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はじめにはじめにはじめにはじめに

ⅰⅰⅰⅰ

はじめにはじめにはじめにはじめに

このユーザーズガイドは「ALC NetAcademy（アルクネットアカデミー）」（以下「本システム」とし

ます。）を効果的にご利用頂くために、教育研修担当の方を対象にして運用方法や操作方法について

説明したものです。

＊＊＊＊このこのこのこのユーザーズガイドユーザーズガイドユーザーズガイドユーザーズガイドはははは「「「「初級初級初級初級・・・・中級者中級者中級者中級者のためののためののためののための TOEICTOEICTOEICTOEIC®®®®テストテストテストテスト    スコアアップコーススコアアップコーススコアアップコーススコアアップコース」」」」にににに対応対応対応対応したものですしたものですしたものですしたものです。。。。

[[[[このこのこのこのガイドガイドガイドガイドのののの構成構成構成構成]]]]

「「「「運用管理者編運用管理者編運用管理者編運用管理者編」」」」 本本本本システムシステムシステムシステムのののの運用運用運用運用のののの流流流流れやれやれやれや操作方法操作方法操作方法操作方法についてについてについてについて説明説明説明説明しますしますしますします。。。。

運用管理者運用管理者運用管理者運用管理者（（（（マスターマスターマスターマスター管理者管理者管理者管理者））））のののの方方方方ははじははじははじははじめにおめにおめにおめにお読読読読みくださいみくださいみくださいみください。。。。((((別冊別冊別冊別冊))))
「「「「受講者編受講者編受講者編受講者編」」」」 本本本本システムシステムシステムシステムをををを利用利用利用利用してしてしてして学習学習学習学習をををを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための準備準備準備準備やややや、、、、カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラムのののの立立立立てててて方方方方、、、、操作方法操作方法操作方法操作方法についてについてについてについて説説説説

明明明明しますしますしますします。。。。運用管理者運用管理者運用管理者運用管理者のののの方方方方ははじめにおははじめにおははじめにおははじめにお読読読読みくださいみくださいみくださいみください。。。。受講者受講者受講者受講者のののの方方方方にはにはにはには必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて配布配布配布配布してくしてくしてくしてく

ださいださいださいださい。。。。

「「「「付録付録付録付録」」」」 受講者受講者受講者受講者がががが講座講座講座講座をををを学習学習学習学習するするするする際際際際のののの操作方法操作方法操作方法操作方法をまとめたをまとめたをまとめたをまとめたガイドシートガイドシートガイドシートガイドシートですですですです。。。。必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて受講者受講者受講者受講者にににに配布配布配布配布

（（（（コピーコピーコピーコピーしてしてしてして学習用学習用学習用学習用パソコンパソコンパソコンパソコンのののの横横横横にににに用意用意用意用意するなどするなどするなどするなど））））してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

[[[[サポートサポートサポートサポート連絡先連絡先連絡先連絡先]]]]

本ユーザーズガイドおよび本システムについての不明な点、ご質問などがございましたら、

下記サポート受付までご連絡ください。

尚、サポートは別途サポート契約に応じた料金が発生します。
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第第第第１１１１章章章章　　　　受講受講受講受講をはじめるをはじめるをはじめるをはじめる前前前前のののの準備準備準備準備

１１１１....１１１１　　　　動作環境動作環境動作環境動作環境

本システムを利用して学習するためには、本システムサーバに接続されたクライアントパソコ

ンが必要です。クライアントパソコンは次の条件を満たすものを用意してください。

［［［［ハードウェアハードウェアハードウェアハードウェア］］］］
下記ソフトウェアが正常に動作するマシン

● Pentium100Mhz以上必須(PentiumⅡ233MHz以上推奨)

● メモリ：32MB以上推奨（64MB以上）

● HDD：100MB以上の空き容量

● サウンドボード必須（リスニング力強化コース、TOEIC®テスト演習コース、TOEIC®テストパート演習コ

ース、中間テスト、修了テストに音声があります）

［［［［ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア］］］］（2002年 3月現在）
● Windows 95/98/98SE/Me/NT Workstation4.0+SP6a(SP5)/2000 Professional+SP1/XP

● Internet Explorer 4.01SP2/5.01SP1/5.5SP1/6.0

● Media Player(Internet Explorer に付属)6.0 以上(7.0 まで)

※Media Player は対応している OS でご使用ください。

※※※※システムシステムシステムシステム環境環境環境環境のののの詳詳詳詳しいしいしいしい内容内容内容内容についてはおについてはおについてはおについてはお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。

※※※※MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft®®®®、、、、WindowsWindowsWindowsWindows®®®®、、、、はははは、、、、米国米国米国米国 Microsoft CorporationMicrosoft CorporationMicrosoft CorporationMicrosoft Corporation のののの米国及米国及米国及米国及びびびび、、、、そのそのそのその他他他他のののの国国国国におけるにおけるにおけるにおける登録商標登録商標登録商標登録商標ですですですです。。。。各製品名各製品名各製品名各製品名はははは各各各各

社社社社のののの商標商標商標商標およびおよびおよびおよび登録商標登録商標登録商標登録商標ですですですです。。。。

１１１１....２２２２　　　　クライアントクライアントクライアントクライアント PCPCPCPC のののの設定設定設定設定

本システムは学習に必要なプログラムをサーバから自動的にダウンロードする ActiveＸ技術を利用

しています。はじめて各講座を学習する時に、必要なプログラムがダウンロードされます。1回目の

学習ではこのダウンロードに 30 秒～60 秒(注１)ほどかかります。２回目からはプログラムのダウン

ロードはありません。この学習に必要なプログラムを正しく動作させるためには、学習を始める前

に以下のような設定をクライアント側のパソコンで行ってください。この設定は最初に一度だけ行

えば、その後の学習で毎回行う必要はありません。また、すでに ALC NetAcademy スタンダードコー

スを利用しているクライアント PC では特に設定を行う必要はありません。

（（（（注注注注１１１１））））10BASE-T(10Mbps)10BASE-T(10Mbps)10BASE-T(10Mbps)10BASE-T(10Mbps)によるによるによるによるネットワークネットワークネットワークネットワークのののの場合場合場合場合ですですですです。。。。

1111））））ディスクディスクディスクディスク空空空空きききき容量容量容量容量のののの確認確認確認確認

2222））））ブラウザブラウザブラウザブラウザのののの確認確認確認確認

3333））））スクリプトスクリプトスクリプトスクリプト    エンジンエンジンエンジンエンジンののののバージョンバージョンバージョンバージョンのののの確認確認確認確認

4444））））音声再生音声再生音声再生音声再生ドライバドライバドライバドライバのののの確認確認確認確認

5555））））セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティのののの設定設定設定設定

6666））））画面画面画面画面のののの設定設定設定設定（（（（推奨推奨推奨推奨））））

7777））））学習時学習時学習時学習時のののの注意注意注意注意
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クライアント PC設定の具体的な操作は、学習の開始時に最初に表示されるタイトル画面の右下の「は

じめに」をクリックしてください。

クライアントクライアントクライアントクライアントＰＣＰＣＰＣＰＣ設定設定設定設定ののののイメージイメージイメージイメージ

②②②②学習用学習用学習用学習用プログラムプログラムプログラムプログラムのののの

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード

（（（（初回学習時初回学習時初回学習時初回学習時にににに自動自動自動自動でででで行行行行
（アルクネットアカデミーサーバ）
学習用

プログラム
教材
データ

われるわれるわれるわれる））））

学習用

プログラム

（クライアント PC）

①①①①クライアントクライアントクライアントクライアント PCPCPCPC のののの設定設定設定設定

（（（（学習学習学習学習をををを開始開始開始開始するするするする前前前前にににに１１１１度度度度だけだけだけだけ手手手手
③③③③教材教材教材教材データデータデータデータののののダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード

（（（（毎回毎回毎回毎回のののの学習前学習前学習前学習前にににに自動自動自動自動でででで行行行行われるわれるわれるわれる））））
動動動動でででで設定設定設定設定するするするする））））



第第第第２２２２章章章章　　　　受講受講受講受講のののの流流流流れれれれ

第第第第２２２２章章章章　　　　受講受講受講受講のののの流流流流れれれれ（（（（全体全体全体全体カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム構成構成構成構成））））

２２２２....１１１１　　　　講座講座講座講座のののの種類種類種類種類とととと受講受講受講受講のののの流流流流れれれれ

本システムは英語学習の初級・中級者を対象にした TOEIC®テストのスコアアップを図るための英語
学習システムです。本システムには、次の４つの講座と２つのテストが用意されています。

１）リスニング力強化コース　　20 ユニット

２）リーディング力強化コース　20 ユニット

３）TOEIC®テスト演習コース　　10 ユニット（40 問×10）
４）TOEIC®テストパート演習コース　７パート（200 問）
５）中間テスト（TOEIC®テスト形式 100 問）
６）修了テスト（TOEIC®テスト形式 100 問）

学習は前半と後半に分かれています。前半の 25 ユニットを学習した後に中間テストを受験すること

ができます。その後、後半の 25 ユニットを学習し、最後に修了テストを受験します。

リリリリ リリリリ TTTT
スニングスニングスニングスニング力強化力強化力強化力強化コースコースコースコース

（（（（ユニットユニットユニットユニット１１１１～～～～10101010））））
リリリリ

(前半)

(後半)
ーディングーディングーディングーディング力強化力強化力強化力強化コースコースコースコース

（（（（ユニットユニットユニットユニット１１１１～～～～10101010））））
中間中間中間中間テストテストテストテスト

（（（（TOEICTOEICTOEICTOEIC®®®®テストテストテストテスト形式形式形式形式））））

100100100100問問問問：：：：60606060分分分分

リリリリ

修了修了修了修了テストテストテストテスト

（（（（TOEICTOEICTOEICTOEIC®®®®テストテストテストテスト形式形式形式形式））））

100100100100問問問問：：：：60606060分分分分

（（（（必修学習必修学習必修学習必修学習のののの部分部分部分部分））））
OEICOEICOEICOEIC®®®®テストテストテストテスト演習演習演習演習コースコースコースコース

（（（（ユニットユニットユニットユニット 1111～～～～5555））））
TTTT

TOEICTOEICTOEICTOEIC®®®®
テストパートテストパートテストパートテストパート

演習演習演習演習コースコースコースコース

PartPartPartPartⅠⅠⅠⅠ(20(20(20(20問問問問))))
PartPartPartPartⅡⅡⅡⅡ(30(30(30(30問問問問))))
PartPartPartPartⅢⅢⅢⅢ(30(30(30(30問問問問))))
PartPartPartPartⅣⅣⅣⅣ(20(20(20(20問問問問))))
PartPartPartPartⅤⅤⅤⅤ(40(40(40(40問問問問))))
PartPartPartPartⅥⅥⅥⅥ(20(20(20(20問問問問))))
PartPartPartPartⅦⅦⅦⅦ(40(40(40(40問問問問))))
スニングスニングスニングスニング力強化力強化力強化力強化コースコースコースコース

（（（（ユニットユニットユニットユニット 11111111～～～～20202020））））

ーディングーディングーディングーディング力強化力強化力強化力強化コースコースコースコース

（（（（ユニットユニットユニットユニット 11111111～～～～20202020））））

OEICOEICOEICOEIC®®®®テストテストテストテスト演習演習演習演習コースコースコースコース

（（（（ユニットユニットユニットユニット 6666～～～～10101010））））
3333

（（
（（選択学習選択学習選択学習選択学習のののの部分部分部分部分））））
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! リスニング力強化コース（ユニット１～10）、リーディング力強化コース（ユニット１～10）、

