
TOEFL SPRING TRAINING
受講者の募集について

TOEFL® Trainingとは？

留学を目指す学生対象のテキスト教材と eラーニングシステムを組
み合わせたTOEFL® 対策用のトレーニングです。

eラーニングシステムにはテスト 対策用テキストが収録されており，８
日間のセッション（レッスン＋個別アドバイス）と 自宅学習を効率的に
併せて，全セッションのスコアアップを図る短期集中トレーニングです。

担当講師について

本プログラムを担当する講師は，豊富な講師経験とプロ資格を持つ
「英語学習アドバイザー」が担当します。レッスン後には英語学習に関
する個別アドバイスを受けることができます。

TOEFL Training
中級～上級レベル対象



レッスン概要

◆リスニング

問題演習で弱点を把握し，語彙や口語表現の知識を習得した後「聞く・話す」のトレーニング

eラーニング内で，語彙・速聴トレーニング，シャドーイング，発音チェック等を行います。

◆リーディング

文の構造をすばやく把握し，より速く正確に英文を読み進められるようになるためのトレーニング

eラーニング内で，読解対策，スラッシュリーディング，読解スピード測定等を行います。

◆ライティング

出題形式や分野別トピックを知り，自分の意見を展開したり，情報を要約したりするトレーニング

レッスン内でライティングの構造やテンプレートを学び，実際にライティング練習を行います。

◆スピーキング

出題形式を知り，スピーチの展開方法を把握し，テンプレートを使った攻略トレーニング

レッスン内で，トピックついてのブレインストーミングやテンプレートを使った練習を行います。

【教材紹介】

 eラーニングシステム（ALC NetAcademy NEXT）による基礎講座

 テキスト教材によるTOEFL iBT対策講座

中級～上級レベル対象

TOEFL Training



レッスン日程等について
レッスン日程

２０１８年２月２６日（月）～同年３月９日（金）

※木・土・日曜日を除く８日間 （レッスン曜日：月・火・水・金曜日）

レッスン時間（予定）

０９：４５～１２：４５ 教材，eラーニングを使用した学習＋レッスン

※以下はプログラム参加者のうち，希望者が参加可能です。

１３：４５～１４：４５ Speaking/Writing練習＋アドバイス（希望者）

１４：５０～１５：４５ 語学学習カウンセリング（希望者，１日２名限定）

開講予定キャンパス

和泉キャンパス メディア棟 Ｍ２０２教室

※レッスン期間中にメディア棟では一部工事を行っているため，２階への移動は

階段を利用いただくことになります。
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募集詳細について
募集定員

学部生２０名

※全学部の学生が対象です。（大学院生は対象外です。）

レベル設定

レベルは問いません。TOEFL®未受験の方も可です。

自己負担

eラーニングアカウント使用料 １６,２００円（税込）

※有効期限は，受講開始月～１年間です。

※TOEFL iBT対策教材費も含みます。

※英語学習アドバイザーによるレッスン料は大学が負担します。

受講条件

講座終了後に，TOEFL試験等を受験し，スコア結果を提出することが受講条件
となります。 なお，TOEFL試験は実践的英語力強化プログラムとして団体試験を
実施しないため，各自申込が必要になります。
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語学スコアの取扱いについて
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実践的英語力強化プログラム受講者には，講座終了後
に英語能力試験のスコアを提出していただくことになって
います。

提出いただく語学スコア結果を含む個人情報は，本学に
おける受験の確認，教育改善のための参考資料として活
用するほか，各種統計資料のためのデータとして利用し，
全体の統計情報として第三者に提供することがあります。

受講希望者は，上記取扱いに関して了承した上で，受講
申込みを行ってください。



申込方法について
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申込期間

２０１７年１２月２５日（月）～２０１８年１月１８日（木）

申込方法

申込期間にOh-o! Meijiポータルページに配信される申込フォーム
へ必要事項を入力し，申込手続きを完了してください。

受講決定後はeラーニングアカウント使用料の支払いと，本プログラ
ム参加本登録手続きが必要になります。

【注意事項】

 全てのレッスンを受講できる方のみ申込可能

 先着順申込，申込後は一切の取消不可

 自己負担金（eラーニングアカウント使用料等）の支払い義務あり



申込から受講の流れ
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Oh-o! Meiji申込

２０１７年１２月２５日（月）～２０１８年１月１８日（木）

Eラーニングアカウント使用料の支払い

支払期限：２０１８年２月２日（金）

参加本登録用紙の提出

提出期限：２０１８年２月１６日（金）

レッスン開始

２０１８年２月２６日（月）～同年３月９日（金）

※木・土・日曜日を除く８日間 （レッスン曜日：月・火・水・金曜日）

※最終ページも合わせて確認してください。



問合せ先
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駿河台キャンパス グローバルフロント ２階

国際連携事務室（担当：東澤）

電話：03-3296-419１（直通）

Email: ico@mics.meiji.ac.jp

※メールでの問い合わせの際は，件名に「TOEFL 
Trainingについて」と記載し，学部及び氏名を明記し
てください。

mailto:ico@mics.meiji.ac.jp


２０１７年１２月２１日 
 
 

