しいん
だけど…

私の留学先は
こんなところ。

ナイアガラの滝の迫力は圧巻で息をのむ美しさでした。

たまたま隣り合わせた
ブラジル人の英語教師
とお友達に！

ハンバーガーと同サイズの
プーティンは食べきれません…笑

私の留学先は
こんなところ。

Toronto/Canada
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Toronto/Canada

では、ちょっと考えなければ英語が出てこない。すっ

かり思考が“日本人”になってしまいました（笑）」

いろいろな経験が、
きっと将来の夢の後押しとなる。

── これから語学研修に行きたいと考えている方へ向

けてのアドバイスとは。

「私の場合は、両親からも常々『いつ留学するの？』と

聞かれるくらい、留学には積極的に応援してくれる環

境だったので行きやすかったですが、行ける
機会があるのなら、行った
方がいいと思う。もちろん、長く行ければ行

くことに越したことはありませんが、多少でも言葉に

不安があるなら、私みたいに１ヶ月ぐらいにするとい

いと思いますよ。とにかく、経験することが大事」

── 日本人は、文法はOKで、スピーキングが弱い、

とよく言われる。クラス選択でレベルを一つ落として、

余裕をもって下のクラスで授業に臨むのも、また一つ

の選択かも知れない。

「私の場合は一番上のレベル６のクラスで、

４週間変更せずに学びました。もちろん、

考え方は、それぞれあると思います。で

も私は、クラスを下げなくて良かったと

思っています。せっかく英語が勉強でき

るという素晴らしい環境にいるのに、ラ

クな環境に身を置くのは、どうかな、と

考えます。

もっと挑戦していく方がいい！
それと学校に行くと、どうしても日本人同士で固

まっちゃう傾向があります。分からない会話や単

語があれば、どうしても日本語が出てしまう。難

しくて伝わらないとか、ニュアンスの感じとか、そん

な時は日本語がぺらぺらと出てします。それが〈負の

スパイラル〉なんですよ。それからは、どんどん日本

語が多くなってしまうのです。だから外国の友達を多

くつくって話すことが大切。話しているうちに相手の

国を知ったり、価値観の違いに気づいたり、日本との

違いにも再認識できるのです。そして『遊びに行くよ、

日本に来たら知らせてね』となり、世界観がさらに広

がると思うのです」

── この研修で知り合った友達に会いに、今秋には台

湾に遊びに行くという田中さん。

「本当に楽しい4週間でした。英語浸けの
環境が素晴らしくて、心地良かった。

ただ、トロントという町はあまり広くなく、もう充分

楽しめたので、今度は観光がもっとできる英語圏に長

く行ってみたいと思います。そして将来はまだはっき

りとはしないけど、できれば英語に携わる仕事がした

いと考えています」

本当に楽しい
4週間でした

しくて伝わらないとか、ニュアンスの感じとか、そん
ホッケーを初観戦！

会場内の盛り上がりはすさまじいものでした。

語
学
研
修 

体
験
談
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新入社員はTOEIC L&Rの受験が
必須です。スコアデータは人事デー
タにも記録され、昇格要件や新規

プロジェクトでの人選などで
活用しています。TOEIC 
S&Wは、社内研修の効果
測定として活用しています。

企業では具体的に　　    ®Testsをどう活用しているの？

国家試験、教員採用試験などでも　　　   Testsが活用されています

大学院入試における活用事例

●英語使用部署での各技能の使用割合

グローバル化の進展により、国内
勤務の社員でも英語を使う機会が
多くなっています。

海外駐在要件や、昇格
要件として、TOEIC L&R
とあわせTOEIC S&Wも
導入しています。

■ 通訳案内士の国家試験での活用をはじめ、国家公務員採用総合職試験でもTOEIC Testsのスコア  
　が活用されています。

スコアによって評価するTOEIC Testsは、英語コミュニケーション能力をグローバルな基準で測定します。
その特長を活かして、大学から社会へ出た後も継続して、英語力の伸長を測ることができます。

