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各商品構成

ＣＤ．ＲＯＭ１枚　テキスト１冊　リスニングＣＤ１枚　ガイドブック１冊　パンフレット１枚

動作環境

・Ｗｉｎｄｏｗｓ９８／９５／ＮＴ ：ｉ４８６ＤＸ４ －６６ＭＨｚ以上（Ｐｅｎｔｉｕｍ推奨） ，ＲＡＭ１６ＭＢ以上（３２ＭＢ以上

　推奨），６４０×４８０ドット以上で２５６色以上表示可能なデイスプレイ（３２ ，ＯＯＯ色以上推奨），倍速

　ＣＤ．ＲＯＭドライブ以上（４倍速以上推奨），サウンドブラスター１６あるいはそれと同等のサウ

　ンドボード必須 。

．Ｍａｃｉｎｔｏ．ｈ： ６８ＬＣ０４０－２５ＭＨ。以上（Ｐ．ｗ。・ＰＣ搭載マシン推奨），漢字Ｔａ１ｋ７ ．１以上（Ｍ・・ＯＳ８以

　ト対応），６８ＬＣ０４０搭載機ではＲＡＭ８ＭＢ以上（１６ＭＢ以」二推奨），Ｐｏｗｅ．ＰＣ搭載機では漢字

　Ｔａ１ｋの場合はＲＡＭ１６ＭＢ以上（３２ＭＢ以上推奨），ＭａｃＯＳの場合はＲＡＭ３２ＭＢ以上（４８ＭＢ

　以」二推奨），６４０×４８０ドット以上で２５６色以上表示可能なデイスプレイ（３２ ，ＯＯＯ色以上推奨），倍速

　ＣＤ．ＲＯＭドライブ以上（４倍速以ト推奨）。

１． はじめに

ＴＯＥＩＣ（Ｔ。。ｔ　ｏｆ　Ｅｎｇ１１．ｈ　ｆ。。Ｉｎｔ．ｍ．ｔ１ｏｎ．１Ｃｏｍｍｕｎ１。。ｔ１．ｎ）は ，英語を母語としない人の，英語に

よるコミュニケーション能力を測ることを目的としたビジネス色が強い内容の能力検定試験であ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０５）



立命館経済学（第４９巻 ・第２号）

囎織

図１ ：ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパーフェクト対策シリーズ

る。 北米の大学 ・大学院への留学するための英語能力を測るアカテミノク色が強いＴＯＥＦＬ

（Ｔ。。ｔ．ｆＥｎｇ１１．ｈ。。。 Ｆ。。。１ｇｎＬ．ｎｇｕ．ｇ。）の開発　制作 ・実施で知られるアメリカのＥＴＳ
（Ｅｄｕ。。ｔｉ．ｎ．１Ｔ。。ｔｉｎｇＳ。。。ｉ。。）が同様に開発 ・作成 ・実施している 。１９７９年に初めて日本で実施さ

