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Case Study

熊本大学

地域と世界をつなぐ真のグローバル大学に向けて
TOEIC®テストを活用し世界で活躍できる人材を育成

熊本大学

熊本大学は、文部科学省の
「スーパーグローバル大学創成支援」事業（タイプB：グローバル化牽引型）
に採択されました。
国際化と地域貢献を両輪とする同学の取り組みについて紹介します。
また、同学では2013年度から入学時と2年次後期
にTOEICテストの一斉受験を開始し、英語教育を検討するためのデータ集積を始めました。英語運用力の把握や英語学
習への意識づけなどさまざまな用途にTOEICテストを活用し、教育のグローバル化に向けて準備を進めています。

世界最先端の研究でグローバル化を牽引
地域を世界につなげる役割を果たしたい
スーパーグローバル大学創成支援事業（SGU）
を通じて
熊本大学が目指すのは、地域と世界をつなぐグローバル大

化を強力に促進するのが、外国人留学生の受け入れ倍増

史を持ち、100年以上も前から日本のリーダーを輩出して
きました。そうした原点を思い起こし、地方の国立大学とし

英語力向上を測る基礎資料としています」
と話します。この

学生が増えて多様な言語が飛び交うようになれば、学内が

の学科でしか課していなかった英語の試験を、2015年度入

学生は2年次前期にもTOEICテストを実施し、さらに工学

活気づきます。学生も刺激を受け、今度は自分たちが海外

試から全学科に課しました。谷口学長は
「大学の役割は分

部では2013年度から3年次後期までの毎学期、計6回の

に出ようという気持ちになるでしょう」
と話します。

かっていることを教えるのではなく、分からないこと、未だ

受験を義務づけています。

グローバル教育を先導する教育組織の再編
2015年度入学試験より工学部全学科で英語試験を実施

解明されていない領域について教え、学生が自らそれを切

2014年度からはTOEICテストの成績優秀者に対する報

り開いていくようにエンカレッジすること。学生たちには10

奨制度も始めました。1年次と2年次の合計点でのトップ2

年先20年先のよりグローバル化した社会で活躍できるよう、

名、および一定の基準を満たし1年次から2年次の成績伸

英語の勉強も頑張ってほしい」
と力強くエールを送ります。

び率でのトップを各学部から1名ずつ、計10名に海外派遣

同学ではグローバル教育を先導する教育組織の再編を検
語による教養・リベラルアーツ科目の導入を考えています。

奨励金30万円を授与します。学生支援部学務ユニット教育

1･2年生は全員TOEIC®テストを受験し
教員と学生の双方でスコアを有効活用

支援チームの池上 多美子氏は、
「奨励金は海外留学や英
語学習のインセンティブとして提供しています」
と述べます。

一つとして、日本の将来を担うエリート研究・技術者の養

「英語はコミュニケーションの手段だと考えています。そし

成を挙げています。エイズ研究や発生医学、先進マグネシ

て、世界を最も意識する必要があるのは、技術者や研究者

同学では2013年度入学生から、学部生全員が入学時と

※」
ルエリート育成特別コース
（仮称）
でも、受講生の選抜に

ウム工学など同学が世界に誇る最先端研究を推進し、海外

を目指す理工学系の学生です。しかし実際には、英語が嫌

2年次後期にTOEICテストを受験することになりました
（グ

TOEICテストのスコアを活用する予定です。そのほか、入

との共同研究や研究者の招聘、国際競争力の強化につな

い、できないという学生は工学部に多い。一方、新しいも

ラフ参照）。その目的は、学生の英語運用力の推移データ

学試験におけるTOEICテストを含めた外部試験の活用の検

げ、世界に貢献することが狙いです。また、地域のグロー

のを生み出すには、多様なものの見方や創造力が必要です。

を集積し、英語教育の検討材料に活用するためです。大学

討、事務職員の語学力向上のためのTOEICテスト講座の開

バル化の取り組みとしては、「熊大グローバルYouthキャン

それは歴史や文学など人文科学を含めた幅広い知識を学ぶ

教育機能開発総合研究センターの安浪 誠祐先生は、「試

設など、学内のさらなるグローバル化に向け、TOEICテス