TOEIC®テスト演習コース（ユニット１～５）をすべて学習終了（※1）すると、中間テストを受験す
ることができるようになります。中間テストは１度しか受験できません。

! 中間テスト（リスニング 50 問、リーディング 50 問）を終了すると、後半の教材ユニットが選択

できるようになります。

! リスニング力強化コース（ユニット 11～20）、リーディング力強化コース（ユニット 11～20）、

TOEIC®テスト演習コース（ユニット６～10）をすべて学習終了（※1）すると、修了テストを受験す
ることができるようになります。修了テストは１度しか受験することができません。

! リスニング力強化コース、リーディング力強化コースは、内容の難易度が徐々に上がっていくよ

うに構成されていますので、ユニット番号 1から順に学習していくことをおすすめします。

! TOEIC®テストパート演習コースは、TOEIC®テストのパートⅠ～Ⅶに対応する演習問題コースです。
自分の苦手とするパートを中心に、いつでも自由に選択して演習することができます。

（（（（※※※※1111））））各各各各ユニットユニットユニットユニットのののの「「「「学習終了学習終了学習終了学習終了」」」」とはとはとはとは、、、、教材一覧教材一覧教材一覧教材一覧メニューメニューメニューメニューのののの学習日学習日学習日学習日がががが青色青色青色青色になったになったになったになった状態状態状態状態ですですですです。。。。

詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは、、、、９９９９ページページページページのののの((((６６６６))))をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。

２２２２....２２２２　　　　学習学習学習学習プランプランプランプラン（（（（参考参考参考参考））））

! 本システムは、受講生のペースで教材を選択して自主的に学習できるシステムです。ALC

NetAcademy サーバと利用できるクライアント PC が用意されていれば、いつでもオンラインでいつ

でも学習可能です。

! 学習は次のような点をよく考慮して、自分の目標にあったプランを立ててください。

・１ユニットの学習時間の目安は、リスニングリスニングリスニングリスニング力強化力強化力強化力強化コースコースコースコース　　　　   20   20   20   20～～～～30303030分分分分

                        リーディングリーディングリーディングリーディング力強化力強化力強化力強化コースコースコースコース   20   20   20   20～～～～30303030分分分分

      TOEIC      TOEIC      TOEIC      TOEIC®®®®テストテストテストテスト演習演習演習演習コースコースコースコース  30  30  30  30～～～～40404040分分分分

・中間テスト／修了テストは、それぞれテスト時間 60 分、解答・解説復習　30～60 分程度です。

・全部でリスニング力強化コース教材 20 ユニット

　　　　リーディング力強化コース教材 20 ユニット

　　　　TOEIC®テスト演習コース教材 10 ユニット
　　　　中間テスト／修了テスト　　100 問×2 が必修部分です。
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! TOEIC®テストパート演習は、オプションです。ご自分の弱点補強で必要に応じて利用してくださ
い。問題の提示は、１問単位でどこでも終了することができます。使える時間が短い場合でも１問

単位で問題に取り組むことができます。

! 学習効果を上げるために、受講期間は最長でも６ヶ月以内、推奨で３～４ヶ月で終了するような

学習プランを立ててください。できるだけ短期間に集中して受講することをおすすめします。

! 受講可能な期限は受講講座一覧に表示されます。

! 各コースの教材ユニットは、何度でも学習することができます。一度に終わらなかった場合には、

次回にまた同じユニットを選択して学習することができます。

以下は、学習プランの参考例です。

リスニング教材×２ユニット／週

リーディング教材×２ユニット／週

 TOEIC®テスト演習教材×１ユニット／週

中間テスト

受験＆解答チェック

リスニング教材×２ユニット／週

リーディング教材×２ユニット／週

TOEIC®テスト演習教材×１ユニット／週

修了テスト

受験＆解答チェック

　　計

TOEIC®テスト

×５週
×１週

パート演習

TOEIC®
テストパート
×５週
演習
×１週
5555
12週（約３ヶ月）
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第第第第３３３３章章章章　　　　学習学習学習学習のののの進進進進めめめめ方方方方とととと操作操作操作操作

３３３３....１１１１    学習開始学習開始学習開始学習開始からからからから終了終了終了終了までのまでのまでのまでの操作操作操作操作

ここでは学習開始から終了までの操作の流れを説明します。

（（（（１１１１））））ALC NetAcademyALC NetAcademyALC NetAcademyALC NetAcademy をををを起動起動起動起動するするするする

! ［スタート］-［プログラム］-［Internet Explorer］で Internet Explorer を起動します。

! 「お気に入り」から「ALC NetAcademy　受講者ご案内」を選んでください。「お気に入り」に「ALC

NetAcademy 受講者ご案内」がない場合は、http://(www.Server.Name)/n-acad/WLeTop.htm
を URL に指定してください。

! (www.Server.Name)は、お客様の「ALC NetAcademy」サーバアドレス名です。不明な場合には
研修担当者にお問合わせください。

下記の学習トップページが表示されます。

（（（（２２２２））））ログインログインログインログインするするするする

! 学習トップ画面右下の「ログインする」をクリックしてください。

! 次の画面であらかじめめ発行されている受講者 ID とパスワードを半角英数字で入力し、

OK をクリックしてください。

（（（（注意注意注意注意））））IDIDIDIDととととパスワードパスワードパスワードパスワードがわからないがわからないがわからないがわからない場合場合場合場合はははは、、、、研修担当者研修担当者研修担当者研修担当者におにおにおにお問合問合問合問合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。
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（（（（３３３３））））受講受講受講受講メニューメニューメニューメニュー

! 次の受講メニューが表示されます。

　　　　学習する　　　学習を開始する場合にはこのボタンをクリックしてください。

　履歴を見る　　これまでの学習履歴を見る場合にはこのボタンをクリックしてください。

　終了　　　　　学習を終了する場合にはこのボタンをクリックしてください。

　　　　　　　　ブラウザも終了します。

（（（（注意注意注意注意））））学習終了後学習終了後学習終了後学習終了後はははは、、、、続続続続いていていていてインターネットインターネットインターネットインターネットなどでなどでなどでなどでブラウザブラウザブラウザブラウザをををを利用利用利用利用するするするする場合場合場合場合でもでもでもでも必必必必ずずずず一度一度一度一度 Internet ExplorerInternet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer をををを終了終了終了終了してしてしてして

くださいくださいくださいください。。。。終了終了終了終了しないとしないとしないとしないと不正不正不正不正ななななログインログインログインログインによりによりによりにより学習履歴学習履歴学習履歴学習履歴がががが正常正常正常正常にににに記録記録記録記録されないされないされないされない可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。

（（（（４４４４））））受講講座一覧受講講座一覧受講講座一覧受講講座一覧

! 受講メニューで学習するをクリックしてください。

! 次の受講講座一覧が表示されます。

! 左の「選択」欄にラジオボタンがある講座を選択することができます。「中間テスト／修了テスト」

は一定条件の学習が進んだ時点で選択が可能になります。詳しくは第８章をお読みください。

! 各講座は、右の「受講期限」の日まで受講可能です。
! この受講期限以降は受講できません。自分の学習プランに従って、自分のペースで計画的に学習

を進めてください。

（（（（注意注意注意注意））））このこのこのこの受講講座一覧以降受講講座一覧以降受講講座一覧以降受講講座一覧以降のののの画面画面画面画面にはにはにはにはブラウザブラウザブラウザブラウザののののツールバーツールバーツールバーツールバーはははは表示表示表示表示されませんされませんされませんされません。。。。学習中学習中学習中学習中のののの操作操作操作操作はははは「「「「進進進進むむむむ」」」」「「「「戻戻戻戻るるるる」」」」もももも含含含含めめめめ

ててててツールバーツールバーツールバーツールバーはははは使使使使わずわずわずわずにににに、、、、画面画面画面画面のののの中中中中ののののボタンボタンボタンボタンをををを操作操作操作操作してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
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（（（（５５５５））））講座講座講座講座をををを選択選択選択選択するするするする

! 「選択」欄のラジオボタンをクリックして講座を選び、教材一覧へ進むをクリックしてください。

選択した講座に応じて次の教材一覧画面が表示されます。
リスニングリスニングリスニングリスニング力強化力強化力強化力強化コースコースコースコース
 リーディングリーディングリーディングリーディング力強化力強化力強化力強化コースコースコースコース
リスニング力強化コース、リーディング力強化
TOEICTOEICTOEICTOEIC®®®®テストテストテストテスト演習演習演習演習コースコースコースコース
コースのタイトル名はユニットが終了した時

点で表示されます。
TOEICTOEICTOEICTOEIC®®®®テストパートテストパートテストパートテストパート演習演習演習演習コースコースコースコース
中間中間中間中間テストテストテストテスト／／／／修了修了修了修了テストテストテストテスト
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! 以下の教材を選択して実際に学習する各講座の操作は、それぞれの講座の章を参照してください。
第第第第４４４４章章章章　　　　リスニングリスニングリスニングリスニング力強化力強化力強化力強化コースコースコースコース

第第第第５５５５章章章章　　　　リーディングリーディングリーディングリーディング力強化力強化力強化力強化コースコースコースコース

第第第第６６６６章章章章　　　　TOEICTOEICTOEICTOEIC®®®®テストテストテストテスト演習演習演習演習コースコースコースコース

第第第第７７７７章章章章　　　　TOEICTOEICTOEICTOEIC®®®®テストパートテストパートテストパートテストパート演習演習演習演習コースコースコースコース

第第第第８８８８章章章章　　　　中間中間中間中間テストテストテストテスト／／／／修了修了修了修了テストテストテストテスト

（（（（６６６６））））学習学習学習学習をををを終了終了終了終了するするするする

! 各講座の学習を終了する場合には、次の教材一覧画面の講座一覧へ戻るをクリックしてください。

! 

! 

―

! 

((((注注注注

ださださださださ
青色青色青色青色：：：：学習学習学習学習をををを終了終了終了終了したしたしたした場合場合場合場合
黄色黄色黄色黄色：：：：学習中学習中学習中学習中のののの場合場合場合場合
9999

受講講座一覧画面に戻ります。「最終受講日」にその日の日付が表示されているか確認してください。

続いて、別の講座を受講する場合はその講座を選択して教材一覧へ進むをクリックしてください。

―＞（５）

その日の学習を終了する場合には、終了をクリックしてブラウザを閉じてください。

意意意意))))学習終了後学習終了後学習終了後学習終了後はははは、、、、続続続続いていていていてインターネットインターネットインターネットインターネットなどでなどでなどでなどでブラウザブラウザブラウザブラウザをををを利用利用利用利用するするするする場合場合場合場合でもでもでもでも必必必必ずずずず一度一度一度一度 Internet ExplorerInternet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer をををを終了終了終了終了してくしてくしてくしてく

いいいい。。。。終了終了終了終了しないとしないとしないとしないと不正不正不正不正ななななログインログインログインログインによりによりによりにより学習履歴学習履歴学習履歴学習履歴がががが正常正常正常正常にににに記録記録記録記録されないされないされないされない可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります....

