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ラーニング・アドバイザーがおすすめする… 

English Study Guide 

学内の参考書等を活用した英語学習の手引き 

 

 
 

発行：2018.3 
和歌山大学図書館  

作成：ラーニング・アドバイザー 
   (教育学研究科) 

就職・留学などで英語の資格・スコアが必要になるケースが増えてきています。 

「よし、これから英語の勉強を始めよう」と思い立つものの、何から手をつけたらい

いか分からず、せっかく芽生えた英語熱が覚めてしまったことはありませんか？  

今回は TOEIC, TOEFL, 英検の勉強を志す方へ、 

学内にある資料を活用した英語学習方法を紹介します。 

 

はじめに 
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１．TOEIC, TOEFL, 英検とは  (2017.7 現在) 

 

 

 TOEIC 

(L&R) 

TOEFL 

(iBT) 

英検 

(3 級以上) 

主な目的 就職、教採、インタ

ーンシップ 

留学、教採、大学院

入試、就職 

教採、就職、留学 

内容（試験順） Listening 

→Reading 

Reading 

→Listening 

→Speaking 

→Writing 

Reading 

→Writing 

→Listening 

（１次試験） 

Speaking 

（２次試験） 

方式 マークシート インターネット ・マークシート 

・面接 

満点 Total 990 Total 120 1 

就職に使える点数 2 600 点以上  2 級以上 

留学に使える点数（和大

からの交換留学先） 

 60 以上  

総時間 約 2 時間 約 4〜5 時間 約 2〜3 時間 

受験料 5,725 円 約 26,000 円 3 

試験頻度 年 10 回 年 50 回以上 年 3 回 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
1各級によって満点が異なる（Reading, Writing, Listening） 

 1 級：2550(850×3) 準 1 級：2250(750×3) ２級：1950(650×3)  

 準 2 級：1800(600×3) 3 級 1650(550×3) 

  各級の合格基準スコア(Reading, Writing, Listening) 

   1 級：2028 準 1 級：1792 2 級：1520 
2 提出先により異なる場合があるので、確認が必要 
3級によって異なる （本会場の場合） 

  １級：8,400 円 準１級：6,900 円 ２級：5,800 円  

  準２級：5,200 円 ３級：3,800 円 
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2．各試験の特徴と対策 

① TOEIC 

ビジネス英語におけるコミュニケーション能力を評価するテスト。TOEIC を英語運用

能力の評価基準の一つにしている企業も多数あり、就職活動において重宝されていま

す。 

② TOEFL iBT  

“Test of English as a Foreign Language”の略。海外大学への留学の際に重宝されて

おり、世界 130 ヶ国 9000 以上の機関（アメリカ、オーストラリア、ニュージーラン

ド、カナダなどのほぼすべての大学等）で、英語能力の証明、入学や推薦入学、奨学

金、卒業の基準として利用されています。海外留学向けに用いられてきましたが、現

在では国内の大学への外部検定試験(大学入学試験の英語の代わりの試験)として用い

られるという案も出ています。 

③ 英検 

英検こと「実用英語技能検定」は、その名の通り実用的な英語の技能を試すための検

定試験です。日本の中高生を中心に年間 2300 万人が受検しています。英検 1 級を取

得していれば通訳案内士の国家試験で筆記試験の一部が免除されるという特典もあり

ます。英検の公式サイトによると、準１級が大学中級程度と設定されています。文部

科学省は生徒の英語力向上推進プランの中(H27. 6)の中で、卒業時に英検３級以上を

所持している中学生の割合と英検準２級以上を所持している高校生の割合を 2017 年

度までに 50％にするという目標を掲げていますが、実現は困難な状況にあります。 

 

本節の参考 Web サイト： 

”英語検定試験”の最新事情「TOEFL」「TOEIC」「英検」徹底比較 

http://juken.oricon.co.jp/rank_english/trend-column/compariso

n-of-the-english-certification-examination.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://juken.oricon.co.jp/rank_english/trend-column/comparison-of-the-english-certification-examination.html
http://juken.oricon.co.jp/rank_english/trend-column/comparison-of-the-english-certification-examination.html
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3．各試験の対策テキスト紹介 （大学図書館の書籍を用いて） 

