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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：2023 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：2023年 3月 31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時までに受験を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（3月 31日(金)に海外にいる学生は、3月２９日（水）12時までに下記フォームから連絡

してください。3月 30日（木）15時までに詳細を別途ご案内します。） 

https://forms.gle/HaJM1pU5SkNGkxs57 

 

【受験前に準備するもの】 

1. メールアドレス：必ず PCから送受信できるアドレス（Gmail、Yahoo メール等）を使用する。 

＊キャリアメールは不可（@docomo, @ezweb, @au, @softbank, @icloud等の携帯アドレス）、Outlook メールはでき

れば避けてください。添付ファイルや URL入りのメールが届かない可能性があるため。 

 

2. 受験に利用可能な PC 

(1) 推奨ブラウザは Google Chrome最新版 

(2) Windows 8.1 (32bit版 or 64bit版)、Windows 10 (64bit版のみ)、Windows 11 (64bit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 

(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及び最新情報は、大学 HP掲載の「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」を確認。 

 

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：オンラインテストのため、各自インターネットに接続可能な環境（ご自宅等） 

  感染拡大防止のため、できるだけご自宅等で受験してください。大学 PC室での受験を希望する場合、 

必ず 3月 2７日（月）12：00 までに下記フォームから申し込んでください。 

 ※大学 PC室での受験を申し込んだ方には 3月 30日（木）15時までに詳細をご案内します。 

https://forms.gle/aALCnzLVbKtRnZaf8 

 

  

大学 PC室での受験

申込用 QRコード 

海外在住学生 

連絡用 QRコード 
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【受験の流れ】 

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（TUFS ELC）から届くメールの件名 

【受験登録案内】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・進級判定に関わる成績評価、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、各自で登録したメールアドレスに、受験日翌日以降に、IIBC より「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コードと各自が設定したパスワードが必要です。 

必ず各自で期間内に、テストスコアが記された結果 PDF ファイルをダウンロードし、保存してください。 

テスト結果確認期間後の再発行には手数料かかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次ページのオンライン版実施要領を確認の上、受験してください。】 

【3月30日18時頃までに
送信予定】

東京外国語大学ELCから、
各自大学に届け出たメール
アドレスに「仮登録用
URL」が届きます。

※30日中にメールが届か
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！

（3月31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「仮登録用URL」
にアクセスし、メール
アドレスを登録（p.1
で準備したもの）

・登録したメールアド
レスに届いたメールの
「受験者情報登録
URL」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
URL」にアクセ

スし、
Authorization
コードと自身で
設定したパスワ
ードを入力し、
受験者サイトに

ログイン

・アンケート回
答後に受験開始

(約1時間)

【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英語A
クラス分け申請
に必要！）

TOEIC受験に関する問い合わせ先 

英語学習支援センター（ELC）tufs-elc@tufs.ac.jp   

 

Tel: 042-330-5416 （3月 31日（金）10時-17時） 

mailto:tufs-elc@tufs.ac.jp
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【TOEIC受験中のトラブル＆サポート】～東京外国語大学の学生であることを伝えてください～ 

