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This paper explores a learning effect of "Standard English" in the new English education curriculum
(new EFL program) of Niigata University. In this program, new students take "Standard English" based on
the entrance examination results etc, in the first semester. Then, the students take TOEIC at the last of
that semester. Investigating
the relation between the results of the National Center Test for University
Entrance Examinations (NCT), "Standard English", and TOEIC showed the following findings;
Two thousand one hundred ninety nine new students took TOEIC in fiscal year 2005. The average
TOEIC score in Niigata University whole examinees was 427.8 points. This score was almost the same as
the average score of the whole Japan's university students of fiscal 2004, and exceeded about 40 points
from those new students of that year. Moreover, that score was better than the average mark of TOEIC
IP carried out in Niigata University in May of fiscal 2003.
There was a remarkable difference between faculties and within the faculty about the results of
TOEIC, and also the difference was looked at by the selection method of an entrance examination. While
correlation of 0.62 was measured between the score of TOEIC and NCT, correlation of "Standard English"
and TOEIC was as low as 0.32.
KeywordsI new EFLprogram,StandardEnglish, TOEIC,the National Center Testfor University Entrance
Examinations

1．はじめに
新潟大学は，2005年度に新たな英語教育（English
asaFbreignLanguage；EFL）カリキュラムを導入した。
これは，2004年6月24日開催の第47回教養教育実施委
貞会において提示された「平成17年度以降の新潟大学
英語教育の改革案（改訂版）」に基づくものである。
このカリキュラムの特徴のひとつとして，習熟度に応
じた履修コースの設定が挙げられる（なお，カリキュ
ラムの詳細については，新潟大学全学英語教育委員会，
2005を参照）。
この英語教育カリキュラムでは，まず，英語を選択
した学生が原則として履修する，1年次の第1学期開
講の「共通英語」（StandardEnglish）において，学部
毎に入試成績等に基づいたクラス編成を行う。そして，
学期末に学生が受験するTOEIC（恥stofEnglishfbr
InternationalCommunication）等の公的検定の結果に
より，第2学期以降の「基礎英語」，「発展英語」，「応

用英語」の履修コースが分かれるというシステムに
なっている。
「基礎英語」は，TOEICの得点が470点以上で1単位
を認定するという全学統一の基準を設けており，第1
学期末に受験したTOEICの得点が基準に達していれ
ば，自動的に単位の認定がなされる。得点が基準に達
しなかった学生は，第2学期にTOEICの得点を基準
にした習熟度別クラスで「基礎英語」の授業を履修す
ることになる（新潟大学全学英語教育委員会，2006）。
上記のようにTOEICの得点は，コース分けの判定
基準として活用されるが，これらの受験については，
学生に 自らの習熟度を客観的に把握し具体的目標を
設定する機会 ， 自らの習熟度とニーズに応じて早い
時期から英語履修計画を組み立てていくための挑戦
と位置づけさせ，彼らの英語に対する学習意欲を引き
出すことも目的としている。第1学期に開講される
「共通英語」は，読解力の養成を中心とした授業であ
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るが，TOEICの受験準備も兼ねた内容となっている
（新潟大学全学英語教育委員会，2005）。本稿では，今
年度初めて実施された全学的なTOEICの実施結果に
ついて概観し，併せてTOEICの得点とセンター試験
および「共通英語」の成績との関連を検討していく。
2．TOEICの概要と新潟大学の受験実施状況
TOEICは，米国の非営利のテスト開発機関
Educational恥stingService（ETS）によって開発・制
作されている，英語によるコミュニケーション能力を
評価する世界共通のテストである。世界60カ国で実施
されており，年間約450万人が受験している。テスト
は，1isteningセクション（以下，リスニングと表記）
とreadingセクション（以下，読解と表記）で構成さ
れ，結果は10点から990点までの得点で表される。ま
た，合計点の他に，5点から495点までのセクション別
の得点も表示される。TOEICは年に複数回実施されて
いるが，その得点は，受験者の能力に変化がない限り，
いつ受験してもー定になるように標準化されたものが
用いられている（財団法人国際ビジネスコミュニ
ケーション協会，2006a）。
TOEICには団体特別受験制度（Ⅳテスト）という制
度があり，試験日，試験会場について，受験を申し込
んだ団体側が，任意に設定できるようになっている
（財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会，
20鵬b）。新潟大学では，この制度を利用し，2005年7
月17日（日）に五十嵐キャンパス内の教室を使用して，
TOEICを実施Lた。