① TOEIC 

一口メモ 

👉2016 年 5 月以降新形式に移行しました。それゆえ、それ以後に出版されたものが

主に最新の形式に対応しています。（2017. 7.26 現在） 

 ●新形式と勉強法を解説 

  『TOEIC テスト公式問題集の 120%活用法』(2016) 

       (配架場所:2F・学修・キャリア支援資料 830.79||TZ  書誌 ID:1000433006) 

   旧式と新形式を対比させながら分かりやすく解説しながら勉強法を教えて

くれます。「何から始めたらいいかわからない」という方へオススメの一冊。 

 

 ●単語帳 

        『キクタン TOEIC TEST SCORE 990』(2016) 

          (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||HT  書誌 ID:1000433009) 

   見て覚える、聞いて覚える TOEIC 学習が可能な王道書。 

   ※800 版もある 

  『TOEIC テストやたらと出る英単語クイックマスター』(2013) 

          (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||TT 書誌 ID:1000425734) 

        470 / 600 / 730 点を取得しようとする方へオススメの一冊 

  『新 TOEIC テスト 900 点を突破する英単語』(2010) 

          (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||HM 書誌 ID:1000427280) 

     ストーリー仕立てに単語を覚えていくことができます。 

 

 ●リスニング 

  『TOEIC テスト公式プラクティス リスニング編』(2011) 

           (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||Ed 書誌 ID:1000424304) 

    ディクテーションを中心にリスニング力向上を目指します。 

  『TOEIC TEST プログレッシブリスニング』(2000) 

           (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||Ed 書誌 ID:1000197267) 

    ポイントを丁寧に解説。リスニングの初学者向けです。 

  『世界一わかりやすい TOEIC テストの授業(Part 1-4 リスニング)』(2016) 

           (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||SM||1 書誌 ID:1000433004) 

  リスニングに苦手意識のある方へお勧め。リスニングにおける基礎を丁寧に解

説してくれます。 

 

 ●リーディング 

  『TOEIC TEST 英文法スピードマスター』(2016) 

           (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||NH 書誌 ID:1000433005) 

     10 日間で TOEIC テストの PART5・6 を効果的に学習する事が可能 

  『新 TOEIC TEST 正攻法で攻めるパート 7 読解問題』(2010) 

           (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||KY 書誌 ID:1000424290) 

     長文が苦手という方にお勧めしたい読解方略を解説した良書。 
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『世界一わかりやすい TOEIC テストの授業(Part 5・6 文法)』(2016) 

           (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||SM||2 書誌 ID:1000433004) 

   文法を基礎から学習したい方へお勧めの書です。 

   『世界一わかりやすい TOEIC テストの授業(Part 7 読解)』(2016)  

           (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||SM||3 書誌 ID:1000433004) 

     読解のポイントを細かく解説。読解の際の「何をしたらいいのか」を教えて

くれます。 

 

 ●全パート対応  

  『公式 TOEIC Listening & Reading 問題集』(2016) （新形式に対応） 

   (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||Ed||1 書誌 ID:1000434862) 

      公式問題集。実際のテストに最も近い形を体感することが可能。 

   『はじめての TOEIC listening and reading テスト全パート教本』(2016)   

（新形式に対応） 

           (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||HR 書誌 ID:1000432964)  

          目標点 500-650 点とする人、初めて TOEIC を受ける人にオススメ 

    『TOEIC テスト完全教本新形式問題対応』(2016)  （新形式に対応） 

            (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||HR 書誌 ID:1000435763) 

        ２回分の新形式問題を演習することができます。 

   『TOEICテスト非公式問題集至高の400問』(2016)  （新形式を予想して作成）  

            (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||MH 書誌 ID:1000430282) 

     スコアアップのための実践的解説まで記載された良書。 

   