パス事業」
があります。
地域の高校と連携し、
早期からグロー

中で身についていくものです。英語で教養科目を勉強するこ

験結果は学生本人に通知し、自己診断と語学力アップにつ

トの活用も広げています。

バル教育に触れる機会を提供します。さらに、学内の国際

とで、英語の必要性、リベラルアーツの重要性を理解させ

なげます。また各学部にもデータを提供し、学士課程での

※ グローバルエリート育成特別コース（仮称）
：学部・学科等で選抜した英語力の高い学生
に対し、英語による授業や海外留学などを通じて徹底したグローバル教育を行うもの。

■熊本大学

2013年度入学生のTOEIC®スコア学部別平均点推移

（TOEICスコア）
700

1年次（2013年4月実施）

世界に開かれたグローバル大学

2年次（2014年12月実施）

600

熊本大学
TOEIC®テストの活用法
励金
（30万円）
を授与

●外国語科目
（教養教育）
の既修得単

位認定

400

● 事務職員の外国語運用力強化を目

的としたTOEICテスト対策講座開設

300

●入学時に受験するTOEICテストを基

に「グローバルエリート育 成 特 別
コース
（仮称）
」
の受講生選抜予定

200

●学部、
学科、
修士の進級要件or卒業

100
10

国際標準化された、
互換性とモビリティを約束する教育システムの導入

●成績優秀者
（計10名）
に海外派遣奨

500
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るきっかけづくりにしたいです」
と谷口学長は語ります。

池上 多美子 氏

ほか将来、国際舞台で活躍する可能性が高い理系学部の

討しています。また、国際標準的な教養教育を実践し、英

同学のSGU構想では、グローバル化に向けた取り組みの

安浪 誠祐 先生

学生支援部学務ユニット教育支援チーム

このような背景を受け、工学部の入学試験において一部

て地域のグローバル化を牽引する役割を果たしていきたい」
と抱負を述べます。

谷口 功 先生（取材当時）

大学教育機能開発総合研究センター 准教授

計画です。留学生比率10％を目標に掲げる谷口学長は、
「留

学です。谷口 功学長（取材当時）
は、
「本学はラフカディオ・
ハーン
（小泉 八雲）
が教鞭をとったこともある旧制五高の歴

学長

文学部

法学部

教育学部

理学部

医学部医学科 医学部保健学科

薬学部

工学部

要件化や入学者選抜試験における
TOEICテストをはじめとした外部試
験の活用を検討

地域の国際化を先導するグローバル大学

地域人材・文系人材・女性の活躍を促進し、
技術立国を支えるイノベーション人材の輩出

国際競争力を誇るグローバル大学

熊本大学の強みを核とする最先端研究教育プログラムへの接続

改革を実現・牽引・
進化させる
ツインパワーシステム
グローバル教育を
推進するパワーエンジン

高大接続教育から
最先端研究教育
プログラムまで
世界と地域社会
の架け橋

グローバル
教育カレッジ

熊大グローバルYouth
キャンパス

国際通用性と先進性を
生み出すツインパワー

世界に開かれたグローバル
キャンパスの提供

互換性と
モビリティの確約

既存の学部等の
グローバル化を促進

熊大FleCS

グローバルエリート
育成特別コース

文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」事業（タイプB）熊本大学
キックオフシンポジウム
「本学が目指すグローバル大学」谷口学長講演スライドより

さらに、SGU構想において各学部に設置する
「グローバ

学校概要
学校名：熊本大学
設置：1949年
学生数：8,075名
（2014年5月1日現在）
肥後藩の再春館・医学校を前身に持
ち、1949年に熊本医科大学・旧制
第五高等学校・熊本薬学専門学校・
熊本工業専門学校・熊本師範学校・
熊本青年師範学校が合併して新設さ
れた国立大学。「我が国を代表する研
究拠点大学」
としての役割を果たすこ
とを使命として掲げ、2014年度「スー
パーグローバル大学創成支援」事業
に採択された。
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Case Study

