「TOEIC650」について
「TOEIC650」とは
ご存知のように、英語を社内公用語とする企業も現れ、英語の必須度は益々高
まっています。これは、日本が日本市場だけではやって行けない現状がありま
す。企業側としても、人材育成にかけるお金と時間は少ない方がいいのです。
今企業が望む人材は、即戦力として期待できる能力を既に持っている人です。
多くの企業は、海外赴任の基準を TOEIC600 点あたりに置いており、ビジネス
に対応できるレベルは、650 点以上といえます。eTOC では、TOEIC 取得目標
を 650 点とする「TOEIC650」を提案します。特に、就活に苦労されている方々
や、中級レベルの英語力を目指す方々のご支援ができたらと考えております。
※TOEIC650：中級の壁と言われ、英検では 2 級レベル。650 以上は中級の上のレベル。

対象
「TOEIC650」は、英語力が現在 TOEIC450 点あたりのレベルの方を対象とし
たレッスンです。最初から本教材を使用することは難しいと判断された場合は、
ご相談の後、別のカリキュラムから開始する場合があります。
受講期間
通常レッスン：他のカリキュラムと併行して受講されても結構ですが、期間を
決めて受講されることをおすすめします。通常 6 ヶ月間を目標とします。学習
時間は最低でも４８時間必要です。
短期集中レッスン：就活中のため、短期間に集中して受講したい方。１日 1 時
間、月１６回、３ヶ月でトータル４８時間。就活中の方には 3 ヶ月 33000 円（１
レッスンが 343 円）で提供します。
カリキュラムの特徴
※実際の TOEIC 試験に則った形でレッスンを行います。
Part1. 写真描写問題／Part2. 応答問題／Part3. 会話問題／Part4. 説明文問題／Part5.
単文穴埋め問題／Part6. 長文穴埋め問題／Part7. 読解問題

※レッスンは Chapter10 まで用意してますが、個人により進捗度は異なります。
※「TOEIC650」は 650 点取得を保証するものではありません。

カリキュラム
Chapter1
IN THE OFFICE「オフィスにて」
1
Part1. 写真描写問題（25 分）
Part2. 応答問題（25 分）
2
Part3. 会話問題（25 分）
Part4. 説明文問題（25 分）
3
Part5. 単文穴埋め問題（25 分）
Part6. 長文穴埋め問題（25 分）
4
Part7. 読解問題（25 分）
Review（25 分）
Chapter2
PERSONNEL AFFAIRS「人事」
5
Part1. 写真描写問題
Part2. 応答問題
6
Part3. 会話問題
Part4. 説明文問題
7
Part5. 単文穴埋め問題
Part6. 長文穴埋め問題
8
Part7. 読解問題
Review
Chapter3
BUSINESS SETTING「ビジネスシーン」
9
Part1. 写真描写問題
Part2. 応答問題
10 Part3. 会話問題
Part4. 説明文問題
11 Part5. 単文穴埋め問題
Part6. 長文穴埋め問題
12 Part7. 読解問題
Review
Chapter4
TRAFFIC「交通」
13 Part1. 写真描写問題
Part2. 応答問題
14 Part3. 会話問題
Part4. 説明文問題
15 Part5. 単文穴埋め問題
Part6. 長文穴埋め問題
16 Part7. 読解問題
Review
Chapter5
DAILY LIFE「日常生活」
17 Part1. 写真描写問題
Part2. 応答問題
18 Part3. 会話問題
Part4. 説明文問題
19 Part5. 単文穴埋め問題
Part6. 長文穴埋め問題
20 Part7. 読解問題
Review
Chapter6
SHOPPING「ショッピング」
21 Part1. 写真描写問題
Part2. 応答問題
22 Part3. 会話問題
Part4. 説明文問題
23 Part5. 単文穴埋め問題
Part6. 長文穴埋め問題
24 Part7. 読解問題
Review

Chapter7
SERVICE「サービス」
25 Part1. 写真描写問題
Part2. 応答問題
26 Part3. 会話問題
Part4. 説明文問題
27 Part5. 単文穴埋め問題
Part6. 長文穴埋め問題
28 Part7. 読解問題
Review
Chapter8
COMMUNICATION AND ARTS「情報・芸術」
29 Part1. 写真描写問題
Part2. 応答問題
30 Part3. 会話問題
Part4. 説明文問題
31 Part5. 単文穴埋め問題
Part6. 長文穴埋め問題
32 Part7. 読解問題
Review
Chapter9
JOURNEY「旅行」
33 Part1. 写真描写問題
Part2. 応答問題
34 Part3. 会話問題
Part4. 説明文問題
35 Part5. 単文穴埋め問題
Part6. 長文穴埋め問題
36 Part7. 読解問題
Review
Chapter10
HEALTH「健康」
37 Part1. 写真描写問題
Part2. 応答問題
38 Part3. 会話問題
Part4. 説明文問題
39 Part5. 単文穴埋め問題
Part6. 長文穴埋め問題
40 Part7. 読解問題
Review
Mock up Test
（リスニング模擬テスト）
41 模擬テスト
（リスニング部分）
42 解答と説明
43
44

