
GLOBAL TALK

Jamesの社員は仕事柄、英会話はもちろん、きちんとしたビジネス英語も
身につけていなければなりません。もちろん、全員TOEIC試験の経験もあ
ります。TOEICについて思っていることを、一人の社員に聞いてみました。
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ＴＯＥＩＣですか。苦しい話題ですね。みなさん受験された方なら分
かると思いますが、とにかく時間との戦い、集中力との戦いですね。
日頃、真剣になる事が殆どないために、試験終了後は解放された
気分で、アルコール解禁の勝手に一人ご苦労さん会、飲み放題で
す。というくらいストレスが溜まるものですね。

さて、私これまで４回受験しました。それも昨年の１月から先月まで
の間の１年９ヶ月で。それもこれもジェイムズに勤めたからなので
すが、点数をあげるのはかなり難しいと思います。先月の結果は
まだ出ていないのですが、初回から３回目では、たったの40点しか

あげる事が出来ていません。なぜでしょう？文法が分からないから
です。弱点はそのひとつです。が、問題数が多いので、気楽には
考えていられません。

リスニング部門では、結構優秀な成績をおさめている私ですが、半
年以上もの間、一日３時間以上ＣＤを聞いていたおかげかなと思
います。もちろん仕事柄もありますけど、毎日だいたい同じ会話な
ので、あまり練習にはならないというか、やはり仕事は仕事ですね。
ＣＤは自宅で、朝１時間、夜帰ってから２時間。または、洋画を観る
とか先生と飲みに行くとか？というのも私のリスニング時間の内訳
には多少入っています。

-- cont. on  the right

-- cont. from the left
リーディング部門ですが、何がなんだか分かりません。こういう決まり
ですよっていう話ですので、その定義を暗記しなければなりませんよ
ね。例外というのも多く存在していて、ひとつ形を覚えたからいいとい
うわけではないんですね。日本語もこんなに面倒なのかな？と考えた
りしてしまいます。日本人には全くなじみの無い複数の『Ｓ』とか、可
算名詞、不可算名詞とかは、気をぬいているとすぐに騙され、意地悪
問題もにコロリとひっかかってしまいます。問題集に『このXXー！！』

と、つい呪いの言葉を書いてしまいますね。なので、使わなくなった問
題集があっても決して他人にお譲りすることは出来ません。

それでは、こんな私ですが、最後に今年１月に受けた最終結果をお
知らせします。（恥ずかしい！！）リスニング450点、リーディング260
点でトータルスコア710点でした。さて、今回は何点だったんでしょう

ね。いい点数だったときのみ後日お知らせいたします。お勧め本も紹
介しますので、是非参考にしてください。

【中級　 600～800 】
・TOEICテストリスニング７３０点eスタディbooks (旺文社)
【初級　～400】
・TOEICテスト文法問題がわかる　　(松野守峰／実務教育)
・TOEICテス読解問題が解ける　　　(松野守峰／実務教育)

TOEIC模様 ～つれづれなるままに～
Satomi Kamata  / James English School

Serving James English
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since 2005
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TOEICとはTest of English for International Communication の略で、英語でのコミュニケーション

能力をはかるための試験です。多くの企業で支持され、就職や昇進などに有利に働く場合もあ
ります。今回の改定はTOEICテスト開始以来、 初めてのものとなります。

現行TOEIC Vs 新TOEIC
～どこが どうが変わる？ ～

ｾｸｼｮﾝ パート
現行の

問題数

新ﾃｽﾄの

問題数
変更点

Part１ 20 10 問題数が10問減少

Part２ 30 30 特になし

Part３ 30 30
会話文が長くなり、各会話に対す
る設問が３問になる。印刷されてい
る設問の読み上げがされる。

Part４ 20 30

問題が10問増加。各会話に対する

設問が３問になり、印刷されている
設問の読み上げがされる。

Part５ 40 40 特になし

Part６ 20 12
誤文訂正問題はなくなり、長文の
中に複数ある空所を埋める長文穴

埋め問題となる。

Part７ 40 48
現在の形式の問題が28問、２つの
長文を読んで解答する問題が20

問となる

Reading

Listening

Q1：　いつから変わるの？
A1：　公開テストでは2006年の5月から。

　　　　企業で実施されている団体特別テストは
　　　　2007年の4月以降の実施となります。

Q2：　リスニングに使用される発音は変わるの？
A２：　今までの 米国アクセントに、英国・カナダ・
          オーストラリア・ニュージーランドが加わります。