色色色色なしなしなしなし：：：：学習学習学習学習してしてしてして

いないいないいないいない場合場合場合場合

学習終了学習終了学習終了学習終了もしくはもしくはもしくはもしくは学習中学習中学習中学習中ののののマーマーマーマー

ククククがつくとがつくとがつくとがつくとユニットユニットユニットユニットのののの教材教材教材教材タイタイタイタイ

トルトルトルトル名名名名がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。
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10101010

第第第第４４４４章章章章　　　　リスニングリスニングリスニングリスニング力強化力強化力強化力強化コースコースコースコース

４４４４....１１１１　　　　特徴特徴特徴特徴とととと進進進進めめめめ方方方方

＜＜＜＜特徴特徴特徴特徴＞＞＞＞

! 日常会話からビジネスコミュニケーションまでさまざまなテーマの教材が 20 ユニットあります。

! 各ユニットは TOEIC®テストの中の PartⅢ（会話問題）に準じた内容で構成されています。
! ユニットは１から 20 に進むにしたがって文量が増え、難易度が上がるようになっています。

! 音声再生スピードを４段階から選択する機能があります。特に聞き取りにくい部分は、このスピ
ード選択機能を使って自分に合ったスピードで納得するまで聞くことができます。また、再生ス

ピードをアップすることでさまざまなスピーチスピードに対応できるリスニング力を養成します。

＜＜＜＜進進進進めめめめ方方方方＞＞＞＞

◆教材一覧画面（８ページ参照）で学習する教材を選択すると、教材のダウンロードがはじまります。

◆教材のタイトルは学習開始時には表示されません。

◆そのユニットの学習が終了すると教材タイトルが表示されます。

リスニング力強化コースは、音声からトピ

ックを聞き取って理解することを目的とし

ているため学習開始時にはあえて先行した

情報（教材タイトル）は表示していません。
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" 数十秒後(注１)に次のリスニング学習トップ画面が表示されます。

((((注注注注１１１１))))ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードのののの所要時間所要時間所要時間所要時間ははははネットワークネットワークネットワークネットワークのののの状況状況状況状況によってによってによってによって変変変変わりますわりますわりますわります。。。。（（（（15151515 秒秒秒秒～～～～60606060 秒秒秒秒））））

◆画面下にある Step1～Step5 のステップボタンを使って次の５段階で学習を進めます｡

! はじめ

! 何度か
を進め
Step1 First Listening
て

学

て

ユニットユニットユニットユニットのののの内容内容内容内容についてのについてのについてのについての質問質問質問質問にににに答答答答えてえてえてえて理解度理解度理解度理解度ををををチェックチェックチェックチェックしますしますしますします。。。。
Step2 Quiz Time
Step3 Discovery
スピードスピードスピードスピードをををを変変変変えてえてえてえて聞聞聞聞きききき取取取取りのりのりのりのトレーニングトレーニングトレーニングトレーニングをしますをしますをしますをします。。。。
Step4 Speed Listening
Step5 Review
（（（（リスニングリスニングリスニングリスニング学習学習学習学習トップトップトップトップ画面画面画面画面））））
（（（（終了終了終了終了画面画面画面画面））））
（（（（教材一覧画面教材一覧画面教材一覧画面教材一覧画面））））
学習する場合には、Step1 か

習して各ステップのねらい

構いません。
ユニットユニットユニットユニット全体全体全体全体をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、聞聞聞聞きききき取取取取れるれるれるれる部分部分部分部分とととと聞聞聞聞きききき取取取取れないれないれないれない部分部分部分部分

をををを区別区別区別区別しますしますしますします。。。。
英文英文英文英文やややや日本語訳日本語訳日本語訳日本語訳、、、、注釈機能注釈機能注釈機能注釈機能をををを使使使使ってってってって内容内容内容内容をををを理解理解理解理解しますしますしますします。。。。
ユニットユニットユニットユニットのののの英文英文英文英文、、、、日本語訳日本語訳日本語訳日本語訳、、、、注釈注釈注釈注釈をををを表示表示表示表示してしてしてして学習学習学習学習のののの総総総総まとめまとめまとめまとめ

をしますをしますをしますをします。。。。
11111111

ら Step5 の順序で進めてください｡

や学習方法がわかった方は、自分の目的に合った順序で学習
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＜＜＜＜ガイドガイドガイドガイドについてについてについてについて＞＞＞＞

! 各ステップ画面の右上の Guide ボタン[?]を押すと、いつでも学習の進め方や操作の方法が表示さ

!

　

!

!

!

（（（（

１１１１

・

・

・

れます。操作がわからなくなったときに

この Guide ボタンを利用してください｡
Guide 表示の下にある[Guide を表示し

ない]をクリックしてチェックすると、

すべてのステップ画面で Guide が非表

示になります。学習方法がわかって

Guide が必要ない場合にはチェックし

てください。
 [Guide を表示しない]をチェックした場合でも、Guide ボタン[?]を押せばいつでも Guide を表

示することができます。

 また、Guide を常に表示したい場合には Guide ボタンを押して、[Guide を表示しない]のチェック

をはずしてください。

 Exit で終了して、再度リスニング学習トップ画面を表示した際には Guide が表示されます。

 各ボタンの上にマウスポインタを合わせて 1 秒間静止すると､そのボタンの説明が表示されます｡
ボタンの働きを知りたいときに利用してください。

１１１１））））Step1 First ListeningStep1 First ListeningStep1 First ListeningStep1 First Listening

))))右下右下右下右下のののの StartStartStartStartボタンボタンボタンボタンをををを押押押押してしてしてして、、、、全体全体全体全体をををを一度聞一度聞一度聞一度聞いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。

 教材ユニットはスピーカーボタンの数だけのパートに分かれています。スピーカーボタンの上で

マークが点滅しているところが現在再生されているパートです。

 Stop ボタンを押せばいつでも音声が止まります。

 また、スピーカーボタンを押すとその番号のパートから再生します。

◆◆◆◆ねらいねらいねらいねらい：：：：教材教材教材教材ユニットユニットユニットユニット全体全体全体全体をををを通通通通してしてしてして

聞聞聞聞いていていていて、、、、聞聞聞聞きききき取取取取れるれるれるれる部分部分部分部分とととと聞聞聞聞きききき取取取取れなれなれなれな

いいいい部分部分部分部分をはっきりさせますをはっきりさせますをはっきりさせますをはっきりさせます。。。。

現在学習中現在学習中現在学習中現在学習中のののの StepStepStepStep ボタンボタンボタンボタンがががが赤色赤色赤色赤色にににに

なりますなりますなりますなります。。。。
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２２２２))))次次次次にににに音声音声音声音声をををを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら、、、、よくよくよくよく聞聞聞聞きききき取取取取れないれないれないれないパートパートパートパート、、、、意味意味意味意味がわからないがわからないがわからないがわからないパートパートパートパートのののの番号番号番号番号のののの下下下下にあるにあるにあるにある□□□□ををををクククク

リックリックリックリックしてしてしてしてチェックチェックチェックチェックをつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。

・ もう一度、クリックすればチェックを消すことができます。

・すべてのパートにチェックがつくようならば、この教材ユニットは今のあなたには少し難しい教

材です。頑張って進めましょう。

３３３３))))聞聞聞聞きききき取取取取れないれないれないれないパートパートパートパートににににチェックチェックチェックチェックをつけたらをつけたらをつけたらをつけたら、、、、[Step2 Quiz Time] [Step2 Quiz Time] [Step2 Quiz Time] [Step2 Quiz Time] へへへへ進進進進んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。

（（（（２２２２））））Step2 Quiz TimeStep2 Quiz TimeStep2 Quiz TimeStep2 Quiz Time

１１１１)Question)Question)Question)Questionボタンボタンボタンボタンをををを押押押押してしてしてして質問質問質問質問とととと選択肢選択肢選択肢選択肢をををを音声音声音声音声でででで聞聞聞聞きききき

２２２２)A)A)A)A～～～～DDDDのののの中中中中からからからから正正正正しいとしいとしいとしいと思思思思うものをうものをうものをうものを選選選選んでんでんでんで解答解答解答解答しますしますしますします

３３３３)[Q)[Q)[Q)[Q テキストテキストテキストテキスト表示表示表示表示] ] ] ] のののの□□□□ををををクリッククリッククリッククリックするとするとするとすると質問質問質問質問のののの英文英文英文英文がががが

４４４４)[A)[A)[A)[Aテキストテキストテキストテキスト表示表示表示表示] ] ] ] のののの□□□□ををををクリッククリッククリッククリックするとするとするとすると選択肢選択肢選択肢選択肢のののの英文英文英文英文

５５５５)Hint)Hint)Hint)Hintボタンボタンボタンボタンをををを押押押押すとすとすとすと教材教材教材教材ユニットユニットユニットユニットのののの中中中中のこののこののこののこの質問質問質問質問にににに関関関関

・ もう一度よく聞いて、正しいと思う解答を選んで

６６６６))))上上上上にあるにあるにあるにある「「「「Q1Q1Q1Q1」、「」、「」、「」、「Q2Q2Q2Q2」、「」、「」、「」、「Q3Q3Q3Q3」」」」ののののタブタブタブタブ部分部分部分部分ををををクリッククリッククリッククリックするするするする

・上記１）～５）の手順で Q2、Q3 の質問にも答えて

・音声はタブ部分をクリックして切り替えると停止

７７７７)Q1)Q1)Q1)Q1、、、、Q2Q2Q2Q2、、、、Q3Q3Q3Q3のののの 3333問問問問にににに答答答答えるとえるとえるとえると「「「「Q3Q3Q3Q3」」」」タブタブタブタブのののの右右右右にあるにあるにあるにある「「「「

・ここをクリックするとあなたの解答と正解が表示

・正誤の○×印をクリックするとその問題が前面に

８８８８))))解答解答解答解答とととと正解正解正解正解をををを確確確確かめたらかめたらかめたらかめたら、、、、[Step3 Discovery][Step3 Discovery][Step3 Discovery][Step3 Discovery]へへへへ進進進進んんんん
◆◆◆◆ねらいねらいねらいねらい：：：：教材教材教材教材ユニットユニットユニットユニットのののの内容内容内容内容についてのについてのについてのについての

質問質問質問質問にににに答答答答えてえてえてえて理解度理解度理解度理解度ををををチェックチェックチェックチェックしますしますしますします。。。。
13131313

ますますますます。。。。

。。。。

表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

連連連連するするするする部分部分部分部分がががが再生再生再生再生されますされますされますされます。。。。

ください。

とそれぞれのとそれぞれのとそれぞれのとそれぞれの問題問題問題問題をををを表示表示表示表示しますしますしますします。。。。

ください。

します。

解答解答解答解答」」」」ののののタブタブタブタブ部分部分部分部分がががが有効有効有効有効になりますになりますになりますになります。。。。

されます。

表示されます。

でくださいでくださいでくださいでください。。。。
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14141414

（（（（３３３３））））Step3 DiscoveryStep3 DiscoveryStep3 DiscoveryStep3 Discovery

１１１１)Step1 First Listening)Step1 First Listening)Step1 First Listening)Step1 First Listening ででででチェックチェックチェックチェックしたしたしたしたパートパートパートパートにはにはにはにはスピスピスピスピ