いずれかで英語筆記試験が免除

最終合格者決定の際に、総得点に15点加算

最終合格者決定の際に、総得点に25点加算

通訳案内士

国家公務員採用
総合職試験

活用内容TOEIC®

Speakingスコア
TOEIC®

Writingスコア

出典：TOEIC®テスト 入学試験・単位認定における活用状況 2015

（n=228）

＊2：（一財）国際ビジネスコミュニケーション協会「上場企業における英語活用実態調査─2013年」
　　報告書より

840点以上

600点以上

730点以上

150点以上 160点以上

　　　　®Testsは企業・学校で幅広く活用されています

●採用時にTOEIC L&Rスコアを参考にするか

TOEIC®

L&Rスコア  

茨城県

東京大学大学院

活用内容TOEIC®

L&Rスコア
TOEIC®

S&Wスコア

540点以上

1216点以上

710点以上

TOEIC®

L&Rスコア

研究科・専攻・コース 課程 試験形態 活用方法 基準スコア

■ 教員採用試験におけるTOEIC Testsの活用

【高等学校 英語】書類選考の上、
第1次試験のうち英語の専門教科試験及び
口述試験（英会話）を免除

【小・中・特別支援学校（英語を除く）】
「加点申請」することにより第1次試験の
合計点に10点加点

新潟県 540点以上 【小学校】第1次検査の点数に加点（5点）

京都市 730点以上 1095点以上
【中学校・高等学校英語志願者】希望により
第1次試験の一部（英語のリスニング試験）を
免除（IPテストを除く）

東京都 900点以上
【中・高共通、特別支援学校の英語、小学校全科
（英語コース）】指定された日時に提出、
 内容確認の上、実技試験を免除

出典：TOEIC® Program教員採用試験における活用状況2016

+

TOEIC®

リスニング
リーディング

スピーキングライティング

27.2％

23.2％26.5％

23.1％

TOEIC 

TOEIC 

TOEIC  ®

参考にしている

18.7％

参考に
することがある

39.3％
参考にしていないが
今後はそうする可能性がある

15.4％

参考にしていないし
今後もその可能性はない

15.7％

無回答

10.9％

社員採用時にTOEIC L&Rスコアを「参考にしている」企業は回答企業・
団体の58％、「今後はそうする可能性がある」と答えた企業を合わせると、
73.4％にも達しています。エントリーシートや面接で、TOEIC L&Rスコア
をアピールした先輩もいます。 （＊1）

英語を使用する部署での英語4技能の使用割合は、リーディング（27.2％）
が他の技能をやや上回ったものの、他の3技能もほぼ均等で、バランスのと
れた英語力が求められていることが分かります。（＊2）

＊1 ：（一財）国際ビジネスコミュニケーション協会「人材育成における英語に関する調査 2015年」より
　　  上場企業267社の回答

経済学研究科
（マネジメント専攻・経営コース） 修士 一般入試 合否判定基準の一部

名古屋大学大学院 生命農学研究科 修士 一般入試 出願要件の一部 500
九州大学大学院 薬学府

（創薬科学専攻） 修士・博士 一般入試 出願要件の一部 500
同志社大学大学院 経済学研究科

博士

一般入試 英語試験免除 750
横浜国立大学大学院 国際社会科学府

（国際経済法学専攻）

修士

一般入試 英語試験免除 730

（n＝267）

造船B商社A

または

または

企業が求めるのは
「4技能」全ての英語力！

上場企業の6割が
採用時の参考に！

12



 TOEFL  ITP®（Institutional Testing Program）は
 TOEFL® テストの団体向けプログラムです。

　TOEFL® テストは、英語を母語としない人々の英語力を測
るためのテストとして米国非営利教育団体 Educational 
Testing Service(ETS) が開発しました。世界165 カ国
以上で実施されており、9000以上の大学・短大などで受け
入れられています。現在は日本の大学においても留学以外単
位認定やクラス分けの目的で、実施が増加しています。

Common European Framework of Reference fo 
Language（欧州共通言語参照枠）の略称で外国語の学習者
の習得レベルを示す国際標準規格として、幅広く用いられてい
ます。各検定試験の相関を示すものではありませんが、CEFR
のどのレベルかを知ることは学習の励みになることでしょう。

試験日程・申込みの方法など詳細は、
各大学生協にお問い合わせください。
実施していない生協もあります。
・問題は過去 TOEFL PBT®で出題されたものを再利用
しています。
・ 正規留学をする場合は、TOEFL®テストの点数が必要

になります。ただし大学によっては、提携大学への派
遣の際に必要なスコアとして TOEF ITP®を利用できる
ことがあります。

・TWE（Test of Written English）は、TOEFL ITP®

には含まれていません。
・スコアは 310 ～ 677 で表記されます。
・ TOEFL ITP®スコアに公的な効力はありませんが、出

題形式や採点方法は、TOEFL® PBT に準じており、
TOEFL ITP®の点数を TOEFL®テストに換算すること
ができます。

・ 国際教育交換協議会（CIEE）が、ETS の委託を受けて、
日本での運営・実施を行っています。大学生協は、国
際教育交換協議会と協力・連携をし、学生の皆さんが
より受験しやすい環境づくりをめざして、学内での
TOEFL ITP®実施運営をサポートしています。

注）実際には CEFR のレベルで要求されるスコアは技能別（読む・書く・話す・聞く）に分かれています。
出展：文部科学省作成　http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/117/shiryo/__icsFiles/
afieldfile/2015/11/04/1363335_2.pdf#search=%27CEFR+TOEIC%27