Q3：　新TOEICテストと現行TOEICテストの問題の

　　　　難易度は同じなの？
A３：　TOEIC運営委員会は、「評価基準にズレが出な
           いように難易度の調整を行い、現行・新テスト、
           共にスコアの基準を同じに保つ」と言っています
　　　　が…写真描写問題が減らされ、難易度の高い

　　　　説明文問題が増えるということは、やはり難しい
　　　　問題増えることになるのではないでしょうか？

●TOEIC活用実態報告によれば、企業が社員に対し

て期待するスコア、実際のスコアはそれぞれ以下の
通り。カッコ内は平均値です。
1年目：　期待 400－550 (500) ／実際 295－640 (648)
海外  ：　        600－800 (750) ／       495－840 (667)
営業  ：　        550－800 (700) ／       295－690 (481)　
技術  ：　        500－750 (650) ／       295－590 (438)　

●問題形式が変わるパートに注意。これらに対応した学習が必要でしょう。 TOEIC運
営委員会は2005年の12月に『公式ガイド』を出版する予定です。また各出版社も１２月
より新TOEICテスト対策問題を発行予定だそうです。

●過去問題集がないと言われているTOEICですが、
「TOEIC公式ガイド」の問題は全て実際に出された

過去問です。※発行：（財）国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ協会

参考： TOEIC Official Website in Japan (http://www.toeic.or.jp/toeic/)
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With contributions by
Maki Sugawara

Satomi Kamata, Robert Swan
ジェイムズ英会話　0120-30-4911

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：　http://www.james.co.jp/

新TOEICサンプルテスト
http://www.toeic.or.jp/toeic/new/new02.html

新TOEICテストってどんな感じ？サンプルテスト

を手に入れ実際に挑戦してみましょう。ショート
テストですが、実際に時間をはかってためしてみ
るのが効果的です。TOEIC運営委員会による
『公式ガイド』は今年の12月に出版されます。

TOEIC本番テクニック！
～ スコア30点アップ？ ～

～ ためそう新TOEICテスト！～

October 26, 2004
TOEIC試験当日の工夫で30点もスコアをアップで
きる！…なんて、まるで夢のような話。本当かどう
かは実際に試してみて下さい。Allabout.comから
本番当日のテクニックについての記事と、James
講師より、TOEIC対策お薦め本の紹介です。

Maki Sugawara
/ James English School

● TOEIC試験全般
　　　１． 判らない問題は飛ばして、後回し
　　　２．　試験終了までには、200問全てになんらかのマークはしておく

● リスニング問題（Part I・II・III・IV）
　　　３． 新しい問題が流れてきたら、古い問題はやめる
　　　４． Part I・III・IVでは、英文が流れてくる前に先読みすること

● 文法問題（Part V・VI）
　　　５． 判らない問題は印を付けて飛ばす(1問30秒が目安)

● 長文読解問題（Part VII）
　　　６． 判らない問題は印を付けて飛ばす（1問60秒が目安）
　　　７． いきなり本文を読み始めず、まず内容を予測する
　　　８． 質問⇒本文の順で読む
　　　９． 単語の言い換えに注意する

≪ GLOBAL TALK 話題受付中！≫
Global Talk では皆様からの内容に関するご要
望を随時受け付けております。取り上げて欲し
い話題、ご意見、ご質問等ありましたら、各校
スタッフ、または下記のメールアドレスまでお知
らせください。

Jeskitakami@james.co.jp
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 TOEICスコアアップのための9カ条 

 学習して損なし！TOEIC対策書籍 

この記事についてもっと
詳しく知りたい方は以下
のＨＰにアクセスしてくだ
さい。

Allabout.comより：
http://allabout.co.jp/study
/toeic/closeup/CU200502
18A/

多くは語りません…これがTOEIC講師のお薦めです！

左から順番に：

「英会話ぜったい音読」　シリーズ
まま国弘正雄(編集), 千田 潤一／講談社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

「TOEIC文法 急所総攻撃」
まま長本吉斉／明日香出版
「TOEIC文法 鉄則大攻略」 　　　　　　　　　　　　　　　　　ま
ま長本吉斉／明日香出版