からからからから一一一一つつつつ選選選選んでんでんでんでスピーカーボタンスピーカーボタンスピーカーボタンスピーカーボタンをををを押押押押してこのしてこのしてこのしてこのパートパートパートパートのののの

２２２２))))次次次次にににに右側右側右側右側ののののスピードスピードスピードスピード[Slow][Slow][Slow][Slow]ををををクリッククリッククリッククリックしてもうしてもうしてもうしてもう一度聞一度聞一度聞一度聞いいいい

・ 約 30％スピードダウンしています。

・ どの部分が聞き取れないのか、どこまで聞き取れる

して聞いてください。

３３３３))))右上右上右上右上のののの英英英英文文文文 ONONONON ボタンボタンボタンボタンをををを押押押押すとすとすとすと、、、、英文英文英文英文がががが表示表示表示表示されまされまされまされま

・英文を見ながら、聞き取れなかった部分をもう一度

・もう一度このボタン英文 OFF を押すと英文の表示が

４４４４))))スピードスピードスピードスピードをををを [Normal]  [Normal]  [Normal]  [Normal] にににに戻戻戻戻してしてしてして聞聞聞聞いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。

５５５５))))日日日日本語本語本語本語 ONONONON ボタンボタンボタンボタンをををを押押押押すとすとすとすと、、、、日本語訳文日本語訳文日本語訳文日本語訳文がががが表示表示表示表示されされされされ

・もう一度同じボタンを押すと、表示は消えます。

６６６６))))このこのこのこのパートパートパートパートのののの内容内容内容内容をををを理解理解理解理解したらしたらしたらしたら、、、、パートパートパートパート番号番号番号番号のののの下下下下ののののチチチチ

７７７７))))一一一一つのつのつのつのパートパートパートパートをををを学習学習学習学習しししし終終終終わったらわったらわったらわったらチェックチェックチェックチェックがついていがついていがついていがついてい

ますますますます。。。。

８８８８))))チェックチェックチェックチェックしてあるすべてのしてあるすべてのしてあるすべてのしてあるすべてのパートパートパートパートをををを学習学習学習学習したらしたらしたらしたら、、、、[Step[Step[Step[Step

※※※※このこのこのこの教材教材教材教材はははは株式会社日立製作所株式会社日立製作所株式会社日立製作所株式会社日立製作所およびおよびおよびおよび株式会社日立超株式会社日立超株式会社日立超株式会社日立超 LSILSILSILSI システシステシステシステ
◆◆◆◆ねらいねらいねらいねらい：：：：教材教材教材教材ユニットユニットユニットユニットのののの中中中中のののの聞聞聞聞きききき取取取取れれれれ

ないないないない部分部分部分部分、、、、意味意味意味意味のわからないのわからないのわからないのわからない部分部分部分部分をををを集中集中集中集中

してしてしてして聞聞聞聞きききき直直直直しししし、、、、英文英文英文英文、、、、日本語日本語日本語日本語、、、、注釈注釈注釈注釈をををを利利利利

用用用用してしてしてして内容内容内容内容をををを理解理解理解理解しますしますしますします。。。。
ーカーボタンーカーボタンーカーボタンーカーボタンのののの下下下下にににに✔✔✔✔がついていますがついていますがついていますがついています。。。。そのそのそのその中中中中

音声音声音声音声をもうをもうをもうをもう一度集中一度集中一度集中一度集中してしてしてして聞聞聞聞いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。

てくださいてくださいてくださいてください。。。。

かを意識して、英文を書き取るつもりで集中

すすすす。。。。

聞いてください。

消えます。

ますますますます。。。。

ェックェックェックェックををををクリッククリッククリッククリックしてはずしますしてはずしますしてはずしますしてはずします。。。。

るるるる次次次次ののののパートパートパートパートをををを選選選選んでんでんでんで、、、、上記上記上記上記１１１１）～）～）～）～６６６６））））をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし

4 Speed Listening]4 Speed Listening]4 Speed Listening]4 Speed Listening]へへへへ進進進進んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。

ムズムズムズムズのののの話速変換技術話速変換技術話速変換技術話速変換技術をををを利用利用利用利用していますしていますしていますしています｡｡｡｡
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注釈機能注釈機能注釈機能注釈機能についてについてについてについて

! 注釈 ON ボタンを押すと、英文テキスト中の注釈がある語句が青色に変わります。

! 青色の単語をクリックするとその語句の注釈・説明が表示されます。

（（（（注意注意注意注意））））マウスポインタマウスポインタマウスポインタマウスポインタがががが英文英文英文英文テキストテキストテキストテキスト表示表示表示表示ウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウ以外以外以外以外のところにあるとのところにあるとのところにあるとのところにあると注釈注釈注釈注釈はははは表示表示表示表示されませんされませんされませんされません。。。。

単語帳単語帳単語帳単語帳についてについてについてについて

! 単語帳ボタンを押すと単語帳ウィンドウが右下に表示されます。

! 単語帳一覧で語句を選んで、削除ボタンを押すとその語句が単

! 単語帳ウィンドウの単語、日本語の欄は、キーボードから新し

ることができます。

! 注釈部分の単語を指定して右クリックした場合も単語帳ウィン

! 印刷は本日登録したものだけを印刷するか、または全部の語句

す。

! ファイルに出力した単語帳データはカンマ区切りのテキストデ

理して学習に利用してください。

英文テキストの青色語句をクリッ

クすると、その語句と説明が単語

帳ウィンドウに表示されます。

単語帳ウィンドウの登録ボタン

を押すと、表示されている語句が

単語帳一覧に追加されます。
単語帳ウィンドウの印刷ボタンを

押すと、単語帳の内容を印刷または

ファイルに出力できます。
15151515

語帳一覧から削除されます。

い単語や自分のコメントを入力す

ドウが表示されます。

を印刷するかを選ぶことができま

ータです。表計算ソフトなどで整
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（（（（４４４４））））Step4 Speed ListeningStep4 Speed ListeningStep4 Speed ListeningStep4 Speed Listening

１１１１））））StartStartStartStart ボタンボタンボタンボタンのののの下下下下にあるにあるにあるにある[[[[連続再生連続再生連続再生連続再生] ] ] ] ににににチェックチェックチェックチェックがついていることをがついていることをがついていることをがついていることを確確確確かめてくださいかめてくださいかめてくださいかめてください。。。。チェックチェックチェックチェックがついがついがついがつい

ていないていないていないていない場合場合場合場合にはにはにはには、、、、[[[[連続再生連続再生連続再生連続再生] ] ] ] ををををクリッククリッククリッククリックしてしてしてしてチェックチェックチェックチェックをつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。

・[連続再生] にチェックがついていないときは、クリックしたスピーカーボタンのパートだけを再

生します。

２２２２））））スピードスピードスピードスピードのののの[Fast] [Fast] [Fast] [Fast] をををを選選選選んでんでんでんで、、、、StartStartStartStartボタンボタンボタンボタンをををを押押押押してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

・約 30％アップしたスピードで再生されます。

・Stop ボタンを押すと停止します。

３３３３））））テキストテキストテキストテキスト表示表示表示表示のののの[[[[英文英文英文英文] ] ] ] ををををクリッククリッククリッククリックするとするとするとすると、、、、音声音声音声音声にににに対応対応対応対応するするするする英文英文英文英文がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

・必要に応じて利用してください。

・［表示 OFF］をクリックすると英文表示は消えます｡

４４４４））））次次次次ににににスピードスピードスピードスピードをををを[Faster](50%[Faster](50%[Faster](50%[Faster](50%アップアップアップアップ))))にしてにしてにしてにして、、、、一通一通一通一通りりりり聞聞聞聞いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。

・英文はできるだけ表示しないで音から英文を頭に浮かべるつもりで聞いてください。

５５５５））））速速速速いいいいスピードスピードスピードスピードにににに慣慣慣慣れたられたられたられたら、、、、NormalNormalNormalNormalスピードスピードスピードスピードにににに戻戻戻戻してもうしてもうしてもうしてもう一度聞一度聞一度聞一度聞いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。今今今今までよりもゆっくりまでよりもゆっくりまでよりもゆっくりまでよりもゆっくり、、、、はははは

っきりとっきりとっきりとっきりと聞聞聞聞こえるはずですこえるはずですこえるはずですこえるはずです。。。。

（（（（注意注意注意注意））））[Fast][Fast][Fast][Fast]やややや[Faster][Faster][Faster][Faster]はははは速速速速いいいいスピードスピードスピードスピードになじむためにになじむためにになじむためにになじむためにペースメーカーペースメーカーペースメーカーペースメーカーとしてとしてとしてとして利用利用利用利用するするするするデジタルデジタルデジタルデジタル音声音声音声音声ですですですです。。。。

通常通常通常通常のののの自然発声自然発声自然発声自然発声とはとはとはとは異異異異なりますなりますなりますなります。。。。

◆◆◆◆ねらいねらいねらいねらい：：：：よりよりよりより速速速速いいいいスピードスピードスピードスピードのののの音声音声音声音声をををを聞聞聞聞

くくくくトレーニングトレーニングトレーニングトレーニングによってによってによってによって、、、、英語英語英語英語をををを音音音音からからからから

捉捉捉捉えてえてえてえて日本語日本語日本語日本語にににに訳訳訳訳すことなくすことなくすことなくすことなくダイレクトダイレクトダイレクトダイレクト

にににに理解理解理解理解するするするする耳耳耳耳をつくりますをつくりますをつくりますをつくります。。。。
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（（（（DictationDictationDictationDictation練習練習練習練習））））

◆ それぞれのパートごとに聞き取り用の英文が用意してあります。空欄にどんな単語が入るのかを

考えながら繰り返し聞いてください。

１１１１））））StartStartStartStart ボタンボタンボタンボタンのののの下下下下にあるにあるにあるにある[[[[連続再連続再連続再連続再

生生生生] ] ] ] ををををクリッククリッククリッククリックしてしてしてしてチェックチェックチェックチェックをはずしをはずしをはずしをはずし

てくださいてくださいてくださいてください。。。。

２２２２））））テキストテキストテキストテキスト表示表示表示表示のののの [[[[英文英文英文英文ブランクブランクブランクブランク ]]]]
ををををクリッククリッククリッククリックしてしてしてして選選選選んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。

３３３３））））任意任意任意任意ののののスピーカーボタンスピーカーボタンスピーカーボタンスピーカーボタンをををを押押押押すとすとすとすと、、、、

一部一部一部一部がががが空欄空欄空欄空欄（（（（ハイフンハイフンハイフンハイフン））））になったになったになったになった英文英文英文英文

がががが表示表示表示表示されされされされ音声音声音声音声がががが再生再生再生再生されますされますされますされます。。。。

４４４４））））空欄空欄空欄空欄のののの単語単語単語単語がががが聞聞聞聞きききき取取取取れたられたられたられたら、、、、テキストテキストテキストテキスト表示表示表示表示のののの[[[[英文英文英文英文] ] ] ] ををををクリッククリッククリッククリックしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。空欄空欄空欄空欄のののの単語単語単語単語がががが表示表示表示表示されされされされ

ますますますます。。。。ただしただしただしただしハイフンハイフンハイフンハイフン(-----)(-----)(-----)(-----)のののの数数数数はははは単語単語単語単語のののの文字数文字数文字数文字数とととと一致一致一致一致しているわけではありませんしているわけではありませんしているわけではありませんしているわけではありません。。。。

