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2016年3月4日 

 

一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会 

TOEIC プログラム更新情報 
® 

英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・
検定試験の活用促進に関する連絡協議会  御中 
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試験に関する情報更新 

受験形態 
TOEIC 
テスト 

(L&R) 

TOEIC  
Speaking  
& Writing 

4技能 

合計 
備考 

 
 

公開テスト 

個人 
5,725円

(税込) 

10,260円
(税込) 

15,985円
(税込) 

個人申込 

団体一括 
（非賛助会員） 

5,725円
(税込) 

10,260円
(税込) 

15,985円
(税込) 

10名以上の 

一括申込み 

団体一括 
（賛助会員） 

4,645円
(税込) 

9,180円
(税込) 

13,825円
(税込) 

10名以上の 

一括申込み 

IPテスト 
 

団体特別 
受験制度 

非賛助会員 
4,155円

(税込) 

9,050円
(税込) 

13,205円
(税込) 

10名以上の 

一括申込み 

賛助会員 
3,075円

(税込) 

7,970円
(税込) 

11,045円
(税込) 

10名以上の 

一括申込み 
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試験に関する情報更新 

■TOEICテストおよびTOEIC S&W公開テスト会場数および実施頻度 

□TOEIC (L&R) 公開テスト 会場数および実施頻度 

  最大全国80都市、250会場、年10回実施 

  1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 

  北海道、東北、北陸・甲信越、関東、東海、近畿、四国、中国、九州・沖縄 

□TOEIC S&W 公開テスト 会場数および実施頻度 
  最大全国13都市、43会場 

  毎月実施 午前ならびに午後実施 計年間24回 

  北海道、宮城、埼玉、東京、千葉、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、広島、福岡   

★一定以上のニーズがある地域については、TOEIC S&W公開テスト会場の増設も適宜検討いたします。 
※会場数につきましては各回の申込者数により変動の可能性がございます。 

※ＩＰテスト（団体特別受験制度）はご希望の日時・場所にて実施できます。  

 

 

■4技能スコアレポートの発行開始 

  IPテストにおいては2015年度からTOEICテストおよびTOEIC S&Wのスコアを合わせて 

  1枚にした「4技能スコアレポート」の発行を開始しております。公開テストについても検討中です。 

 
■TOEIC Speaking公開テスト開始 
   2016年1月より公開テストにおいてTOEIC S&WのSpeakingのみの受験が可能となりました。 

 
■TOEICテスト（L&R）の出題形式の一部変更 
   2016年5月の公開テストより出題形式の一部が変更。テクノロジーの発達等により時代と共に変化するコミュニケーション 

   スタイルに合わせて、よりAuthenticな内容に変更。詳細は http://www.toeic.or.jp/info/2015/i025.html 

   ※ IP（団体特別受験制度）では、2017年4月からの導入を予定 

 

http://www.toeic.or.jp/info/2015/i025.html
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入学試験での活用（4技能）(例) 

出典：英語4技能入試情報サイト 

導入事例① 

※スコアについては4技能合計スコアで表記 

学校名 学部/学科 入試形態 活用方法 基準スコア
（CEFRレベル） 

開始時期 

立教大学  全学部/全学科 一般入試 出願資格 
790点以上

(B1） 
2016 

武蔵野大学  全学部 一般入試 満点に換算 790点 2016 

神田外語大学  全学科 
全学科統一入試、
センター利用入試 

満点に加算 

L&R700点以上
かつ 

S&W合計 
250点以上 

2016 

独協大学 

 外国語学部/交流文化学科 

一般入試 出願資格 

950点以上 

2016 

 経済学部/経済、経営 720点以上 

 法学部/法律、国際関係法、 
     総合政策学科 
 経済学部/国際環境経済学科 

790点以上 
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入学試験での活用（4技能）(例) 