早稲田大学

ビジネス界を意識してTOEIC ®テストを学部生全員が受験
ライティングを強化し、通じる英語の重要性を学ぶ

早稲田大学

学校概要
学校名：早稲田大学
設置：1882年
学生数：51,024名
（2014年5月1日現在）
創立者・大隈重信が開設した東京専門学校を前身とする、1902
年に専門学校から大学へと昇格した
私立大学。
「学問の独立」
「学問の
活用」
「模範国民の造就」
を理念とし
た早稲田大学教旨が定められてい
る。現在、
10の学術院のもと13学部・
21研究科
（大学院）
を設置している。

「学識ある実業家」
の育成を教育方針とする早稲田大学商学部は、
ビジネス界をリードする学生の育成に向けて、国際化
に対応した実用的な英語教育を提供しています。企業での活用ニーズの高いTOEICテストを英語統一試験として実施
し、学生の英語力の把握と授業の改善に役立てています。今年度はさらにTOEICスピーキングテスト/ライティングテスト
早稲田大学  
商学学術院 准教授

（TOEIC S&Wテスト）
を試験的に導入する予定です。
グローバル化で発信系スキルの重要性が高まる中、通じる英語を
意識する機会にしたいとしています。

ビジネス界で活用ニーズの高いTOEIC®テストを
1・2年生対象の英語統一試験として採用

鈴木 利彦 先生

し、カリキュラムにも反映させたいというのが大きな趣旨で

てしまう場合も見受けられます。例えば私が担当するクラス

どのような文章を書くかで人物や仕事の評価にも影響を与

す」
と説明します。現在、TOEICスコアは2年次以降の習熟

では、まずは自分が学んできた文法や語彙を使って誰でも

えます。TOEIC S&Wテストを通じて、
『グローバル化と英

度別クラス編成や単位認定にも活用しています。

理解できるレベルの文章の再確認から始め、徐々に洗練さ

語発信力』
に対する意識を高める機会になればと思っていま

れた表現をパラグラフ/エッセイレベルで書いていけるよう

す」
と期待を寄せます。

早稲田大学商学部では、英語統一試験として1・2年生
全員を対象にTOEICテストを実施しています。導入経緯に
ついては、学生の英語力を客観的に把握し、授業方法の改
善を図るため、2001年度にTOEFLテストを導入したのが

グローバル化を背景に高まるライティングのニーズ
TOEIC® S＆Wテストのトライアル導入へ

始まりです。2004年度には2年生を対象にTOEICテストに

同学部では2年次の必修科目としてライティングを課して

切り替え、2009年度からTOEICテストに全面移行しまし

います。授業を受け持つ鈴木先生は、「グローバル化を背

た。TOEICテストに統一した理由について、同学部の英語

景に発信系スキル、特にライティングの重要性が増してい

教育を取りまとめる准教授の鈴木 利彦先生は、「TOEICテ

ます。しかし現状では、ライティングは日本人が苦手とする

ストは、今や学生にとって就職活動における必須ツールで

スキルと言わざるを得ません。英語を一生懸命勉強してい

す。入社後も海外赴任や昇格の要件としてTOEICスコアが

る学生でも、留学等ある程度実際に日常的に英語を使った

求められるなど、企業の活用ニーズも一層高まっています。

経験がないと、自然な英文を書くのは難しいように感じてい

本学部としてはそうした現状に則してTOEICテストを導入

ます。単に辞書を使って書いただけでは通じない英語になっ

早稲田大学が目指すグローバル人材育成
「スーパーグローバル大学創成支援」（タイプA：トップ型）に採択

教授

黒田 一雄 先生

「グローバル化と英語発信力」
というテーマに関しては、

同学部では今年度、TOEIC S＆Wテストの試験的導入を

鈴木先生は自らのゼミで、ビデオ会議システム、Web掲示

行う予定です。学生の英語発信力を測るとともに、TOEIC

板、SNSなどを使用して海外の大学生と交流を行い、国際

スコアとの相関を分析し、課題発見に役立てたいとしていま

共通語としての英語を使いこなすためのスキルを実践的に

す。鈴木先生は
「ライティングもコミュニケーションの一つ。

身につけていく取り組みを図っています。

■早稲田大学 2014年度商学部英語カリキュラム構成図（新カリキュラム） ※ IP テスト：団体特別受験制度（IP : Institutional Program）
1年次
入学前
WeTEC