海外留学をはじめ
用途が広がる
TOEFL®テスト

CEFRとは

L＆R

L＆R

CEFR 英検Cambridge
English

GTEC for
STUDENTS

TOEFL Junior
Comprehensive

TOEIC / 
TOEIC S&WTOEFL iBTGTEC CBT IELTS TEAP

C2

C1

B2

B1

A2

A1

CPE
（200+）

CAE
（180-199）

1級
（2810-3400）

1400

準1級
（2596-3200）

1250-
1399
1000-
1249
700-
999

-699

980
L&R&W 810

815-979
L&R&W 675-809

565-814
L&R&W 485-674

-564
L&R&W -484

2級
（1780-2250）

準2級 
（1635-2100）

3級-5級 
（790-1875）

1305-1390
L&R 945̃
S&W 360̃

1095-1300
L&R 785̃
S&W 310̃

790-1090
L&R 550̃
S&W 240̃
385-785 
L&R 225̃
S&W 160̃
200-380
L&R 120̃
S&W 80̃

FCE 
（160-179）

PET 
（140-159）

KET 
（120-139）

8.5-9.0

7.0-8.0

5.5-6.5

4.0-5.0

3.0

400

334-399

226-333

95-120

72-94

42-71

186-225

341-352

322-340

300-321

2.0
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ISBN
9784023310650

先輩が選んだ
生協で売れている「対策本」

技能別おすすめ書籍
 ・ 文法
 ・ 単語
 ・ リスニング

 ・ リーディング
 ・ スピーキング
 ・ ライティング
 ・ 英語表現

はじめて受験する前に
★はじめて受ける TOEIC® Tests は、高スコアを狙うというより弱点を知り対策を
立てるために受けます。とはいえ、問題形式に慣れていないために実力が発揮できな
かった (>_<)ということではもったいない。TOEIC® Tests は一定の傾向があるので、
こうした教材に目を通してからチャレンジするといいですね。

         　場面別おすすめ書籍

　TOEIC ® L&Rの開発機関
である ETSが制作した問題
をテスト 2回分（計 400問）
収録。リスニング音声は本番
のテストと同じ公式スピー
カーを採用しており、本番と
同じクオリティで受験準備が
できる、新形式問題対応の公
式問題集です。

●公式ＴＯＥＩＣ ® Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ ＆
　Ｒｅａｄｉｎｇ問題集１
　（ETS ／（一財）国際ビジネスコミュニケーション協会
　2,800 円 税別）

●はじめて受けるＴＯＥＩＣ ®  テスト
　パーフェクト入門
　（濵﨑潤之輔／桐原書店 　2,000 円 税別）

　TOEIC® 新傾向問題完全
対応の対策書。 目標スコア
500 ～ 730。これ 1 冊で
模試 1 回分の演習ができる。
単語・語句集の付録つき。
リ ス ニ ン グ 音 声 は 付 属 の
CD、リーディング音声はダ
ウンロードで用意 スコア
アップのための攻略法のみ
ならず、学習法も伝授。

ISBN
9784342011184

● ＴＯＥＩＣ ® テスト非公式問題集
　至高の４００問
　（ヒロ前田／アルク　2,300 円 税別）

ISBN
9784757428027

ISBN
9784906033492

　日本の TOEIC®研究をリー
ドする講師 3人が、難易度
や問題タイプのバランスも考
慮した、模試 2セット 400
問を作り上げました。語注と
詳細な問題解説、新形式対
策テクニック満載のコラム付
きで、あなたのスコアアップ
を後押しします。

　本書は実際に本試験に出
た単語を中心に 1000語を
厳選し、覚えやすい 7語以
下の「TOEIC® フレーズ」に
まとめ、掲載した。
　それぞれのフレーズは「日
本語→英語」 の穴埋め問題
形式で、付属のチェックシー
トを使えば、ゲーム感覚で手
軽に取り組むことができる。

●完全攻略！ TOEFL®

　テスト英単語 4000
　（河野 太一／アルク　2,600 円 税別）

ISBN
9784757424364

　全 4000 語に「ゴロ」「 語 源 」
「例文」etc. 単語を覚えられる仕
掛けを ! 頭からはなれない英単語
帳 !TOEFL テスト対策に。
　「ゴロ」「語源」「例文」等、「単
語を記憶にとどめるための仕掛
け＝フック」を全 4000 語に掲
載。単語が記憶に残りやすい内
容となっています。特に「ゴロ」
は、思わず吹き出してしまうも
の、突っ込みを入れたくなるも
のなど、脳を刺激し、単語の定
着につながるものが満載です。