５５５５））））一通一通一通一通りりりり納得納得納得納得がいくまでがいくまでがいくまでがいくまで学習学習学習学習したならばしたならばしたならばしたならば、、、、[Step5 Review][Step5 Review][Step5 Review][Step5 Review]へへへへ進進進進んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。

（（（（５５５５））））Step5 ReviewStep5 ReviewStep5 ReviewStep5 Review

１１１１）「）「）「）「表示表示表示表示」」」」のののの[[[[注釈注釈注釈注釈]]]]ををををクリッククリッククリッククリックするとするとするとすると、、、、英文英文英文英文テキストテキストテキストテキストのののの一部一部一部一部がががが青色青色青色青色にににに変変変変わりますわりますわりますわります。。。。

・この青い部分をクリックするとその語句の注釈・説明が表示されます。（15 ページ参照）

((((注意注意注意注意))))マウスポインタマウスポインタマウスポインタマウスポインタがががが英文英文英文英文テキストテキストテキストテキスト表示表示表示表示ウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウ以外以外以外以外のところにあるとのところにあるとのところにあるとのところにあると注釈注釈注釈注釈はははは表示表示表示表示されませんされませんされませんされません。。。。

２２２２））））テキストテキストテキストテキスト印刷印刷印刷印刷ボタンボタンボタンボタンをををを押押押押すとすとすとすと、「、「、「、「表示表示表示表示」」」」ににににチェックチェックチェックチェックしてあるしてあるしてあるしてある[[[[英文英文英文英文]]]]またはまたはまたはまたは[[[[日本語日本語日本語日本語]]]]がががが印刷印刷印刷印刷されますされますされますされます。。。。

・あらかじめプリンタを印刷可能な状態にしておいてください。

３３３３））））StartStartStartStartボタンボタンボタンボタン、、、、StopStopStopStopボタンボタンボタンボタン、、、、PausePausePausePauseボタンボタンボタンボタンをををを押押押押すとそれぞれすとそれぞれすとそれぞれすとそれぞれ音声音声音声音声のののの再生再生再生再生、、、、停止停止停止停止、、、、一時停止一時停止一時停止一時停止をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

・ Pause を押すと「一時停止中」が表示され、音声の再生を一時停止します。もう一度 Pause ボタン

を押すと、続きから再生します。

◆◆◆◆ねらいねらいねらいねらい：：：：教材教材教材教材ユニットユニットユニットユニット全体全体全体全体のののの

英文英文英文英文やややや日本語訳日本語訳日本語訳日本語訳をををを利用利用利用利用してしてしてして学習学習学習学習

のののの総総総総まとめをしますまとめをしますまとめをしますまとめをします。。。。
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４４４４））））単語帳単語帳単語帳単語帳ボタンボタンボタンボタンをををを押押押押すとすとすとすと単語帳単語帳単語帳単語帳ウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウがががが右下右下右下右下にににに表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

・単語帳の利用方法は、Step3 Discovery と同じです。（15 ページ参照）

５５５５））））このこのこのこの教材教材教材教材ユニットユニットユニットユニットのののの学習学習学習学習をををを終了終了終了終了するにはするにはするにはするには、、、、右下右下右下右下のののの ExitExitExitExitボタンボタンボタンボタンをををを押押押押してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

（（（（６６６６））））学習修了画面学習修了画面学習修了画面学習修了画面

「「「「学習中学習中学習中学習中マークマークマークマークをつけないをつけないをつけないをつけない」」」」：：：：このこのこのこの教材教材教材教材ユニットユニットユニットユニットをををを参照参照参照参照したしたしたした

学習マークは、次回に教材一覧メニューから教材ユニ

ださい。（９ページ参照）

((((注意注意注意注意)Step)Step)Step)Step２２２２Quiz TimeQuiz TimeQuiz TimeQuiz Timeのののの３３３３問問問問をををを解答解答解答解答しないとしないとしないとしないと

「「「「学習学習学習学習マークマークマークマークをつけるをつけるをつけるをつける」」」」はははは選択選択選択選択できませんできませんできませんできません。。。。
終了終了終了終了するするするする際際際際にににに、、、、学習終了学習終了学習終了学習終了またはまたはまたはまたは学習中学習中学習中学習中のののの状態状態状態状態をををを色色色色ででででママママ

ークークークークすることができますすることができますすることができますすることができます。。。。このこのこのこの学習学習学習学習マークマークマークマークはははは次次次次のようのようのようのよう

にににに使使使使いいいい分分分分けてくださいけてくださいけてくださいけてください｡｡｡｡
「「「「学習終了学習終了学習終了学習終了マークマークマークマークをつけるをつけるをつけるをつける」」」」：：：：このこのこのこの教材教材教材教材ユニットユニットユニットユニットのののの

学習学習学習学習をををを終終終終わってわってわってわって､､､､次回次回次回次回はははは別別別別のののの教材教材教材教材をををを学習学習学習学習するするするする場合場合場合場合

（（（（青色青色青色青色））））
だけでだけでだけでだけで、、、、学習学習学習学習はしていないはしていないはしていないはしていない場合場合場合場合（（（（色色色色なしなしなしなし））））

ットを選択するときの目印として利用してく

「「「「学習中学習中学習中学習中マークマークマークマークをつけるをつけるをつけるをつける」」」」：：：：このこのこのこの教材教材教材教材ユニットユニットユニットユニットのののの学学学学

習習習習がががが途中途中途中途中、、、、またはまたはまたはまたは次回次回次回次回もうもうもうもう一度一度一度一度このこのこのこの教材教材教材教材をををを学習学習学習学習しししし

たいたいたいたい場合場合場合場合（（（（黄色黄色黄色黄色））））



第第第第５５５５章章章章　　　　リーディングリーディングリーディングリーディング力強化力強化力強化力強化コースコースコースコース

19191919

第第第第５５５５章章章章　　　　リーディングリーディングリーディングリーディング力強化力強化力強化力強化コースコースコースコース

５５５５....１１１１　　　　特徴特徴特徴特徴とととと進進進進めめめめ方方方方

＜＜＜＜特徴特徴特徴特徴＞＞＞＞

! 天気予報からニュースまでさまざまなテーマの教材が 20 ユニットあります。

! 各ユニットは TOEIC®テストの中の PartⅦ(読解問題)に準じた内容で構成されています。
! ユニットは１から 20 に進むにしたがって文量が増え、難易度が上がるようになっています。

! 自分のリーディングスピードを WPM（Words Per Minute＝1 分間に読む単語数）で測定することが

可能です。

! リーディングスピードを上げるために 4 種類の速読トレーニング機能があります。設定した表示
スピードに従って画面に英文が現れるので、リーディングスピードを実感しながら学習すること

ができます。

＜＜＜＜進進進進めめめめ方方方方＞＞＞＞

◆教材一覧画面（８ページ参照）で学習する教材を選択すると、教材のダウンロードがはじまります。

◆教材のタイトルは学習開始時には表示されません。

◆そのユニットの学習が終了すると教材タイトルが表示されます。

リーディング力強化コースは、本文からト

ピックを抜き出して内容を理解することを

目的としているため学習開始時にはあえて

先行した情報（教材タイトル）は表示して

いません。
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" 数秒後(注１)に次のリーディグ学習トップ画面が表示されます。

((((注注注注１１１１））））ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードのののの所要時間所要時間所要時間所要時間ははははネットワークネットワークネットワークネットワークのののの状況状況状況状況によってによってによってによって変変変変わりますわりますわりますわります。。。。（（（（5555 秒秒秒秒～～～～15151515 秒秒秒秒））））

◆画面下にある Step1～Step5 のステップボタンを使って次の 5段階で学習を進めます｡

! はじめ
（（（（リーディングリーディングリーディングリーディング学習学習学習学習トップトップトップトップ画面画面画面画面））））
て学

Step1 First Reading

Step2 Quiz Time

Step3 Discovery

Step4 Speed Reading

Step5 Review

ユニットユニットユニットユニットのののの全体全体全体全体をををを自分自分自分自分ののののペースペースペースペースでででで読読読読みみみみ、、、、リーディングスピーリーディングスピーリーディングスピーリーディングスピー

ドドドドをををを計計計計りますりますりますります。。。。

ユニットユニットユニットユニットのののの内容内容内容内容についてのについてのについてのについての質問質問質問質問にににに答答答答えてえてえてえて理解度理解度理解度理解度ををををチェックチェックチェックチェックしますしますしますします。。。。

英文英文英文英文やややや日本語訳日本語訳日本語訳日本語訳、、、、注釈機能注釈機能注釈機能注釈機能をををを使使使使ってってってって内容内容内容内容をををを理解理解理解理解しますしますしますします。。。。

フレーズフレーズフレーズフレーズややややキーワードキーワードキーワードキーワード表示表示表示表示をををを使使使使ってってってって、、、、スピードリーディングスピードリーディングスピードリーディングスピードリーディング

ののののトレーニングトレーニングトレーニングトレーニングをしますをしますをしますをします。。。。

ユニットユニットユニットユニットのののの英文英文英文英文、、、、日本語訳日本語訳日本語訳日本語訳、、、、注釈注釈注釈注釈をををを表示表示表示表示してしてしてして学習学習学習学習のののの総総総総まとめまとめまとめまとめ

をしますをしますをしますをします。。。。
（（（（終了終了終了終了画面画面画面画面））））
（（（（教材一覧画面教材一覧画面教材一覧画面教材一覧画面））））
習する場合には、Step1 から Step5 の順序で進めてください｡
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! 何度か学習して各ステップのねらいや学習方法がわかった方は、自分の目的に合った順序で学習

を進めて構いません。

＜＜＜＜ガイドガイドガイドガイドについてについてについてについて＞＞＞＞

! 各ステップ画面の右上の Guide ボタン[?]を押すと、いつでも学習の進め方や操作の方法が表示さ

!

!

!

!

