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1, 3つの英語試験の概要

料金や試験時間について

主催 用途 試験時間 料金

出典：https://www.iibc-global.org/toeic.html
https://www.eiken.or.jp/ielts/
https://www.ets.org/jp/toefl/test-takers
https://www.eiken.or.jp/eiken/

ETS ビジネス 2時間 6490円

ETS アカデミック 3時間 245米ドル

日本英語検定
協会

アカデミック 2時間45分 25380円

日本英語検定
協会

アカデミック 2時間15分＋α 12600円

*1 英検は1級の場合を参照
*2 2021年4月22日現在のデータである
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2, ～TOEIC～

基本情報

Listening & Reading 990点満点

Speaking & Writing 200点満点

Listening & Readingについて

• 年に10回（2月と8月を除いて月1回）

• 受験料
6490円（2021年9月まで）→7810円（2021年10月から）

• 試験時間 2時間（休憩なし）

• 合計860点→Listening 450点、Reading 410点の人が多い

出典：https://www.iibc-global.org/toeic.html
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リスニングの特徴

1, 単語は比較的易しい 2, スピードが早め

Aランク(860点)のためのポイント

• 時間の使い方

• Listening自体への対処（シャドーイング）

2, ～TOEIC Listening～

攻略法について
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リスニングで450点越えを狙う理想の流れ

1, 次のパッセージが始まる前に設問を読んで理解

2, 質問内容を把握して、答えが出てきたらすぐにcheck*

3, 問題文まで話終わるときには、回答しきる

1,次のパッセージが始まる前に新しい設問を読んで理解

2, ～TOEIC Listening～

次のパッセ―ジ前に問題文を読み切るのが理想！
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2, ～TOEIC Listening～

スキマの時間は次の設問に集中！
*スキマの時間：問題文が読まれている時間＋問題間のポーズ

スキマの時間の使い方について

1, まず3つの質問にできれば2回、目を通す

2, その後選択肢に目を通す

3, 時間が余っても、前の問題の設問or 次の次の設問には
目を通すな！

＊ページが変わる直前の問題ではスキマ時間が長くなっている

→この時間で気になった箇所を確かめよう！
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2, ～TOEIC Listening～

シャドーイングと復習がポイント！

オススメ勉強法

1, リスニングセクションを一通り解く（45分間ぶっ通しで）

2, 時間無制限でもう一度解く（答え合わせなしで）

3, 答え合わせと復習（シャドーイング最低10回！）をして分
からなかった箇所を潰す

4, 2～3週間後もう一度行う

5, 普段の電車などでシャドーイングしながらリスニングセク
ションを聞く（パッセージを覚えれるようになるまで）
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2, ～TOEIC Listening～

Listening Section まとめ

• パッセージ間のスキマ時間は、次の問題（特に質問内容！）
を読もう！

• Listening はシャドーイングと復習を何度も繰り返して攻略！
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2, ～TOEIC Reading～

TOEIC Readingの構成

• 短文穴埋め（30問）

• 長文穴埋め（16問）

• 文章読み取りー1つの文章（29問）

• 文章読み取りー複数の文章（25問）

出典：https://www.iibc-global.org/toeic/test/lr/about/format.html

特徴

• 時間が短い

• 文章読み取りー答えが見つけづらい仕掛けアリ
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オススメ勉強法

1, リーディングセクションを一通り解く（75分間ぶっ通しで）

2, 時間無制限でもう一度解く（答え合わせなしで）

3, 答え合わせと復習（スキミングとスキャニング）をして分か
らなかった箇所を潰す（2～3回行いたい）

4, 2～3週間後もう一度行う（時間を計って）

2, ～TOEIC Reading～

スキミングとスキャニングがポイント！
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2, ～TOEIC Reading～

スキミング：サッと読む
スキャニング：じっくり読む

• スキミング：前に戻らない、（最初と最後は注視して読む）
• スキャニング：声に出す

出典：https://www.iibc-global.org/toeic/test/lr/about/format.html
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2, ～TOEIC Reading～

TOEIC Readingを解くコツ！

1, 解く順番を工夫する

• Q172～175→難度が高い→スキップして解き終わりに戻る

2, What is (not) true～?系の問題は飛ばす

What is most likely true about order #3397 ?
(A) It arrived within two business days.
(B) It included an extra sample.
(C) It was shipped in February.
(D) It contained four gallons of paint.