れ， 現在，韓国や日本を中心にしたアジアやヨーロッパなど世界５０カ国以上で実施されてきてい

る。 日本での受験者数は，多くの大企業などでの新入社員や海外留学 ・勤務侯補者の能力審査に

使われてきている関係で，定期テスト（Ｓ。。ｕ。。 Ｐ。。ｇ。。ｍ／個人受験）と団体特別受験制度

（Ｉｎ．ｔ１ｔｕｔ１．ｎ．１Ｐ。。ｇ。。ｍ）において，毎年増加し続けている 。その結果，近年多くのＴＯＥＩＣ受験対

策用テキスト ，リスニングＣＤ，コンピュータ用ソフトウェアが出版されてきており ，特に日本

でも２０００年度から始まるＴＯＥＦＬのＣＢＴ（Ｃ．ｍｐｕｔ。。 Ｂ。。。ｄ　Ｔ。。ｔ）化の影響と共に，ＴＯＥＩＣも近

い将来ＣＢＴ化に向かう予定から ，ＣＢＴスタイルそのものとコンピュータ用ソフトウェアに慣

れ親しみながら訓練し，英語力を伸ばすことが求められている 。

　図１およぴ動作環境からも分かるように，いずれのパノケージもＷｍｄｏｗｓ およぴＭａｃｍｔｏｓｈ

の両方に対応したハイブリッド版ＣＤ－ＲＯＭ！枚，リスニングＣＤ１枚付きで，全７パートの傾

向と対策，模擬試験，解答と解説，ボキャブラリーから成るテキスト１冊，そしてガイドブック

１冊，パンフレット１枚から構成されている 。ノ下ツケージ ・デザインは本教材の特徴が明確に紹

介されており ，大変わかり易い。また，とかくＷｉｎｄｏｗｓユー ザーのみが対象あるいはＭａｃｉｎ
．

ｔｏｓｈユ ーザーのみが対象というソフトウェアが多い中，その両方に利用できるスタイルは理想

的である 。一般的にビジネス用のものと比べて教育用ＣＤ－ＲＯＭは割高であるが，手頃な価格に

も設定されており ，個人レベルでも入手し易くなっ ている 。さらに，インターネ ット上の

Ｋｎｏｗ１ｅｄｇｅＰｏｏ１Ｏｎ１ｍｅのＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴ受験対策講座「即効英語力養成」７日間無料体験 コー

ス（ｈｔｔｐ ：／／ｗｗｗ．。ｏｉｋｕ
－ｍｍ．。ｏ．ｊｐ）利用も可能である

。

　従来，ＴＯＥＩＣ受験対策向けの勉強をする時，カセット ・プレイヤーと本と鉛筆が必要であ っ

たが，このソフトウェアとパソコンー式で学習が可能になる 。さらに，白己流で学習するのでは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０６）
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なく ，長年の研究と徹底的な分析により出題傾向と□本人特有の弱点，誤答傾向を熟知した監修

者の独白のＴＯＥＩＣ受験対策メソッドを習得することもできる 。

２． テキストの概要

　いずれのテキストも ，「はじめに」 ，「ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴとは」 ，全７パートの「傾向と対策 ・模擬

試験 ・解答と解説」 ，「ボキャブラリー」 ，「Ａｎｓｗｅｒ　Ｓｈｅｅｔサンプル」から成る２７９－２８７ぺ一ジで

Ａ．３サイズのものである 。リスニングＣＤが付いていて，テキストないしＣＤプレイヤーを持ち

歩きながら学習できる 。図２からも明確なように、Ｇｅｔ　Ｓｃｏｒｅ４５０！！ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパーフェク

ト対策（以下，Ｇ．ｔＳ。。。。４５０！！と略す 。）では，通常会話で最低限のコミュニケーションができる

レベル（Ｌ。。。１Ｄ ：２２１～４６９） ，即ち ，人門～ 基礎レベル学習者を対象としている 。同様に，Ｇｅｔ

Ｓｃｏｒｅ６００！！ＴＯＥＩＣＴＥＳＴパーフェクト対策（以ド，Ｇ．ｔＳ。。。。６００！！と略す 。）では，日常の二一

ズを充足し，限定された範囲内では業務上のコミュニケーションができるレベル（Ｌ。。。１Ｃ ：４７０～

７２９） ，貝口ち ，さらにランク ・アッ プを目指す中級レベル学習者を対象としている 。また，Ｇｅｔ

Ｓｃｏ．ｅ７３０！！ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパ ーフェクト対策（以ド，Ｇ．ｔ　Ｓ．ｏ。。７３０！！と略す 。）では，どんな状況

でも適切なコミュニケーションができる素地を備えているレベル（Ｌ．ｖ．１Ｂ ：７３０～８５９）以上，即

ち， 「話す」能力をテストするための正式なＩｎｔｅｒｖｉｅｗ　Ｔｅｓｔを受験する資格が得られる上級レベ

ル学習者を対象としている 。

遷嚢轟絆蝋灘鶏警籔譲籔襲概

図２ ：ＴＯＥＩＣＴＥＳＴスコアとレベルとの相関表

（ｌ０７）



４ 立命館経済学（第４９巻 ・第２号）

３． テキストの利点 ・欠点

　上記のように，テキストはコンパクトなスタイルなものであるが，その総ぺ一ジ数からも分か

るように，携帯しながら学習するにはやや重く感じる 。しかし，意欲のある学習者であれば，こ

れはたいした問題ではないだろう 。簡潔な「はじめに」 ，「目次」 ，「ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴとは」の後
，