② TOEFL iBT 

 

●TOEFL の形式 

参考サイト： 

TOEFL 受験の基礎知識： iBT と ITP の違いや難易度、活用シーンを解説します 

  http://www.recomtank.com/entry/toefl 

 

●単語帳 

『TOEFL テスト英単語 3800』（2014）【2015 重版】 

           (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||KT 書誌 ID:1000424247) 

 １日２ページ進み、５日で１週間分を学習していくスタイルです。計画的に学習し

ていきたい方にオススメ。 

『TOEFL テスト英熟語 700』（2014） 

           (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||KT 書誌 ID:1000424248) 

 無理のない学習スケジュールと確認テストを提示してくれる良書。 

『TOEFL テスト上級英単語』（2016） 

           (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||Am 書誌 ID:1000435767) 

 高校までの既習語を除く TOEFL 頻出の 5000 語のうち上級レベル 2500 を 

収集した書です。 

 

 

http://www.recomtank.com/entry/toefl
http://www.recomtank.com/entry/toefl
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●リーディング 

『iBT 対応 TOEFL テスト完全攻略リーディング』（2009）【2014 第４刷】 

           (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||WP 書誌 ID:1000424275) 

「速読」「スキミングとスキャニング」「精読」などリーディング方略を丁寧に 

解説し、TOEFL の難解な文章に対応する方法を学べる良書。 

『TOEFL テストリーディング問題 270 改訂新版』（2006）【2009 重版】 

           (配架場所 2F 学修・キャリア支援資料 830.79||TM 書誌 ID:1000427286) 

１日１題のペースで読解方略を学べる。少しずつ計画的に学習していきたい方に 

オススメです。 

 

●リスニング 

『iBT 対応 TOEFL テスト完全攻略リスニング』(2008)【2012 第３刷】 

           (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||WP 書誌 ID:1000424274) 

英語の「構造」の学習から始め、but や therefore など談話標識の活用の仕方や 

メモの取り方など汎用性の高いスキルを丁寧に解説していくことが可能。初めて 

TOEFL を受ける方にオススメの一冊です 

『TOEFL TEST 対策 iBT リスニング 』(2007)【2014 第 12 刷】 

           (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||TT 書誌 ID:1000424293) 

   高得点を目指す方にオススメです。難しめ。 

 

●スピーキング  

  『iBT 対応 TOEFL テスト完全攻略スピーキング』(2006)【2014 第 6 刷】 

          (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||KT  書誌 ID:1000424273) 

   問 1-6 の形式と勉強法を丁寧に解説している良書。初めて TOEFL を受験される

方へオススメの一冊です。 

『TOEFL TEST 対策 iBT スピーキング』(2006)【2014 第 16 刷】 

          (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||KZ 書誌 ID:1000424292) 

  問 1-6 の解説と共にトピック別問題も掲載しています。 

  

●ライティング 

『TOEFL テストライティング問題 100［改訂版］』(2014) 

          (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||WP 書誌 ID:1000424249) 

   ライティング「構造」から論理展開まで細かく解説している良書。 

  初めて TOEFL を受験される方へオススメです。 

『集中ゼミ TOEFL iBT テストライティング統合問題』(2014) 

          (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||KZ 書誌 ID:1000424654) 

  統合問題に的を絞りモデル文を示しながら丁寧に解説しています。 

『TOEFL TEST 対策 iBT ライティング』(2013)【2014 第 3 刷】 

          (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||SS 書誌 ID:1000424295) 

  高得点を狙いたい方にオススメです。 

 

●総合問題集 

  『ETS 公認ガイド TOEFL iBT 』（2010） 

          (配架場所 研究室 830||79||Ed 書誌 ID:1000403289) 

  実際に使用された問題に対する日本語解説もついた問題集。 
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   『スコア 80 突破ゼミ TOEFL iBT テスト インプット強化編』（2014） 

          (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||Ag 書誌 ID:1000424653) 

