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TOEIC を受けてみませんか？
「あなたは何
のために英語を
勉強しています
か？ 」「どのよ
うな英語を身に
付けることを目
標としています
か？」人によっ
て返ってくる答えは様々でしょう。私など
は英語教員の立場から「異文化への理解を
深め自己の視野を広げるための確かな手立
てとなるような運用能力をしっかり身に付
けていただきたい」とまず抽象論を口にし
がちですが、皆さんからは「外国に行った
とき意思疎通の手段として役立つ英語力を
つけたいから。」「将来仕事で使えるだけの
英語力を身に付けておきたい。」「インター
ネット上で英文を読んだり海外の友人とメ
ールでやりとりしたいから。」など具体的な
答えが返ってきます。上の例に挙げたよう
な返答をした人たちは皆一様に英語の運用
能力、つまりコミュニケーション能力を身
に付けたいと願っています。あなたもそう
したお一人であれば、「英語のコミュニケ
ーション能力があなたにどの程度あるのか
を測るテスト」である TOEIC に一度挑戦
してみてはいかがでしょうか？
TOEIC で取り上げられる英語は食事や
買い物などの日常場面や同僚との会話、商
談などのビジネス場面のもの、また新聞・
雑誌の記事、広告など身近で一般的なもの
が多く、よく対比される TOEFL に比べト
ピックの面からも難易度の面からもトライ
しやすいと思います。（TOEFL は米国な
どの英語圏の大学・大学院への正規留学希
望者に対し、入学後英語を母国語とする学
生たちと一緒に授業を受けてついていける
だけの英語力があるかどうかを判断するた
めに課される試験で、TOEIC の 1.5 倍難
しいと言われています。
）社員の採用や部門
配属の際に TOEIC のスコアを重視してい

る企業も多く、今から勉強しておくと将来
必ず役立つはずです。
試験は 2 時間で 200 問に答えるマークシ
ート方式で、リスニングとリーディングの
二部構成です。結果は合否ではなく点数（最
高 990 点最低 10 点）で示されますので自
分の実力が具体的にわかりますし、目標設
定もし易いでしょう。TOEIC 運営委員会
公表のデータによると、大学生の平均スコ
アは 562 点、企業が海外部門の社員に期待
するスコアが 700 点となっています。まず
は大学生としての平均をクリアすることを
目指してもいいですし、将来英語を使って
仕事をしたいと思っている人であれば 700
点を目標としてみてはいかがでしょうか。
「百聞は一見にしかず」です。ＬＬテー
プライブラリーにはリスニングテープ付の
模擬試験、問題集などがそろっていますの
で一度試してみてください。まずテープを
聴き、英語圏へ旅行した際、またビジネス
上で英語を使用する際にはこの程度の速度
と難易度の英語を聞き取ることが必要とさ
れているのだということを確認してくださ
い。最初は全く聞き取れない人でも、模擬
テープなどを何度も繰り返し聴くうちに少
しずつ耳が慣れてくるはずです。リーディ
ングも重要です。運用能力を支えているの
は文法・語彙能力であり、文法・語彙の知
識なしには長文を読んだり聞いたりして理
解することも困難だということがよくわか
ると思います。
地道に語学学習を続けるということは特
に独学の場合容易なことではありませんが、
自分の実力に合わせて目標設定しやすく、
自己学習教材もそろっている TOEIC を利
用してみるのはひとつの有効な方法だと思
います。英語の運用能力を身につけること
ができると、それを手段として自己の世界
をさらに広げていくことが可能です。皆さ
んのご検討を祈ります。
ネットワーク情報学部
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本田厚子（英語）

仏蘭西語検定試験長屋之談義
厄介じゃ。なにせ、日常ではほとんど
使わない言葉じゃからな。表現集や単
語帳も効果があるじゃろう。いずれに
せよ、少しでもフランス語に触れるこ
と・・・と言っても、簡単じゃない。
短期でもよいから、少し留学するとよ
いのじゃが・・・日本で勉強するなら、
映画やシャンソンから入っていくの
が良いかも知れん。有名なシャンソン
なら、カラオケだって日本で手に入る
んじゃ。だが、授業でも何でも、とに
かく、声を出すことが大切なんじゃぞ。
自分で言えない言葉は聞き取れない、
聞き取れない言葉は判らない・・・。
そうじゃろう？
八つぁん：ご隠居の言う通りだなぁ。それじゃ、
ＬＬの自習教材なんてのはバッチリ
なんだな。
ご隠居 ：その通り！テープでもＣＤでも、ＰＣ
教材でも、何でもいいから耳で聞き、
繰り返す・・・。文法的なことは主に
授業でチェックする。ただし、文法は
あまり完璧主義になる必要はないと
思う。アバウトでよいからやってみる
ことじゃ。とにかく、検定試験は受け
てみることが大切なんじゃ。目安とし
ては、まず一年生なら秋に５級、二年
の春に４級，秋に３級というのが理想
的なパターンじゃろう。だが無理をせ
ず、二年の秋に４級合格というのもな
かなかのものじゃぞ。ただ、５級は早
く受けておくほうが、レベルや雰囲気
を肌で感じて、自分のペースを掴んで
目標を立てるのに良いとワシは思う。
八つぁん：ありがとよ、ご隠居。それじゃ早速始
めようかい。大きい声で、un, deux,
trois, un, deux, trois…
ご隠居 ：何じゃそれは。それじゃバレエじゃな
いか！
八つぁん：へぇ、ばれえたか。
（お後がよろしいようで）

