
【中大生用】 

春期集中 TOEIC 講座 募集要項 

1．対象者 ： 中央大学学生、大学院生、附属生、特別入試合格者(入学予定者) ※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 ： 学部生 6,000 円、大学院生・他 8,000 円（別途教材費） 

 ※父母連絡会のご支援により、学部生に限り特別価格 6,000 円で提供しています。 

4．説明会 ： ①1 月 28 日(金) 12:40～13:20、②2 月 1 日(火) 17:00～17：50 ※①・②は同内容、オンラインにて実施 

※事前申込制 （当日の①は 11:00、②は 16:00〆）Google フォームよりお申込みください。 https://forms.gle/mD4ffscrzRzvZt7i8 

5．日 程 ： 3 月 14 日（月）～18 日（金）※休講があった場合の補講日：3 月 19 日（土） 

 1 コマ目 10:00～11:40、2 コマ目 12:30～14:10、3 コマ目 14:20～16:00 

 ※100 分×14 コマ（全 5 日間）最終日は 2 コマ目まで  

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 ※詳細はシラバスをご覧ください。 

＜リピート受講について＞ 

【TOEIC 入門】 春～秋学期とは取り扱うテキストが異なります。再度受講したい方も受講いただける基礎コースです。 

【文法強化】 夏期・春期集中講座のみ開講するコースです。春学期の語彙・文法強化（基礎）コースとは異なり、単語・文法・模試それぞれに特化した

3 冊のテキストで学習する集中講座ならではの演習を行います。 

【模試演習】 春・秋学期の中級実践(1)・(2)同様、模試演習のコースですが、少し上のレベルを対象に異なる模試問題集を取り扱います。 

【ハイレベルリーディング】 夏期集中・秋学期に開講したハイレベルリスニングコースを補完するコースです。 

コース名 担当講師 目標ｽｺｱ 内容 

TOEIC 
入門 

熊谷先生 500点 

TOEIC の概要を学び、試験で慌てないための基礎講座 
TOEIC を受験したことがないか、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。「基礎講座ではある
けれど、教材は本格的に」というコンセプトで、TOEIC 学習の定番テキストである単
語帳と公式問題集を使用し、扱う英語は本番と同レベルを保ちつつ、TOEIC テス
トに頻出の語句、問題形式、出題内容、スコアアップのコツ（ストラテジー）等を、
基礎レベルで網羅的に学習し、今後の TOEIC 学習に役立つ基礎知識を持って
頂くことを目的としています。 

文法強化 増田先生 600点 

文法を重視する総合コース 
国際センター主催の TOEIC 講座における定番講座です。TOEIC 対策本のベス
トセラー、単語帳『金のフレーズ』、Part 5 の問題形式で TOEIC に出題される文
法を学ぶ問題集『でる 1000』、に加え、解き方のコツが詳しくわかる模試問題集
『奪取の模試』の合計 3 冊のテキストを使って TOEIC テストに頻出の語句、文法
事項、問題形式を学習します。この過程で受講者のみなさんの弱点を発見・解決
し、近い将来のハイスコア獲得への足がかりをつかむことを目的としたコースです。 

模試演習 澤田先生 730点 

単語帳の定番と本番と同レベルの模試問題集で本番に備えるコース 
2 模試の演習を通して、TOEIC のスコアアップのコツや出題パターン、自習法など
を幅広く学習します。短期間に、次の 3 点  1)TOEIC テストの語彙 2)スコアア
ップのコツ 3)本番レベルの模試演習 をカバーすることで、多くの大学生が研究室
の選考や就職活動は視野に入った時に目標とする 730 点へのステップアップを目
指します。 

ハイレベル 
リーディング 

野村先生 
860点 

以上 

受験・指導経験豊富な講師による超上級コース 
本番同様あるいは時にそれ以上のレベルの問題演習と、受験・指導経験共に豊か
な講師の精密な助言により、受講者一人一人が正答率を極限まで高めるための
自己分析を行い、近い将来、受講者のみなさんが超大学生級のハイスコアを達成
するための助けとなるような短期講座です。 

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 の攻略法を身につける講座です。※今期はオンライ

ン方式（双方向型）で実施します。 

https://forms.gle/mD4ffscrzRzvZt7i8


【中大生用】 

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 録画対応はいたしませ

ん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各自ご用意ください。 

①生協書店（多摩・後楽園）を利用する場合：店頭在庫有 ※営業時間にご注意ください。 

②生協オンライン書店を利用する場合：在庫有（2~3 日後発送）※生協 Web サイトにアクセスし注文してください。 

（送料・振込手数料がかかります）： http://chudai-seikyo.or.jp/info/kokusai_web.html 

③一般書店・ネット書店を利用する場合：店頭に在庫がない場合や、お取り寄せに時間がかかる場合もありますので、お早めに 

購入してください。 

10．IP テスト ： 受験を希望する方は、筆記テストまたはオンラインテストのうち、どちらかをお選びください。 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により実施方法を変更する可能性もありますので予めご了承ください。 

 

<参考> TOEIC L&R IP テスト（オンライン）について：ETS 開発の正式なテストで出題数やテスト時間は公開テストの約半分で

す。その場で採点し、テスト終了後すぐにスコアが表示されます（PDF 保存可、書面は発行されません）。詳細は以下のページをご確

認ください。 https://www.iibc-global.org/toeic/corpo/guide/toeic/online_program.html 

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。 

12．申込期間 ： 12 月 6 日（月）10：00 ～ 2 月 25 日（金）12：00〆切 

13．支払期間 ： 2 月 28 日（月）～3 月 8 日（火）23：59  

14．支払方法 ： 

1) 2 月２８日（月）頃、C plus 登録メールアドレス宛に受

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-sb2net）

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）にて受講料および受

験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～269 円）が発生します。 

15．キャンセル期間 ： 3 月 8 日（火）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 

日程 

筆記テスト 3 月 22 日（火）※試験会場：中央大学多摩キャンパス、時間は後日お知らせします。 

オンラインテスト 3 月 19 日（土）～25 日（金）※期間中に 1 回受験してください。 

対 象 者  2021 年度秋学期および春期集中 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 

STEP② 
メール受信 

 コンビニで受講料を支払う

STEP③ 
ﾛｰｿﾝ・ﾌｧﾐﾏ等 

 テキストを購入し受講する 

STEP④ 
テキスト購入 
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