まず「傾向と対策」では，各パートとも（１）問題形式，（２）Ｓａｍｐ１ｅ　Ｑｕｅ．ｔｌｏｎ，（３）出やすい場面設定
，

（４）よく出る文法事項，（５）弱点ポイントと対策，（６）練習問題とそれらに対する（７）解答と解説から構

成されている 。実際のＴＯＥＩＣでも出てくる写真は白黒であるが，本テキストでも同じスタイル

になっている 。特徴的なことは，（７）解答と解説では，問題文が和訳されていると同時に，詳しい

解説も提供されている一方，（５）弱点ポイントと対策は，ＴＯＥＩＣ受験対策として大変役に立つヒ

ントを提供してくれる 。但し，Ｇｅｔ　Ｓｃｏｒｅ４５０！！の基礎 ・初級レベル学習者だけが対象なら理解

できるが，Ｇｅｔ　Ｓｃｏｒｅ６００” およひＧｅｔ　Ｓｃｏｒｅ７３０，一の中級 ・上級レヘル学習者用に問題文の和訳

提供の必要性はあるのかやや疑問に思う 。

　模擬試験については，写真の大きさや文字フォント ・サイズも適当であるが，これらが

ＴＯＥＩＣの過去問題テータベースから入手されたものか，独自に作成したものか不明である 。表

紙にＴｈ１ｓｐｕｂ１１ｃａｔ１ｏｎ１ｓｎｏｔｅｎｄｏｒｓｅｄｏｒａｐｐｒｏｖｅｄｂｙＥＴＳｏｒ ＴｈｅＣｈａｕｎｃｅｙＧｒｏｕｐＩｎｔｅｍａ
－

ｔ１ｏｎａ１Ｌｔｄと書かれている以上，正式に許可を得て，入手した過去問題テータベースからのもの

でないことは明確である 。

　続く各パートの「解答と解説」も練習問題と同様なスタイルで提供されているが，ここでもト

ランスクリプションの和訳は，Ｇｅｔ　Ｓｃｏｒｅ６００！！およびＧｅｔ　Ｓｃｏｒｅ７３０！！の中級 ・上級レベル学習

者には必要ないであろう 。

　「ボキャブラリー」は，カテゴリー 別にまとめられており ，それぞれ重要語句が学べる 。Ｇｅｔ

Ｓｃｏｒｅ４５０！！では ，カテゴリー毎に５つのサンプル文から成るｒ必ず覚える重要表現」があるが
，

Ｇｅｔ　Ｓｃｏｒｅ６００！！およびＧｅｔ　Ｓｃｏｒｅ７３０！！にはないのが残念である
。

　巻末にアンサー・ シートが付いているが，それをコピーさえすれば，何度でも塗りつぶしなが

ら実践練習もできることは，実際のＴＯＥＩＣ受験時に大変役に立つ 。

　また，各テキストには，２～４のコラムがあり ，アメリカ文化事情について学ぶことができる

が， できればもっと広げた英語圏（即ち，カナタ ，オーストラリア，ニュージーラント ，連合王国，ア

イルランドなど）からのものをさらに加えて提供する方が理想的と言えよう 。これらコラムの中

で一つだけ著者と意見を異にする点は，中古車の売買という話題で，ｒアメリカで車がなくても

生きていけるのはニューヨークとサンフランシスコくらい。あとは車がないと生活は成り立たな

い。（以後省略）」と断言しているが，これは必ずしも正確ではないだろう 。どこの中 ・大都市で

もバスや地下鉄などの路線近くに住んでさえいれば，日常生活に必要なものは，ダウンタウンの

スーパーマーケットでも小さなお店でもたいてい間に合うものである 。もちろん，より安いもの

や品数の多さなどを求めて，郊外に多いディスカウント ・ショッ プやシ ョッ ピング ・センターへ

行くには，車は不可欠と言えよう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０８）
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４． ＣＤ－ＲＯＭの特徴