出典：英語4技能入試情報サイト 

導入事例② 

※スコアについては4技能合計スコアで表記 

学校名 学部/学科 入試形態 活用方法 基準スコア
（CEFRレベル） 

開始時期 

法政大学 
 経済学部/経済、国際経済、 
              現代ビジネス学科 

自己推薦特別入試 出願資格 
790点以上 
※S,Wそれぞれ 

100点以上 

2016 

千葉大学  国際教養学部 一般入試 

満点に換算 1090点以上 

2016 
30点加点 890点以上 

15点加点 790点以上 

5点加点 770点以上 

立命館アジア
太平洋大学 

 全学部 センター試験方式 満点に換算 1095点 2016 

関西学院大学  全学部 センター利用入試 出願資格 （B2） 2016 

明治大学 

 経営学部 一般入試 詳細後日発表 詳細後日発表 

2017 

 政治経済学部 一般入試 出願資格 950点以上 

筑波大学  全学群/全学類（医学類除く） 推薦入試 総合評価に反映 
790点以上 

(B1) 
2018 
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進級・卒業要件としての活用(例) 

出典：各大学HP及び一部TOEIC公式HPより抜粋 

導入事例③ 

■明海大学 ホスピタリティツーリズム学部  

  1年→2年進級 TOEIC500点、2年→3年進級 TOEIC600点 
  urayasu.meikai.ac.jp/tebiki/hospitality/pdf/047-048.pdf 
 

■神田外語大学 国際コミュニケーション学科 
 2年次に「英語資格特別演習」を履修し、TOEIC®650点以上を取得することが卒業要件の一つ 
 http://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/subject/department/international/communication/ 
 

■麗澤大学 外国語学部 
 卒業要件：英語コミュニケーション専攻 550点、英米文化専攻 500点 

  http://www.reitaku-u.ac.jp/about/policy.html  
 

■東京海洋大学 海洋学部  

 3年→4年進級要件 TOEIC 600点 
 http://www.kaiyodaiglobal.com/program/tackle.html 
 

■拓殖大学 外国語学部・英米語学科 
 2年終了時までに取得が必須 TOEIC 500点 
 http://ffl.takushoku-u.ac.jp/english/greeting.html 
 

■広島大学 大学院工学研究科 
 TOEICスコアを卒業時に加味 
 http://www.hiroshima-u.ac.jp/eng/general/HEmagazin/mm2009/p_58cd9e.html  

http://urayasu.meikai.ac.jp/tebiki/hospitality/pdf/047-048.pdf
http://urayasu.meikai.ac.jp/tebiki/hospitality/pdf/047-048.pdf
http://urayasu.meikai.ac.jp/tebiki/hospitality/pdf/047-048.pdf
http://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/subject/department/international/communication/
http://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/subject/department/international/communication/
http://www.kaiyodaiglobal.com/program/tackle.html
http://www.hiroshima-u.ac.jp/eng/general/HEmagazin/mm2009/p_58cd9e.html
http://www.hiroshima-u.ac.jp/eng/general/HEmagazin/mm2009/p_58cd9e.html
http://www.hiroshima-u.ac.jp/eng/general/HEmagazin/mm2009/p_58cd9e.html
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進級・卒業要件としての活用(例) 

出典：各大学HP及び一部TOEIC公式HPより抜粋 

導入事例④ 

 

■山口大学  
卒業要件：各学部TOEICスコアを設定（P21参照） 
※2017年度カリキュラム改訂にて廃止の予定 
http://g-kyoumu.jimu.yamaguchi-
u.ac.jp/kyotsu/file/risyu_1_H27.pdf#search='%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E5%A4%A7%E5%AD%A6+TOEIC+%E5%8D%92%E6%A5%AD%E8%
A6%81%E4%BB%B6' 

 
■山口大学 国際総合科学部 
卒業要件：TOEIC730点 
http://gss.yamaguchi-u.ac.jp/feature-j.html 

 
■立命館大学 経済学部 
卒業要件：国際経済学科TOEIC550点、経済学科TOEIC400点（その他、外部テストの併記あり） 
※2017年度カリキュラム改訂にて廃止の予定 
http://www.ritsumei.ac.jp/ec/education/curriculum/curriculum02.html/#tabs-1 
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/ac/itl/outline/kiyo/kiyo12/01_kinokuni.pdf#search='%E7%AB%8B%E5%91%BD%E9%A4%A8%
E5%A4%A7%E5%AD%A6+%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6%E9%83%A8+%E5%8D%92%E6%A5%AD%E8%A6%81%E4%BB%B6+TOEIC‘ 
 