ご隠居 ：おぅ、八つぁんや、元気かい。お前さ
ん、フランス語を勉強し始めたんだっ
てな。どうだい、調子は？
八つぁん：Bonjour、ご隠居、なんてね。楽しん
でるけど、力がついたかどうか、ちょ
っと不安なんだなぁ。
ご隠居 ：それじゃ、検定試験を受けたらどうじ
ゃ。資格とまではいかないが、頑張っ
た証しになるし、評価してくれる人は
してくれるぞ。
八つぁん：ねぇ、ご隠居、そのフランス語の検定
試験って、どんなのがあるんだい？
ご隠居 ：まず、実用フランス語検定試験、通称
仏検じゃ。一番オーソドックスで、年
に春、秋の二回やっとる。それからも
う一つ、DELF・DALF というフラン
スの文部省が認定しているものも、最
近日本で受けられるようになったんじ
ゃ。
八つぁん：二つか。それじゃ、どっちがいいんだ
い？
ご隠居 ：趣旨が少し違うので簡単には言えんが
まず仏検からトライするのがよいじゃ
ろう。大学で勉強したことの力試しに
最適じゃ。読み、書き、聴くといった
問題がバランス良く出題されているし、
大学でフランス語を教えている人たち
が中心になって運営しているから、普
通にフランス語を勉強している人でも
無理なく挑戦できるんじゃ。他方、
DELF・DALF は英語でいう TOEFL
のような感じかのぅ。仏国で実際に生
活をすること考えると、こちらも視野
に入ってくるじゃろう。
八つぁん：なるほどね。じゃあ、勉強はどうする
のがいいんだい？
ご隠居 ：まずは、授業でしっかり勉強すること
じゃな。あとは単語力。こいつが少し

法学部
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(ご隠居) 根岸徹郎（フランス語）

ＴＯＥＩＣについて国際コミュニケーションズ・スクールの方に聞きました
＊株式会社国際コミュニケーションズ・スクールとはＩＩＢＣ（財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会）から
業務委託を受け、日本国内でのＴＯＥＩＣの普及、実施運営、カウンセリング等を行っている会社です。