（（（（

１１１１

・

れます｡操作がわからなくなったときに

この Guide ボタンを利用してください｡
21212121

 [Guide を表示しない]をチェックした場合でも、Guide ボタン[?]を押せばいつでも Guide を表示

することができます。

 また、Guide を常に表示したい場合には Guide ボタンを押して、[Guide を表示しない]のチェック

をはずしてください。

 Exit で終了して、再度リーディング学習トップ画面を表示した際には Guide が表示されます。

 各ボタンの上にマウスポインタを合わせて 1 秒間静止すると､そのボタンの説明が表示されます｡
ボタンの働きを知りたいときに利用してください。

１１１１））））Step1 First ReadingStep1 First ReadingStep1 First ReadingStep1 First Reading

)Start)Start)Start)Startボタンボタンボタンボタンをををを押押押押すとすとすとすと、、、、英文英文英文英文がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

 自分のペースでできるだけ速く読み進めて内容を把握してください。

Guide 表示の下にある[Guide を表示しない]

をクリックしてチェックすると、すべてのス

テップ画面で Guide が非表示になります。学

習方法がわかって Guide が必要ない場合に

はチェックしてください。

◆◆◆◆ねらいねらいねらいねらい：：：：教材教材教材教材ユニットユニットユニットユニット全体全体全体全体

をををを自分自分自分自分ののののペースペースペースペースでででで読読読読みみみみ、、、、現在現在現在現在

どのくらいのどのくらいのどのくらいのどのくらいのスピードスピードスピードスピードでででで読読読読んんんん

でいるのかをつかみますでいるのかをつかみますでいるのかをつかみますでいるのかをつかみます。。。。

現在学習中現在学習中現在学習中現在学習中のののの StepStepStepStep ボタンボタンボタンボタンがががが赤色赤色赤色赤色にににに

なりますなりますなりますなります。。。。
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２２２２))))英文英文英文英文がががが表示表示表示表示されるとされるとされるとされると、、、、StartStartStartStartボタンボタンボタンボタンはははは FinishFinishFinishFinishボタンボタンボタンボタンにににに変変変変わりますわりますわりますわります。。。。

・最後まで読み終えたら、Finish ボタンを押してください。

・あなたのリーディングスピードが画面右に WPM で表示されます。

(WPM とは Words Per Minute の略で、1分間に読んだ語数を示します。)

３３３３))))画面下画面下画面下画面下のののの Step1 First ReadingStep1 First ReadingStep1 First ReadingStep1 First Readingボタンボタンボタンボタンををををクリッククリッククリッククリックするとするとするとすると、、、、もうもうもうもう一度上記一度上記一度上記一度上記１１１１))))にににに戻戻戻戻ることができますることができますることができますることができます。。。。

４４４４))))一通一通一通一通りりりり読読読読みみみみ終終終終えたらえたらえたらえたら[Step2 Quiz Time][Step2 Quiz Time][Step2 Quiz Time][Step2 Quiz Time]へへへへ進進進進んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。

（（（（２２２２））））Step2 Quiz TimeStep2 Quiz TimeStep2 Quiz TimeStep2 Quiz Time

１１１１))))質問質問質問質問のののの英文英文英文英文をををを読読読読みみみみ、、、、AAAA～～～～DDDDのののの中中中中からからからから正正正正しいとしいとしいとしいと思思思思うものをうものをうものをうものを選選選選んでんでんでんで解答解答解答解答しますしますしますします。。。。

２２２２))))英文英文英文英文ONONONONボタンボタンボタンボタンでででで英文英文英文英文をををを表示表示表示表示することができますすることができますすることができますすることができます。。。。どうしてもどうしてもどうしてもどうしても解答解答解答解答がががが分分分分からないからないからないからない場合場合場合場合のみのみのみのみ使使使使うようにしうようにしうようにしうようにし

てくださいてくださいてくださいてください。。。。

３３３３))))質問質問質問質問のののの上上上上にあるにあるにあるにある「「「「Q1Q1Q1Q1」、「」、「」、「」、「Q2Q2Q2Q2」、「」、「」、「」、「Q3Q3Q3Q3」」」」ののののタブタブタブタブ部分部分部分部分ををををクリッククリッククリッククリックするとそれぞれのするとそれぞれのするとそれぞれのするとそれぞれの質問質問質問質問をををを表示表示表示表示しますしますしますします。。。。

・Q1、Q2、Q3 の 3問の質問に答えてください。

◆◆◆◆ねらいねらいねらいねらい：：：：教材教材教材教材ユニットユニットユニットユニットのののの内内内内

容容容容についてのについてのについてのについての質問質問質問質問にににに答答答答えてえてえてえて

理解度理解度理解度理解度ををををチェックチェックチェックチェックしますしますしますします。。。。
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４４４４)Q1)Q1)Q1)Q1、、、、Q2Q2Q2Q2、、、、Q3Q3Q3Q3のののの 3333問問問問にににに答答答答えるとえるとえるとえると「「「「Q3Q3Q3Q3」」」」タブタブタブタブのののの右右右右にあるにあるにあるにある「「「「解答解答解答解答」」」」ののののタブタブタブタブ部分部分部分部分がががが有効有効有効有効になりますになりますになりますになります。。。。

・この「解答」タブをクリックするとあなたの解答と正解が表示されます。

・正誤の○×印をクリックするとその問題が前面に表示されます。

５５５５))))解答解答解答解答とととと正解正解正解正解をををを確確確確かめたらかめたらかめたらかめたら、、、、[Step3 Discovery] [Step3 Discovery] [Step3 Discovery] [Step3 Discovery] へへへへ進進進進んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。

（（（（３３３３））））Step3 DiscoveryStep3 DiscoveryStep3 DiscoveryStep3 Discovery

１１１１))))日日日日本語本語本語本語ONONONONボタンボタンボタンボタンをををを押押押押すとすとすとすと日本語訳文日本語訳文日本語訳文日本語訳文がががが表示表示表示表示されますされますされますされます

２２２２))))英文英文英文英文のののの内容内容内容内容をををを理解理解理解理解したらしたらしたらしたら、、、、[Step4 Speed Reading] [Step4 Speed Reading] [Step4 Speed Reading] [Step4 Speed Reading] へへへへ

注釈機能注釈機能注釈機能注釈機能についてについてについてについて

! 注釈 ON ボタンを押すと、英文テキスト中の注釈が

! 青色の単語をクリックするとその語句の注釈・説明が

((((注意注意注意注意))))マウスポインタマウスポインタマウスポインタマウスポインタがががが英文英文英文英文テキストテキストテキストテキスト表示表示表示表示ウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウ以外以外以外以外のところにのところにのところにのところに
◆◆◆◆ねらいねらいねらいねらい：：：：ここではここではここではここでは時間制限時間制限時間制限時間制限なくなくなくなく英文英文英文英文

をもうをもうをもうをもう一度読一度読一度読一度読みみみみ直直直直しししし、、、、語句語句語句語句のののの注釈注釈注釈注釈やややや説説説説

明明明明をををを利用利用利用利用してしてしてして内容内容内容内容のののの理解理解理解理解をををを深深深深めますめますめますめます。。。。
23232323

。。。。もうもうもうもう一度同一度同一度同一度同じじじじボタンボタンボタンボタンをををを押押押押すとすとすとすと表示表示表示表示はははは消消消消えますえますえますえます。。。。

進進進進んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。

ある語句が青色に変わります。

表示されます。

あるとあるとあるとあると注釈注釈注釈注釈はははは表示表示表示表示されませんされませんされませんされません。。。。
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単語帳単語帳単語帳単語帳についてについてについてについて

! 単語帳ボタンを押すと単語帳ウィンドウが右下に表示されます。

! 単語帳一覧で語句を選んで、削除ボタンを押すとその語句が

! 単語帳ウィンドウの単語、日本語の欄は、キーボードから新

ることができます。

! 注釈部分の単語を指定して右クリックした場合も単語帳ウィ

! 印刷は本日登録したものだけを印刷するか、または全部の語句
! ファイルに出力した単語帳データはカンマ区切りのテキスト

理して学習に利用してください。

（（（（４４４４））））Step4 Speed ReadingStep4 Speed ReadingStep4 Speed ReadingStep4 Speed Reading

■Speed Reading の英文の表示方法(Type)には 4 つの種類があり

[[[[Phrase1] : Phrase1] : Phrase1] : Phrase1] : クリッククリッククリッククリックするごとにするごとにするごとにするごとに、、、、英文英文英文英文ををををフレーズフレーズフレーズフレーズ単位単位単位単位にににに表示表示表示表示しますしますしますします

[Phrase2] : [Phrase2] : [Phrase2] : [Phrase2] : 設定設定設定設定したしたしたしたペースペースペースペースでででで、、、、英文英文英文英文ををををフレーズフレーズフレーズフレーズ単位単位単位単位にににに表示表示表示表示しましましましま

[Keyword] : [Keyword] : [Keyword] : [Keyword] : 設定設定設定設定したしたしたしたペースペースペースペースでででで、、、、英文英文英文英文ののののキーワードキーワードキーワードキーワードをををを表示表示表示表示しますしますしますします

[Paced ] : [Paced ] : [Paced ] : [Paced ] : 設定設定設定設定したしたしたしたペースペースペースペースでででで、、、、英文英文英文英文をををを行単位行単位行単位行単位にににに表示表示表示表示しますしますしますします。。。。

◆◆◆◆ねらねらねらねら

てててて英文英文英文英文

あとあとあとあと戻戻戻戻

くことくことくことくこと

ではなではなではなではな

ィングィングィングィング
英文テキストの青色語句をク

リックすると、その語句と説明

が単語帳ウィンドウに表示さ

れます。
単語帳ウィンドウの登録ボタン

を押すと、表示されている語句が

単語帳一覧に追加されます。
単語帳ウィンドウの印刷ボタンを

押すと、単語帳の内容を印刷または

ファイルに出力できます。
単語帳一覧から削除されます。

しい単語や自分のコメントを入力す

ンドウが表示されます。

を印刷するかを選ぶことができます。

データです。表計算ソフトなどで整

ます。

。。。。

すすすす。。。。

。。。。

いいいい：：：：フレーズフレーズフレーズフレーズややややキーワードキーワードキーワードキーワードをををを単位単位単位単位としとしとしとし

をををを読読読読みみみみ進進進進めていくめていくめていくめていくトレーニングトレーニングトレーニングトレーニングですですですです。。。。

りせずりせずりせずりせず、、、、一定一定一定一定ののののリズムリズムリズムリズムでででで読読読読みみみみ進進進進めていめていめていめてい

をををを通通通通じてじてじてじて、、、、英文英文英文英文をををを日本語日本語日本語日本語にににに訳訳訳訳しながらしながらしながらしながら

くくくくダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトにににに理解理解理解理解していくしていくしていくしていくリーデリーデリーデリーデ

力力力力をををを身身身身につけますにつけますにつけますにつけます。。。。



第第第第５５５５章章章章　　　　リーディングリーディングリーディングリーディング力強化力強化力強化力強化コースコースコースコース

■フレーズとは、意味を成すまとまりの単位です。区切りかたには個人差があり、上級者になれば

とらえるフレーズも大きくなります。 ここでは、初中級者向けにやや短めの単位のフレーズが表示

されます。このフレーズをバラバラな単語の集まりとしてではなく、意味のまとまりとしてとらえ

るように意識して読み進めてください。

■キーワードとは、文の中で内容を表す語句(内容語)のことです。

ここでは、内容語や、英文を理解する上で重要な接続詞などをキーワードとしてピックアップしま

した。キーワードだけを読み進めて概略の意味をつかむ練習をしてください。

学習の操作は以下の通りです。

最後のフレーズが表示される

１１１１)Type)Type)Type)Typeのののの[Phrase1] [Phrase1] [Phrase1] [Phrase1] ににににチェックチェックチェックチェックがついていることをがついていることをがついていることをがついていることを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
２２２２))))右下右下右下右下のののの StartStartStartStartボタンボタンボタンボタンををををクリッククリッククリッククリックするとするとするとすると、、、、このこのこのこの教材教材教材教材ユニットユニットユニットユニットのののの最初最初最初最初ののののフレフレフレフレ

ーズーズーズーズがががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。
25252525

と、Next が Finish に変わります。

３３３３））））ひとまとまりとしてひとまとまりとしてひとまとまりとしてひとまとまりとして読読読読みみみみ終終終終ええええ

たらたらたらたら、、、、NextNextNextNextボタンボタンボタンボタンをををを押押押押してくださしてくださしてくださしてくださ

いいいい。。。。次次次次ののののフレーズフレーズフレーズフレーズがががが表示表示表示表示されまされまされまされま

すすすす。。。。フレーズフレーズフレーズフレーズをををを読読読読みみみみ終終終終えるごとえるごとえるごとえるごと

にににに NextNextNextNext ボタンボタンボタンボタンををををクリッククリッククリッククリックしてしてしてして読読読読

みみみみ進進進進めてくださいめてくださいめてくださいめてください。。。。
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Finish ボタンを押すと、スピードとリーディング時間が画面右に表示されます。

