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１．Abceedを使った自己学習の進め方

TOEICのスコアを上げるためには日ごろの学習が何よりも大切です。
この3か月間、スコアアップに向けて自己学習にしっかり取り組みましょう。
レッスンにて使用する教材は主に以下です。

①TOEIC L&R TEST 出る単特急 銀のフレーズ / 金のフレーズ
⇒TOEICは単語が命です。毎日10分～15分でもいいので、単語に触れ

ましょう。意味だけでなく、音声と一緒に覚えることが必要です。
Aクラスでは「銀のフレーズ」、Bクラスでは「金のフレーズ」を
使用します。3か月後には、クイズやテストでの全問正解を目標に
取り組みましょう。

②TOEIC L&Rテスト 精選摸試リスニング3 / 精選摸試リーディング3
⇒Part別に問題を解いていきます。レッスンでカバーしきれなかった問題

は、自己学習にて解いていきましょう。苦手なパートは、他の教材や
「おすすめ問題」を通して、たくさんの問題を解くことで問題形式に
慣れることが大切です。

その他、「公式問題集」や「文法問題でる1000問」など、他の教材も
適時使用します。また、アプリ上にある教材は自由にご使用いただけます。



(1)

2. レベル診断テストの受け方
TOEICの予測スコアを出すことができます。Part１～７まで合わせて最大15問あります。
abceedの初期設定を終えたらまずこちらをやってみましょう。

(1)ホーム画面より 『レベル診
断テストを受ける』をタップ

(2)問題数を選ぶ
(3)『テスト開始』をタップ

(4)問題を解く
※問題数により、出題されない
Partもあります

(5)結果を確認
(6)ホーム画面『おすすめ問題』解答後、
都度スコアがアップデートされます。
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3．教材の探し方・登録の仕方
アプリ上にある教材はご自由に使用することができます。
教材によっては「SWトレーニング」があり、音読練習やシャドーイング練習ができます。

(1)画面下の『見つける』アイ
コンから教材を探す
※検索バーからも探せます
(2)教材をタップ

(3)『My Books追加』をタップすると、
画面下『ライブラリ』に登録され、毎回
検索の手間が省けます。
(4)教材画面から『アプリ学習』をタップ

(5)一覧モードにする
(6)『すべて▼』をタップし、
学習範囲を絞ることができます。

(7)また、学習設定から、いろいろな
条件を設定できます。
(8)例えば、復習問題の条件や問題数など、
ご希望に合わせて選択できます。
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＊本研修で使用する教材はすでに
MyBooksに登録済みです。



4．単語学習の進め方（TOEIC L&R TEST 出る単特急 銀/金のフレーズ）

カリキュラムにある範囲を元に単語学習に取り組みましょう。１日最低10分～15分、
毎日続けましょう。

(2)初めから取り組む場合は『一覧モード』
ダウンロード下部、問題番号に沿って学習。

(3)単語の意味がわからないか、
わかるかを仕訳ける
(4)わからない場合は、解説を読む

(5)10単語終了すると、最後に確認
テストを実施することができます。
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(1)ライブラリにある教材をタップし、
以下の画面にあるアプリ学習より開始。

(2)

(※)

(※)おすすめ問題は次のページで詳しい説
明があります



4．単語学習の進め方（TOEIC L&R TEST 出る単特急 銀/金のフレーズ）

ライブラリにある教材の『おすすめの問題』を選んだ場合、その教材内の指定範囲の問題がシャッフルで
出題されます。問題は４パターンで解けますが、そのうち３パターンをおすすめします。

(1)範囲を指定後、『おすすめ
の問題』をタップ

パターン① 英語 ⇒ 日本語

スペルと音声、どちらも確認で
きるので、Listening/Reading
どちらも対策できます。

パターン② 音声 ⇒ 日本語

単語が表示されないので、
主にListening対策に効果的

穴埋め形式はPart５、６対策向き。
ただし、単語によって穴埋め形式が
ない場合あり。

パターン③ 穴埋め形式

３パターンの中から
選ぶ

(1)



4．単語学習の進め方（TOEIC L&R TEST 出る単特急 銀/金のフレーズ）

追加トレーニング機能：SWトレーニングとは？
SpeakingとWritingスキルの強化に、音読・リピーティング・ディクテーション演習が可能です。
以下は、音読演習の例です。リピーティングやディクテーションにも挑戦してみましょう。

(2)トレーニングしたい番号を
タップ

(4)録音停止ボタンを押すと、
すぐに採点結果がでる

(1)