ＴＯＥＩＣテストとは？
ＴＯＥＩＣ（トーイック）とは Test of English for

日以内に受験者本人宛てに郵送されます。詳しく

International Communication の略称で、英語に

は 0120‑40‑1019（24 時間案内）までお問合せくだ

よるコミュニケーション能力を幅広く評価する世

さい。またＴＯＥＩＣ公式ホームページ

界共通のテストです。最大の特長は合格・不合格

（http://www.toeic.or.jp）からのお申し込みも

ではなく、受験者の能力をリスニング 5 点〜495

受け付けています。

点、リーディング 5 点〜495 点、トータル 10 点〜
990 点のスコアで評価することです。そのスケー

ＴＯＥＩＣテストの上手な使い方

ルは常に一定で、受験者の能力に変化がない限り

ＴＯＥＩＣは実際に「どれだけ英語でコミュニケ

スコアも一定に保たれます。これにより今の自分

−ションできるか」ということを測るテストです。

の英語能力を正確に把握でき、自分のレベルや目

受験に際しては、問題形式や解答用紙へのマーク

的に合わせて、自由に目標スコアを設定すること

方法に慣れておくこと、問題数が多いので、とに

ができます。

かく速く、一つの問題に時間をかけすぎずに解答

現在、世界約 60 ヶ国で実施され、年間の受験者は

していくことをお薦めします。ただし、スコアを

200 万人（2000 年）を数えます。日本での受験者

上げるためだけに問題集を解いたり対策を立てる

は 2001 年度で約 128 万人です。英語学習の成果の

のではなく、日頃の英語学習の成果を測る「モノ

確認や、就職活動での自己能力アピール、さらに

サシ」としてテストを受験してください。

英語課程の単位認定基準など、ＴＯＥＩＣの活用

英語能力を高めるためには、ナマの英語に触れる

の広がりを背景に、大学生の受験者数も年々増加

ことが近道です。字幕を隠して洋画を見たり、好

しています。

きな洋楽を聞いたり、興味のある分野の英語の文
章を読むなど、楽しみながら「英語漬け生活」を

ＴＯＥＩＣテストの内容

送ってみてください。また公式ホームページでは、

問題は SectionⅠの Listening（45 分間・100 問）

学生のための情報ステーション、 School Life

と、SectionⅡの Reading（75 分間・100 問）から

with TOEIC

なり、2 時間で 200 問に答えます。SectionⅠはテ

たちのアドバイス、英語力アップ・英語学習のヒ

ープに吹き込まれた会話やナレーションを聞いて

ント等を紹介していますので、ぜひアクセスして

設問に答えます。SectionⅡは印刷された問題を読

みてください。

を展開し、社会で活躍している先輩

んで設問に答えます。英文のみで構成されている

「ＴＯＥＩＣへの掛け橋」TOEIC Bridge

マークシート方式の一斉客観テストです。

ＴＯＥＩＣ受験はまだ早いとお感じの方には、Ｔ
受験方法

ＯＥＩＣより日常的で身近なコミュニケーション

有名書店の窓口で所定の申込書を入手してくださ

場面・素材を採用し、テスト時間・問題数が半分

い。必要事項を記入し、受験料 6,615 円（消費税

になったＴＯＥＩＣのジュニア版、ＴＯＥＩＣ

5％を含む）を先の窓口で支払った後、必要書類を

Bridge の受験をお薦めします。
ＴＯＥＩＣ Bridge

ＴＯＥＩＣ運営委員会東京業務センターへ郵送し

は「ＴＯＥＩＣへの掛け橋」となる初・中級レベ

てください。受験票は試験日の約 2 週間前に発送

ルの世界共通のコミュニケーション英語能力テス

さ れ ま す 。 テ ス ト 結 果 は Official Score

トです。

Certificate（公式認定証）の形で試験日から 30
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中国語の魅力（TECC430 点）

これからがんばって！（ドイツ語検定 4 級）
私がドイツ語を
始めたきっかけは、
花屋になる為にそ
の技術をドイツ語
圏であるドイツや
オーストリアで習
得したいと思った
時です。
大学に入ってから初めて触れたドイツ語は覚え
る事が本当に多く、初級だというのに難解で何度
も同じ所を復習しなければ頭に入っていきません
でした。志とは裏腹に挫折し、語学の授業をさぼ
ったりした事も多々ありました。
けれど気が付けばドイツ語を習い始めて一年が
過ぎていたので、そろそろ今まで自分がしてきた
事を形にしようと思い、今年の６月に独検４級を
受験しました。試験対策については全くわからな
かったので LL テープライブラリーへ相談に行き
アドバイスを求め、まずは「NHK ラジオドイツ語
講座」で基礎固めをして、それから受級別過去問
題集で試験問題の傾向を掴むという対策に決めま
した。私は集中力がなく飽きっぽいのですが、ラ
ジオ講座は一日１５分やれば一日分が終わり手軽
なので空き時間は毎日 LL 教室に通い続けました。
無理のない所から入れたのでやる気が継続できた
のは事実ですし、ネイティブの発音が聞こえてく
るのでヒアリング対策にもバッチリだと思います。
試験１ヶ月前からは過去問を集中的に解いて問
題に慣れようとしましたが、間違えてばかりで全
く進まなかったという記憶があるので、ぜひ２ヶ
月位前から取り組んでもらい確実に定着させてか
ら万全な形で試験に挑戦してください。
基本的に毎日勉強することが前提なので、そこ
からは自分の考えで興味ある国の文化を調べたり、
直接その国を訪れ自分の目で見てみるのも良い刺
激になると思います。
語学は継続的な勉強を必要とするので長期的な
モチベーションを保つことは大変だと思いますが、
「検定試験に合格！」という大学４年間の中で自
分の力を試すのにそれを対象にすることは、すば
らしい事であり成果が出た時の喜びも格別だと思
います。ぜひ一度 LL テープライブラリーや LL 自
習室を覗いてみてはいかがでしょうか。
皆さんもこれからがんばって自分の目標を定め
挑戦してみませんか。
商学部２年 深山 靖之
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私は、今年の
6 月に初めて
TECC（中国語コ
ミュニケーショ
ン能力）検定試
験を受験しまし
た。大学の授業
で中国語を学び、
今年の春に、大
学の語学研修に参加したこともあり自分の力を試
すつもりで挑戦しました。
TECC 検定というのは、大きく分けてリスニング
70 問で内容は日常会話（例えば、買い物や電話対
応の場面）が中心、リーディング 70 問、文法・読
解問題の計 140 問で構成されています。評価のほ
うは、１０００点満点で得点によって５段階で判
定されます。検定の対策としては、声に出して単
語を覚えること、問題集を何度も解き CD やカセッ
トテープを繰り返して聴くことです。そして、ど
んなに忙しい日でも一度は中国語に目を通すこと
です。そうすることにより、次第に耳が慣れ、力
がついてくると思います。
私は現在、中国語の勉強方法の一つとして神田
校舎の LL 自習室（以下自習室）を利用しています。
ちょうど半年ぐらい前から、授業が空いている時
間はほとんど自習室にいます。私が感じる自習室
の魅力、それは語学の教材がたくさん揃っている
こと、集中して勉強できる環境、また検定対策教
材以外にも、DVD やビデオの映画もあり楽しみな
がら学べることだと思います。皆さんも是非一度、
自習室に足を運んでみてはどうですか。とてもい
いところです。
語学を学ぶ上で、机に向かい教科書を開くこと
は当然に必要です。けれども、映画を見たり CD を
聴いたり、TV やラジオで放送されている語学番組
と様々な方面から語学を学ぶことも語学力 UP の
ための一つの術だと思います。そして、何より自
分が勉強している語学を「愛し」、「楽しみ」、「継
続すること」、それが一番大切だと思います。
私は、中国への長期留学を希望しています。留
学の目的は、語学力 UP はもちろんですが今急速に
発展している中国の経済・文化等を自分自身の目、
体で実際に感じてみたいからです。そして、異国
の地へ行きどれだけやっていけるかという「自分
への挑戦」も大きな目的の一つです。
法学部３年 佐藤 久和

