
英語学習
TOEICスターターキット

®

英語学習アカデミックパックは、新入生のために大学生協とアルクが共同で開発した、はじめの一歩をスタートするための自己

学習パッケージです。ステップに沿って学習していく教材セットと個別学習サポートで、TOEIC対策をスムースに始めることがで

き、英語の自己学習習慣が身につきます。茨城キリスト教学園生協では、「TOEICスターターキット 40日間特訓V講座

付 プレミアムコース」をご提案します。入学前の今しか申込みできない限定企画商品です。

ご注文は茨城キリスト教学園生協へ https://www.univcoop.jp/icc/

新入生限定価格

13,800円

（税込）

【現代英語学科】40日間特訓V講座付 プレミアムコース

英語学習教材
TOEIC®スターターキット

スマホ学習管理＋
学習カウンセリング

スマホで視聴する
講義動画×40日分

テキスト7冊＋CD3枚、講義動画とサポートも付いたオールインワン教材

英語学習アカデミックパックの特長 ⇒
なぜ新入生の皆さんにおすすめなのか？

理由①： 入学後の第一歩を迷わない…必要なパーツを一つのセットに！
理由②： 受験英語から実用英語へ…使える英語を自分で身につける！
理由③：「TOEICって何？」…テストを知り、はじめての受験に備えられる！
理由④： 学びの習慣づけの第一歩＆学習ペースを忘れない！
理由⑤： 大学生協とアルクが“新入生のために”共同企画・開発！

アカデミックパック

★スマホで40日分の
講義動画を視聴！

40日分の
講義動画付

茨城キリスト教学園生協×アルク
共同開発企画

▼英語学習アカデミックパック 特長のご案内
https://youtu.be/g0BYMROmZ60 

▼大学生の英語学習 将来のために、今はじめよう
https://youtu.be/Zf5RewAhxMU 

【アカデミックパック紹介動画】 ここから学習を始めよう

茨城キリスト教学園新入生のための、オールインワン自己学習教材パッケージです。
さらに学部別に「看護英語」「経済英語」が基礎から身につく学科別コースもご用意しました。



英語学習アカデミックパックの教材内容

追加送付教材3冊

本体に含まれるキットの各パーツ
の他にも、カウンセリングシート
（2回）の提出者の方には以下
追加教材をプレゼントします

TOEICテスト
Essential Words320
(単語集)

TOEICテスト
Essential Grammar
(文法集)

留学＆
ホームステイのための
英会話（体験版）

TOEIC®L&Rテストとは？

新入社員 445～655

技術部門 515～725

海外出張 505～730

営業部門 525～745

海外部門 655～850

TOEIC L&Rテストは、多くの企業・大学で採用されている、客観的な英語コミュニケーション能力判
定テスト。リスニング100問、リーディング100問を2時間で解くというかなりハードな試験です。
基礎的な語彙・文法の知識に加えて、ナチュラルスピードの自然な英語を聞きとる力や、長文を短時
間で読み取って答える力など、総合的な英語運用力が試されるテストです。
大学1年生の平均スコア427点（990点満点）に対して、一般的に企業が求めるスコアは550～
600点以上と言われています。一朝一夕には身につかない英語力とTOEICに合わせた受験力は、
早い段階から計画的にトレーニングをしていきましょう。

企業が期待するTOEICスコア
1年生の平均は427点、4年生でも502点ですが、内定者の平均は544点というデータもあります。
1年生のうちから学習は計画的に始めましょう。

英語学習アカデミックパックには、一人ひとりの英語学習設計をお手伝いする専門の学習アドバイザーによるカウンセリングや、
わからないこと・学習の悩みも相談できる学習相談室のサポートが付いています。
カウンセリングシート提出者には、個別アドバイス返送時に特典として追加のミニ教材も合わせて進呈。

PESM
Personal English Study Manager
★学習サポートサイト（スマホ対応）
継続学習をサポートする、スマートフォン対応の専用ウェブ
サイトを利用できます。目標設定と自動スケジュール機能、
模試正答率をもとにした本試験スコア予測、学習クイズや
教材活用法の動画のほか、音声も全てスマホでOK。
学習時間のマイレージカウンターも備えています。

日々の学習管理はスマホでOK！

★カウンセリング(ウェブ・書面)
学習前の「プランニングシート」、学習後の「ステップアップシート」をもとに、専門の英
語学習アドバイザーが、一人ひとり丁寧にアドバイス。学習期間中は何度でも相談
を受け付けます。学習相談もカウンセリング同様、専門のアドバイザーが対応します。