●ＩＥＬＴＳブリティッシュ・
　カウンシル公認問題集
　（ブリティッシュ・カウンシル／旺文社　
　2,600 円 税別）

ISBN
9784010940808

　日本で初めてのブリティッ
シ ュ・ カ ウ ン シ ル 公 認 の
IELTS 問題集。「4 技能の完
全対策＋模擬試験」の構成。
4 技能の完全対策では、リス
ニング、リーディング、ライティ
ング、スピーキングの出題形
式、テストの流れ、評価基準、
攻略法、そして豊富な練習問
題が掲載されています。

●英辞郎 第九版（辞書データ Ver.148 ／ 2016 年 4 月 8 日版）

　英和見出しが 200 万項目を突破した「英辞郎」データは、日常会話で使
われる一般用語はもちろん、理化学、医学、ＩＴ、法律、文化などの専門
用語や新語、俗語までを、豊富な例文とともに、幅広くカバーします。

■北海道・東北・東京・東海・北陸地域の大学生協
http://honya.univ.coop/

■大阪・中北四国・九州地域の大学生協と京都大学生協
https://mall.seikyou.ne.jp/shop/WFTop.aspx

ISBN
9784757428126

　（アルク／アルク　2,800 円 税別）

使
え
る
英
語
を
身
に
つ
け
る

教
材

場面別おすすめ教材・辞書 

　購入は大学生協書籍店または大学生協のオンライン書店へ      

はじめての TOEFL® を受ける前に はじめての IELTS を受ける前に

■京都・滋賀・奈良・神戸地域の大学生協（京都大学生協除く）
http://www.honyaclub.com/shop/default.aspx

■洋書オンラインストア
https://yosho.univcoop.jp/BookShop/

● 新ＴＯＥＩＣ ® ＴＥＳＴ
　出る単特急金のフレーズ
　（ＴＥＸ加藤／朝日新聞出版　890 円 税別）

CD付
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け
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材

『速読速聴・英単語 Core1900』
（松本茂監修／Ｚ会　1,900円 税別） 
　速読、速聴、単語、熟語、時事
知識が同時に身につく！「環境」「教
育」「社会」「政治」「経済」など、
おもしろく、読みごたえのある
ニュース英語に触れながら、重要
語が学習できます。本書１冊を終
えれば、単語力、熟語力、速読力、
リスニング力、時事英語の背景知
識も身につきます。
　雑誌やインターネットの英語、
英語放送を読み聴くための 1900
語を、出現頻度データ分析に基づ
き厳選。中級レベルの方（TOEIC ® テストなら、600
～ 800 台を目指す方）にお勧めします。

ISBN
9784862900746

『ＴＯＥＩＣ ® テストスーパー英単語』
（ロバート・Ａ．ヒルキ／アルク　1,500 円 税別）

『TOEIC ® TEST 英単語スピードマスターNEW EDITION』
（成重寿／ J リサーチ出版　1,400円 税別）

　85 万部突破のベストセラー。
「類義語・関連語でまとめて覚え
る」「TOEIC 形式の例文で覚え
る」など「7 つの戦略」を駆使
して効率的に単語を覚えられる、
TOEIC 英単語の決定版です。頻
出 3000 語。CD2 枚つきでリス
ニング対策にも効果的。

ISBN
9784863921573

CD
2枚付

『TOEIC® TEST 英文法 問題集
NEW EDITION』

（ 成 重 寿 ／ Ｊ リ サ ー チ 出 版　
1,400 円 税別）

　新形式問題に完全対応した、
TOEIC® TEST の英文法問題集。
Part 5・6 を 6 セ ッ ト 収 録。
600 点を目指す大学生・ビギナー
から、高得点を目指すリピーター
までオールラウンドに使える内容
である。

『総合英語 Forest 7th edition』
（石黒昭博監修／桐原書店　1,520円 税別）

　「読んでわかる」をキーワード
に、英文法の「なぜ？」を解決し
理解することができるように、懇
切丁寧な解説がなされています。
　『総合英語 Forest 7th』には
準拠教材があり、身に付けた文
法の知識が実際に使えるかどう
かチェックできる問題集「解い
てトレーニング」や Forest 7th
に収録している例文の音声を聞
いてリスニングを強化できる「音
でトレーニング」など一緒に使
うことでさらなる定着をはかることができます。

　文法が一番てっとりばやくス
コアを伸ばせる。本書では、人気・
実力ともに圧倒的Ｎｏ．１の花
田徹也が時間のムダを排したス
ピード解法を初公開。受験者の
目線に立った、日本一わかりや
すい文法学習ハンドブック。

