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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。

2 3



※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】 
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 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
9784023315686

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

　テスト開発機関 ETSが制
作した本番クオリティーの
問題を掲載。音声も本番と
同様の TOEIC®公式ナレー
ターで収録。

●ＴＯＥＩＣテスト公式問題集
（Educational Testing ／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
（浜崎潤之輔／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。

ISBN
9784342011184

● ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒテスト至高の模試
　６００問
（ヒロ前田／アルク　2,600 円 税別）

ISBN
9784757428997

ISBN
9784906033485

　難易度と問題タイプバラ
ンスに配慮して組み上げた、
本物そっくりの模試 3セッ
ト・600問を収載。3模試
すべて、公開テストのスコ
アが予想できる「換算点表」
付き。

　著者 TEX加藤氏が魂を込
めて分析を続け、力の限り
を凝縮した「100%の出る
単語帳」。
　質・内容・コスパ、これ以
上の TOEIC単語集はありま
せん。

●実践ＩＥＬＴＳ英単語３５００
（内宮慶一／旺文社　2,500 円 税別）

●ＴＯＥＦＬテスト英単語３８００
（神部孝／旺文社　2,300 円 税別）

ISBN
9784010941850

ISBN
9784010944318

　 全 3500 語 は「 基 本 語
1000」と「重要語 2500」
にわかれ、さらに「重要語
2500」は 500 語ずつレベ
ル 1 から 5 に分類。

　TOEFL テスト対策に必要
な単語を 3800 厳選し、難
易度に応じて RANK1-4 ま
でで構成されています。

●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）

●完全攻略！ＴＯＥＦＬ　ＩＴＰテスト
（神部孝／アルク　2,400 円 税別）

ISBN
9784010940808

ISBN
9784757424357

　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。

　出題パターンをくわしく解
説。３つのセクションそれぞ
れにサンプル問題があるの
で、実際の試験をイメージし
ながら出題傾向がつかめま
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

使
え
る
英
語
を
身
に
つ
け
る

教
材　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 IELTS を受ける前に

はじめての TOEFL® を受ける前に

はじめての IELTS を受ける前に

はじめての TOEFL® 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/

● ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒ　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）
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『速読速聴・英単語　Ｃｏｒｅ　１９００』
（松本茂／Ｚ会　1,900 円 税別）

ISBN
9784862900746

『ＩＥＬＴＳ必須英単語４４００』
（林功／ベレ出版　2,700 円 税別）

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

ISBN
9784863921573

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

『ロイヤル英文法』
（綿貫陽／旺文社　1,800 円 税別）

　Part 5、6 で頻出する問題パ
ターンを集中的に攻略。「解き方
の極意＝鉄則」をマスターし、テ
スト直前 5 日間の学習で 100 点
アップを目指します。 

　出題される文法だけ !!　文法が
一番手っ取り早くスコアを伸ばせ
る。花田徹也氏が、とっておきの
秘策を初公開 !!

ISBN
9784757428454

ISBN
9784010312780

『ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴ英文法出るとこだけ！』
（小石裕子／アルク　1,200 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。

　「専門書のくわしさ」「学習参考
書のわかりやすさ」「辞書の引き
やすさ」の 3 要素がマッチした
英文法書の決定版です。

『一億人の英文法』
（大西泰斗／ナガセ　1,800 円 税別）

ISBN
9784342013157 

ISBN
9784860644727

ISBN
9784757424364

　選び抜かれた単語・熟語、洗練
された例文。CD-ROM 収録の音
声で耳から学習。レベル別・テー
マ別の効率的な配列。レベルごと
に長文を用意。

　「動詞」「形容詞・副詞」「名詞」
「ビジネス語」「生活語」「イディ
オム」という構成で、TOEIC に
頻出の 3000 語以上を身につけ
ることができる。

　IELTS で必須の英単語 3300、
英熟語 1100 を収録。
　単語は難易度別に A から D ま
で分類し、熟語は ABC 順にまと
めました。単語・熟語ともにテス
トによく出る形のフレーズと一緒
に覚えられるようになっていま
す。 

　「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。 

　「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。

『データベース３０００基本英単語・熟語』
（桐原書店／桐原書店　950 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
9784023304604