  この１冊でリーディングとリスニングを学習できます。 

『スコア 80 突破ゼミ TOEFL iBT テスト アウトプット強化編』(2014) 

          (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||Ag 書誌 ID:1000424653) 

  この１冊でライティングとスピーキングを学習できます。 

 

一口メモ 

 👉交換留学を考えている方は一度国際交流室(IER)に行ってみましょう。 

留学希望先の学生や過去に行った人に会えるかもしれませんよ。 

 

 

③ 英検 

 

●単語帳 

    『英検 Pass 単熟語』（2008）（準 1〜準 2 級） 

      (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||E 書誌 ID:1000431340) 

      出題頻度別・品詞別に分類されています。 

   『英検文で覚える単熟語』（2009）(1〜準 2 級) 

            (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||E 書誌 ID:1000431342) 

      例文も付いているので、その単語がどのように使われているのかも確認しな

がら学習することができます。 

    

  ●予想問題集 

『英検 1 級総合対策教本』（2016）（準 1 級〜2 級もあり） 

            (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||E 書誌 ID:1000431406) 

  リスニングから面接試験までのすべての問題をカバーし、新形式の試験にも

対応している教本です。解説とトレーニング問題を掲載しており、コツコツ

と地道に勉強される方へお勧め 

『英検 1 級集中ゼミ : daily30 日間 』（2015）（準１級もあり） 

            (配架場所 2F・学修・キャリア支援資料 830.79||Ou 書誌 ID:1000431407) 

       25 日間で完成できるように組まれた教本。予定を立てるのが苦手な方にオ

ススメしたい一冊です。 

 

   ●各分野 

     『英作文問題』『リスニング問題 150』『語彙・イディオム問題 500』など 

各分野に特化した教本もあります。 
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館内にある英検対策教本 （2017.7.26 現在） 

 単塾語 予想問

題集 

面接 各分野

(語彙) 

 

(長文) 

(リスニ

ング) 

 

(英作) 

1 級 ◯ ◯  ◯ ◯ ◯ ◯ 

準 1 級 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

2 級 ◯ ◯ ◯   ◯  

準 2 級 ◯       

 

一口メモ 

 👉英検はネット上に過去１年（３回分）の過去問を公開しています。 

    参照 HP： 

試験内容・過去問｜英検｜公益財団法人 日本英語検定協会 

      http://www.eiken.or.jp/eiken/exam/ 

５．電子書籍を用いた学習 

和歌山大学に所属している学生さんは電子書籍を利用することもできます。英語の多読

本としてはマクミランランゲージハウス社のものがお勧めです。絵本仕立てになってお

り、内容も科学ものから伝記、人文ものまで多岐に渡るのでご自分の興味のあるものを

選び英語学習に役立てる事ができます。ぜひご利用してみてください。 

 

●閲覧方法● 

和歌山大学図書館 web サイトトップページから 

資料案内「電子ブック」 

‘Maruzen eBook Library’を選択し 

「購読契約タイトル一覧」から興味のある本を閲覧可 

６．まとめ 

◆ 「英語の勉強を始めよう」と思いたったらまずは図書館に足を運んでみてください。そ

こにはあなたの助けとなる本がたくさんあります。また、図書館は勉強に最適な環境で

もあります。図書館で本を借り、その場で勉強する習慣をつける事でこのパスファイン

ダーを手に取って下さった方の目標が実現します事を応援しています。 

 

◆ ここでご紹介したことは，あくまで「学習のための手引き」です。解いている中で生じ

た疑問や英語に関するさらに混みいった質問などがありましたらラーニング・アドバイ

ザーにお気軽にご相談ください。 

★本文中で紹介されている図書の探し方★ 

和歌山大学図書館トップページの OPAC 検索窓に、１０桁の書誌 ID を入力して 
検索してください。 
 
 
http://www.lib.wakayama-u.ac.jp/             和歌山大学図書館 

 

 

 

http://www.eiken.or.jp/eiken/exam/
http://www.lib.wakayama-u.ac.jp/