留学を絶対実現するための“TOEFL Spring Training”申込方法について 
 
 
 参加希望者は，以下の申込手順で手続きを行ってください。 
 e ラーニング受講料は１６，２００円（税込）で利用期間は１年間となります。 
 （TOEFL iBT 対策書籍も含まれます） 
 
STEP１ 参加希望申請【手続き期限：２０１８年１月１８日（木）】 

Oh-o! Meiji ポータルページのアンケート「TOEFL Spring Training 参加希望

申請フォーム」に必要情報を入力し，参加希望申請を行ってください。 
※ 同フォームで入力する「e ラーニングアカウント使用料請求先住所」につ

いては，１
．
月
．
中に書類の受け取りができる住所
．．．．．．．．．．．．．．．

を入力してください。 
※ 同フォームに入力していただいた情報は，e ラーニングシステムを開発・

提供している株式会社アルクへ提供します。それらの個人情報は本プログ

ラムの運営（e ラーニングアカウント使用料の請求，e ラーニングシステム

への登録）にのみ使用されます。 
 
STEP２ e ラーニングアカウント使用料の支払い【手続き期限：２０１８年２月２日（金）】 

参加希望申請を行った学生へ株式会社アルクより，e ラーニングアカウント使

用料のコンビニ決済支払い用紙が郵送されます。（１月２４日頃，郵送予定） 
各自，最寄りのコンビニ等で支払いを済ませてください。 

 
STEP３ 参加本登録【手続き期限：２０１８年２月１６日（金）】 

 次ページの「TOEFL Spring Training 参加本登録用紙」を指定の事務室へ提出

してください。 
 
【提出先事務室】 
駿河台キャンパス：国際連携事務室（グローバルフロント２階） 
和 泉キャンパス：国際教育事務室（第一校舎１階） 
生 田キャンパス：国際教育事務室（中央校舎１階） 
中 野キャンパス：中野教育研究支援事務室（低層棟３階） 

  
※ 和泉，生田，中野キャンパスでは，入学試験実施に伴う入構制限を行って

いる日程があるため，十分注意してください。入構制限期間中に提出を希

望する場合は，以下の住所へ郵送してください。（期日必着） 
 
【書類郵送先】 

〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台１－１ 
明治大学 グローバルフロント２階 
国際連携事務室（担当：東澤） 

    電話：03-3296-4191  E-mail：ico@mics.meiji.ac.jp 
 

以 上 

２０１７年度 TOEFL Spring Training 

参加本登録用紙 

 

 

■ 講座参加期間： ２０１８年２月２６日（月）～同年３月９日（金）の間の８日間 

※木・土・日曜日を除く８日間 （レッスン曜日：月・火・水・金曜日） 

      ※e ラーニングのご受講は、受講開始月から１年間ご利用いただけます。 

 

■ 氏  名：             

■ 学生番号：             

■ メールアドレス（PC）：        

■ 所  属：    学部    学科      

 学年：   組：  番号：       

 

 私は，以下の事項に同意し，TOEFL Spring Training へ参加します。 

 

 e ラーニング使用料１６，２００円を所定の期日までにお支払の上、お申込みいただきます。 

 参加本登録用紙提出後のキャンセルはできません。そのため，キャンセルを理由とする e ラーニ

ングアカウント使用料の返金は不可です。 

 参加希望申請時点で「TOEFL Spring Training 参加希望申請フォーム」に入力いただいた個人情報

は， e ラーニングシステムを開発・提供している株式会社アルクへ提供します。それらの個人情

報は本プログラムの運営（eラーニングアカウント使用料の請求，eラーニングシステムへの登録）

にのみ使用されます。 

 e ラーニング開講日前日までにお申込みいただいたメールアドレス宛に、アカウント・パスワード

をお送りします。迷惑メールで受信して削除されてしまうなど、メール未着の場合には国際連携

事務室へお問い合わせください。 

 e ラーニングシステムでは，TOEFL の模擬試験を受験することができます。受験いただいた模擬試

験のスコアは同システムを通じて，自動的に明治大学に提供されます。それらの個人情報は，「留

学を絶対実現するための“TOEFL Spring Training”」の効果測定にのみ使用されます。 

 

 
 

●e ラーニングアカウント使用料支払い時の領収書のコピー貼付欄 

 

こちらの様式は受講決定者に Oh-o! Meiji でお送りします。 
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