４４４４))))画面下画面下画面下画面下のののの Step4 Speed ReadingStep4 Speed ReadingStep4 Speed ReadingStep4 Speed Readingボタンボタンボタンボタンをををを押押押押すとすとすとすと、、、、Speed ReadingSpeed ReadingSpeed ReadingSpeed Readingのののの設定画面設定画面設定画面設定画面にににに戻戻戻戻りますりますりますります。。。。

５５５５))))次次次次にににに、、、、[Phrase2] [Phrase2] [Phrase2] [Phrase2] ををををクリッククリッククリッククリックしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。スピードスピードスピードスピード設定設定設定設定ボタンボタンボタンボタンがががが有効有効有効有効になりますになりますになりますになります。。。。

表示されているFirst ReadingでのWPM(１分間の語数)

を参考に、目標スピードを設定してください。

スピード設定は▲でカウントアップ、▼でカ

ウントダウンします。。。。
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６６６６)Start)Start)Start)Startボタンボタンボタンボタンををををクリッククリッククリッククリックするとするとするとすると、、、、設定設定設定設定されたされたされたされたスピードスピードスピードスピードででででフレーズフレーズフレーズフレーズがががが順次表示順次表示順次表示順次表示されますされますされますされます。。。。

・ あと戻りをしないように意識して、表示されるペースに合わせて英文を読み進めてください。

７７７７))))最後最後最後最後までまでまでまで読読読読みみみみ終終終終えたらえたらえたらえたら、、、、FinishFinishFinishFinishボタンボタンボタンボタンをををを押押押押してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

８８８８))))次次次次にににに、、、、４４４４))))にににに戻戻戻戻ってってってって[Keyword][Keyword][Keyword][Keyword]やややや[Paced] [Paced] [Paced] [Paced] ををををクリッククリッククリッククリックしてしてしてして、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度リーディングリーディングリーディングリーディングしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

・ 操作は５)～７)と同じです。それぞれ次の点に気をつけて読んでください。

[Keyword][Keyword][Keyword][Keyword]：：：：表示表示表示表示されるされるされるされる青青青青いいいい部分部分部分部分だけをだけをだけをだけを読読読読みみみみ取取取取りりりり、、、、あとあとあとあと戻戻戻戻りはしないりはしないりはしないりはしない。。。。

[Paced][Paced][Paced][Paced]：：：：フレーズフレーズフレーズフレーズのののの区切区切区切区切りやりやりやりやキーワードキーワードキーワードキーワードをををを自分自分自分自分でででで意識意識意識意識しながらしながらしながらしながら、、、、表示表示表示表示ののののペースペースペースペースにあわせてにあわせてにあわせてにあわせて読読読読みみみみ進進進進めるめるめるめる。。。。

(Keyword(Keyword(Keyword(Keyword フレーズフレーズフレーズフレーズのののの画面画面画面画面。。。。KeywordKeywordKeywordKeyword のみがのみがのみがのみが青青青青くくくく表示表示表示表示されるされるされるされる))))

９９９９))))表示表示表示表示ののののタイミングタイミングタイミングタイミングがががが遅遅遅遅いといといといと感感感感じるじるじるじる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、FinishFinishFinishFinishボタンボタンボタンボタンのののの下下下下にあるにあるにあるにあるキャンセルボタンキャンセルボタンキャンセルボタンキャンセルボタンをををを押押押押してしてしてして、、、、設定設定設定設定

スピードスピードスピードスピードをををを上上上上げてもうげてもうげてもうげてもう一度一度一度一度やってみましょうやってみましょうやってみましょうやってみましょう。。。。

10)10)10)10)一通一通一通一通りりりり学習学習学習学習したらしたらしたらしたら、、、、[Step5 Review] [Step5 Review] [Step5 Review] [Step5 Review] へへへへ進進進進んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。
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（（（（５５５５））））Step5 ReviewStep5 ReviewStep5 ReviewStep5 Review

１１１１）「）「）「）「表示表示表示表示」」」」のののの[[[[注釈注釈注釈注釈]]]]ををををクリッククリッククリッククリックするとするとするとすると、、、、英文英文英文英文テキストテキストテキストテキストのののの一部一部一部一部がががが

・この青い部分をクリックするとその語句の注釈・説明が

（（（（注意注意注意注意））））マウスポインタマウスポインタマウスポインタマウスポインタがががが英文英文英文英文テキストテキストテキストテキスト表示表示表示表示ウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウ以外以外以外以外のところにのところにのところにのところに

２２２２))))テキストテキストテキストテキスト印刷印刷印刷印刷ボタンボタンボタンボタンをををを押押押押すとすとすとすと、「、「、「、「表示表示表示表示」」」」ににににチェックチェックチェックチェックしてあるしてあるしてあるしてある[[[[

・あらかじめプリンタを印刷可能な状態にしておいてくだ

３３３３))))単語帳単語帳単語帳単語帳ボタンボタンボタンボタンをををを押押押押すとすとすとすと単語帳単語帳単語帳単語帳ウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウがががが右下右下右下右下にににに表示表示表示表示されされされされ

・単語帳の利用方法は、Step3 Discovery と同じです。（2

４４４４) ) ) ) このこのこのこの教材教材教材教材ユニットユニットユニットユニットのののの学習学習学習学習をををを終了終了終了終了するにはするにはするにはするには、、、、右下右下右下右下のののの ExitExitExitExitボボボボ

学習マークは、次回に教材一覧メニューから教材ユニット

い。（９ページ参照）

終了終了終了終了

色色色色でででで

ククククはははは

「「「「

学学学学

習習習習

((((

「「「「
◆◆◆◆ねらいねらいねらいねらい：：：：教材教材教材教材ユニットユニットユニットユニット全体全体全体全体のののの英英英英

文文文文やややや日本語訳日本語訳日本語訳日本語訳をををを利用利用利用利用してしてしてして学習学習学習学習のののの

総総総総まとめをしますまとめをしますまとめをしますまとめをします。。。。
青色青色青色青色にににに変変変変わりますわりますわりますわります。。。。

表示されます。（23 ページ参照）

あるとあるとあるとあると注釈注釈注釈注釈はははは表示表示表示表示されませんされませんされませんされません。。。。

英文英文英文英文]]]]またはまたはまたはまたは[[[[日本語日本語日本語日本語]]]]がががが印刷印刷印刷印刷されますされますされますされます。。。。

さい。

ますますますます。。。。

4 ページ参照）

タンタンタンタンをををを押押押押してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

するするするする際際際際にににに、、、、学習終了学習終了学習終了学習終了またはまたはまたはまたは学習中学習中学習中学習中のののの状態状態状態状態をををを

マークマークマークマークすることができますすることができますすることができますすることができます。。。。このこのこのこの学習学習学習学習マーマーマーマー

次次次次のようにのようにのようにのように使使使使いいいい分分分分けてくださいけてくださいけてくださいけてください｡｡｡｡
「「「「学習終了学習終了学習終了学習終了マークマークマークマークをつをつをつをつけるけるけるける」」」」：：：：このこのこのこの教材教材教材教材

ユニットユニットユニットユニットのののの学習学習学習学習をををを終終終終わってわってわってわって､､､､次回次回次回次回はははは別別別別

のののの教材教材教材教材をををを学習学習学習学習するするするする場合場合場合場合（（（（青色青色青色青色））））
学習中学習中学習中学習中マークマークマークマークをつけるをつけるをつけるをつける」」」」：：：：このこのこのこの教材教材教材教材ユニットユニットユニットユニットのののの

習習習習がががが途中途中途中途中、、、、またはまたはまたはまたは次回次回次回次回もうもうもうもう一度一度一度一度このこのこのこの教材教材教材教材をををを学学学学

したいしたいしたいしたい場合場合場合場合（（（（黄色黄色黄色黄色））））

注意注意注意注意)Step)Step)Step)Step２２２２Quiz TimeQuiz TimeQuiz TimeQuiz Timeのののの３３３３問問問問をををを解答解答解答解答しないとしないとしないとしないと

学習学習学習学習マークマークマークマークをつけるをつけるをつけるをつける」」」」はははは選択選択選択選択できませんできませんできませんできません。。。。
「「「「学習中学習中学習中学習中マークマークマークマークをつけないをつけないをつけないをつけない」」」」：：：：このこのこのこの教材教材教材教材ユニットユニットユニットユニットをををを

参照参照参照参照しただけでしただけでしただけでしただけで、、、、学習学習学習学習はしていないはしていないはしていないはしていない場合場合場合場合（（（（色色色色なしなしなしなし））））
を選択するときの目印として利用してくださ
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６６６６....１１１１　　　　特徴特徴特徴特徴とととと進進進進めめめめ方方方方

＜＜＜＜特徴特徴特徴特徴＞＞＞＞

! TOEIC®テストの本試験（2時間、200問）を 5分の１のスケールにした演習問題が 10ユニットあ
ります。（リスニングセクション 20問、リーディングセクション 20問、合計 40問×10ユニット）

! 短時間で、効率的に TOEIC®テストの問題形式になじむことができます｡
! 各セクションの問題を解答後、すぐにその場で採点結果が表示されます｡受講者の解答結果は一覧

表で表示され、あわせてリスニング、リーディングの正解率がグラフで表示されるので自分の弱

点が明確につかめます｡

! リスニングセクションとリーディングセクションは、両方を一度に演習する時間（約 30分）がな
い場合には別の日に演習することも可能です｡

! 間違った問題だけを選び出して提示する「弱点問題再チャレンジ」の機能を使って、自分の弱点
を補強することができます。

＜＜＜＜進進進進めめめめ方方方方＞＞＞＞

◆前半は５ユニット、中間テスト終了後に後半の５ユニットを学習することができます。

◆TOEIC®テスト演習の１ユニットは、リスニングセクションとリーディングセクションを別の日に
学習することも可能です｡ただし、学習の効果や TOEIC®テスト本試験に向けた集中力をつけるため
には、最低 30 分の時間が取れる時に、リスニングセクションとリーディングセクションを続けて演

習することをお勧めします｡

◆教材一覧画面（８ページ参照）で演習するテストを選択して「学習を開始する」をクリックする

と、教材のダウンロードがはじまります。

◆数秒後(注１)に次の TOEIC®テスト演習トップ画面が表示されます。

 ( ( ( (注注注注１１１１))))ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードのののの所要時間所要時間所要時間所要時間ははははネットワークネットワークネットワークネットワークのののの状況状況状況状況によってによってによってによって変変変変わりますわりますわりますわります。。。。（（（（15151515 秒秒秒秒～～～～30303030 秒秒秒秒））））
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◆次の流れで学習を進めます｡

（（（（注注注注

・ リリリリ

はははは

・ 採採採採

クククク

・ 各各各各

新新新新

! 各

表

（（（（TOEICTOEICTOEICTOEIC®®®®テストテストテストテスト演習演習演習演習トップトップトップトップ画面画面画面画面））））
意意意意））））