『公式 TOEIC Listening ＆ Reading
トレーニングリスニング編』

（Educational　Testing ／国際ビジネスコミュニ
ケーション協会　2,000 円 税別）

ISBN　
9784906033515

リスニング Listening ★�ナチュラルスピードの英語をたくさん聞く 技能別おすすめ教材 3

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。

　各パートの問題を組み合わせて
20 のセットにすべてのパートをバ
ランスよく学習できる構成。 本番
のテストと同じ ETS がすべての問
題を制作。リスニング編は公式ス
ピーカーによる音声を収録。

『英語耳』
（松澤喜好／アスキー・メディアワークス　1,600 円 
税別）
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『ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴリーディングスピードマスター』
（成重寿／Ｊリサーチ出版　1,400 円 税別）

『ＴＯＥＩＣテストリーディングだけ３００問』
（ハッカーズ語学研究所／アルク　1,800 円 税別）

ISBN
9784757428621

ISBN
9784863923102

『公式 TOEIC Listening ＆ Reading 
トレーニングリーディング』

（Educational Testing ／国際ビジネスコミュニケー
ション協会　2,000 円 税別）

ISBN
9784906033522

『ＴＯＥＩＣテスト新形式精選模試リスニング』
（中村紳一郎／ジャパンタイムズ　1,900 円 税別）

ISBN　
9784789016599

リーディング Reading ★英語の語順のまま読み進もう 技能別おすすめ教材 4

　正解を導くための手順と考え方
をていねいに説明。スコアアップ
に直結する解答戦略と学習ポイン
トをアドバイスしたコラムも充
実。1 セットごとに本番でのスコ
アが予測できる「スコア算出表」
つき。 

　リスニングに効果絶大！なぜ
シャドーイングが最強のトレーニ
ングなのかを科学する。シャドー
イングは「英語の素振り」英語に
強い、耳と口を同時につくる。

ISBN
9784384058758

『英語で読む力』
（長尾和夫／三修社　2,400 円 税別）

ISBN
9784789016605

『TOEIC テスト新形式精選模試リーディング』
（中村紳一郎／ジャパンタイムズ　1,900 円 税別）

ISBN
9784757426702

『完全攻略！ TOEFL ITP テストリーディング』
（田中真紀子／アルク　2,400 円 税別）

「英語シャドーイング」
（門田修平／コスモピア　1,800 円 税別）

ISBN　
9784864541022

『起きてから寝るまで英語表現 1000』
（○○○○○○／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）

『英語で話す力。』 
（長尾和夫／三修社　2,400 円 税別）

ISBN
9784384058352

ISBN
9784757430259

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 ★�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 技能別おすすめ教材 5

　簡単な英文をスピーディーに大
量に作っていく「瞬間英作文ト
レーニング」を提案。3 部構成で、
さらに文型ごとに項を立ててい
る。中学レベルの文型で正確にス
ピーディーに英文を作る能力を身
につけることを目標にしている。 

　朝起きてから夜寝るまでの一日
の「体の動き」や「心のつぶやき」
を全部英語で口にすることで、ス
ピーキング力をアップさせます。

　賛成、反対、別視点・中立の
3 つの視点から自分の意見が論
理的に述べられる。第1章はキー
フレーズと例文で基礎学習を、
第 2 章は生活や IT、教育、価値
観、仕事、社会などについて、
実際に自分の意見として表現す
る方法を学習。

ISBN
9784860641344

ISBN 
9.78476E+12

　英語圏の国に、３週間～２カ
月程度の短期留学をされる方を
対象とした英会話本。渡航準備
や心がけから、現地生活、英語
の授業風景、日本紹介まで、留
学生活の流れを網羅している。

『今日から使える！
留学＆ホームステイのための英会話』

（細井忠俊／アルク　1,800 円 税別）

　英文リーディングに頻出の「グ
ラフ・図表など + 説明文」「お知
らせ・広告・メールなど」「複数
の文章」「250 語程度のエッセー」

「500 語程度のエッセー」「750
語程度のエッセー」の 6 パター
ンを効率的に読み、論理的に理解
できる ! 