（Web-based Test for
English Communication）

受験

英語Ⅰ総合英語（習熟度別）
（必修）/General
Tutorial English/
（選択）留学のための
Academic Listening/Reading

2年次
英語Ⅱライティング
（習熟度別）
（必修）
/各選択科目
（習熟度別）
：Listening, Reading, Speaking,
Writing, Grammar, Practical Composition,
Presentation, Media English, Negotiation,
留学のためのAcademic Listening/Reading

11月下旬～12月上旬
英語統一試験（TOEIC IPテスト）受験

11月下旬～12月上旬
英語統一試験（TOEIC IPテスト）受験

3年次以降
各選択科目
（2年次より継続して選択履修）
：
Listening, Reading, Speaking, Writing,
Grammar, Practical Composition,
Presentation, Media English, Negotiation,
留学のためのAcademic Listening/Reading
11月下旬～12月上旬
英語統一試験（TOEIC IPテスト）受験

体的施策の一つが、
海外の有力大学とのダブルディグリー・

研究分野を世界100位以内にすることです。
こうした取り

プログラムです。
現在、
本学はコロンビア大学や北京大学な

組みによって私たちが目指したいのは、
国籍を問わずさまざ

どのトップ校をはじめとする422校の海外の大学と学術交流

まな国や地域から優秀な学生や研究者が集まる国際競争

開放し、教育環境の多様性、頭脳の国際的

協定を結んでいます。
こうした海外の大学との共同教育・共

力のある大学です。私たちはこれを
「早稲田のウィンブルド

「Waseda Vision 150」
を策定しました。

流動性を高めていくことで教育・研究の質

同研究を促進することで教育を国際化し、
世界に貢献する大

ン化」
と呼んでいます。

これは、創立150周年（2032年）
に向けて

の向上を実現する狙いから、スーパーグ

学を目指します。
それと同時に進めているのが、
カリキュラム

大学の国際化が進み、英語力を測定する国際基準の重

本学が目指す姿を示したもので、世界に貢

ローバル大学創成事業の構想を
「Waseda

の英語化です。
学部では国際教養学部、
大学院ではアジア太

要性も高まってきています。
すでに各学部に対してTOEIC

献するグローバルリーダーの育成や独創

Ocean構想」
と名づけています。

平洋研究科が先駆的に取り組んでいますが、
将来的には英

テストやTOEFLテストのスコアなどによる達成目標をそれ

語による学位取得プログラムも全学部展開する予定です。

ぞれ設定してもらっています。SGU構想を進めることで教

早稲田大学は2012年に中長期計画

早稲田大学大学院
アジア太平洋研究科

に指導しています」
と話します。

的研究の推進、
アジアの大学のモデルとな

現在、
本学の留学生数は約5,000名です

る運営体制の構築などを改革の方向性と

が、
構想ではこれを1万名、
全学生の2割とす

して掲げています。
この
「Waseda Vision

また、先行モデル拠点の創設も重要な戦略の一つです。

育のフレキシビリティも増し、
どのようなプログラムで学位

る数値目標を掲げています。
また、
派遣留学

ICT※・ロボット工学など国際的評価の高い六つの研究分

を取るにしても、信頼できるベンチマークが常にあるといい

150」
を基盤とし、本学におけるSGU構想

に関しても卒業までに1回は全員が経験する

野を選んで先行的に支援し、
さらにそれらを推進力として

と考えます。
そうした意味でTOEICテストの活用の可能性

は成り立っています。世界に向けて大学を

ようにしたいと考えています。
そのための具

他分野の研究力の底上げを図ります。
目標は10年で18の

も広がっていくのではないでしょうか。
※ ICT：Information and Communication Technology（情報通信技術）
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Project
Report