スニングセスニングセスニングセスニングセ

再度再度再度再度はじめはじめはじめはじめ

点画面点画面点画面点画面はははは

してもしてもしてもしても表示表示表示表示

セクションセクションセクションセクション

のののの結果結果結果結果だだだだ

セクショ

示されま

Listening Section

Reading Section

採点画面採点画面採点画面採点画面

弱点問題再弱点問題再弱点問題再弱点問題再チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ

リスニングセクションリスニングセクションリスニングセクションリスニングセクション 20202020問問問問９９９９分分分分のののの演習演習演習演習ですですですです｡｡｡｡

リーディングセクションリーディングセクションリーディングセクションリーディングセクション 20202020問問問問 15151515分分分分のののの演習演習演習演習ですですですです｡｡｡｡

リスニングセクションリスニングセクションリスニングセクションリスニングセクション､､､､リーディングセクションリーディングセクションリーディングセクションリーディングセクションのののの採点結果採点結果採点結果採点結果

をををを表示表示表示表示しますしますしますします｡｡｡｡ここからここからここからここから解説画面解説画面解説画面解説画面にににに移移移移ることができますることができますることができますることができます｡｡｡｡
（（（（終了画面終了画面終了画面終了画面））））
（（（（教材一覧画面教材一覧画面教材一覧画面教材一覧画面））））
クションクションクションクションのののの 20202020 問問問問のののの解答解答解答解答をををを
からからからから解答解答解答解答してくださいしてくださいしてくださいしてください｡｡｡｡リーリーリーリー

リスニングセクションリスニングセクションリスニングセクションリスニングセクション 20202020問問問問
されませんされませんされませんされません｡｡｡｡

及及及及びびびび弱点問題再弱点問題再弱点問題再弱点問題再チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ

けがけがけがけが表示表示表示表示されますされますされますされます｡｡｡｡

ンの Part（Ⅰ～Ⅶ）のは

す。この表示が消えてか
採点結果採点結果採点結果採点結果のののの中中中中のののの間違間違間違間違ったったったった問題問題問題問題をををを順番順番順番順番にににに提示提示提示提示しますしますしますします｡｡｡｡リスニンリスニンリスニンリスニン

グセクショングセクショングセクショングセクション､､､､リーディングセクションリーディングセクションリーディングセクションリーディングセクションをををを演習後演習後演習後演習後にににに利用利用利用利用するするするする

とよりとよりとよりとより効果的効果的効果的効果的なななな実力実力実力実力アップアップアップアップをををを図図図図ることができますることができますることができますることができます。。。。
途中途中途中途中でででで中断中断中断中断したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、それまでのそれまでのそれまでのそれまでの解答解答解答解答はははは無効無効無効無効になりますになりますになりますになります｡｡｡｡次回次回次回次回

ディングセクションディングセクションディングセクションディングセクションのののの 20202020問問問問をををを中断中断中断中断したしたしたした場合場合場合場合もももも同同同同じですじですじですじです｡｡｡｡

、、、、またはまたはまたはまたはリーディングセクションリーディングセクションリーディングセクションリーディングセクション 20202020問問問問のののの解答解答解答解答がががが終終終終わるまではわるまではわるまではわるまではクリックリックリックリッ

はははは、、、、何度何度何度何度でもでもでもでも繰繰繰繰りりりり返返返返しししし学習学習学習学習することができますすることができますすることができますすることができます｡｡｡｡採点画面採点画面採点画面採点画面にはにはにはには最最最最

じめには、問題をサーバからダウンロードする画面が数秒間

ら解答をはじめてください｡
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! リスニングセクションを解答終了後、次のダイアログボックスが表示されます｡続いてリーディン

グセクションへ進む場合には「はい」を選んでください｡「いいえ」を選ぶと、リスニングセクシ

ョンの採点結果が表示されます｡

６６６６....２２２２　　　　採点画面採点画面採点画面採点画面についてについてについてについて

! リスニングセクションとリーディングセクションを続けて解答した場合には、1 問 25 点で換算し

た点数が表示されます。全問正解の場合には 1000 点になります。実際の本試験のスコアは 10～990

点です。

! リスニングセクションまたはリーディングセクションだけを解答した場合や、弱点問題再チャレ

ンジを解答した場合には、解答していない問題は採点画面ではグレーで表示されます。この場合

も正誤の○×をクリックすれば正答と解説を見ることができます。

各各各各 PartPartPartPart のののの問題番号問題番号問題番号問題番号またまたまたまた

はははは、、、、正誤正誤正誤正誤のののの○×○×○×○×ををををクリックリックリックリッ

ククククするとするとするとすると正答正答正答正答とととと解説解説解説解説をををを

見見見見ることができますることができますることができますることができます。。。。
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第第第第７７７７章章章章　　　　TOEICTOEICTOEICTOEIC®®®®テストパートテストパートテストパートテストパート演習演習演習演習コースコースコースコース

７７７７....１１１１　　　　特徴特徴特徴特徴とととと進進進進めめめめ方方方方

＜＜＜＜特徴特徴特徴特徴＞＞＞＞

! TOEIC®テストのパートごとの演習です。各パートには本試験と同じ数の演習問題があります。
! PartⅠ～Ⅶの好きなパートから受講することができます。
! 自分が苦手なパートを集中的に学習することができます。

! 各パートの問題の解答が途中でもそこまで解答していた問題の採点結果が表示されます｡

! 各パートの途中で学習を終了させても、次回は前回の続きから学習することができます。

＜＜＜＜進進進進めめめめ方方方方＞＞＞＞

◆TOEIC®テストパート演習は、好きなパートから学習ができます。
◆パート別の一覧画面（９ページ参照）で演習するパートを選択して「学習を開始する」をクリッ

クすると、教材のダウンロードがはじまります。

◆数秒後に選択した TOEIC®テストパート演習のトップ画面が表示されます。
◆そのパートをはじめて学習する場合は、「はじめから」をクリックしてください。

◆前回、途中まで学習している場合は「前回の続き」ボタンが選択可能になっています。

((((画面画面画面画面ははははTOEICTOEICTOEICTOEIC®®®®テストパートテストパートテストパートテストパート演習演習演習演習のののの PartPartPartPart１１１１ののののトップトップトップトップ画面画面画面画面ですですですです))))
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◆次の流れで学習を進めます｡

(例)　PartⅠを選択した場合。他の Partを選んだ場合でも学習の流れは同じです。
ただし、各 Partによって問題数は違います。

（（（（注意注意注意注意））））

・ パートパートパートパート演習演習演習演習のののの途中途中途中途中でででで学習学習学習学習をををを

タタタタはははは破棄破棄破棄破棄されますされますされますされます。。。。

７７７７....２２２２　　　　採点画面採点画面採点画面採点画面

採点画面の機能、画面表示は

途中で終了した場合は、そ

こまで解答した採点結果

が表示されます。

この場合は、Q６までの採
点結果が表示されます。
（（（（TOEICTOEICTOEICTOEIC®®®®テストパートテストパートテストパートテストパート演習演習演習演習トップトップトップトップ画面画面画面画面））））
終了終了終了終了させさせさせさせ、、、、次次次次

TOEIC®テス

はははは

採採採採

学学学学

学学学学

学学学学
PartⅠⅠⅠⅠ
 20問問問問
じめからじめからじめからじめから 前回前回前回前回のののの続続続続きききき

点画面点画面点画面点画面

習画面習画面習画面習画面 QQQQ１１１１

習画面習画面習画面習画面 QQQQ６６６６

前回学習した続きから始め

ることができます。

習画面習画面習画面習画面 QQQQ７７７７

QQQQ６６６６までをまでをまでをまでを学習学習学習学習していたしていたしていたしていた場合場合場合場合

前回前回前回前回のののの続続続続きをきをきをきを選選選選ぶとぶとぶとぶと QQQQ７７７７からからからから学学学学

習習習習をををを開始開始開始開始しますしますしますします。。。。
（（（（終了画面終了画面終了画面終了画面））））
（（（（教材一覧画面教材一覧画面教材一覧画面教材一覧画面））））
33333333

回同回同回同回同じじじじパートパートパートパート演習演習演習演習のののの「「「「はじめからはじめからはじめからはじめから」」」」をををを選択選択選択選択するとするとするとすると前回前回前回前回のののの解答解答解答解答デーデーデーデー

ト演習と同じです。（31 ページ参照）
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第第第第８８８８章章章章　　　　中間中間中間中間テストテストテストテスト／／／／修了修了修了修了テストテストテストテスト

８８８８....１１１１　　　　特徴特徴特徴特徴とととと進進進進めめめめ方方方方

＜＜＜＜特徴特徴特徴特徴＞＞＞＞

! TOEIC®テスト形式のテストです。各テストは 100問ずつ(60分)です。
! 中間テストは前半 25ユニット、修了テストは後半 25ユニットを終えないと受けることができま
せん。****前半前半前半前半 25252525ユニットユニットユニットユニット、、、、後半後半後半後半 25252525ユニットユニットユニットユニットのののの詳細詳細詳細詳細はははは３３３３ページページページページのののの図図図図をををを参照参照参照参照してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

! 中間テスト／修了テストとも１回だけしかテストは受けることができません。

! 一度解答した後は、いつでも採点画面から解説等は参照できます。

＜＜＜＜進進進進めめめめ方方方方＞＞＞＞

◆受講講座一覧画面で「中間テスト／修了テスト」を選択して「教材一覧へ進む」をクリックしてください。

" 以下の画面が表示されているので「中間テスト」を選択して「学習を開始する」をクリックすると、教材のダ

ウンロードがはじまります。

前半前半前半前半のののの25252525ユニットユニットユニットユニットがががが終了終了終了終了していしていしていしてい

ないとないとないとないとラジオボタンラジオボタンラジオボタンラジオボタンでででで選択選択選択選択できできできでき

ませんませんませんません。。。。
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◆数秒後に中間(修了)テストのトップ画面が表示されます。

◆中間／修了テストは以下の流れで進めていきます。

(

・

・

８８８８

採

（（（（中間中間中間中間／／／／修了修了修了修了テストトップテストトップテストトップテストトップ画面画面画面画面））））
注意)

 ListeninListeninListeninListenin

SectionSectionSectionSection

 中間中間中間中間／／／／修修修修

はできまはできまはできまはできま

....２２２２　　　　採点採点採点採点

点画面の

Listening Section

Reading Section

採点画面採点画面採点画面採点画面
（（（（終了画面終了画面終了画面終了画面））））
（（（（教材一覧画面教材一覧画面教材一覧画面教材一覧画面））））
35353535

g Sectiong Sectiong Sectiong Section をををを解答解答解答解答しししし終終終終えたえたえたえた時点時点時点時点ではではではでは、、、、採点画面採点画面採点画面採点画面はははは表示表示表示表示されませんされませんされませんされません。。。。Listening SectionListening SectionListening SectionListening Section、、、、ReadingReadingReadingReading

のののの両方両方両方両方をををを終終終終えるとえるとえるとえると採点画面採点画面採点画面採点画面がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

了了了了テストテストテストテストはははは他他他他のののの TOEICTOEICTOEICTOEIC®®®®テストテストテストテスト演習演習演習演習とととと違違違違ってってってってテストテストテストテスト画面画面画面画面にはいるとにはいるとにはいるとにはいると、、、、問題問題問題問題をををを戻戻戻戻ってってってって解答解答解答解答することすることすることすること

せんせんせんせん。。。。

画面画面画面画面

機能、画面表示は TOEIC®テスト演習と同じです。（31 ページ参照）
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