「TOEICって何？必要かな？」と
不安に思っている方はいませんか？

「聞く、話すには自信がないな…」
と思っている方はいませんか？

「今からやらなくても、必要になったら
やろう」と思っている方はいませんか？

【TOEICスターターキットの教材構成】

本物のTOEIC L&Rテストを知る
ために必要不可欠な、フルサイズの
模擬試験に挑戦。
復習に活用するための別冊解答・
解説集も充実しています。CD付。

日々の簡単な学習記録をつけて、
「学びの見える化」を促進する学習
ダイアリー。
単なる日記ではなく、目標達成のた
めのアイディアマップも活用できます。

新形式TOEIC L&Rテストに完全
対応した実践トレーニングブックです。
全パートを4つのステージでスパイラル
形式に学びます。1日20～30分、
標準学習期間は40日間。CD付。

Kit 2 英語学習モチベーショナル
ノート

大学生のためのTOEIC
トレーニングブック

TOEICテスト完全模試
＋解答・解説

4年間の英語学習プラン作りのバイ
ブル、まさに“トリセツ”です。
TOEICテストの情報から効果的な
英語学習法など、学習のベース部
分の指南書です。

Kit 1 英語学習のトリセツ

まず最初に読む導入のための一冊。
英語を身につけると、どんな未来が
広がるのか、などヤル気を出すため
のアドバイス満載、
読み終わったら勉強したくなります。

Kit 0 だんだん英語を
勉強したくなるBOOK

Kit 4

「なぜ大学生がTOEICなのか」、を
含めてわかりやすく紹介。
テスト構成・概要から、各パート別の
アドバイスまで収録。
1/8のミニ自己診断テスト付。

マンガでわかる！
TOEIC入門

Kit 3

Kit 7Kit 5 大学生のための7ステップ
アクティブ・ラーニング

Kit 6
学習カウンセリングシート
（2回）

英語で考え・学び・発信するための
トレーニングブック。自然科学から
文化まで、内容を重視した素材で
英語の論理展開を学び、意見を
述べる力を身につけます。CD付。



リスニング＆リーディング特訓講座
出演：冨田三穂（神田外語大学講師）
本数：20セッション／時間：合計約4時間
TOEICはもちろん、留学のためのTOEFLテスト対策でも必要になるリスニングとリー
ディングの力を鍛える講座です。
バイリンガル講師のミホ先生が、スターターキットのKit7を素材にした「聞く力」「読
む力」をトレーニングする方法を時に優しく、時に厳しく教えてくれます。

【講義動画】 40日間特訓V講座はスマホで受講。

英語学習アカデミックパックは、ただテキストをひたすら学習していくコースではありません。毎日15分スマートフォンで講義動画を視聴、その日の学習
ポイントを理解してからテキストで実践演習を行っていく形の『プレミアムコース』となっています。
内容はスターターキットのメインテキスト「Kit4」に完全準拠、40日分のレクチャーが準備されています。TOEICのカリスマ講師、ヒロ前田さんによるわ
かりやすいレクチャーで、スコアアップのためには何が必要かを自然に理解することができます。
英語学習は日々の継続が大事、とわかっていてもなかなか続けるのは大変です。通学中でも、ちょっとしたスキマ時間にも簡単に視聴できる講義動
画を併用することで、学習習慣を無理なく身につけられます。

★動画の配信は米Udemy社のサービスを利用しています。受講にはUdemyへの登録アカウントが必要となります（無料）。
パソコンでも、スマホでも視聴が可能です（スマホで視聴する際にはWiFi環境でご覧ください）。

英語学習アカデミックパック TOEIC®スターターキット

新入生限定価格 9,800円（税込）

TOEIC®スターターキット40日間特訓V講座
出演：ヒロ前田（TOEIC研修トレーナー）
本数：42セッション／時間：合計約10時間
メインテキストのKit4に完全準拠した、TOEIC対策のための講義動画です。講師は『至
高の模試』『究極のゼミ』など、数々のTOEIC学習書を刊行しスコアアップ指導者向け
の研修も行っているTOEIC界のカリスマ、ヒロ前田さんです。
1回15分程度のレクチャーは歯切れのよい解説、ポイントを絞ったアドバイスが満載。
テキスト無しでも学習できます。