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） 

【TOEICオンライン版実施要領】  

■ 受験手順 

1. 3月 31日（金）10:00～15:00の間に「TOEIC Listening & Reading IPテスト（オンライン）仮登録用URL」

にアクセスし、p.1で事前に準備したメールアドレスを入力の上、「登録」をクリック 

（仮登録用 URL は ELC より 3月 30日 18時頃までに（予定）、各自大学に届け出たメールアドレスに配信。30日中にメールが届かない場合は、

＜tufs-elc@tufs.ac.jp＞に(1)本学入学試験時の受験番号と(2)氏名を送付してください！3月 31日 10時以降順次、再送します。） 

2. 「仮登録完了通知」を確認し、メールに記載の「受験者情報登録 URL」にアクセス 

3. 必要事項を入力。数字・アルファベットは全て半角入力。以下は特に注意する点です。 

・名前：漢字とローマ字の 2通りで入力。氏名が漢字でない場合、漢字欄には、ひらがな、またはアルファベットで入力 

・受験番号：本学入学試験時の受験番号を入力。アルファベットは半角大文字、数字は半角で正確に入力する。 

・所属コード：入力しない 

・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）*後で必要なので、必ず控える 

4. 「個人情報の同意」を確認、同意し「登録」→authorization コードが表示されるので、必ず控える 

※各自が設定したパスワードと authorization コードは何度か使用するので、必ず控える 

5. 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」が届く。 

(1) そのメールに記載されている「受験サイト」の URL にアクセス 

(2) 記載されている authorization コードと、各自で設定したパスワードを入力 

6. 「アンケート回答／試験実施」でアンケートに回答（属性 1-6 の質問には回答しない）。 

7. 以降の手順は「受験のしおり」を確認し、「受験する」をクリック。 

※試験開始前に音声チェックあり。ヘッドセットが機能しているか確認し、問題が解決できなければ下記 TOEIC ヘルプデスクに連絡。 

8. 再度 authorization コードを入力し、「Submit」をクリック、「Start test」をクリックしテスト開始（約 1時間）。 

9. 試験終了後、「Congratulations!」と画面に表示されるので、「Next」をクリック。 

10. 画面に表示されたテストスコアをメモ等で必ず控え、「Exit」で終了。*スコアは GLIP英語科目クラス分申請時に必要 

■ 結果の確認 

1. テストスコアは試験終了後に画面に表示されるため、自分のスコアを確認してメモ等で必ず控える。 

2. 【正式なスコアレポート】 テスト実施終了日の約 1 週間後に順次、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届くので、必ず各自で期間内に PDF ファイルをダウンロード（authorization コー

ドと各自が設定したパスワードが必要）し、印刷、保存してください（再発行には手数料が発生します）。 

ダウンロード期限：2023 年 5 月 31 日（水） 

＊2.の「テスト結果取得通知メール」が届かない場合は、テスト実施終了日の約 1 週間後に、下記ログインサイトか

ら結果を取得できます（期限は上記と同様）。 

LR 受験者サイト：https://area18.smp.ne.jp/area/p/nasj9mfqbk0qhlgm2/hikAfc/login.html 

 

■ GLIP英語科目 英語 A クラス分け申請 

p. 4以降の説明をよく読み、申請が必要な場合は、必ず期限までにクラス分け申請を行う。 
 

【注意】 

・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、二重登録はしないこと。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。 

・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。 

 

https://area18.smp.ne.jp/area/p/nasj9mfqbk0qhlgm2/hikAfc/login.html
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GLIP 英語科目 英語 A クラス分け申請について 

※TOEIC-IP テスト受験後、速やかに申請をおこなってください。 

 

問い合わせ先 

東京外国語大学 GLIP 英語科目コーディネーター 

E-mail: glip@tufs.ac.jp 

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。 

 

 

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 

・言語科目として英語（GLIP 英語科目）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。） 

・国際社会学部アフリカ地域・オセアニア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、諸地域言語科目を履修することになります。 ※ただし、英語の教

員免許状取得を希望する学生は英語 A を 2 単位修得する必要があります。） 

 

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 an 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 

mailto:glip@tufs.ac.jp
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2023 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、3 月 31 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  3月 31日（金）23:59 です。 

1. 右の QRコードまたは下の URLより「2023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://forms.gle/g7Jv8Ay3ZAbMoX2v7 

 

2. 必要事項を記入のうえ、回答を送信してください。 

 

 

 

 クラス分けの結果は、4 月 5 日（水）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。指定されたクラスに ご自身で 履修登録したうえで、初回の授業に参加してくださ

い。なお、履修登録期間については、3 月下旬ごろに大学 HP 上のこちらのお知らせページで案内いたしま

すので、随時ご確認をお願いします。 

 

 GLIP 英語科目についてのより詳しい説明は、4 月に配布される『2023 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。GLIP の詳細がわかる説明動画も大学 HP で公開されますので、

是非ご視聴ください。 

 

 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 月に配布される『履修案内』および『2023 GLIP 履修ガイド』

を確認してください。 

 

 『履修案内』および『2023 GLIP 履修ガイド』は、3 月末に大学 HP でも公開される予定です。 

 

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。 

https://forms.gle/g7Jv8Ay3ZAbMoX2v7
http://www.tufs.ac.jp/student/NEWS/education/
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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をしてから、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、自動的に履修登録が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

たクラスに必ずご自身で履修登録をしてください（履修登録をしていないと、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 デスクでは、4 月初旬に個別の履修相談を受け付けます。詳細は 3 月末に大学 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！ 

 


