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ここ数年、特に人気の英語資格TOEIC。一昨年から内容がリニューアルされ、前より難
しくなったと感じている人もいるかも？これからTOEICを受験する方は石巻校Peterのア
ドバイスをぜひ参考に！

Nnnnnnn e very aware of TIME. Students always say they didn't
have enough time. When you study, don't spend too much
time on each question. Take as many practice tests as you
can so you get used to listening and answering quickly.
Remember that TOEIC is business-based. Concentrate on English
related to business, such as travel, offices, restaurants, health,
common idioms, etc. As well, have a strict study schedule. Don't
cram for the test. Build your vocabulary by using new words you
come across - it is the ONLY way to remember them properly. Work
on your weak points - don't spend time reviewing what you already
know.
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you
write
the
test,
remember:
●Eliminate answers you know are wrong quickly
●Don't waste time translating, look at the situation
to guess a word's meaning
●Trust your instincts. If you think it sounds right, it
probably
is.
●In the Photographs section ask yourself WH questions
about the pictures to get an idea of the situation.
●In the Question/Response section watch for: - words
with different meanings that sound the same, - yes/no
- cont. on the right

-- cont. from the left

questions with no direct yes/no answers, - question tags,
- WH questions.
●In the Short Conversations section - if possible read the question
and the answers before you hear the dialogue. Watch for: words
that change the meaning, - words that are not accurate for the
situation, - confused word order, - negative words (not, hardly,
etc.), - time related words (always, never,
etc.), - and of course similar sounding
words.
Always remember, the best way to
study is to speak and listen to English
as much as possible!
. 読み解きのヒント
get used 〜ing
related to
cram
come across
eliminate

〜に慣れる
〜に関連した
詰めこみ勉強をする
出くわす
外す、除く

translate
instinct
question tag
accurate
confused

訳す
直感
付加疑問文
正確である
混乱させる

Tips for TOEIC
Peter Wilson / James English School Ishinomaki

学習ツールいろいろ
〜自分に合ったものをさがそう 〜

TOEICスコアアップには、日頃からの努力が必要！Rome was
not built in a day.（ローマは一日にしてならず）自分に合ったツー
ルを探しましょう。
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お薦めＨＰ
海外ドラマは英語学習におすすめ。日常生活を描
いた内容などは、実生活でも使えるフレ
ーズが出ていてそのまま覚えて使えるか
も!最初は日本語で、その後英語で実際
の会話を聞く練習も効果的。

リスニングの練習に便利なのがポッド
キャスト。無料で配信されているものがたくさ
んあり、日頃から耳を生の英語に慣
れさせておくのも大切な学習！
PODCAST NAVI
www.podcastnavi.com
英語タウンポッドキャスティング
www.eigotown.com/podcast/

HEROS【ユニバーサルピクチャージャパン】
LOST【ブエナビスタホームエンターテイメント】

英語関連の雑誌には
TOEICの練習問題や、傾向
などのお役立ち情報も載っ
ている。TOEICに関する最
新情報もチェックできる。

TOEICの学習も今やゲームで！
500問以上の模擬問題や実力テ
ストもできるなど内容も充実。
色々な学習本にこれまでチャレ
ンジしてきた方にとっては新鮮
かも。

への架け橋
TOEIC…

TOEICは難しい！時間が足りない！まだ自信がない！自分の実力が知りたい！
そんな方にお勧めなのが、「TOEIC Bridgeテスト」。その名の通り、TOEICへの架け橋として
学生から社会人まで広く活用されています。
レベルのコニュニケーション英語能力を評価

・テスト時間と問題数を
リーディング35分50問）

に設定（1時間・100問／リスニング25分50問、

www.toeicclub.net/requirement.html
日本国内主要企業が社員に求めるスコアを紹
介しているサイト。ビジネスの国際化が進む今、
外資系のみならず日本企業の多くが社員の
採用、昇進にTOEICのスコアの基
準を設けています。今後ますます
TOEICは企業に注目されてい
くことになるでしょう。

≪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
受けつけております。取り上げてほしい話題,ご意見
などありましたら、下記のメールアドレスまで
お知らせ下さい。
jesokawa@james.co.jp

・リスニングセクションの出題スピードは
・TOEICよりも
問題に採用

TOEIC CLUB

「TOEIC Testプラスマガジン 」
出版社：リスト
「CNN ENGLISH EXPRESS」
出版社：朝日出版社

ＴＯＥＩＣ（Ｒ）ＴＥＳＴ ＤＳトレーニング
任天堂 ニンテンドーＤＳ

・

〜 企業の求めるＴＯＥＩＣスコア〜

コニュニケーション場面や素材をテスト

・トータルスコア（20〜180点）プラスサブスコアで評価
資料：財団法人国際ビジネスコニュニケーション協会
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