　図３からも分かるように，最人１０人まで登録する事ができ ，各白のぺ一ス配分で学習できる 。

但し ，１Ｏ文字までの名前でしか登録できなく ，同姓同名者が共有する場合，登録名に多少］二夫が

必要であろう 。

　以下の図４～ユ４からも分かるように，公式のＴＯＥＩＣと同じ出題傾向 ・出題形式の模擬テスト

である 。時問が無い時は中止して，再開する時はその途中から始めることができ ，分けて問題を

解いていくことができる 。また，時問配分を考えて訓練したい学習者のために，時問制限ありモ

ートで，残り時問を画面に表示したりできる一方，逆に一題　題をじっくり解きたい学習者には ，

時間制限無しモートで，何回でもリスリンクをすることができる 。

　さらに，模擬テスト実施後の採点は，当然のことであるが，コンピュータが自動で計算してく

れる 。図１５にあるように，各パートの正解情況も分かり易くグラフ化してくれ，学習者の弱点が

どこにあるのかを浮き彫りにしてくれる 。

　本教材を使う学習で，一番便利であると感じるのは，やはり無駄な時問の短縮である 。今まで

模擬テストを実践してみるには，２時問ぐらい休みなく続けなくてはならないし，学習者自身で

採点するにも相当の時問を要する 。それを一瞬で計算してくれ，各パート毎の正解率もグラフ化

してくれるのは，学習者自身の弱点を知るのにかなり役立つ。「ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパーフェクト対

　鰯箏ク汐を９６をひ欄鋤

涌鋤蜴脈く鰹狐

　園ｒ・一■固薗

　　■

圖ｒＴ圃劃
團ｒ一■固薗

図３ ：「Ｇｅｔ　Ｓｃｏｒｅ４５０！！ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパーフェクト対策」での初期登録画而

（１０９）
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図４ ：「Ｇｅｔ　Ｓｃｏｒｅ６００！！ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパーフェクト対策」での個人登録後のメニュー両面

図５ ：「Ｇｅｔ　Ｓｃｏｒｅ７３０！１ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパ ーフェクト対策」の出題傾向と対策を選んだ時のメニュー

　　向而

　　　　　　　　　　　　　　（ｌｌＯ）
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筒糧馬慨に印脳された專則こ対して，４つの選双腹が赦送さ机ます、この逐択籔

の箏から專真の肉劉こ＆も遺するものを遂び，鴛答帰蜘こマークします。閥畷数

は２０闘．澄災鮫はいずれも畏い文ではありませんが，それぞれ一働しか竃まれず 。

陶園馬籔には郎醐されていま董んので，疋僚に黎き奴らなければなりまぜん 。

　９０郷で

　　　・陶糧欄蜘こは澄炊鮫が印＆されていない。蒙た，それぞ机１圃しか籔まれない 。

鶉ポ朝に募っている物 ．人の状熊を鯉く搬帆
　　　・還炊籔がどんな劾作や状混を蒙した文であるかを集軍く蘭き取り 、それが導真の

　　　捻專と合数するか剥蟻する 、

雌ＸＹボタンをクリツクすると ，？Ａ灯：のＯｉ７ｅｃむｏｏｓがあります 、

７

図６ ：「Ｇｅｔ　Ｓｃｏｒｅ７３０！！ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパーフェクト対策」の出題傾向と対策（Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　Ｐａｒｔ１）

　　　を選んだ時の画面（口本語）

　～閑ａ伽ｑ６ｅ銚０ｎ，ｙＯ饒Ｗ洲鵬ａ　ｐ絨泌ｅ伽ｄ　ｙ◎ｕ　Ｗ榊池ａパＯ泌８ｈ０れ８畑ぬｍｅ榊８ ．

　了ｈｅ３胞ぬｍｅ械Ｓ　ｗ洲ｂｅ３ｐＯｋｅ０ 胸叡◎９ｅ２…ｍｅ．Ｔ，ｅｙ　ｗ洲９０ｔ的ｐぎｉ榊§ｄ，ＳＯ　ｙＯｕ卿０叡
　Ｉ蛤｛８ｎ　Ｃａ７ｅ７泌１ｙ三〇ｕｎｄｅ７Ｓセａｇｄ　ｗ，ａオ讐幻§Ｓ蜂ａ養§ｒ　Ｓ８ｙＳ

