
春学期 TOEIC講座 募集要項 

1．対象者 ： 中央大学学生、大学院生（専門職大学院生含む）※科目等履修生は含みません。 
2．定 員 ： 各コース 70名（最少催行人数 10名）※定員になり次第締め切りますのでお早めにお申し込みください。 
3．受講料 ： 各コース 4,000円（別途教材費） 
4．説明会 ： 4月 21日（水）①12:30~13:20 ②17:00～17:50 
 4月 26日（月）③12:30~13:20 ④17:00～17:50 ※内容は①～④全て同じ。 
 Webex（オンライン）で実施 ※参加 URLは Cplusお知らせに掲載します。 

5．日 程 ： 5月 17日の週～6月 28日の週（100分×7回） 
     ※休講があった場合の補講日：7月 5日の週 

6．講 師 ： 中央大学英語講師 
7．コ ー ス ： 実力や必要に応じて選択可 ※ダブル受講、トリプル受講も OK︕もちろんリピート受講も大歓迎︕ 

コース名 担当講師 目標ｽｺｱ 曜日時限 内容    ※詳細はシラバスをご覧ください 

TOEIC 
入門 

※２クラス開講（都合に
合わせて曜日を選択してく
ださい。内容は同じです） 

古田島 
先生 500点 

火 5 
TOEICの概要を学び、試験で慌てないための基礎講座 
TOEIC テストを受けたことがないか、経験が浅く、受験の心構えや段取り、解答の
テクニックを系統立てて学んだことがない方向けの基礎講座です。単語帳で
TOEIC テスト頻出語句を学び、TOEIC テスト本番と同型式の模擬試験問題集
を使用し、TOEIC全 7パートを学習するシンプルなコースです。試験で実力を出
すには試験概要を知り、語彙に習熟していること。TOEIC学習を始めるにあたり、
基礎となる知識をつけていただくことを目的とした授業です。 

水 5 

中級実践(1) 須永 
先生 600点 月 6 

最新の公式問題集による総合講座 
TOEIC テストの受験経験があっても、TOEIC テストの解き方・出題傾向などを体
系的に学習したことがないという方向けの中級レベルの総合講座です。TOEIC対
策の必携書でありながら、一人では取り組みにくい公式問題集の中から、最新の第
7巻を取り上げ、1時間１パート程度のスピードで学習を進めます。中級実戦 
(1)では収録の「Test 1」を、中級実戦 (２)では「Test 2」を取り扱います。 中級実践(2) 澤田 

先生 600点 木 5 

語彙・ 
文法強化 
(基礎) 

山下 
先生 600点 金 5 

学期中でも無理なく取り組める語彙と文法対策コースの入門編 
TOEIC テストを何度か受けたことはあるが、TOEIC の文章が読めない、読みにくい
と感じている方、あるいは、学期中は学部の授業が忙しくて、あまり負担の大きいコ
ースに参加する余裕がないけれども、TOEIC の勉強は続けたいとお考えの方向け
の取り組みやすい語彙・文法対策講座です。単語帳と、TOEIC の中では比較的
取り組みやすい Part 5（空所補充問題）対策のドリルを使い、短期間で
TOEIC に出題される語彙・文法・話題をさらいます。 

語彙・ 
文法強化 
(応用) 

増田 
先生 730点 火 5 

学期中でも無理なく取り組める語彙と文法対策コースの上級編 
TOEIC の文章が読みにくいと感じている方やリーディングパートのスコアが伸びず、リ
スニングとのスコアにかなりの落差があるいうお悩みを抱えている方に。TOEIC テスト
に特化した例文集と、TOEIC の中では比較的取り組みやすい Part 5（空所補
充問題）と Part 6（長文空所補充問題）対策のドリルを使い、短期間で
TOEIC に出題される語彙・文法・話題・読解を負担を軽減しつつ高めのレベルで
学びます。基礎コースと異なり、例文集を使用し Part 6 までカバーします。 

ハイレベル 
リーディング 

野村 
先生 

860点 
以上 月 5 

大量演習と経験豊富な講師の指導により、A レベルを目指す最上
級コース 
TOEIC のハイスコアが就職活動の材料となる可能性が高い外資系企業や公務員
を志望する方、または資格試験に対する指向性が強い方、あるいは帰国子女など
海外経験があり、その語学力を客観的な数値で裏付けしたいと考える方向けのコ
ースです。本番よりやや難しい模試問題集を使用し、経験豊富な講師のきめ細や
かな指導でスコアアップをサポート、TOEIC スコアの一番上のレベルである A レベ
ル、860点以上を目指すコースです。 