　正解を導くための手順と考え方
をていねいに説明。スコアアップ
に直結する解答戦略と学習ポイン
トをアドバイスしたコラムも充
実。1 セットごとに本番でのスコ
アが予測できる「スコア算出表」
つき。 

　各パートの問題を組み合わせて
20 のセットに。すべてのパート
をバランスよく学習できる構成。
テストを開発した ETS が制作。
本番のテストと同じ ETS がすべ
ての問題を制作。

　受験者を悩ませる PART6 の
「文選択問題」、PART7 の「位置
選択問題」「トリプルパッセージ」
をしっかりサポート。 本番のリー
ディング・セクションを完全攻略
しましょう。

　TOEIC 最大の難関 Part 7 を
9 日間でマスターできる。新形式
問題の「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。

　「英語は文頭から理解する」「１
分間に 150 語は読めるように」と
いった TOEFL 対策の基本から、
リーディング・セクションの出題
形式を「主旨に関する問題」「類推
に関する問題」など５つに分けた
詳しい解説まで、充実の内容です。
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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／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」約 380 項目を網
羅。外国人からの、当然過ぎてか
えって詰まってしまうような質
問、日本人の想像を超えた質問と
その答え方もたっぷり。

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

　英語で論文を書くのに必要な表
現を中心に、英語論文の構成の仕
方から論文作成上のルールまで、
この 1 冊で英語論文の書き方の
ノウハウが分かるよう構成されて
います。

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

ISBN
9784939076060

　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。

『英語で書く力。』
（長尾和夫／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／語研　
2,200 円 税別）

ISBN
9.78438E+12

　ガイドの現場で活躍されている
22 名の意見と、ネット検索ヒッ
ト数や通訳案内士国家試験の出題
傾向から 100 の名所を選出しま
した。外国人旅行者から頻繁に質
問される事柄 130 項目を Q&A
形式で紹介。

ISBN
9784876153053

ライティング Ｗriting

英語表現 Expression

★�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 6

ISBN
9784799102879

『はじめての英語論文引ける・使えるパターン表現＆文例集』
（和田朋子／すばる舎　2,400 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／研究社　1,600 円 税別）

ISBN
9784794603586

ISBN
9784789016278

ISBN
9784046016751

ISBN
9784757424395

　日本人が陥りがちな、躍動感や
変化に乏しい表現、いわゆる日本
語直訳的＝和製英文的な表現を修
正し、どこに出しても恥ずかしく
ないプロフェッショナルな英語論
文に仕立て上げるヒント満載。

TOEFL・TOEICの試験対策本！

McGraw-Hill ／ISBN 9789813156210

〔TOEFL〕
ETSが唯一公認するTOEFL iBTのオ
フィシャルガイド。練習問題も充実してお
り、試験対策本として欠かせない1冊。
OFFICIAL GUIDE TO THE TOEFL 
IBT WITH DVD-ROM： 
INTERNATIONAL 5TH EDITION

BUILDING TOEIC SKILLS WITH 
MP3 CD

TOEIC UPGRADE: STUDENT 
BOOK WITH MP3 CD

本体価格 4,200円＋税
DVD-ROM付

株式会社 三善 〒167-0032　東京都杉並区天沼2丁目2番3号
Tel.03-3398-9163　Fax.03-3398-9170

Seed Learning ／ISBN 9781944879761

〔TOEIC〕
新形式に対応。450-600点を狙う初級者向けの問題集を2種類ご用意。

本体価格 2,600円＋税
mp3CD付

Compass Publishing ／ISBN 9781613528280

本体価格 2,700円＋税
mp3CD付
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使える英語
ガイドブック2018
USABLE ENGLISH GUIDE BOOK

先輩が使った英語対策
本はこれだ！

TAKE FREE
通じる

話せる

海外の
語学研修って
行った方が
いい？

就活で英語が
必要って
ほんと？

全国大学生活協同組合連合会
大学生協外国語コミュニケーションホームページ　http://tanoshii.univcoop.or.jp/ 2018.02 発行

生協では
どの対策本が
売れて
いるの？

TOEIC®Testsは
なぜ必要？
何点あれば
良いの？




