慶應外語 2018 年度春学期 日吉特別講座
注意：やむをえない理由により、予告なしに担当講師が代講または変更となることがあります。講座開始後、この変更を理由に講座を
キャンセルされる場合、受講料の返還はいたしません。またテキストは出版社の都合により変更の可能性があります。

講座コード

010007A
講座の内容

講座の進め方
・到達目標

対象レベル

この講座で重視
している項目

使用予定教材

講座コード

010008A

講座の内容

講座の進め方
・到達目標

対象レベル

この講座で重視
している項目
使用予定教材

TOEIC®600

担当者

竹内 裕見子

金曜日

テキストに沿って TOEIC®のすべてのパートを学習します。600 点を突破できる文法力・語彙
力と、音声を認識し理解できるリスニング力をつけるように進めます。
時に英語を交えつつ、基本的には日本語で進行します。基本的文法事項を復習し、TOEIC®
頻出のテーマに沿った練習問題を行うことで、テストの出題傾向を知り、その解答の仕方を学び
ます。学習効果をあげるために、学習事項の音読を積極的に行います。発音、質問、簡単な説
明等、積極的に参加してください。
TOEIC®未受験～500 点（英検準 2 級）程度の方。
受講申込時の「志望外国語の学習歴」欄に、最近受けた資格試験（TOEIC®/TOEFL®/英検な
ど）の結果と受験年月を記入してください。（これらの試験を一度も受けたことがない方は、記載
不要です。）
□ 会話 □ 作文 ☑読解 ☑ 聴解 ☑ 文法 □ 発音 □ プレゼンテーション
① Z 会編集部編, 『はじめて受ける TOEIC® L＆R TEST 600 点攻略完全パッケージ』, Z 会,
2017 年
② 森田鉄也, 『TOEIC® TEST 単語特急 新形式対策』, 朝日新聞出版, 2016 年
③ TEX 加藤，『TOEIC® TEST 入門特急とれる 600 点(改訂版)』, 朝日新聞出版, 2016 年

TOEIC®730

担当者

竹内 裕見子

水曜日

TOEIC®730 点突破を目指します。リスニング部門を強化し、より複雑な文章を理解する読解
力を身につけます。また、リーディング部門を時間内に余裕をもって解答できるだけの速読速解
力習得も目指します。

時に英語を交えつつ、基本的には日本語で進行します。テキストに沿って、730 点を取れる英
語力、テスト形式に対応して正解できる受験力、スピードに対応し量を消化できるスタミナがつく
ように、具体的にアドバイスします。自分に合った学習方法を見つけ、実行し、改善して目標を達
成しましょう。テキストの音読、自分の言葉での説明等、積極的な参加を求めます。
TOEIC®600 点から 700 点（英検 2 級）程度の方。
受講申込時の「志望外国語の学習歴」欄に、最近受けた資格試験（TOEIC®/TOEFL®/英検な
ど）の結果と受験年月を記入してください。（これらの試験を一度も受けたことがない方は、記載
不要です。）
□ 会話 □ 作文 ☑読解 ☑ 聴解 ☑ 文法 □ 発音 □ プレゼンテーション
① Z 会編集部編, 『TOEIC® L＆R TEST 730 点攻略完全パッケージ』, Z 会, 2017 年
② 森田鉄也, 『TOEIC® TEST 単語特急 新形式対策』, 朝日新聞出版, 2016 年
③ 森田鉄也, 他 『TOEIC® TEST 必ず☆でる文法スピードマスター』, J リサーチ出版, 2016 年

慶應外語 2018 年度春学期 日吉特別講座
注意：やむをえない理由により、予告なしに担当講師が代講または変更となることがあります。講座開始後、この変更を理由に講座を
キャンセルされる場合、受講料の返還はいたしません。またテキストは出版社の都合により変更の可能性があります。

