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春期休暇中の利用について

LL 研究室
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TOEFL について聞きました
専門性を求めている内容ではありませんの
でその必要はあると思います。ただし、留
学には TOEFL が必要となります。

TOEFL に興味のある学生 3 名に参加してもら
い 国 際 教 育 交 換 協 議 会 （ Council on
International Education Exchange）の堀越
さんと増田さんに、インタビューを行いまし
た。

Q：TOEFL で使われている英語はアメリ
カ英語ですか？
A：はい。北米で話されている標準的なア
メリカ英語です。

Q：TOEFL の内容は？
A：TOEFL（Test of English as a Foreign
Language）とは「外国語としての英語テ
スト」という意味で、アメリカの教育機関
である ETS(Educational Testing Service)
が作成したテストです。英語を母国語とし
ない人たちが主に北米の大学やその他の英
語圏の大学へ行って大学生としての生活が
できるレベルにあるかどうかを測るテスト
です。

Q：TOEFL の Writing はどういう内容で
すか？
A：出題数は 1 題で、自分の意見を述べる
と言う形式です。あまり短くても考えが相
手 に 伝 わ ら な い の で 、 字 数 は 300 〜
400word 位が適当でしょう。文法や前置詞、
時制の一致等の細かい部分も大切ですが、
それよりも重要なのは論理展開などの構成
と内容です。表現はアメリカ人が採点しま
すので、ストレートな表現がいいと思いま
す。回答の方法は Writing のセクションの
み手書きとキーボード入力のどちらかを選
択できます（キーボード入力を選択する人
が 9 割を占めています）
。私は、海外の人
とコミュニケーションをとるにも、仕事を
する上でも Writing の勉強をすることは重
要だと思います。

Q：TOEIC との違いは？
A：TOEIC とはもともとは日本人が ETS
にビジネス関係の英語能力を測る試験を依
頼し作成しできたものです。TOEFL の膨
大なデータを基に、全世界でビジネス上使
われる言葉、会議で使用される英語等を調
べた上で作成されました。ですから試験の
内容も焼く半数はビジネス関係の英語が含
まれて折り、TOEFL とはその試験の目的、
内容、性質が違います。

Q：先日 TOEFL の試験を受けたのですが、
回答方式がコンピュータ式になっている
ということで、事前に LL テープライブ
ラリーにある TOEFLTOEFL-CBT のサンプラ
ーテストを何回かやっておいたので、抵
抗が無く試験に望めたので良かったです。
A ： そ う で す ね 。 サ ン プ ラ ー CD‑ROM は
TOEFL‑CBT と同じ画面を用いて本番の試験
の出題形式を体験することができるので試
験に慣れるために、1 度は通してやってお
くことをお勧めします。ただしサンプラー
CD‑ROM は教材ではないので CBT 対応教材の
「TOEFL POWERPREP」で練習しておくこと
を特にお勧めします。やっているのとやっ
ていないのとでは全然違います。

Q：大学１年生では TOEFL と TOEIC ど
ちらを目指したらいいですか？
A：大学１、２年生では TOEFL を受験し
就職を意識した頃から TOEIC に挑戦する
ことをお勧めします。ある程度就職を意識
し業界用語を覚える時期になってきてから
がいいのではないでしょうか。
Q：アメリカの大学で専門の勉強をしたい
時は、TOEFL とは別に専門用語を学んだ
ほうが良いのですか？
A：TOEFL の内容はあくまでも一般教養で、

LL テープライブラリー(
テープライブラリー(生田)
生田)・LL 自習室（神田）
に TOEFL‑
TOEFL‑CBT の「サンプラー CD‑
CD‑ROM 」、「 TOEFL
POWERPREP」が用意してあります。
POWERPREP」が用意してあります。

Q：時間制限があるのですか？
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A：Listening と Structure の部分はその
人のレベルにあった問題をコンピュータが
選びます。最初は中難易度の問題が出ます。
その問題に正解すれば次は同程度か少し上
のレベルの問題が出ます。最初の方の問題
をがんばる必要があるわけです。また、人
によって問題数が違います。最低限 30 問
は採点しますが、それ以外の解答した問題
は採点されずに将来の TOEFL の問題を作
成するための研究用の問題になります。こ
の問題の数により試験時間も個人個人で違
ってきます。