．
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図７ ：「Ｇｅｔ　Ｓｃｏｒｅ７３０
，，

ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴハーフェクト対策」の出題傾向と対策（Ｌ１ｓｔｅｎｍｇ　Ｐａｒｔ１）を

　　　選んだ時の画面（英語）

（１ｌ 　ｌ）



８ 立命館経済学（第４９巻 ・第２号）

図８ ：「Ｇｅｔ　Ｓｃｏｒｅ４５０！！ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパ ーフェクト対策」でのパーフェクト模擬テスト２００問のメ

　　 ニュー 画面

　　一：５９：銚

ｕＳＹ６ＭＮ◎Ｃ◎ＭＰＨ２Ｈ２ＮＳＩ◎Ｎ

肺腕ｉ８８¢６６０冗０讐ｔ畑畑８、ジ０”Ｗ猟～８サ０２ｈ◎０，８ｎ６８

さ０８ｈＯＷ，０｝Ｗｄ８ツ００心０ぬ７銚８舵８ｐＯｋ¢卿§のｇ艶８帆

嚇Ｑ８７¢讐０凹７ｐ８穴８讐０伽崎８８¢６０刃，〃ｉ腕８脾ぬ曇

棚榊こ０“８オ０７０８Ｃ，Ｐ８允

一

　　　　　　　　　　　　簿

図９ ：「Ｇｅｔ　Ｓｃｏｒｅ４５０！！ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパーフェクト対策」でのパーフェクト模擬テスト２００問の

　　Ｌ１ｓｔｅｎｍｇ問題画面

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１１２）



ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパーフェクト対策シリーズ（野澤）

　　　シャッフルモード

轍泓二１二１ニニ１＿一

、＿　　　ｕＳＹ酬洲６ ・服Ａ◎洲Ｇを含めた金体の残り跨蘭が薗繭左上に姦承されます む

　　　函蟻感あふれるテスト体験ができ，予忽ＳＣＯ股もより信頼滋が高くなります 。

驚審の流れ

閥簸文を饒み，費牽を弼く→Ａ鵬Ｗ服Ｗ洲ＤＯＷから蕎えを幾択してクリックする
吋襲繭為下の雌ＸＴポタンをクリツクする吋次の閥纏へ進む

９

図１０ ：ｒＧ ｅｔ　 Ｓｃｏｒｅ４５０！！ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパーフェクト対策」でのパーフェクト模擬テスト２００問（シャ

　　　 ッフルモード時間制限あり）のスタート画面

蕎パｍト｛で，閤畷の蝦序がシャッフルされます 、

跨闇繍鰯なし
　各閤ごとにじっくり膿きたい人のためのそ一ドです 、

　一筒ずつ膿説を参鰯しながら雌き進めることもでき蒙す 旬

〕ＳＴ酬洲Ｇ（ＰＡ鮒１～ＰＡ灯Ｗ〉の曽薄

　以下の５つのボタンで擦作し蒙す 、

　ＰしＡＹ　クリツクすると，その濁幾の蓄薄が流扱家す 。

　ＰＡｄＳ§　クリツクすると，冨薄を中攻し蒙す。その後ＰしＡＹポタンをクリツクす

　　　　　ると，測いていた文の頭から勇ぴ菅舜が流れ蒙す 。

　縦ＰＥＡ↑クリックすると。蘭いていた文の籟から鳶び奮薄が流れ家す 。

　ＴＯＰ　　書薄を”いている漆中でクリックすると，”いていた閥幾の一番６初の
　　　　　文の頭から萄び奮簿が流れ家す 。

　双ＸＴ　クリックすると，その闘糧のトランスクリプションが豪示され蒙す 。

図１１ ：「Ｇｅｔ　Ｓｃｏ．ｅ４５０！！ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパーフェクト対策」でのパーフェクト模擬テスト２００問（シャ