ISBN
9784023304604

ISBN
9784342010453

『新ＴＯＥＩＣ® TEST 文法特急』
（花田徹也／朝日新聞出版　760 円 税別）

ISBN
9784890855278

　文法用語を極力排し、「配置の
ことば」である英語の原則や知識
の項目を、英語を理解するために
最適な順に収録。英語はこんなに

「カンタン」なのです。

『一億人の英文法』
（大西泰斗 著／ナガセ　1,800円 税別）

ISBN
9784342013010

ISBN
9784757426870

ISBN
9784757424364

　 英 単 語 約 1600 語・ 熟 語 約
350 を収録。6 段階のレベル別
構成。さらに各レベル内でテーマ
別に単語・熟語を提示。多義語・
多機能語も充実。
　音声 CD には見出し語を「単
語→意味→例文」、「熟語→例文」
の順で収録。耳からも覚えられる
単語集です。

　TOEIC® を知り尽くした 5 人
のエキスパートが「450 点レベ
ルの学習者が 900 点を突破する
までに覚えるべきものだけ」に絞
り込んだ超重要語ばかり。
　受験回数、指導経験、関連の著
作物など、どれをとっても最強の
著者陣が作った単語集なので、最
高効率の学習ができます。 

　全 4000 語に「ゴロ」「語源」「例
文」etc. 単語を覚えられる仕掛
けを ! 頭からはなれない英単語
帳 !TOEFL テスト対策に。
　「ゴロ」「語源」「例文」等、「単
語を記憶にとどめるための仕掛
け＝フック」を全 4000 語に掲
載。単語が記憶に残りやすい内
容となっています。特に「ゴロ」
は、思わず吹き出してしまうも
の、突っ込みを入れたくなるも
のなど、脳を刺激し、単語の定
着につながるものが満載です。

『データベース４５００完成英単語・熟語 4th Edition』
（荻野治雄 著／桐原書店　990円 税別）

『完全攻略！ TOEFL® テスト英単語4000』
（河野 太一 / アルク　2,600 円 税別）

文法 Grammar 単語 Vocabulary★英語の使い方ルールを知ると、英語を使うのが楽になる ★ 単語は文脈の中で、使い方と一緒に頭に入れる技能別おすすめ教材 1 技能別おすすめ教材 2

ISBN
9784900790056

　560 本の例文からは
560 語の重要語しか覚
えられなかったものが、
DUO ならわずか 560
英文で標準レベルの単
語集 1 冊分の単語 + 熟
語集 1 冊分の熟語が完
全にマスターできます。

『DUO 3.0』
（鈴木 陽一 / アイシーピー　1,200 円 税別）

ISBN
9784863922945

CD
3枚付
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『ＴＯＥＩＣ ® ＴＥＳＴリーディング
スピードマスター ＮＥＷ ＥＤＩＴＩＯＮ』

（成重寿／Ｊリサーチ出版　1,400 円 税別）

「改訂版キクタンリーディング［Advanced］6000」
（田島亮／アルク　1,400 円 税別）

ISBN
9784757426207

CD
2枚付

ISBN
9784863923102

『ＴＯＥＩＣ ®テスト
公式プラクティス　リーディング編』

（ETS ／ （一財）国際ビジネスコミュニケーション協会
1,800 円 税別）

ISBN
9784906033454

『キクタンＴＯＥＩＣ ® ＴＥＳＴ
ＳＣＯＲＥ ６００ 改訂版』

（一杉武史／アルク（千代田区）　1,600 円 税別）

ISBN　
9784757428164

「TOEIC ® テスト公式プラクティス リスニング編」
（ETS ／ （一財）国際ビジネスコミュニケーション協会　1,800円 税別）

ISBN　
9784906033423

CD
3枚付

リスニング Listening リーディング Reading★ ナチュラルスピードの英語をたくさん聞く ★英語の語順のまま読み進もう技能別おすすめ教材 3 技能別おすすめ教材 4

ISBN
9784048688635

　ネイティブ並の発音と、字幕な
しで洋画が見られるリスニング力
を同時に身につけられる。英語を
１００％聞き取れる「英語耳」を
手に入れるまでの道のりを示す。

　最新の出題傾向に対応 ! 600
点突破に必要な単語・熟語力に加
え、リスニング力も同時に身につ
きます ! 米英 2 カ国発音対応の
チャンツに加え、センテンス部は
米英加豪の 4 カ国発音で収録。
見出し語と見出し順も全面的に見
直しました。 

　独自の分析をもとに、TOEIC®

テスト本試験に極めて近い問題
を作成し、パートごとの出題形
式に適した学習方法を提案。簡
単に取り組むことの出来るテス
ト攻略から始め、徐々に応用力
がつくような Step by Step 式
で構成されています。「TOEIC®