Program）について
ETS が提供する TOEFL の団体向けテ
ストプログラム＝模擬試験です。
スコアには公的な効力はありませんが、
出題形式や採点方法は TOEFL に準じ
ており、TOEFL スコアと高い相関関係
にあります。
本学では国際交流事務課が年 5，6 回（5
〜11 月までの期間を予定）開催してお
り、受験料は 3,000 円です。受験料が
安いので自分の英語能力を測ったり、
本試験の受験準備をするうえで最適と
いえます。詳細については国際交流事
務課（9 号館５階）にお問い合わせく
ださい。

その他
・ TOEFL の受験料は US＄110 です。
・ TOEFL の受験日の設定が自由です。
受験希望者はアール・プロメトリック
(株)コールセンター（Tel03-5541-4800）
へ直接電話をして予約を行ってくださ
い。また、LL 事務室に TOEFL の受験
手続についてのガイドがありますので
参照してください。
・ TOEFL-ITP （ Institutional Testing

＜インタビュアー＞
文学部１年 蔵本 由香
文学部１年 山室 網寛
法学部１年 高嶋 陽子

LL テープライブラリー（生田）・
・LL
LL 自習室（神田）に教材を用意している検定
【英語】
英検（１〜準２級）
国連英検（特 A〜D 級）
ケンブリッジ英検（準１〜３級）
TOEIC（８００〜４５０点）
TOEFL
通訳技能検定
ボランティア通訳検定
通訳案内業国家試験
【スペイン語】
スペイン語技能検定（１〜６級）
DELE（入門、基礎）

【中国語】
中国語検定（１〜準４級）
ＨＳＫ（漢語水平考試）
中国語コミュニケーション能力検定
【コリア語】
ハングル能力検定（１〜５級）
【ドイツ語】
ドイツ語技能検定（１〜４級）
ゲーテ・インスティトゥート統一試験
【フランス語】
実用フランス語技能検定（１〜５級）
【インドネシア語】
インドネシア語技能検定（３〜６級）
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スペイン語技能検定試験（４級合格）

実用フランス語技能検定試験（３級合格）
実用フランス語技能検定試験（３級合格）

私がスペイ
ン語技能検定
を受験したの
はスペイン語
を習い始めて
２年たった頃
です。
きっかけは、
何となく興味を持ち始めたスペイン語がど
れだけ身についているのか確かめるためで
した。
本屋で検定のための教材を調べましたが、
検定の認知度が低いのか、検定対策の本は
あまり販売されていませんでした。
そのため私は LL テープライブラリーの本
を活用しようと思いました。LL テープラ
イブラリーには外国から取り寄せたスペイ
ン語教材や、先生方が推薦している本が置
いてあるので、学習には最適だと思います。
特にスペイン語４級では直説法の時制が
問われるので、『GRAMATICA BASICA
DEL ESPANOL』や『スペイン語技能検
定試験』等で一般的な基礎文法を学習する
のがお勧めです。
検定試験を受けることは、自分の自信に
なり、さらにスペイン語を話せるようにな
りたいという向上心にもつながると思いま
す。みなさんも始めは力試しだと軽い気持
ちで挑戦してみてください。
他にも、LL 自習室では検定対策教材だ
けでなく、カセットや CD-ROM も使用で
きます。最初は操作がわからなくても、先
生や事務の方が教えてくれるので安心です。
『NHK ラジオ スペイン語講座』はテキ
ストとカセットで学べるので飽きません。
また CD-ROM にはスペイン語でクイズや
パズルができるものもあるので、これから
スペイン語を学びたいという方は使ってみ
てください。
LL 教室や LL 自習室を使いこなすこと
で、単なる「授業としてのスペイン語」で
はなく、「楽しみながら身につけられるス
ペイン語」になると思います。

