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【重要】 新⼊⽣対象「TOEIC-IP テスト」実施について 

 

東京外国語大学では言語文化学部、国際社会学部及び国際日本学部の新 1 年生及び 3 年次編入生を対象

に、下記の日程で TOEIC-IP テストをオンラインにて実施しますので、必ず受験してください。 

 

1. 受験対象者：2021 年度入学の新 1 年生（大学院生を除く）及び 3 年次編入生 全員 

2. 目的：入学・編入時の英語力把握 

- 英語科目のクラス分け（p.4 参照）、Diploma Supplement 掲載、ELC 学習課題、派遣留学等

の学内選抜などに使用 

3. 日時：2021 年 4 月 1 日（木）～4 月 2 日（金）10:00～15:00 

※10 時～15 時の間に試験を開始してください。TOEIC ヘルプデスクは 17 時までです。そのため、

17 時までに受験完了するようにしてください。 

※試験所要時間は約 90 分（必要事項の記入や登録：約 30 分、TOEIC-IP テスト L&R：約 1 時間）。 

4. 実施方法：各自、インターネットに接続可能な環境（日本国内に限る）で、PC（Windows 推奨、Google 

Chrome を使用する場合に限り Mac も可）を使用して受験する。スマートフォンやタブレットでの受

験は不可（ただし、iPad のみ可、詳細は大学 HP 掲載「iPad での受験にあたって」で確認）。＊海外

での受験は不可（4月 1日・2日に海外にいる学生はELC< tufs-elc@tufs.ac.jp >までご連絡ください。） 

 

【受験前に準備するもの】 

1. メールアドレス：必ず受験に使用する PC からアクセスできるアドレスを使用する 

（Gmail、Yahoo メール推奨）。携帯のアドレスは不可。 

 

2. 受験に利用可能な PC 

(1) Windows 8.1 (32bit 版 or 64bit 版)、Windows 10 (64bit 版のみ)  

(2) 推奨ブラウザは Google Chrome 最新版 

 

(3) Mac は推奨しませんが、ブラウザに Google Chrome を使用するのであれば可。Edge, Safari は不可 

(4) iPad での受験は可能ですが、専用のアプリ（TOEIC Assessments）のインストールが必要。 

スマートフォンでの受験は不可 

(5) 本試験はリスニングパートを含むため、音声を聴くことができる環境で受験 

※受験環境や手順等の詳細は大学 HP 掲載「TOEIC-IP テスト L&R（オンライン）受験の手順」及び

「TOEIC-IP テスト L&R（オンライン）受験のしおり」をご確認ください。 

 

3. 本学入学試験時に使用した受験番号（推薦入試制度利用者を含む） 

 

4. 受験場所を把握するため、下記のアンケートに回答してください。 

（回答期限：3 月 28 日（日）23：59） 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu82hwz1n7GJ_aLD9rOrCSS6K6tMK_oKweGcHDxsKqjDmmyg/viewform?usp=sf_link 

 

※アンケートで「大学PC室で受験を希望する」と回答した方には詳細を別途ご案内します。 

 

 

アンケートのQRコード 
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【受験の流れ】 

※いったん試験を開始すると途中で中断できないため、必ず 1 時間半は試験時間として確保する 

≪TOEIC L&R 下記の流れで進みます≫ 

 
 

※東京外国語大学英語学習支援センター（ELC）から届くメールの件名 

【受験者情報登録案内】TOEIC Listening & Reading IP テスト（オンライン） 

 

※本テストの結果は、GLIP 英語科目のクラス分け、英語専攻のクラス分け・進級判定、卒業時に配布され

るDiploma Supplement、派遣留学等の学内選抜などにも使用されます。カンニング等の不正行為や不適切

な回答をせず、正確な学力が判定できるよう最善を尽くしてください。 

 

※入試時の英語得点と比べて著しく点数（レベル）が下がる場合には、再受験をしてもらうことがありま

す。 

 

※テスト結果に関する注意：試験終了後には、各自で登録したメールアドレスに 4 月 9 日までに IIBC か

ら「テスト結果取得通知メール」が送付されます。テスト結果確認の際には、authorization コードとパ

スワードが必要です。テスト結果の確認およびダウンロードができるのは、「テスト実施終了日」より翌月

末（5月末日）までです。必ず各自で期間内に PDF ファイルをダウンロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次ページ以降のオンライン版実施要領をご確認の上、受験してください。】 

【3月31日18時頃予定】

東京外国語大学ELCから
アンケートに各自で入力
したメールアドレスに

「受験者登録用URL」が
届きます。

※20時になってもメール
が届かない場合は、

＜tufs-elc@tufs.ac.jp＞
に受験番号と氏名を送付

してください！

（4月1日10時以降順次、
再送します。）

【試験日当日】

ELCから届いたメール
のURLより受験者登録

サイトにアクセス

※必要事項入力後、各
自のメールアドレスに

受験用URLと
Authorization コード

が送信される

【試験開始】

受験用サイトへ
進み、

Authorization 
コードを入力し

受験開始

(約1時間半)