立 命 館 大学 生 命 科 学 部・薬学部

「探究」と「発信」が相乗効果を生むカリキュラムで
TOEIC®プログラムを活用しコミュニケーション能力を高める
立命館大学 生命科学部・薬学部では、
ライフサイエンスの分野に欠かせない英語発信能力の強化を目指し、
当該学
部生に対する必修科目として
「プロジェクト発信型英語プログラム」
を導入しています。
カリキュラムは、研究成果を
英語で発表する
「Projects」
と英語4技能の基礎力を高める
「Skill Workshops」
の二本柱で成り立っており、成
果検証にはTOEICテスト、TOEIC S&Wテストなどを活用しています。

「プロジェクト発信型英語プログラム」で
ライフサイエンス分野をリードする学生を育成
ライフサイエンスの分野は、

●

・1・2回生は日常生活や授業など身近なテーマによる発表やディベー
ト、
パネル・ディスカッションなどを行う。2回生の後期には2,000語
程度のタームペーパーを作成する。
・3回生は専門分野から選択したテーマについて英語で学び、ポス
ターセッション※を行う。
・4回生（希望者）
は卒業論文の英語概要を作成し、
口頭発表。
●

「2008年度に生命科学部・薬学部が新設されるにあたり、
学部の目標としてグローバルに活躍できる人材の育成が掲げ
られ、英語教育もこれに応える必要がありました。研究がど
れだけ優れていても、内容を英語で伝えられなければライフ

Projects

・学生自らがテーマを設定し、
リサーチを通して自分の考えを探究、
発信。

Skill Workshops

・英語の基礎となる
「聞く」
「話す」
「読む」
「書く」
の4技能の習得に特化
したクラス。

・1回生はe-TACと称する独自テスト、
2回生は1回生の12月に実施す
るTOEICテストの結果を基に能力別にクラスを編成。
※ ポスターセッション：自分の発表内容を記したポスターを掲示して待機し、来訪者の
質問を受けながら直接質疑応答を行う発表形式。

サイエンスの分野では活躍できません。この分野で活躍する

れ、日本国内の学会ですら英

ためには、英語発信能力の強化は必要不可欠といえます。

語で発表を行うことが多いグ

学生が、自分で興味・関心を持つテーマを追い求め、それ

Workshops」
で基礎スキルを強化して、そのスキルを再び

ローバル化が最も進んだ学問

を英語で発信しディスカッションする。そんな環境を整備す

「Projects」
で生かすといった立体的なプログラムが相乗効

ることで、英語を駆使してグローバルに活動できるコミュニ

果を生んでいます。また、最近は研究論文の内容を研究者

生命科学部・薬学部（滋賀県

ケーションの力が段階的に身についていきます」
と話します。

が自ら動画でプレゼンテーションする場合もあることから、プ

立命館大学 生命科学部 准教授
国際部 副部長

信能力を鍛える
「プロジェクト発

山中 司 先生

信型英語プログラム」
を、必修科目として導入しています。
生命科学・薬学の先端的研究をプロジェクトのテーマとし、

ログラムの中でも、ICTを積極的に活用しています。山中先

カリキュラムの二本柱は
「Projects」と「Skill Workshops」
「プロジェクト発信型英語プログラム」
は、学生が自分の

世界中から情報を集め、議論し、その成果を英語で世界に

テーマを研究し、その内容を英語で発信する
「Projects」
と、

発信する能力、すなわちグローバル・コミュニケーション能

習熟度別のクラスで英語の基礎能力や運用スキルを磨く

力の基礎を育成することが、同プログラムの狙いです。生命
科学部准教授と国際部副部長を兼務する山中 司先生は、

「Skill Workshops」
の二本柱で構成されています。
「Projects」
で発信力を高める必要性を実感し、
「Skill

生は
「学生が自ら選んだテーマを徹底的に追究する“場をつく
る”ことで、自律的な学習を促しています」
と狙いを語ります。

学部を挙げての協力体制が
高い成果につながる
同プログラムで学生の英語4技能が向上した理由は二つあ
ります。一つ目は、興味･関心事の探究と発信を一体化した
カリキュラムを通じて、学生の本質的なモチベーションを喚
起できたことです。もう一つは、全学部生が受講するプログ

