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TOEIC テスト模試の活用法
®

2017年２月に出版されて以来、
多くの受験者から支持を得ている模擬問題集
®
『TOEIC テスト 新形式精選模試リスニング』
と
『TOEIC®テスト 新形式精選模試リーディング』
（ジャパンタイムズ刊）
。
今回は、著者でエッセンス イングリッシュ スクール講師の加藤優先生、
野村知也先生と、
TOEIC受験力UPトレーナーのヒロ前田氏に、
TOEIC対策における模試の活用方法についてお話しいただいた。

加藤 優（かとう まさし）

野村 知也（のむら ともや）

ヒロ 前田（ひろ まえだ）

青山学院大学英米文学科卒業。バンクーバー・
コミュニティ・カレッジで国際 TESOL（英語教授
法）
ディプロマを取得。エッセンス イングリッシュ
スクール主任講師。TOEIC L&Rテスト990点、
TOEIC S&Wテスト各 200点満点。多彩な教授
法を織り込んだ授業に定評がある。

上 智 大 学 理 工 学 部 卒 業。日本IBMでの 勤 務
を経 てTOEIC講 師に転身。 現 在、エッセンス
イングリッシュ スクール講師。海外留学経験な
しにTOEIC L&Rテスト990点、英検１級を取得。
学習者一人ひとりに合ったきめ細やかな指導と
サポートが受講生の好評を博している。

TOEIC受 験 力UPトレーナー。 神 戸 大 学 経 営
学 部 卒 業。 全 国の大 学・ 大 学 生 協・ 高 校で
スコアアップ指導を行うほか、eラーニングなどの
教材開発コンサルティングも行う。英語学習者の
ための勉強スペース「Tʼz 英語ラウンジ」を運営。

何から始めたらいい？
私もよく聞かれるのですが、
「初

ヒロ前田氏

めて TOEIC を受けるんですけど何をやった

らいいですか？」という質問には何と答えま
すか？

てほしいですね。というのも、模試をやって

に込められた「 学び

が大きいからです。本番の直前に受けて
「思っ

けてほしいのです。

みて思いのほかできなかった場合、ダメージ

たよりできなかった！」と感じたとき、本番ま
でに立ち直る時間がないと、いいコンディショ

ンで本番を迎えられません。

加藤優先生 「まず受けてみて」と言います。 前田氏 満点を目指すレベルの人や TOEIC
それができないなら、TOEIC のフォーマット に慣れている人なら前日に取り組んでもいい
に慣れるために、本番と同じ形式で問題を解

ですが、中級レベル以下の人は、直前に模

ける「模試」に取り組むことをすすめます。

試を解くのはやめたほうがいいですね。

野村知也先生 私もフォーマットに慣れるとい

野村先生 タイムマネジメントの練習や実力

最初から模試を中心

リュームある書籍になっていますが、どのよう

のポイント」を身につ
野村先生 「 これ が

です。安心して取り組んでください。
加藤先生 本番同様の模試というと「公式問

題集」もありますが、それと『精選模試』に

は重要な違いがあります。それは「
『公式問題

エッセンス 」「990点

集』は実力を測るもの、
『精選模試』は実力を

ムにもかなり力を入れました。解き方のアドバ

学習者の方が 5 回の模試を通して、TOEIC

講師の目」というコラ

イスやスコアアップのための戦略などについ

て、TOEIC 講師ならではの目線で書きまし

た。ここには特に、エッセンス イングリッシュ

スクールで教壇に立った経験を活かし、受験

者がつまづきやすいポイントや応用力をつけ

伸ばすもの」
だという点。
『精選模試』
の問題は、

で問われる英語力を総合的に身につけられるよ

う、1 問 1 問に伝えたい学習のポイントを込め
て作ったので、それを感じてほしいです。
前田氏

確かに TOEIC 本番に非常によく

似ている。個々の問題が似ているだけでなく、
を測る目的で、時間をきっちり守って 1 回分
るのに役立つ知識を取り上げています。コラ 「TOEIC によく出る定番問題」と「珍しい
（200
問）
ずつ取り組むことももちろんおすす
試は問題量が多くハードルが高いので、基礎
ムの数は、２冊合わせて 300個近くになりまし 問題」のバランスも本
力をつけるための教材として、その人の英語 めですが、まとまった時間がとれない人は、
た。
番 に似 ています。 中
すき間時間を活用して Part ごとに解くのもい
力に合わせて単語集などもすすめます。
いと思います。
前田氏 これから『精選模試』を使ってみ 級以下の学習者には
加藤先生 そうですね。500点〜 600点台を
模試は難しく感じると
たいと思っている方々に伝えたいことは？
目指している場合は、目標レベルに合った 『精選模試』
思 います が、 詳しい
は実力を伸ばすために
野村先生 エッセンス イングリッシュ スクール
問題集も必要ですね。
解説をじっくり読んで、
700点以上を目指すレ 前田氏 『精選模試』は、リスニングとリー で は、 講 師 が 全 員 で の べ 1,000 回 以 上 本番に備えてほしいですね。
ベ ル の 人 で あ れ ば、 ディングの模試をそれぞれ 5 回分収録したボ TOEIC を受験してきた経験を生かして模擬

う意味では模試が役に立つと思いますが、模

にして学習を進めるこ

ともできると思います。

模試をいつ使うか？
前田氏 たとえば、3 カ月後に TOEIC を受

けるという人がいたら、どのタイミングで模試
に取り組むようにアドバイスしますか？
野村先生

少なくとも 1 週間前までにはやっ

てね、と言います。時間がある人には、1 カ
月前に解いて間違えた個所をしっかり復習す

るように言います。

加藤先生 10 日から 1 週間前までには解い

に制作されたのですか？

加藤先生 エッセンス イングリッシュ スクール

（東京・池袋にある TOEIC 対策専門学校）
で講義に使っている TOEIC 対策教材から問
題を選んで、本番形式にまとめました。
前田氏

か？

加藤先生

いちばん力を入れたのはどこです
詳しい解説です。正解の根拠を

ていねいに説明しています。間違えたときだ

けでなく、正解したときもぜひ解説を読んでく
ださい。なぜ間違えたのか、なぜ正解したの
か、それを理解することで、それぞれの問題

座談会協力
Tʼz英語ラウンジ:「ラウンジ」
「セミナースペース」
「レッスンルーム」の３つの
スタイルが可能な英語学習者のための勉強スペース。
個人への勉強スペースの
提供のほか、
英語学習関連のセミナーなども開催。
http://tz-eigolounge.jp/

問題を作っているので、『精選模試』シリー

ズも、TOEIC 本番にかなり近い問題ばかり
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