講座コード

010009A

講座の内容

講座の進め方
・到達目標

対象レベル

この講座で重視
している項目
使用予定教材

講座コード

010010A
講座の内容

講座の進め方
・到達目標

対象レベル
この講座で重視
している項目
使用予定教材

TOEIC®800

担当者

竹内 裕見子

月曜日

TOEIC®800 点突破を目指します。知識としての英語力が、実際に使われる状況・スピードの
中で生かせて初めて、800 点突破ができると考えます。そこで、模試を使って本番と同じ形式・問
題数に取り組み、集中力とスタミナを身につけることを目指します。さらに、模試と並行してパート
5 形式の文法問題をふんだんに解きます。これを通して、800 点突破・さらに高得点達成を実現
できるよう、学習を進めていきます。
模試のテキストと文法問題のテキストの 2 冊を使って進めていきます。一定量の解答をあらか
じめ、宿題として課し、講座では、自分の言葉による、正解の説明をして頂いたり、リスニング問
題を解いたり、リーディング問題を本番通りの解答時間内で解答したり、質問を受け、それに対し
て分かる人が回答したり、等、受け身ではなく参加型の方法をとります。
800 点突破を目指す人にも、900 点突破等、さらに上を狙う人にも対応した内容にしていきま
す。自分の目標を実現するよう、講座をフル活用してください。
TOEIC ®730 点（英検準 1 級）程度以上の方。900 点超えを目指す方にも対応します。
受講申込時の「志望外国語の学習歴」欄に、最近受けた資格試験（TOEIC®/TOEFL®/英検な
ど）の結果と受験年月を記入してください。（これらの試験を一度も受けたことがない方は、記載
不要です。）
□ 会話 □ 作文 ☑読解 ☑ 聴解 ☑ 文法 □ 発音 □ プレゼンテーション

① TEX 加藤, 『TOEIC® L＆R TEST 文法問題でる 1000 問』, アスク出版, 2017 年
② ヒロ前田、他, 『TOEIC® L＆R TEST 至高の模試 600 問』, アルク, 2017 年

TOEFL®初級

担当者

叶澤 恵

金曜日

英語の 4 技能全てを磨き、留学に必要な TOEFL®のスコア獲得と同時に、留学してからも助け
となるアカデミックな英語の実力養成を目指していきます。
日本語を中心に進行する講座です。TOEFL®テストの形式に慣れるためテキストの演習を中
心に授業を進めていきます。初級では特にリスニング、リーディングパートに力を入れていきます
が、スピーキング、ライティングの能力の向上も目指します。
TOEFL®受験予定の方。
TOEFL®を受験したことがある、あるいは初めて受験予定の方を対象にしています。
☑ 会話 ☑ 作文 ☑読解 ☑ 聴解 ☑ 文法 ☑ 発音 □ プレゼンテーション
Helen S. Solorzano, North Star: Building Skills for the TOEFL® iBT (High Intermediate) ,
PEARSON ほかプリント教材

慶應外語 2018 年度春学期 日吉特別講座
注意：やむをえない理由により、予告なしに担当講師が代講または変更となることがあります。講座開始後、この変更を理由に講座を
キャンセルされる場合、受講料の返還はいたしません。またテキストは出版社の都合により変更の可能性があります。

講座コード

010011A
講座の内容

講座の進め方
・到達目標

対象レベル

この講座で重視
している項目
使用予定教材

TOEFL®中級

担当者

叶澤 恵

水曜日

英語の 4 技能全てを磨き、留学に必要な TOEFL®のスコア獲得と同時に、留学してからも助け
となるアカデミックな英語の実力養成を目指していきます。

日本語を中心に、適宜英語を使って進行する講座です。テキストの演習を中心に授業を進め
ていきます。リーディング、リスニングの問題に習熟しつつ、特にスピーキング、ライティングの能
力の向上を目指していきます。
他曜日の「TOEFL®初級」を受講した方、あるいは並行して受講する方。
または、「TOEFL®初級」を受講していなくても、TOEFL®の形式に一通り習熟しており、特にス
ピーキング、ライティングの能力の向上を目指す方。
☑ 会話 ☑ 作文 ☑読解 ☑ 聴解 ☑ 文法 ☑ 発音 □ プレゼンテーション
ETS, The Official Guide to the TOEFL® Test with DVD-ROM, Fifth Edition,
McGraw-Hill Education, ISBN 978-1-260-01121-0, ほかプリント教材