私は、今年の６
月に仏検３級を受
験しました。春期
の語学研修プログ
ラムに参加してい
たこともあり、力
試しとして受験し
ました。
試験対策として
は仏検問題集に何
度も取り組みました。文法のレベルは大学
で習うことで充分に足りますので、あとは
語彙力、表現力をつけることが大事だと思
います。私は知らない単語がでてきたら必
ず辞書で調べるだけでなく時間があるとき
には辞書を読んでいました。元々英語の土
台がありますので単語を覚えるのはそんな
に大変ではないと思います。聞き取りに関
しては耳の訓練をすることも大事ですが、
まずは自分で正しく発音できるようにする
ことが大事だと思います。正しく発音でき
るようになれば聞き取り能力も伸びます。
フランス語の発音は規則的ですので慣れて
しまえば正しく発音できるようになります。
私はＮＨＫ のラジオ講座を利用したり、ま
たフレンチ・ポップスの歌詞を読みながら
聞いたりして楽しみながら勉強しました。
仏検の趣旨が実際面で役立つフランス語
能力の拡大ということもあり試験内容が少
し特殊です。やはり事前に対策を立ててお
く必要があります。しかししっかり勉強し
ていれば仏検３級は決して難しい試験では
ありません。
語学の勉強はたいへんですが検定試験に
合格することで、自信もつきさらに勉強も
進みます。大学生活４年間のなかで検定試
験を一つの目標として語学に取り組むのも
いいのではないかと思います。

経営学部経営学科４年 柳沢 愛
＊ 4 級の試験が受かると、DELE
級の試験が受かると、DELE（入門）の
DELE（入門）の
合格が次の目標となります。

文学部人文学科２年 内山 智成
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TOEFLTOEFL-CBT（２５３点取得）
CBT（２５３点取得）

TOEIC（８４５点取得）
TOEIC（８４５点取得）

まず、TOEFL で高得点を取ろうと思っ
たら、継続的な努力が必要。その為には、
長期的なモチベーションを保つのが大事だ
と思う。つまり、何のために英語が必要な
のか、など手段と目的をはっきりさせてお
く事が継続的な努力の源だと思う。私は
元々、アメリカの映画、音楽、アートなど
のカウンターカルチャーが好きで、そうい
った環境にじかに触れてみたい、という強
い希望があったので、継続して勉強できま
した。また、映画を観る時でも、英語を集
中して聞く事が大事。ツイン・ピークス等
は、面白くて長編でも飽きないし、英語も
聞き易いのでオススメ。他にリスニングで
は、米軍の放送をラジオで聞き流したり、
テレビのニュースはいつも副音声で見てい
ました。
それと、努力は前提として必要。私は
TOEFL 受験の直前の２ヶ月ほどは、学校
から帰っては一日５時間ほど勉強していま
した。楽に高得点を狙ってもダメでしょう。
特に長文は経験がものをいいます。
あと、
旅はオススメ。
私は大学二年の時、
一人でアジアを２ヶ月放浪しましたが、ほ
とんど日本語を話す機会がなかったので、
英語、それとコミュニケーションの力は上
達したと思います。ついでに現地語もうま
くなります。友達もできるしね。
そうそう、ネイティブの友達を作るとい
いです。そうすれば、ごく自然な英語を修
得できるでしょう。NOVA に行って大枚は
たくなら、国際研修館に行った方がいいの
では？

TOEIC のテストは Listening, Reading の
２つのセクションで構成されています。聴
講は４５分で１００題、読解は７５分で文
法と長文読解が半々で計１００題が出題さ
れます。２セクションの間に休憩は無く、
合計で１２０分ぶっ通しでの試験です。
TOEIC のテストで一番大変な点は問題数の
多さにあると思います。
Listening は問題が一度しか流れないの
で、聞き取れなかった問題や、わからなか
った問題はあきらめて次の問題を確実に理
解するようにした方が得策だと思います。
問題文が流れる前に質問だけでも読んでお
くと必要な部分がより聞き取りやすくなり
ます。
一問にかけられる時間が非常に少ないの
で Reading Section であれば読解が得意な
人は読解問題から、文法に自信のある人は
文法から解いていくのが「こつ」だと思い
ます。
全般的な勉強法については、聴解はスピ
ードに、読解は量に慣れる事が一番の鍵だ
と思います。私は試験前の二週間程はでき
るだけ毎日、ある程度長さのある英語の会
話を聞くように心掛けました。また LL テー
プライブラリーの教材などを利用して何度
か実際の試験と同じように最後まで通して
予習をしたことも役立ちました。
読解は長い文章の中から数問しか出題さ
れないので、内容全てを理解するというよ
りは必要な部分を素早く探す能力が必要に
なってきます。これも先に問題を読み、必
要な情報を理解してから文章に入る方が効
果的だと思います。私は読解に関しては、
参考書（市販の TOEIC 対処本）を利用して
勉強しました。こちらもなるべく試験の時
間通り、通して勉強することをお勧めしま
す。数をこなし、試験の性質に慣れるのが
一番の攻略法だと思います。