平成１4年度

検定試験日程一覧

言語／検定名
ドイツ語
Zertifikat Deutsch

（今後実施される検定のみを掲載）

試験日

申込締切日

平成15年1月 予定

問い合わせ先
東京ドイツ文化センター語学部

電話番号
０３−３５８４−３２６７

(ｹﾞｰﾃ･ｲﾝｽﾃｨﾄｩｰﾄ 統一試験)

中国語
中国語検定試験
TECC
(中国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力検定)
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

平成15年3月23日(日）
１２月 １日(日）

２月10日

日本中国語検定協会

０３−３８１８−６２１１

１１月８日

中国語コミュニケーション協会

０１２０−０５５２８０

検定事務局
平成15年1月19日（日）

１１月22日

日本インドネシア語検定協会

０３−３４３８−４７９０

平成15年1月26日(日)

１２月１９日 日本英語検定協会

０３−３２６６−６５５５

平成15年1月26日(日）
平成15年3月23日(日）

１２月１１日 （財）国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ協会
２月１２日 TOEIC運営委員会東京業務センター

０３−３５８１−４７０１

平成15年3月9日（日）

２月 ５日

（財）国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ協会

０３−５５２１−６００７

CBT 平日火〜土
午前・午後

随時受付

国際教育交換協議会（CIEE)
TOEFL事業部ITP係

０３−５４６７−５４７８

TOEIC Ｂｒｉｄｇｅ
TOEFL

LL 研究室主催セミナー

新着教材

開催のお知らせ

学生の皆さんから要望のあった教材等が生田・神
田の自習室に入荷しました。利用してください。

今後開催予定の「LL 研究室主催のセミナー」をお
知らせします。受講料はすべて無料です。
語学学習を真剣に始めようと考えている人、更な
る向上を目指している人‥気軽に参加してくださ
い。

千と千尋の神隠し（仏語 DVD 教材：仏語吹替、字幕）
Harry Potter（英語 DVD 教材）
TOEFL 試験対策教材各種
タッチタイプ練習教本(２種類)

○ ボランティア通訳検定試験事前セミナー

編集後記
今回は語学検定試験特集
です。皆さんも一発奮起し
て受けてみてはどうですか。
僕も受けよかな。（ほ）

日程：10 月 22 日（火）14:40〜16:10
場所：生田校舎 LL 教室 C
講師：田邉祐司（文学部教授）
内容：V 通検の試験概略
受付期間：10 月 11 日（金）〜18 日（金）

○ フランス語を一緒に！
日程：11 月 13 日（水）16:20〜17:50
場所：生田校舎 LL 教室 A
講師：根岸徹郎（法学部助教授）
内容：検定試験・留学・その他萬相談
受付期間：10 月 25 日（金）〜11 月 8 日（金）

☆ ∴ ☆ ∵ ☆ ∴ ☆ ∵☆ ∴☆
皆さんからの声をお待ちしています
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発行日 2002 年 10 月 14 日
（平成 14 年）
編集発行 専修大学 LL 研究室
室長 大森 洋子

○ 第 2 回コンピュータ講習会
日程：11 月予定
場所：生田校舎 LL 教室 A
講師：外部講師
内容：外国語学習のためのワード（文書作成ソ
フト）、E-Mail の基本操作等
＊詳細については後日掲示でお知らせします。

〒214-8580神奈川県川崎市多摩区東三田2-1-1
URL:http://www.gkk.senshu-u.ac.jp

6