中央大学国際センターではグローバル人材育成の柱として、外国語力向上及び海外留学を促進するため 2012 年より
外国語講座を実施・運営してまいりました。これまでに受講者は延べ 9000名を超え、満足度の高い人気の講座となって
います。本講座は、TOEIC に精通した 990 点満点講師の丁寧な指導により、問題演習を解きながら TOEIC 必須の
語彙、語法、文法等を学び、英語力を養うとともに、TOEICの攻略法を身に付ける講座です。様々な目的でスコアアップ
を目指す皆さんの積極的なご参加をお待ちしています。※今期はオンライン方式（双方向型）で実施します。 



8．授業方式 ： Webex や Zoom を使用した双方向型オンライン授業方式。PC(スマホも可)とインターネット環境は
ご自身でご用意ください。欠席された場合、または通信障害等で受講できなかった場合などの録画対応はいたしかねま
すので予めご了承ください。manaba を活用し、資料配布を行います。 

9．テキスト ： シラバスに記載された各コースのテキストを、事前に中大生協書店や一般書店、ネット等で各自ご用
意ください。なお、中大生協で購入する場合は営業時間にご注意ください。また、生協WEB販売をご利用される場合
は手数料および送料がかかりますのでご了承ください。 

10. TOEIC L&R IP テストについて︓ 

11．申込方法： C plus にログイン後、My Page メニュー『アンケート』よりお申し込みください。 
 https://www.ac04.tamacc.chuo-u.ac.jp/ActiveCampus/index.html 
 ※申込期間中は、何度でも修正することができますが、常に最新情報のみ登録されます。 
 ※自動送信メール等での申込完了通知は致しませんので、ご注意ください。申込が確定したかどうか、または申込内容を 
 確認したい場合は、再度アンケートにアクセスしてください。表示されている登録内容が最新となります。 
 ※申込多数の場合は先着順となります。C plus 『アンケート』に入力できた場合でも、先着に漏れる場合がありますので 
 予めご了承ください。 

12．申込期日： 4月 28日（水）12︓00〆切 

13．支払期間： 4月 30日（金）～5月 12日（水）23︓59〆切 

14．支払方法： 

1) C plus 登録メールアドレス宛に 4月 30日（金）頃、受講
料支払番号および支払方法を通知します。 
※中央大学国際センター（ic-gogaku-grp@g.chuo-u.ac.jp）お
よび、中央大学  受講料等申込・コンビニ決済（ chuo-u@g-
sb2.net）からのメールを受信できるよう設定しておいてください。 

2) 1)で受信したメール案内に従い、ご指定のコンビニエンスストア
（ローソン・ミニストップ、ファミリーマート）にて受講料を      
お支払いください。 
※お支払いの際には決済手数料（203円）が発生します。 

15．キャンセル期間： 5月 12日（水）17︓00 まで 
キャンセルを希望する場合は国際センターまで申し出てください。 

 
 
 
◆キャンセルポリシー 
受講料入金後にキャンセルを希望する場合には、各講座で定められた期日までに国際センター事務室まで申し出てください。所定の
キャンセル手続きを経た上で受講料を返金します。期限以降のキャンセルの受付は一切致しませんので、ご理解の上、支払手続き
を行ってください。 ※期限以降のキャンセルの場合は、参加費用を全額ご負担いただきます。予めご了承ください。 
 
◆休講について 
学期中、及び長期休暇中に、台風や大雪、地震などの自然災害が発生した場合、また気象警報発令時、および事故やストライキ
など各種交通機関の遅延が発生した場合、学期中は大学の決定に従い、国際センターが対応措置を検討、決定します。長期休
暇中は国際センターが対応措置を検討、決定します。休講が決定した場合は C plus 登録メールアドレス宛にお知らせしますので、
随時ご確認ください。※休講が決定した場合、事前に通知している補講日に授業を実施します。ただし、授業内容は順送りとします。 

問い合わせ先 ︓ 中央大学国際センター 外国語講座担当  Tel︓042-674-2221 
Email：ic-gogaku-grp@g.chuo-u.ac.jp  Web：https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/ 

受 験 日 時 8月 30日（月）（予定） 

申 込 方 法 ※受験に関する詳細や申込受付は 7月上旬にメールにてご案内します。 

対 象 者 2021年度春学期および夏期集中 TOEIC講座受講者のうち希望する方 

受 験 料 2,000円 

講座受講までの流れ 

 C plus アンケートより申込 

 支払番号をメールで受取る 

STEP① 
Web申込 

 コンビニで受講料を支払う 

STEP② 
メール受信 

STEP③ 
コンビニで支払う 

 テキストを購入し受講する 
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