経済学部国際経済学科４年 渡邉 真也

文学部英米文学科４年 山根 絵美

前列左から 3 番目が本人
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はいかに物事に対する自分の意見がまとま
っていなかったかと痛感したものです。し
かし英検は一年間「一次試験免除」の資格
がありますので、その後の勉強は面接のみ
に集中する事ができました。そしてやはり
二回目で合格することができました。
社会情勢についてのテーマがよく出題さ
れますので普段から新聞を読み自分の意見
をまとめておくといいと思います。英字新
聞を読むこともおすすめします。社説はと
くに役立ちました。
試験本番は５つのテーマから即座に一つ
を選ぶこともポイントです。どれにしよう
か一分間悩むのはもったいないからです。
１０秒で決めて残りの時間はスピーチの内
容について考えた方が得策です。スピーチ
はとにかく思いついたことをどんどんしゃ
べって下さい。時間内 にまとまらなくて大
丈夫です。

実用英語技能検定試験（1
実用英語技能検定試験（1 級合格）
大学三年生
のときにはじ
めて英検１級
にチャレンジ
しましたが、
その時は不合
格でした。
筆記試験で
一番ネックに
なるのは語彙の問題だと思います。普段日
常会話で使う単語は 2,000〜３,000 語で、
１級の試験で出題されるのはその５倍の
10,000〜15,000 語だからです。つまりこの
語彙問題の得点率をあげることが合格する
カギになってくると思います。私も落ちた
原因はこの部分の得点率が悪かったからで
す。しかし三年次にとっていた通訳入門の
授業で使用していた Word Up!という教材
のおかげでたくさんの単語を習得すること
ができました。そして半年後、２度目の挑
戦で筆記試験に合格することができたので
す。
次のハードルは二次の面接試験です。こ
れは１０分程度のもので、５つのテーマが
書かれたカードが手渡されますので、その
中から一つ選び一分間の考慮時間の後二分
間のスピーチをするという試験です。その
後スピーチの内容について質疑応答もなさ
れます。
二次の面接もまたはじめは不合格となっ
てしまいました。不合格の理由はきちんと
スピーチできなかったからです。その時私

文学部英米文学科４年 堀江 ゆり

下記の検定は購買会（紀伊国屋）で
申し込みを受け付けています
○
○
○
○
○
○

TOEIC
英検
国連英検
ドイツ語技能検定
ハングル能力検定
TECC（中国語コミュニケーション
検定）

平成１４年 検定試験日程一覧
言語／検定名

試験日

申込締切日

問い合わせ先

電話番号

６月２３日（日）

５月１７日

（財）ドイツ語学文学振興会

Tel: ０３－３８１３－０５９６

ドイツ語
ドイツ語技能検定試験

１１月２３日（土）

１０月１１日

独検事務局

フランス語
実用フランス語技能検定試験

６月２３日（日）

５月中旬

１１月 予定

（財）フランス語教育振興協会
仏検事務局
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Tel: ０３－３２３０－１６０３

スペイン語
スペイン語技能検定

６月２３日（日）

５月３１日

１１月予定

DELE (Diplomas de
espanol como lengua extranjera)