　　　 ッフルモード時間制限なし）のスタート画面

（１１３）



１０ 立命館経済学（第４９巻 ・第２号）

８００Ｋモード

付贋テ李スト８００Ｋの噸擬鼠験」と金＜筒じ顯序で艶聰され蒙す ．

騨竿灘裂険と金く闘じ搬〈。鰍。 二。。分。舳。 、。。分〉で丸

　　　　ｕＳＴ巨洲ＮＧ ・ＲＥＡ◎洲Ｇを書めた念体の残リ瞭蘭秘藪繭：を上に蒙示されます 。

　　　　繕幻感あふれるテスト体鹸がでを，予惣ＳＣＯ旺もより億須燈が寓くなり家す、

解蕎の流れ
潮腹文を続み，奮簿を蘭＜→Ａ泌ＳＷ服ＷｌＭ）ＯＷから蕎えを選択してクリックする

吋薗鰯宥下の雌ＸＴ球タンをクリックする吋次の閥糧へ途む

図１２ ：「Ｇｅｔ　Ｓｃｏ．ｅ４５０！！ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパ ーフェクト対策」でのパ ーフェクト模擬テスト２００問
　　　（Ｂｏｏｋモード時問制限あり）のスタート画面

１５９：概

２《８マ１
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図１３ ：「ＧｅｔＳｃｏｒｅ４５０！！ＴＯＥＩＣＴＥＳＴパーフェクト対策」でのパ ーフェクト模擬テスト２００問
　　　（Ｂｏｏｋモード時間制限あり）のＤｉｒｅｃｔｉｏｎ 両面

（１１４）



ＴＯＥＩＣＴＥＳＴパ ーフエクト対策シリーズ（野澤） １１

８００Ｋモード

付鱈テキスト８００Ｋの噸綴鼠蜘と：愈く聞じ蝦序で幽魎され蒙す 、

跨閤斜鰯なし
　各閥ごとにじっくり膿きたい人のためのモードです 。

　一閤ずつ膿説を参照しながら潔き惣めることもでき家す 、

ｕＳＹ£Ｎ洲Ｇ仰Ａ民Ｙ：～ＰＡ９ＴＶ〉の曽鮮

　以下のｓつの添タンで繰維し蒙す 、

　糺ＡＹ　クリツクすると，その燭畿の奮簿が流れ家す 。

　ＰＡＯＳ三　クリックすると 。蔓薄を牟止します、その後比《Ｙポタンをクリックす
　　　　　ると，闘いていた文の頭から鳶び琶商が流れ蒙す 。

　縦ＰＥＡＴクリックすると 。渕いていた文の籟から雰び蓄簿が流れ蒙す 、

　丁◎Ｐ　　奮薄を闘いている途中でクリックすると，闘いていた闘糧の一蚤＆初の
　　　　　文の頭から輯び費薄が流れ家す 。

　花ＸＴ　クリックすると，その濁麹のトランスクリプションが豪示され家す 、

図１４ ：ｒＧｅｔ　Ｓｃｏｒｅ４５０！！ＴＯＥＩＣＴＥＳＴパーフェクト対策」でのパーフェクト模擬テスト２００問

　　　（Ｂｏｏｋモード時間制限なし）のスタート画面

図１５ ：「Ｇｅｔ　Ｓｃｏｒｅ４５０！！Ｔ（）ＥＩＣ　ＴＥＳＴパ ーフェクト村策」でのパーフェクト模擬テスト２００問（過去

　　　の成績）末使用の向面

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１－５）



１２ 立命館経済学（第４９巻 ・第２号）
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図１６ ：「Ｇｅｔ　Ｓｃｏｒｅ６００！！ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパ ーフェクト対策」でのＰａｒｔ 別パワーアッ プエクササイズの
　　　メニュー画面