【終了後】

試験終了後、
画面に表示さ
れるスコアを
確認し、必ず
書き留める

（GLIPクラス
分け申請に必
要！）

英語学習支援センター（ELC）tufs-elc@tufs.ac.jp  Tel: 042-330-5416（平日 10 時-17 時） 
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【TOEIC オンライン版実施要領】  

1. 4 月 1 日（木）～4 月 2 日（金）10:00～15:00 の間に TOEIC Listening & Reading IP テスト（オンライ

ン）受験者情報登録 URL にアクセス。 

（受験者情報登録 URL は ELC より 3 月 31 日 18 時頃（予定）に各自アンケートに入力したメールアドレスまたは、大学に届け出た

メールアドレスに配信されます。） 

2. 必要事項を入力。数字・アルファベットは全て半角入力して下さい。以下は特に注意するべき点です。 

・名前：漢字・ローマ字の二通りで入力する。氏名が漢字でない場合、漢字欄にはひらがなまたは（外

国籍の場合）アルファベット入力でも可 

・メールアドレス：ここにテスト受験用 URL が送られてくるので、間違いがないか再確認すること 

・受験番号：本学入学試験時の受験番号を入力。アルファベット部分は半角大文字、数字も半角   

で正確に入力する。 

・所属コード：言語文化学部は「2111」、国際社会学部は「2133」、国際日本学部は「2155」と入力 

・パスワード：各自で設定（英数記号から 2 種類以上、8 文字以上 16 文字以下） 

後で必要となるので控えておく 

3. 「個人情報の同意」について確認・同意（チェック欄に✔）をし、「登録」 

 →authorization コードが現れるので、メモを取るなどして控えておく。 

4. 上記 2 で入力したメールアドレスに、受験者情報登録完了通知メールが送られてくるので確認。 

→テスト受験用 URL をクリック。 

5. テスト受験用 URL の画面にて、authorization コードとパスワードを入力。 

→登録情報を確認し、「アンケート／試験実施」をクリック。 

6. アンケートに回答する。属性 1-6 の質問には回答しない。 

「個人情報の同意」について、確認・同意（チェック欄に✔）し、確認画面へ進む。 

内容を確認し、「回答完了」をクリック。 

7. 「受験のしおり」を確認 →「受験する」をクリック。 

8. 再度 authorization コードを入力し、submit をクリック →テスト開始（約 1 時間）。 

※試験を始める前に音声チェックがあります。ヘッドセットが「しっかり機能しているかを確認」し

問題が解決できなければ、下記 TOEIC ヘルプデスクに連絡してください。 

9. 試験終了後、「Congratulations!」の画面が現れるので、画面右下の「Next」のアイコンをクリック。 

10. スコアが画面に表示されるので、メモ等で控えておく（GLIP 英語科目クラス分申請時に必要）。 

※4 月 9 日までに、IIBC より「テスト結果取得通知メール」が各自で登録したメールアドレスに送付

されるので、こちらから必ず各自で期間内に PDF ファイルをダウンロードしてください。 

11.  p. 4 からの「GLIP 英語科目 英語 A クラス分け申請について」をよく読み、クラス分け申請を行う。

ただし、申請が必要かどうかは、p. 4 冒頭の注意書きを確認してください。 

【注意点】 

・受験途中で何らかの不具合でブラウザが閉じてしまった場合は、Web 上で解答が保存されているため、

再度受験用サイトにログインすれば途中から再開することができます。 

・authorization コードが発行された後、受験開始前・受験中に問題が発生した場合は、最初から手順をや

り直すのではなく、下記ヘルプデスクに連絡してください。絶対に二重登録はしないでください。

受験費用が二重にかかるうえ、受験番号によるスコア管理ができなくなります。 

・問い合わせ先（東京外国語大学の学生であることをお伝えください。） 

 【TOEIC 受験中のトラブル＆サポート】 

＊authorization コードが届かない等もこちらにご連絡ください。 

TOEIC IP テストオンラインヘルプデスク Tel: 03-5521-5912 （平日: 10 時～17 時） 



4 
 

GLIP 英語科目 英語 A クラス分け申請について 
 

ご自身の所属／状況に従って、申請の要不要を確認してください。 

言語文化学部・国際社会学部の新入生 

・言語科目として英語（GLIP 英語科目）を履修する場合 → 申請が必要です 

・英語を履修しない場合 → 申請は不要です 

・言語文化学部英語専攻または国際社会学部北アメリカ地域・北西ヨーロッパ地域専攻に所属する場合 → 

申請は不要です（言語科目として英語以外の教養外国語を履修することになります） 
 

国際日本学部の新入生 

・海外高校推薦入試により入学した学生（J3 生） → 申請は不要です（If you are a J3 student, who has 

entered the university by High School Recommendation, you do not need to make this application.） 