■
「プロジェクト発信型英語プログラム」
のモデル図
デジタル・メディアの
フル活用

Skill Workshops

Projects
Graduate Project

Assignment
Online Writing 7

※

CALL 1・2

Skill Workshop 3・4

Project 3・4

Skill Workshop 1・2

Project 1・2

Online Writing 5・6

Online Writing 3・4

Online Writing 1・2

2 回生

1 回生
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バルに活躍できる人材の育成を目指している。
文部科学省により、2014年度
「スーパーグ
ローバル大学創成支援」
事業に採択され、多
文化協働人材の育成に取り組んでいる。

TOEIC®テスト・TOEIC® S&Wテストの活用
状況とスコア分析
「プロジェクト発信型英語プログラ

としてプログラムが導入されているため、英語に消極的な学
生も、同級生に刺激されてやる気を出すという効果が出てい
ます。またライフサイエンスの専門教員と密に連携すること
で、専門分野にスムーズに接続できる英語教育を目指して
います」
と説明し、
「英語でのコミュニケーション能力は、今後、

TOEICテストを導入しており、
1回生
の6月と12月、2回生の6月と12月の
計4回、
全ての学部生がテストを受験
します。
その中でも、
1回生6月の受験
は入学時のレベル把握、
2回生6月は
1年間のプログラムの成果検証の指
標として大変重要です。
過去3年間に

この図は生命科学部のモデル図です。薬学部は6年制のため、
6回生で卒業論文のアブストラクトを作成します。

康科学部でも実施されており、2016年に新設予定の総合
心理学部でも導入予定です。今後もこの
『プロジェクト発信
型英語プログラム』
を通じて、英語力の基盤づくりと、卒業
後も自律的に4技能を磨いていける力の養成を目指していき
たいと考えています」
と将来を見据えます。

立命館大学 薬学部 講師

おける1回生から2回生への平均スコ

近藤 雪絵 先生

ア推移はいずれも上昇傾向を示して

おり、
1年間でスコアは平均30点以上アップしています
（グラフ参
照）
。
TOEIC S&Wテストは1～4回生の希望者が受験しています。
4技能を直接測ることは、
「Skill Workshops」
のより適切なクラス
分けや、
学生の個別のニーズに応じたケアを行う上で有効だと考え
ています。
また、
努力の結果がスコアという数値で表れることで、
学生
の意欲向上にもつながっています。
■2011〜 2013年度入学者のTOEIC®テスト平均スコアの推移
2年次6月

1年次6月

2011年度入学者
生命科学（302人）
（310人）

薬学

（103人）
（108人）

2012年度入学者
生命科学（301人）

平均

（306人）

薬学

UP

31.4点

（99人）
（99人）

2013年度入学者
生命科学（288人）

（289人）

薬学

（105人）
（107人）

信型英語プログラム』は、2010年に設立されたスポーツ健

※ CALL：Computer Assisted Language Learning

英語を学ぶモチベー
ションが高まる

強力に推進できたことです。山中先生は
「学部生の必須科目

どんな分野でも必要になるものです。この『プロジェクト発

3 回生

日常生活の関心事

CALL 3・4

大学院生

4 回生

Senior Project

Junior Project 1・2

とで、英語教員のみならず学部が一丸となって英語教育を
生命科学・薬学専門領域の関心事

Assignment

ラムとして学部執行部が英語教育に最終的な責任を持つこ

デジタル・メディアの
フル活用

身につけた英語スキル
を実際に活かす

づき、確かな学力と豊かな個性を育み、グロー

ム 」で は 、成 果 検 証 の 指 標として

領域の一つです。立命館大学

躍するために欠かせない英語発

創設115年目を迎えた立命館大学は、13の学部と20の研究科を擁する
総合大学。
「自由と清新」
の建学理念、
「平和と民主主義」
の教学理念に基

・Projectsと対応させる形で半期ごとに4技能に焦点を当てたインタラ
クティブな授業で、
基礎力や運用能力を効果的にブラッシュアップ。

国際共同研究も盛んに実施さ

草津市）では、この分野で活

学校概要

学校名：立命館大学
設立：1900年
学生数：32,449名（2014年5月1日現在）
（うち生命科学部：1,279名、薬学部：641名）

10
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■2012〜2014年度入学者のTOEIC® S&Wテストの平均点・最高点
Speaking