テストの解答力」はもちろん「英
語力」も身につきます。

　TOEIC L&R の開発機関であ
る ETS が制作・監修した公式
初のリスニングに特化した教材。
段 階 を 追 っ た 練 習 問 題 を 通 し
て、TOEIC L&R 形式の問題に
解答するスキルを少しずつ身に
付けられます。CD の音声には
本番のテストと同じ公式スピー
カーを採用。TOEIC L&R スコ
ア 350 ～ 730 点 程 度 の 方 に
オススメです。

『英語耳』
（松澤喜好 著／アスキー・メディアワークス　1,600円 税別）

ISBN
9784757424661

　１日１０分で「英語が読めた」
と 実 感 で き る。 入 門 レ ベ ル の
１０００語をベースにした、バリ
エーション豊かな英文を収録。英
文を聞きながら読むトレーニング
で、読解スピードもアップする。

『究極の英語リーディング Vol. 1』
（アルク 著／アルク（杉並区）　1,700円 税別）

ISBN
9784327451370

　ＴＯＥＩＣ ® テスト、ＴＯＥＦＬ
テスト、英検、大学入試に対応。
基礎から着実に英語力の強化をは
かりたい人のための本格的なリー
ディング演習書！

　TOEIC L&R の開発機関である
ETS が制作・監修した公式初のリー
ディングに特化した教材。文法・語
彙などの基礎練習から、テスト開発
機関が制作した公式問題による実践
学習まで、本書一冊でリーディング
力を着実に身に付けることができま
す。リーディング力が伸び悩んでい
て学習方法を確認したい方や、どう
学習してよいか悩んでいる方にも最
適な一冊です。

　「単語＋意味」のセットで覚え
るだけでなく、文脈の中で単語に
出合うことにより、自然に単語の
意味を理解し、確実に記憶に定着
します。語彙とリーディングに加
え、リスニングを加えた 3 技能
を同時に磨くことができます。

　TOEIC® 最難関の Part 7 を 9
日間でマスターする。多彩な問題
文・設問への対処法、タイムマネ
ジメント、言い換え、速読法など、
Part 7 攻略に必須のテクニック
が身につくほか、頻出の問題文を
使ってしっかり解答練習ができ
る。新形式の「テキストチェーン」

「オンラインチャット」「トリプル
パッセージ」もしっかりカバー。

「模擬テスト」1 セット付き。

『基本からわかる英語リーディング教本』
（薬袋 善郎 著／研究社　1,500円 税別）

ISBN
9784757428317

　英語の長文・リーディング問題
でいつも時間が足りなくなる人に
必要なのは「速読力」！本書は、
約 450 語の長文を３分で読む

（150wpm）トレーニングをす
ることで、「英文を速く正確に読
む力」を身につける一冊です。

『英文速読トレーニング ソクトレ 150【標準編】』
（中野達也／アルク　1,400 円 税別）

「極めろ！リスニング解答力 TOEIC®TEST」
（イ・イクフン / スリーエーネットワーク　2,200円 税別）

ISBN　
9784883194728

CD
3枚付
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『英文校正会社が教える英語論文のミス１００』
（エディテージ／ジャパンタイムズ　2,000 円税別）

『英語で 日本 紹介ハンドブック』
( 松本美江著／アルク　1,600 円　税別 )

　優れた研究内容でも、論文にミ
スが多ければアクセプトは望めな
い。４６万稿の校正実績を持つ英
文校正会社が、１００本の論文を
分析。基本的だけれど日本人研究
者がおかしがちなミスを網羅した
英語論文書籍の決定版。

　歴史、伝統から現代の暮らしま
で外国人が知りたい「ガイドブッ
クにない日本」を網羅。通訳プロ・
ビギナーに、来日した外国人の案
内に、留学・旅行先で日本を説明
するための本です。

『英語論文 すぐに使える表現集』
（小田麻里子　味園真紀著／ベレ出版 1,900円 税別）

　卒論・研究発表・会社でのプ
レゼンテーションと国際化に伴
い、日本人が英語で論文を書く
機会が増えてきています。本書
では英語で論文を書くのに必要
な表現を中心に、英語論文構成
の仕方から論文作成のルールま
で、この一冊にまとめました。
実用的で使いやすく、自分の内
容にあわせて組み合わせが自由
自在にできる表現集です。

『おそ松さん英語で東京案内』
（ＫＡＤＯＫＡＷＡ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　1,200 円税別）

ISBN
9784939076060

　ライティング対策は、この 1
冊で完璧 ! 　英文ライティング
の柱である「説明・描写文」「要
約文」「意見を述べる文」が論理
的に書ける。第 1 章のキーフレー
ズと例文で基礎学習を、第 2 章
で実際にまとまった英文を表現
する方法を学習。日常から社会
的な内容までの英文が書けるよ
う、段階的に学べるような構成
になっている。