正答を選ぶのに時間がかかるため、飛ばしてもよい

出典：https://www.iibc-global.org/toeic/test/lr/about/format.html
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Reading Section まとめ

• スキミングとスキャニングを心がけて復習を行う
（何度も読む！）

• 文章の内容を問う問題は時間がかかる

→時間がなければ飛ばしてもよい
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3, ～TOEFL, IELTS～

基本情報
TOEFL IBT：個人受験、留学用

TOEFL ITP：団体受験

TOEFL IBTについて

• 受験料245米ドル

• 月3～6回実施、家でも受験可能

• 4技能全て測定（試験時間：約3時間）
→120点満点（30点満点×4）

• 成績にカウントされない問題がある
(Listening, Reading)

出典：https://www.ets.org/jp/toefl/test-takers
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3, ～TOEFL, IELTS～

基本情報

IELTSについて

• 受験料23500円

• 月3回程度実施

• 4技能全て測定（試験時間：約3時間）
→0～9.0点の中で0.5点刻みで評価（4技能の平均）

• 記述式の回答形式

出典：https://www.eiken.or.jp/ielts/
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3, ～TOEFL, IELTS～

Readingについて

分量

内容

特徴

約700 words×(3～4つ)
54～72分

約900 words×3つ
60分

アカデミック
（古代文明、自然科学など）

アカデミック
（日常的に触れる題材）

• 全体の流れをとらえる

• 選択肢があいまい
（100%正解の選択肢がない）

• 細かな内容の把握が重要

• 3択問題がやっかい
（答えは明確にある）

出典：https://www.ets.org/jp/toefl/test-takers
https://www.eiken.or.jp/ielts/
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3, ～TOEFL, IELTS～

Listeningについて

分量

内容

特徴

会話：2～3題（設問5個）
講義：3～4題（設問6個）
41～57分間

会話：2題（設問10個）
講義：2題（設問10個）
計30分＋10分

会話：日常レベル
講義：大学の授業内容など
→4択問題

会話：日常レベル
講義：比較的易しい
→記述型

• 難しい単語が多い（講義）

• 全体の流れを意識

• イギリスなまり有
• 設問への理解が重要

(Reading力)

出典：https://www.ets.org/jp/toefl/test-takers
https://www.eiken.or.jp/ielts/
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193, ～TOEFL, IELTS～

IELTS Listening question例題

If your child has to leave the nursery and you want to 
get the deposit back, you have to give four full weeks’     

.

If you send two children to the nursery, you will get a 
discount of             % for the eldest child.

8    

9    

出典：パーフェクト攻略IELTS 宮前一廣著



3, ～TOEFL, IELTS～

Writingについて

分量

内容

特徴

1, 20分＋α：150~225 words
2, 30分：300 words

1, 20分：150 words
2, 40分：250 words

1, Reading→Listening→Writing
アカデミック（難しめ）

2, 与えられたお題への回答
アカデミック（易しめ）

1, グラフや図の要約

2, お題への回答
アカデミック（難しめ）

• Listening能力がないと厳しい

• 文字数と内容が重要

• 採点が厳しい

• 文法、文章構成（内容）が重要

出典：https://www.ets.org/jp/toefl/test-takers
https://www.eiken.or.jp/ielts/

20

https://www.ets.org/jp/toefl/test-takers
https://www.eiken.or.jp/ielts/


3, ～TOEFL, IELTS～

Speakingについて

分量

内容

特徴

4題：計15分
Independent task: 1題
Integrated task: 3題

Independent:
身近なお題に対しての意見
Integrated: 
学術的なお題の要約、意見

3パート：計13分

パート1: 日常会話
パート2: 2分間のスピーチ
パート3: 学術的な会話

• リスニング力が必要

• パソコンに回答
（考える時間あり）

• 流暢さ、内容が重視

• 試験官と会話
（考える時間がない）

• 流暢さ、内容＋発音、文法も重視
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3, ～TOEFL, IELTS～

Speaking, Writingのコツ！

1, すぐに使える表現をストックしておく（Speaking, Writing）
(ex) in terms of～, S pay attention to ～

2, 時事ネタを英語でプレゼン（Speaking）

3, 10秒あたりでどのくらいの量を喋れるか把握（TOEFL Speaking）

4, オンライン英会話などでネイティブと喋る経験をつける
（IELTS Speaking）
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3, ～TOEFL, IELTS～

何ができるか？

難易度比較

留学先

目安

95点

75-76点

7.0

6.0

=

=

アメリカ

イギリス
カナダ
オーストラリア
ニュージーランド

• 大学院進学
：90点以上
• MBA, トップスクール
：100点以上

• 大学院進学
：6.5以上
• MBA, トップスクール
：7.0以上
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2019年 B3

2020年 B4

勉強
スタート

ゴルフ

11月 1月 3月

10月

TOEIC
800点

TOEFL
73点

TOEFL
92点

IELTS
6.5

11月

大学院
入試

8月

私の英語勉強の変遷

• 平均勉強時間：5時間（テスト前は7～8時間ほど）
• ListeningとSpeakingに特に注力

4月

4月 3月

3月
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