・上記以外の学生 → 申請が必要です 
 

3 年次編入生 

・言語科目として英語（GLIP 英語科目）を履修する場合 → 申請が必要です 

※ 単位認定申請の結果によって、英語 A の履修が不要となる場合があります。ご不明な点があれば、GLIP

デスクにお問い合わせください。 

 

GLIP 英語科目とは 

みなさんは、本学で専攻言語を集中的に勉強しますが、それに加えて、言語科目として英語や教養外国語（ドイ

ツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、中国語、朝鮮語、アラビア語）も履修

することになります。 
 
このうち、英語の授業はとくに GLIP 英語科目と呼ばれています。GLIP 英語科目を履修する場合、まず英語 A

と呼ばれる科目を履修することになります。英語 A は 1 年次から履修できる科目で、これから本学で「英語 “を” 

学ぶ」かつ「英語 “で” 学ぶ」基礎となります。 
 
英語 A は、TOEIC のスコアにもとづいてレベル別にクラス分けされます。みなさんは、クラス分けで指定され

たクラスを春学期・秋学期と連続して履修することになります。また、英語 A には、Speaking や Writing を重

点的に学ぶ Production クラスと、Listening や Reading を重点的に学ぶ Reception クラスがあり、原則とし

てこれらのクラスを両方履修する必要があります。 
 
 

2021 年度春学期・秋学期に GLIP 英語科目の英語 A を履修する方は、4 月 1 日（木）また

は 2 日（金）にオンラインで TOEIC を受験した後、速やかに以下の要領でクラス分け申

請をおこなってください。 

申請の最終期限は 4 月 2 日（金）23:59 です。 

1. 右の QR コードまたは下の URL より「2021 年度 GLIP 英語科目 英語 A クラス分け

申請」のページにアクセスしてください。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftp2RnwiJjrv-MJMPy0vIOMEI6mV2Fc3C-lHoX6W6Tq1CGyw/viewform?usp=sf_link 

2. 必要事項を記入のうえ、回答を送信してください。 
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 クラス分けの結果は、4 月 8 日（木）10:00 以降に学務情報システム（本学の履修管理・連絡用サイト）で

確認をお願いします。指定されたクラスを自分で履修登録したうえで、初回の授業に参加してください。 

 

 GLIP 英語科目についてのより詳しい説明は、4 月に大学 HP で公開される『2021 GLIP 履修ガイド』に記

載されています。履修前によく読んでおいてください。 

 

 卒業までに修得しなければいけない単位数については、所属する学部や専攻言語・地域により、それぞれ異

なるルールが定められています。詳細は、4 月に大学 HP で公開される『履修案内』や『2021 GLIP 履修ガ

イド』を確認してください。入学後に開催される学部別オリエンテーションでも詳しい説明があります。 

 

よくある質問 

Q. 英語 A を取るかどうか、まだ決めていません。とりあえずクラス分け申請を出してもいいですか？  

A. 少しでも履修する可能性がある場合は、ぜひ申請してください。クラス分けで指定されるクラスは、「もし英

語 A を履修するならこのクラスを取ってください」という指示であり、英語 A の履修を強制するものではあり

ません。したがって、あとで予定を変更して、英語 A を取らずに別の授業（教養外国語など）を取ることにして

も構いません。ただし、英語 A を履修する場合は必ず指定されたクラスを取る必要があります（クラスの変更は、

原則不可です）。 

 

Q. １年生で英語 A を取る人はどれくらいいるのですか？ 来年度以降に取ってもいいですか？ 

A. 年によって異なりますが、例年ほとんどの新入生が英語 A を１年生で取ります。２年生以上で取ることも可

能ですが、学年があがると専門分野の勉強で忙しくなるため、できるだけ１年生で英語 A を取ることをおすすめ

します。 

 

Q. クラス分けの結果を確認したら、そのまま授業に出ればいいのですか？ 

A. 必ず学務情報システムで履修登録してから、授業に参加するようにしてください。クラス分け申請を出した

からといって、自動的に履修登録されるわけではありません。クラス分けの結果にしたがって、指定されたクラ

スを必ず自分で履修登録してください（履修登録していないと、単位を取ることができません）。 

 

Q. ガイドを読んでもよくわからない部分があります…誰に相談すればいいですか？ 

A. GLIP では、4 月初旬に個別の履修相談を受け付けます。詳細は 4 月に大学 HP で公開します。少しでもわか

らないことがあれば、遠慮なく聞いてください！ 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

東京外国語大学 GLIP デスク 

（glip@tufs.ac.jp） 