(4)
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(1)教材ページより『S&W
トレーニングを選択

(2)

(3)音読用音声が流れた後、
録音画面に自動で切り替わる。

(5)採点にて赤字箇所を確認、
録音された音声を確認する
(6)リピーティングやディクテーション
も試してみましょう。
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5．Part別問題演習の進め方（TOEIC L&Rテスト 精選摸試 リスニング3 / リーディング3）

レッスンでは各パート、アプリ内の指定箇所を使用して問題に解き、解説を行います。

(3)教材画面より『アプリ学習』
をタップ

(1)『ライブラリ』をタップし、
下の画面を表示
(2)使用教材を選び、タップ

(4)一覧モードにする
(5)『すべて▼』をタップし、
学習範囲を絞る

(7)学習したい範囲を選択
（例としてPart1）
(8)範囲指定後『学習範囲を表示』をタップ
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5．Part別問題演習の進め方（TOEIC L&Rテスト 精選摸試 リスニング3 / リーディング3）

Listeningパートはそれぞれこのように問題が表示されます。(図形問題にも対応！)
問題を解く際には制限時間が設けられています。

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4

制限時間が表示されます



Readingパートはそれぞれこのように問題が表示されます。
こちらも問題を解く際には制限時間が設けられています。

Part 5 Part 6 Part 7

問題を横にスライドすると
他の問題も見れます

5．Part別問題演習の進め方（TOEIC L&Rテスト 精選摸試 リスニング3 / リーディング3）



Part３＆４の先読み機能のなくす方法を紹介します。
オンライン形式に慣れておきたい方はぜひ設定を変えましょう。

(1)範囲を指定後、『おすすめ
の問題』もしくは問題番号を
タップ

(1)

(2)『先読みを開始する』をタップ
※初期設定だと15秒音声が流れず、
問題を先読みすることが可能

(2)

(3)問題文が表示されたら、画面右上の
歯車マーク（設定）をタップ
⇒先読み機能をなくす

先読みの時間を変更することができます。
０秒だとオンラインTOEICに近い状態！

(3)

5．Part別問題演習の進め方（TOEIC L&Rテスト 精選摸試 リスニング3）



5．Part別問題演習の進め方（TOEIC L&Rテスト 精選摸試 リスニング3）

自己学習にてリスニング問題を解いた後は、必ずスクリプトを確認し、解説を読みましょう。
音声のスピードを変えて音の確認をしたり、苦手な音は音読練習をしましょう。

(1)問題を解く(選んだ選択をタップ)
(2)全部の解答が選択できたら『採
点』をタップ

(3)採点画面を下にスクロール
すると、〇×が表示されます。
問題をどれか1つタップし、ス
クリプトを確認する

(4)スクリプトを見ながら、音声
を確認後、聞き取れなかった箇所
を音読練習するとよいでしょう

Vマークをタップすると、
問題が非表示になります

音声のスピードが変更できます

(1)

(2)

(3)



毎回のレッスンで出される公式問題集を使用した音読練習は、取り組んだ時間をabceed内に
記録付けてください。（実施した日は必ず入力）
他教材も同様に学習時間記録を付けることができます。

(1)『ライブラリ』より教材を選択

(1)

(3)『学習時間』をタップし、下部グレー
箇所にて取り組んだ時間数を選択
(4)学習内容は【音読】と入力

(3)

6．音読練習の学習時間記録方法（公式TOEIC Listening & Reading 問題集7）

(2)『学習記録』をタップ

(2)

(4)

(3)

初めは『手入力』が設定されています
が、ご希望で『ストップウォッチ』や
『タイマー』機能もお使いいただけま
す。

ストップウォッチ機能：
学習開始時に『開始』ボタンを押し、
『完了』ボタンを押すと自動で学習時
間が記録されます。

タイマー機能：
あらかじめ学習時間を設定し、取り組
む。終了後は自動でその時間が記録さ
れます。



7．その他教材のご紹介

★文法対策
・『TOEIC TEST 英文法出るとこだけ！』

（基礎文法の復習をしたい方）
・『TOEIC L&Rテスト Part5 語彙問題だけ555』

（語彙問題が苦手な方、たくさん数をこなしたい方）

★Part別問題集
・『TOEIC L&R TEST 初心者特急』シリーズ パート別

（パート別、とにかくたくさんの問題を解きたい方）
・『TOEIC L&Rテスト 直前の技術』

（試験前に解答のコツを復習したい方、まずは全体像を把握したい方）

＊通常の課題以外に取り組める時間があったらぜひお試しください。