ＰＡ９ＴＶでは，墾砺のあるセンテンスと４つの還荻肢を饒みます。その中から墾

酬こあてはまるものを一つ澄んでセンテンスを発成させます 。

？Ａ只ＴＶを讐くに姿たって，２慮泣１♂しなげ机ばならないことがあります 。

嚢琴ふ茅簑碧簑竺鰍こ婁誌簑漱婁簑胆箒鰯；二
　　ンを金て讐き怨えることができなくなってしまいます 。

　　第２の註な弓郷ま文法で九８本人熔文綜を漂刻に考えすぎる煩肉があり蒙す 。

　　もちろんジ蓄潟は金て文漆から威り泣ってい家す。湯殿の勉強で文法を拳ぷのは 。

　　畏郷釣なＴＯ臼Ｃ対寮としては宥効です。しかし，葵篶の焚籔中は，、つ１つの文

　　を測駅して篶遙をつかむといった時測はあリ蒙せん、以濃腕に悠，狽かい綴分に

　　とら）あ才しず，　「；…ミ澄としてしっくリくる）・ こな１いｊとも、 う感箆を身につけたら、 も

融冊の孤

図１７ ：「Ｇｅｔ　 Ｓｃｏｒｅ６００！！ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパ ーフェクト対策」でのＰａｒｔ 別パワーアッ プエクササイズの
　　　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｓｔｅｐ説明の画面

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１１６）



ＴＯＥＩＣＴＥＳＴパーフェクト対策シリーズ（野澤） １３

ＰしＡｙポタンをクリックすると ，文孚の色が文頭からほに愛化していきます 。

それに念わせてセンテンスを籔みなさい．色の愛化についていけたらくア）の
ＯＫ！を ，ついていけなか ったら〈イ）の洲Ｇをクリックしなさい 。

答えは ，ＡＮＳＷ服洲～ＯＯＷの該幾誉号から ，（ア） ・（イ〉のいずれかをクリツ

クしなさい 。

〈クリックすると ，婁繭は次の閤魎に切リ蕾わります。）

図１８ ：「ＧｅｔＳｃｏｒｅ６００！！ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパーフェクト対策」でのＰａｒｔ 別パワーアッ プエクササイズの
　　　Ｓｐｅｅｄ　Ｒｅａｄｉｎｇ訓練のスタート画面
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図１９ ：「ＧｅｔＳｃｏｒｅ６００！！ＴＯＥＩＣＴＥＳＴパーフェクト村策」でのＰａｒｔ 別パワーアッ プエクササイズの
　　　Ｓｐｅｅｄ　Ｒｅａｄｉｎｇ訓練のＳｔｅｐ２画面

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１］７）



１４ ．立命館経済学（第４９巻 ・第２号）

　　　　　　”…　．“
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図２０ ：「Ｇｅｔ　Ｓｃｏｒｅ６００！！ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパーフェクト対策」でのＰａｒｔ 別パワーアッ プエクササイズの
　　　　Ｓｐｅｅｄ　Ｒｅａｄｉｎｇ訓練結果（Ｐｅｒｆｅｃｔ）画面

紬、 怠・ 　｝二榊 嚢
～〃 榊｝紬燃　

図２１ ：「Ｇｅｔ　Ｓｃｏｒｅ６００！！ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパーフェクト対策」でのＰａｒｔ 別パワーアッ プエクササイズの
　　　　Ｓｐｅｅｄ　Ｒｅａｄｉｎｇ訓練結果（Ｎｏｔ　Ｐｅｒｆｅｃｔ）画面

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（！１８）



　　　　　　　　　　　　ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴ ノく一フェクト対策シリーズ（野澤）　　　　　　　　　　　　　　　　１５

策」シリーズは，学習者自身のぺ一スで着実にスキルを付けていくのには，まさに最適なソフト

ウェアであると思う 。

　図１６～１９で分かるように，各パートに必要なスキルを確実に身につけてくれるエクササイズが
「Ｐａｒｔ 別パワーアッ プエクササイズ」である 。全７パートそれぞれに，４段階のエクササイズと