★テキスト（Kit4）の各Unitに
準拠した動画講義でポイント攻略

★L＆Rの基礎力強化に役立つ
トレーニング法を多数紹介

オンラインガイダンスのご案内

日程 曜日 時間

2020年12月26日 土 10:00 ~ 11:30

2021年01月23日 土 10:00 ~ 11:30

2021年02月27日 土 10:00 ~ 11:30

2021年03月27日 土 10:00 ~ 11:30

2021年04月03日 土 10:00 ~ 11:30

2021年04月10日 土 10:00 ~ 11:30

大学生協では「教材への理解をより深めていただく事」「英語学習そ
のものに対する”苦手意識”の緩和」を目的とし、教材説明会「ス
タートアップガイダンス」を無料で実施しています。(ZOOMによるオン
ライン講義です)
具体的な対応策や今後の学習の進め方、実践練習もお伝えする
ことで、今後の継続学習の第一歩を踏み出していただきます。

●日程・開始時間については右記の表をご確認ください。またオンラ
インガイダンスは複数回実施いたしますが、内容はどの回も同じです。
ご購入者様のご都合の良い時にご参加ください。
●ZoomのURLについてはアカデミックパックに同梱されておりますの
で、そちらをご確認ください。
●リアルタイムで参加できない方のために、ガイダンスの動画も用意し
ています。

動画配信サイト『Udemy』にアップしております。Udemyに無料登
録後、ご視聴頂けます。詳しい視聴方法に関しましては、アカデミッ
クパックに同梱されている「スタートアップガイダンス動画ご利用マニュ
アル」をご覧ください。

英語学習アカデミックパックのサービス内容

『TOEICスターターキット』（教材）のみのお申し込みも可能です。
テキストのみを活用して独力でTOEIC学習を進めたいという方はこちらです。



TOEICｽﾀｰﾀｰｷｯﾄ＋看護英語
®

ご注文は茨城キリスト教学園生協へ https://www.univcoop.jp/icc/

新入生限定価格

19,800円

（税込）

看護英語

【看護学科】40日間特訓V講座付 プレミアムコース

英語学習教材
TOEIC®

スターターキット

スマホ学習管理＋
学習カウンセリング

スマホで視聴する
講義動画×40日分

新入生限定価格

20,800円

（税込）

経済英語

【経営学科】40日間特訓V講座付 プレミアムコース

英語学習教材
TOEIC®

スターターキット

スマホ学習管理＋
学習カウンセリング

スマホで視聴する
講義動画×40日分

英語を通して経済活動を理解するための基礎力を養成する４冊組みの自習用トレーニングキットです。
時事英語 ・ ニュース英語の読み方や聞き方といった 「仕事で使える英語」 の基礎力を身につけるとともに 「身近な経済
編」 「世界の経済編」 という日本国内、グローバル社会それぞれの経済活動を英語で学ぶ内容にです。
ノーベル賞経済学者スティグリッツ教授のインタビューに加えてピケティ教授のインタビューも新たに収録・掲載されていて一見
ならぬ一聴の価値があり、グローバル社会で活躍することを目指す大学生にお薦めの教材です。
日本経済新聞社の全面的な協力により学習素材は、Nikkei AsianReviewの英語ニュース、解説は現役・元日経の記
者が執筆。
英語学習で世界経済、特に日本人が押さえておくべきアジア経済に精通できます。
スティグリッツ氏、ピケティ氏の日経インタビュー転載のほか英語を使って活躍する日本人ビジネスパーソンインタビューも収録。

2カ月完成！英語で学べる経済ニュース
～経済英語＋ニュース英語、『 経済たまご 』 Ver.2

国境を越えた看護師を目指す方々に向けて、“患者さんの心にとどく英語”を習得するためのコンテンツを、
３冊のキットに集約しました。

●KIT １ ワークブック 基礎編
「Words & Phrases ことば」をテーマに、看護英語の基本語彙・表現を 20 日間で習得。
付録CDを使ったチャンツ演習で語彙力の定着を図ります。語彙に関連したイラストも多数掲載し、巻末に切り離して
使える「チャンツ単語カード」付きです。

●KIT ２ ワークブック 実践編
「Communication かかわり」をテーマに、 KIT １の学習内容を具体的に掘り下げたトピックで、英文読解、会話表
現を 20 日間で学習します。情報収集に役立つウェブサイトの紹介、付録赤シートを使ったフレーズ読みやディクテー
ションなど、目的やレベルに合わせた学習ができます。

看護師たまごの英語40日間トレーニングキット シリーズ

TOEIC ｽﾀｰﾀｰｷｯﾄ＋経済英語
®

学科別コース