Writing

実施年月

受験者数

平均点

最高点

平均点

最高点

2012年9月

149

97.63

160

128.54

180

2013年9月

204

97.65

170

128.09

190

2014年8月

70

91.00

130

123.00

160

（0〜200点）

（0〜200点）

7

Information

2014年度TOEIC®プログラムの総受験者数が
過去最高の262.9万人に

グローバルな活躍を目指す学生をサポート！
Webサイト Global Manager®

TOEIC S&Wテストの受験者数は前年度比の63％増と過去最高の伸びと

IIBCが公開しているWebサイト
「Global Manager」
では、国籍や文化を超

なりました。TOEICテストの受験者数も前年度を上回り、TOEICプログラ

えてグローバルな舞台で活躍するために必要となるさまざまな情報を、

ムの総受験者数は過去最高の262.9万人となりました。下記URLにて受験

Motivation、Cross Culture、Skill Upの三つの切り口で発信しています。

者数の推移をご覧いただけます。

ぜひご覧ください。

http://www.toeic.or.jp/press/2015/p038.html

http://webmagazine-globalmanager.com/
Motivation

スキマ時間に、
スマホで学べる！
学生にオススメのスマートフォン英語学習ツール

ダー、
スポーツ選手やアーティストなど

いまや学生には欠かせないコミュニケーション・ツールとなっているスマー

のインタビューを掲載。
グローバルに活

トフォン。TOEICテストを実施・運営する
（一財）国際ビジネスコミュニケー

躍する
「先輩」
たちの生の声は、
これから

海外での経験が豊富なビジネスリー

ション協会 (IIBC)では、
ちょっとした空き時間を活用して効率よく英語を学

海外に出る学生のモチベーションアッ

習できるスマホアプリやサービスを提供しています。
ぜひご活用ください。

プにつながります。特に、世界を舞台に活躍する若者を追った
「国境を越え
る若き挑戦者」
は必見です。

English Upgrader®
iTunes Storeの総合ランキングで 1位を獲得した人気

http://webmagazine-globalmanager.com/contents/young/

ポッドキャストの内容を、
より英語学習にお役立ていただ

Cross Culture

けるようにアレンジしたアプリ。
ビジネスや日常などさまざ

外国人ライターによる異文化理解に役

まなシチュエーションで使われる英会話のスキットに基づ

立つ記 事や、海 外からの現 地 事 情レ

いて、
フレーズ解説や理解度チェッククイズ、
フレーズ集な

ポートなど、文化や習慣の違いを学べる

どで構成されています。

バラエティ豊かなコラムをお届けしてい

http://square.toeic.or.jp/kyouzai/englishupgrader/appli/01.html

ます。特に、
「暮らしてわかるその都市の

TOEIC®カレンダー

会がある学生にオススメです。

素顔」
を紹介する
「海外駐在だより」
は、留学や旅行などで海外を訪れる機

PC用ウィジェットとしてすでに人気の
「TOEICカレンダー」
のアプリです。
毎日3問配信される
「Today’s Lesson」
は移

http://webmagazine-globalmanager.com/contents/kaigai/

動などのちょっとしたスキマ時間のトレーニングに最適です。

Skill Up

http://square.toeic.or.jp/kyouzai/
englishupgrader/appli/calendar.html

ど、
日常で使えるコミュニケーションの

英文メールの書き方や英会話のコツな
ヒントを多数ご紹介。
中でも将来グロー

TOEIC®公式Twitter
テストの申込受付開始・締切案内や英語学習に役立つ情報をツイートしてい
ます。Twitterをアクティブに使用している学生にオススメです。

https://twitter.com/TOEIC_ japan/

ご意見募集

バルビジネスでの活躍を目指す学生に
オススメなのが、
「Topflight Global
Person」。元国際線キャビンアテンダントで英語講師の荒井 弥栄さんが、
「国際人」
に必要な雑談力やマナーをレクチャーしています。

http://webmagazine-globalmanager.com/contents/arai/

md@toeic.or.jp

TOEIC Newsletter に対するご意見・ご要望をメールでお聞かせください。
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