学習目標を示したＳＴＥＰ解説がある 。ＳＴＥＰ４は，実際の試験と同じ形式で，ＳＴＥＰ１～３は ，

その形式を攻略するための段階別エクササイスである 。ＳＴＥＰ４には，１問ことに詳しい解説が

ついている 。

　学習者が」人で勉強すると ，どうしても学習方法が偏りがちになってしまうのであるが，この

ソフトウェアを使って，様々な学習方法を学ぶことができる 。まず，「模擬テスト２００問」につい

て， 「時問制限あり」でや ってみると ，とうも画面左上に表示されている時計に気をとらわれが

ちで，おのずと集中力が切れ気味となる 。時計は学習者自身が知りたい時にだけ表示できるよう

にした方が良いのではないだろうか 。

　次に，「制限時問なし」でや ってみると ，普段は１回しか聞けない文章を学習者自身が聞き取

れるまで繰り返すことができたり ，本文を表示できたり ，一つひとつの問題を１１ｓｔｅｎｍｇと ｒｅａ
ｄ－

ｉｎｇの２つを合わせて納得した上で答えを導き山すことができ大変良い。しかし ，図２０～２１から

も分かるように ，「Ｐａｒｔ 別パワーアッ プエクササイズ」は全問正解でしかも時問以内に終了しな

いと ，次の段階に進めないので，学習者自身がどこで問違っているのかを探すのに，ノーヒント

という状態はかなりつらいものとなる 。各ステッ プの途中で終了してしまう場合にも ，達成度ポ

イントとして何かを付け加えて欲しいものである 。

５． リスニングＣＤ

　図２２のように，当然のことながら ，コンピュータ上でＣＤプレイヤー利用のリスニング練習

も随時学習者のぺ一ス配分のもとでできるが，現在かなり普及している携帯用ＣＤプレイヤー

に直接挿人して利用できるし，版権の問題もあり ，お薦めできないが，ＭＤプレイヤーに教材

データをコピーして利用も可能である 。しかし ，今後は，より軽く小さいＭＰ３プレイヤーの普

藁栄鮎

１合誹 ：総窮鵬

へ妻菱ヴ嚢顯

ぐ∴洲◆
　　　　く１）：＞▼

図２２ ：リスニング練習時に利用するＣＤプレイヤー

　　　　　　　　　（１１９）



　１６　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４９巻 ・第２号）

及と共に，もっと手軽にデジタル学習素材だけを移し，時問と場所に制限されないより自由な学

習スタイルも提供できるようになるであろう 。

６． おわりに

　テキスト ，ＣＤ－ＲＯＭ，リスニングＣＤから構成される本教材シリーズは，３スタイルの利用方

法で，「ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴの基本とは何か」を理解した上で，模擬試験やパワーアッ プエクササイ

ズを通して英語力の向上を可能にすると共に，ＴＯＥＩＣ受験へのテクニックを高めるのに大変便

利である 。これらを積極的に活用して事前学習で慣れ，本試験でも十分に能力を発揮できるよう

に訓練していくことが好成績につながることは言うまでもない。その意味で，本教材シリーズは ，

コンピュータ利用の英語学習（ＣＡＥＬＬ －Ｃｏｍｐｕｔｅ． Ａ。。１．ｔ．ｄ　Ｅｎｇ１１．ｈ　Ｌ
．ｎｇｕ．ｇ． Ｌ。。ｍｍｇ）という

，

これまでとは異なる学習形態で効率よく英語を学べるものの一つと言えよう 。

参考資料

野澤和典（１９９８）．「コンピュータと英語教育」『一般教育論集』愛知大学教養部，１４ ，８３ －１０４

野澤和典（１９９７）．「マルチメデイアＣＤ－ＲＯＭ教材を使 った英語授業」『第３７回語学ラボラトリー学会全

　　国研究大会研究発表要綱』語学ラボラトリー学会，８９－９０

＜注〉

　本リビューをまとめるのにあたり ，理工学部情報系情報学科４同生の佐藤加奈さんにシリーズの１つに

ついての使用感などについて率直な意見をいただき ，一部表現を変えて含めさせていただいた。書面なが

ら， お礼を申し上げたい 。

（１２０）
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