模擬テスト Part2
（リスニング部分）
解答と説明

レッスン内容
リスニングセクション Part1〜4
先生が読み上げた会話やナレーションを聞いて設問に答えます。

Part1. Pictures（写真描写問題）
テキストには 10 枚の写真が用意されています。
1 枚の写真についてＡ〜Ｄの 4 つの短い説明文（説明文は問題には記載されていません）を
先生が読み上げます。
4 つのうち、写真を最も的確に描写しているものを答えてください。
(A)The conductor is raising his baton.
(B)The musician is recording his experiences.
(C)The scientist is conducting an experiment.
(D)The technician is soaking a bone.

Part2. Question – Response（応答問題）
質問文は 20 問用意されています。
1 つの質問文と、それに対するＡ〜Ｃの 3 つの答えを先生が 1 回だけ読み上げます。
それらは、テキストには記載されていません。
この質問文に対して最もふさわしい答えを選び答えてください。

“Where is the meeting room?”
A： To meet the new supervisor.
B： It's the second room on the left.
C： No, at three o'clock.
Choice (B)

Part3. Short Conversations（会話問題）
会話文は 15 用意されています。
まず先生が、2 人の人物による短い会話文を 1 回だけ読み上げます。会話を聞いてテキスト
に記載された 4 つの答えの中から最も適当なものを選び答えてください。１つの会話文に 3
問の設問が用意されます。

English sentence

Why did the man telephone the woman?
（A）To check on his order
（B）To arrange a delivery time
（C）To cancel his order
（D）To change his order

Part4. Short Talks（説明文問題）
ショートトークは 4 つ用意されています。
ナレーションやアナウンスなどのショートトークを先生が 1 回だけ読み上げます。
それを聞いてテキストに記載された設問（設問は先生も読み上げます）と解答を読み、4 つ
の答えの中から最も適当なものを選び答えてください。
１つのトークには 3 問の設問があります。

English sentence

Where is this announcement being made?
（A）At a train station
（B）At a travel agent's office
（C）At an airport
（D）At a coffee shop

リーディングセクション Part5〜7
テキストに記載された問題を読んで設問に答えます。

Part5. MISSING WORDS（単文穴埋め問題）
問題は 20 問用意されています。テキストに準備された単文中の空所に入る語句を、Ａ〜Ｄ
の 4 つの選択肢の中から１つ選び、文章を完成させましょう。
＿＿＿＿ is no better season than winter to begin training at Silver's Fitness Center.
（A）When
（B）It
（C）There
（D）As it

Part6. TEXT COMPLETION（長文穴埋め問題）
テキストに準備された文中の空所に入る語句を、
Ａ〜Ｄの 4 つの選択肢の中から１つ選び、
文章を完成させましょう。
1. 25 October
Ms. Sally Salhit
Channel 3 TV
2000 Pine Road
Buffalo, New York
Dr. Ms. Salhit,
I am writing to request permission to use portions of your recent episode about the
migrating patterns on black bears in your recent episode of 'Animals of the North' that
______ November 15th.
A. aired
B. covered
C. hunted
D. portrayed
2. All excerpts from your television show would only be shown to students at Westside
High. As an educational institution ______ limited means
A. which
B. that
C. with
D. were
…

Part7. Reading Comprehension（読解問題）
いろいろな文書がテキストに準備されています。これを読んで、その内容に関する質問に
対する答えとして最も適切なものを 4 つの選択肢の中から選びましょう。

Memorandum
To: Supervisors
From: Judy Mandella, Human Resource Manager
Sub: Probation periods
As of January 1st all new employees will be subject to a 3 month probationary period.
Medical, holiday, and flextime benefits will not apply to new staff members until the
full 3 months have expired. After the three months have been completed, please
contact your employees and inform them that their probationary period has ended.
The HR department will contact you by email 2 days in advance to remind you of the
date. Thank you for your cooperation.

What is the main purpose of this memo?
A) To inform all employees of a new expiration date.
B) To put staff members on probation.
C) To introduce the HR department.
D) To inform supervisors of a change in policy.

本 chapter でできなかった点を復習しましよう。