（財）日本スペイン協会

Tel: ０３－３３５３－０４２８

西検事務局

５月予定
１１月予定

スペイン大使館文化部

Tel: ０３－３５８３－８５８２

ロシア語
ロシア語能力検定試験

１０月１２日予定

東京ロシア語学院

Tel: ０３－３４２５－４０１１

日本中国語検定協会

Tel: ０３－３８１８－６２１１

中国語
中国語検定試験

３月２４日(日）

２月１９日

６月２３日(日）

５月２０日

１１月１７日(日）

HSK 中国語能力認定試験

１０月１５日

５月１９日予定

HSK 日本事務局

Tel: ０６－６８５７－３３９７

９月２２日予定

TECC
中国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力検定

６月３０日(日）

６月７日

１２月 １日(日）

１１月８日

中国語コミュニケーション協会

Tel: ０１２０－０５５２８０

検定事務局

コリア語
「ハングル」能力検定試験

６月 ９日（日）

５月１５日

１１月１０日（日）

１０月１７日

７月２１日（日）
H15 年１月予定

５月３１日

１月２７日（日）
６月１６日（日）

１３年１２月２５日
５月１６日

１０月２０日（日）
１月２６日（日）

９月１９日
１２月１９日

「ハングル」能力検定協会

Tel: ０３－３５６８－７２７０

日本インドネシア語検定協会

Tel: ０３－３４３８－４７９０

インドネシア語
インドネシア語技能検定試験
英語
実用英語技能検定試験

TOEIC

TOEFL
通訳技能検定試験
ボランティア通訳検定試験

３月２４日（日）
５月２６日（日）
７月２８日（日）

２月２０日
４月１７日
６月２６日

９月２９日（日）
１０月２７日（日）
１１月予定

８月２８日
９月１８日

随時受け付け

日本英語検定協会

Tel: ０３－３２６６－６５５５

国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ協会
TOEIC 運営委員会
東京業務センター

Tel: ０３－３５８１－４７０１
(24hrs)0120-401019

アール・プロメトリック(株)
コールセンター

Tel: ０３－５５４１－４８００

６月２日（日）

５月１０日

１１月３日（日）

１０月１０日

能検定委員会

５月中旬

日本通訳協会

６月１１日（日）

日本通訳協会・通訳技

Tel: ０３－３２０９－４７４１

Tel: ０３－３２０９－４７４１

１１月予定

国連英検（国際連合
公用語英語検定試験）

６月予定

（財）日本国連英検試

１１月予定

験センター
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Tel: ０３－３３６３－８９６１

お願い

春期休暇中の利用について
1 月 7 日より 3 月末日まで（但し、入試当日は除
く）下記の時間で LL テープライブラリー、LL 自
習室を利用することができます。春の検定試験を
めざして自習室を利用してください。

―LL 教室や、自習室でパソコンを
利用している学生さんへ―
① パソコンを授業や自習で使用した後に、「パソ
コンをシャ
ットダウン」
しないで帰
る学生が多
くいます。シ
ャットダウ
ンをしない
と次にその
席で座った
人があなた
のＩＤでパ
ソコンを使
用すること
ができ、セキュリティー上大変危険です。パソ
コンを使用した後は、「必ずシャットダウンを
することを忘れない！！」でください。シャッ
トダウンの方法は画面左下のスタートボタン
をクリックしシャットダウンを選択します。

○ 生田校舎
平 日
土曜日

：
：

９：００〜１６：３０
９：００〜１１：３０

○ 神田校舎
平 日 ： ９：００〜１８：４５
土曜日 ： ９：００〜１２：００
１５：００〜１６：４５
LL 自習室が閉まっている場合は、２階教務課
窓口、もしくは二部事務課窓口で受付を行っ
てください。
＊日曜・祝日は閉室です
＊その他業務の都合で閉室にする際には事前に掲
示にてお知らせします。

編集後記
今回は語学検定特集を組みました。
英語だけでなく第２外国語にも様々な
検定試験があります。本号を参考にし
て、自分の好きなあるいは得意とする
言語の検定にチャレンジしてみて下さ
い。今回原稿を書いて下さった皆さん
も LL テープライブラリーをよく利用
していたようです。いつでも相談に来
て下さい。（ほ）

② LL 教室ＡとＤの学生用モニターの上部に設置
されている小型カメラを動かす人がいます。こ
のカメラは授業の中で会話練習（ペアワーク）
を行うときに使用します。普段は使用しません
ので、むやみに動かしたり、いたずらすること
のないようにしてください。授業に支障を来た
す恐れがあります。

☆∵ ☆ ∴ ☆ ∵ ☆ ∴ ☆ ∵☆ ∴☆
皆さんからの声をお待ちしています
皆さんからの声をお待ちしてい
ます
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