■龍谷大学 国際学部 
卒業要件：TOEIC730点（その他、外部テストの併記あり） 
http://www.world.ryukoku.ac.jp/department/glstudies/score.html 
 

■京都産業大学 文化学部 京都文化英語コミュニケーションコース 
卒業要件：TOEIC730点（その他、外部テストの併記あり） 
https://www.kyoto-su.ac.jp/department/fcsi/change_fcsi/index.html 

http://gss.yamaguchi-u.ac.jp/feature-j.html
http://gss.yamaguchi-u.ac.jp/feature-j.html
http://gss.yamaguchi-u.ac.jp/feature-j.html
http://gss.yamaguchi-u.ac.jp/feature-j.html
http://gss.yamaguchi-u.ac.jp/feature-j.html
http://gss.yamaguchi-u.ac.jp/feature-j.html
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/ac/itl/outline/kiyo/kiyo12/01_kinokuni.pdf
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/ac/itl/outline/kiyo/kiyo12/01_kinokuni.pdf
http://www.world.ryukoku.ac.jp/department/glstudies/score.html
https://www.kyoto-su.ac.jp/department/fcsi/change_fcsi/index.html
https://www.kyoto-su.ac.jp/department/fcsi/change_fcsi/index.html
https://www.kyoto-su.ac.jp/department/fcsi/change_fcsi/index.html
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進級・卒業要件としての活用(例) 

出典：各大学HP及び一部TOEIC公式HPより抜粋 

導入事例⑤ 

■宮崎国際大学 
進級要件：3・4年次科目の履修要件としてTOEIC450点以上 
http://up-j.shigaku.go.jp/school/category02/00000000746601000.html 

 
■宮崎公立大学  
教育実習履修要件としてTOEIC550点以上 or TOEIC S&W平均110点以上（ただしS90点以上かつW100点以上） 
http://www.miyazaki-mu.ac.jp/education/pdf/course_requirements.pdf 
' 

■大阪大学 外国語学部 
3年次進級要件（英語専攻）：730点 
http://www.sfs.osaka-u.ac.jp/about_fs/edu_fl_eng.html (ページ中段) 

 
■武蔵野大学 グローバルコミュニケーション学科 
卒業要件：600点 
http://risyuyouran.musashino-u.ac.jp/yoran/gcgakubu/gc-corse.html 

 

■長崎大学 工学部工学科構造工学コース 
卒業までに400点必須 

http://www.st.nagasaki-u.ac.jp/course/toeic/ 
 

 

 

 

 

 
 

http://risyuyouran.musashino-u.ac.jp/yoran/gcgakubu/gc-corse.html
http://risyuyouran.musashino-u.ac.jp/yoran/gcgakubu/gc-corse.html
http://risyuyouran.musashino-u.ac.jp/yoran/gcgakubu/gc-corse.html
http://risyuyouran.musashino-u.ac.jp/yoran/gcgakubu/gc-corse.html
http://risyuyouran.musashino-u.ac.jp/yoran/gcgakubu/gc-corse.html


ETS, the ETS logo, PROPELL, TOEIC, TOEIC Bridge, TOEIC BRIDGE are registered trademarks of 
Educational Testing Service in the United States, Japan and other countries and used under license. 

Copyright  ©  The Institute for International Business Communication (IIBC) .  

その他新たな活用(例) 

 
海外留学の基準 
  （例）東京都市大学 
     「東京都市オーストラリアプログラム（TAP）」において渡航前までに 
     L&R550点取得を目指し、渡航前後にはS&Wテストを実施し4技能を測定する。 
大学職員の人事基準 
  （例）北海道大学 
     留学生対応が可能な最低レベルとして700点を設定し、英語研修を導入。 
     平成35年度までに正規事務職員の25％以上がL&R700点以上、 
     10％程度がL&R850点となるように育成。 

大学 

 
能力測定の4技能化 
  大学入試・進学を見据え、L&Rに加えてS&Wテストの学内実施。 
  (例）立教女学院高等学校、他12校 
   大学進学を目前にした高校3年生を対象にL&Rに加え、英語による発信力をはかるために実施。 
英語教員のレベル把握 
  L&R730点到達を目指し、都道府県単位での団体実施。 

高等学校 

導入事例⑥ 