『英語で書く力。』
（長尾和夫 トーマス・マーティン ／三修社 　2,400 円税別）

『英語で説明する日本の観光名所100選』改訂第2版
（植田 一三 , 上田 敏子 , 祐田 直子 , 中山 紗里著 / 語研 2,200 円税別）

ISBN
9784384058574

　ネットでの検索ランキングや
ヒット数から絞り込んだ日本が世
界に誇る百名所を英語でガイド。
通訳案内士を目指す方にもオスス
メの内容です。

ISBN
9784876153053

『完全改訂版 起きてから寝るまで英語表現 700』
（吉田研作監修／荒井貴和、武藤克彦執筆・
解説 / アルク　1,600 円 税別）

『どんどん話すための瞬間英作文トレーニング』
（森沢洋介／ベレ出版　1,800 円　税別）

国際会議・スピーチ・研究発表の英語表現 
（石井隆之／ベレ出版　2,700 円　税別）

ISBN
9784860641115

ISBN
9784757415966

ベレ出版
〒162-0832 東京都新宿区岩戸町 12レベッカビル

TEL 03-5225-4790 FAX03-5225-4795
http://www.beret.co.jp

どんどん話すための

瞬間英作文
トレーニング

この他にも英語・各国語・TOEIC・TOEFLなど２００点以上の語学関連書籍を取り揃えております。

林功／ CD2 枚付  2500 円（税別）

森沢洋介／ CD2 枚付  1800 円（税別）

付  2500 円（税別）

TOEFL
TEST
必須英単語
5600

改訂
新版

☆シリーズ100万部突破！
英語学習者から絶大な支持を
受け続ける森沢シリーズ！

R

いつも、学ぶ人の近くに

英語論文
すぐに使える表現集
小田麻里子・味園真紀／ 1900 円（税別）

大学生協定番書

瞬間英作文シャッフルトレーニング

IELTS
必須英単語4400
林功・小玉英央／ 2700 円（税別）

スラスラ話すための

森沢洋介／ CD2 枚付  1800 円（税別）

音読パッケージトレーニング
みるみる英語力がアップする

森沢洋介／ CD2 枚付  1700 円（税別）

スピーキング Speaking ライティング Ｗriting

英語表現 Expression

★ 話して通じた喜び、話せなかったくやしさが明日の力になる ★ メール時代は、書くこともコミュニケーション

★日本を紹介できると会話の幅が広がる！

技能別おすすめ教材 5 技能別おすすめ教材 6

ISBN
9784327421946

　初めて英語でレポート・論文を
書く人に最適の教科書。トピック
の選び方から始まり、図書館・ウェ
ブでのリサーチのしかた、文章構
成のテクニック、正しい引用の作
法、書式の整え方、文献一覧作成
まで、初歩から解説。

『英語アカデミック・ライティングの基礎』
（一橋大学 著／研究社　1,100円 税別）

　日本をまるごと英語で紹介。外
国の人たちからの質問を想定した
Ｑ＆Ａ形式は、同時に日本人が自
国を改めて認識するための入り口
としても最適。

　おそ松・カラ松・チョロ松・一
松・十四松・トド松、人気の６つ
子が東京の街をナビゲート。銀座
で銀ブラ、明治神宮でお参り、原
宿でお買いもの、井の頭公園で一
休み。どこを選ぶかは自分次第！

『日本まるごと Q&A』
（安部 直文 著／研究社　1,600円 税別）

ISBN
9784794603586

　最新の出題傾向に対応 ! 600
点突破に必要な単語・熟語力に加
え、リスニング力も同時に身につ
きます ! 米英 2 カ国発音対応の
チャンツに加え、センテンス部は
米英加豪の 4 カ国発音で収録。
見出し語と見出し順も全面的に見
直しました。 

　「二度寝する」「衣替えをする」など、
日常的なのに英語で言いにくい行動表現、

「PC の立ち上がりが遅くてイライラする」
「デザートは別腹だよ」といった、やはり
英語にしにくい、自分の内面世界を言語
化したフレーズが満載。まさに “起きて
いる間すべてのこと” を、通り一遍でな
い豊かな英語で表現できるようになるこ
と請け合いです。また各章には、フレー
ズを使った会話形式のストーリー「Skit」
や、クイズ「Quick Check」がついてい
ます。繰り返し練習し、知識を確認する
ことで、記憶の定着も図れるのです。

　国際化と情報化の現代、英語に
よる一歩進んだコミュニケーショ
ンをする機会が増えてきていま
す。国内・国外を問わず、英語で
会議、講演、研究発表をするとい
う状況も珍しくなくなりました。
本書は国際会議やセミナーの場
で、英語で講演や研究発表をする
研究者、学生、ビジネスマンのた
めに、有益な英語表現を状況別・
テーマ別にまとめた使える英語表
現集です。CD2 枚付き。

ISBN
9784860641344

ISBN
9784789016278

ISBN
9784046016751

ISBN
9784757424395

ISBN 
9784906033478

　TOEIC S&W の概要、実施
方法に加え、各問題形式で解答
例を用いて詳しい解説と表現例
を掲載。合計でテスト 5 回分の
問題と解答例を掲載し、万全な
受験準備が可能です。

『TOEIC ® Speaking & Writing 公式 テストの解説と練習問題』
（ETS ／ （一財）国際ビジネスコミュニケーション協会　2,800 円 税別）
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バウチャーコード購入でクレジットカード不要で申込できます

※上記スケジュールは変更になる場合があります。
※受験地のご確認はhttp://www.toeic.or.jp/をご覧ください。
※生協店舗の営業スケジュールは各店舗でご確認ください。

2017年1月31日現在2017年1月31日現在

TOEIC ®L&R
スケジュール

TOEIC ®S&W
スケジュール

受験申込書を利用 受験申込書を利用

試験日
団体一括受験申込

一般申込期間

結果発送
予定日

受験申込サイト登録締切

12/5（月）～12/15（木）

1/5（木）～1/19（木）

1/30（月）～2/9（木）

3/13（月）～3/23（木）

4/10（月）～4/20（木）

5/9（火）～5/18（木）

6/5（月）～6/15（木）

7/3（月）～7/13（木）

7/31（月）～8/11（金・祝）

8/28（月）～9/7（木）

10/2（月）～10/12（木）

10/30（月）～11/9（木）

12/18（月）～12/27（水）

1/15（月）～1/25（木）

2/13（火）～2/22（木）

1/15（日）

2/12（日）

3/5（日）

4/16（日）

5/14（日）

6/11（日）

7/9（日）

8/6（日）

9/3（日）

10/1（日）

11/5（日）

12/3（日）

1/21（日）

2/18（日）

3/18（日）

2/8（水）

3/8（水）

3/30（木）

5/15（月）

6/7（水）

7/5（水）

8/2（水）

8/30（水）

9/28（木）

10/25（水）

11/30（木）

12/27（水）

2/15（木）

3/14（水）

4/11（水）

12/16（金）15:00厳守

1/20（金）15:00厳守

2/10（金）15:00厳守

  
3/24（金）15:00厳守

  
4/21（金）15:00厳守

  
5/19（金）15:00厳守

  
6/16（金）15:00厳守

  
7/14（金）15:00厳守

  
8/14（月）15:00厳守

  9/8（金）15:00厳守

10/13（金）15:00厳守

11/10（金）15:00厳守

12/28（木）15:00厳守

  1/26（金）15:00厳守

  2/23（金）15:00厳守

2017年 2017年2016年

2017年

2018年

2018年 2018年

第229回以降のスケジュールは確定次第店頭でお知らせします。
またTOEIC公式サイトでもご確認いただけます。
生協へのお申し込みは受験申込サイト登録締切前日までにお願いします。

試験回 試験日 生協受付期間
受験申込
サイト
登録締切

2/28（火）

4/11（火）

5/9（火）

6/20（火）

7/25（火）

8/22（火）

10/10（火）

11/21（火）

12/19（火）

1/9（火）

2/27（火）

4/10（火）

1/29（日）

3/12（日）

4/9（日）

5/21（日）

6/25（日）

7/23（日）

9/10（日）

10/22（日）

11/19（日）

12/10（日）

1/28（日）

3/11（日）

11/11（金）～12/12（月）

1/5（木）～1/30（月）

2/3（金）～2/27（月）

3/3（金）～4/3（月）

4/14（金）～5/8（月）

5/12（金）～6/12（月）

6/16（金）～7/31（月）

8/4（金）～9/4（月）

9/8（金）～10/9（月・祝）

10/13（金）～10/30（月）

11/9（木）～12/13（水）

1/4（木）～1/29（月）

第217回

第218回

第219回

第220回

第221回

第222回

第223回

第224回

第225回

第226回

第227回

第228回

12/13（火）

15：00厳守

1/31（火）

15：00厳守

2/28（火）

15：00厳守

4/4（火）

15：00厳守

5/9（火）

15：00厳守

6/13（火）

15：00厳守

8/1（火）

15：00厳守

9/5（火）

15：00厳守

10/10（火）

15：00厳守

10/31（火）

15：00厳守

12/14（木）

15：00厳守

1/30（火）

15：00厳守

2018年

2016年 2017年

2017年

2018年

2018年

2017年

結果発送
予定日

TOEIC ® Tests