3．結果と考察
3．1基本データ
本稿で分析に使用したデータは，2005年度に新潟大
学に入学した1年生全員のものである。2005年度の入
学者数は，2，351名であった。データの中には，在籍
学部，学科，TOEICの合計得点，リスニングの得点，
読解の得点，入学時の選抜区分，大学入試センター試
験の英語の成績，第1学期の「共通英語」の点数，性
別などの情報が含まれている。TOEICを受験しなかっ
た学生や，後述する英語が必修ではない学部で，英語
を履修していない学生のデータについては，その都度，
分析から除外した。

1に示す。なお，全体の受験者数は，2，199名であっ
た。
入学者数に対するTOEIC受験者数の割合をみてい
くと，受験率が最も低いのは経済学部の夜間主コース
であった（67．4％）。夜間主コースの学生で，TOEICを
受験しなかった学生の単位の認定状況をみたところ，
TOEIC受験以外によって単位認定をされている学生
は1名しかいなかったので，受験をしなかった理由は，
それ以外に存在すると考えられる。夜間主コースに在
籍している学生は社会人のため，英語学習に対する動
機付けが，昼間主コースの学生とはやや異なるのかも
しれない。
次に受験率が低いのは，法学部であった（87．8％）。
法学部の場合，1外国語6単位が必修となっており，
外国語として英語を選択しなくてもよい。英語を選択
していない学生は，TOEICを受験する必要がなく，そ
のため，受験率が低くなっているといえる。その他の
学部の受験率は，90％を超えていた。歯学部の口腔生
命福祉学科では，受験率が100％となっている。
3．3TOE旧得点の全体的な特徴
新潟大学の受験者全体の合計点の平均は427．8
（且且108．7）点であった。20肌年度にTOEICIPテス
トを受験した全国の大学生214，741名の合計点の平均
は425点，大学1年生91，853名の平均点は387点である
（財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会
TOEIC運営委貞会，2005）。大学生全体と比べた場合
は，ほぼ同じレベル，大学1年生との比較では，新潟
大学の学生の方が40点ほど上回っていることが明らか
になった。
また，今回の結果を2003年5月に新潟大学の1年生
526名を対象に試行的に行われたTOEICIPテストとも
比較した。吉永（20似a）によれば，2003年のTOEIC
肝テストでは，各学部に射し，成績等で偏りがないよ

表1

学部別のTOEICの受験状況
TOEIC受験

人文学部

受験せず 受験
6
232

教育人間科学部
法学部
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238

16
23

390
166

406

20
14

2封
29

274

理学部
医学科
保健学科

13
7
10

192
88
151

205

歯学科

2

38

40

口腔生命福祉学科
工学部
農学部

0
31
10

20
482
157

20

経済学部
経済学部（夜間主）

3．2学部別のTOEIC受験状況について
TOEICは，原則として，英語を選択した1年生全
貞が受験することになっている。しかし，たとえば，
入学前にTOEICや英検を受験し，一定の得点ヤ敵に
達している学生は，それによって「基礎英語」の単位
が認定されるので，7月のTOEICを受験する必要は
ない。このようにいくつかの例外が存在することと，
学生個人の諸事情もあるため，結果的には全点が受験
しているわけではない。学部別の受験状況について表

入学者数

189

43

95
161

513
167

うに受験者の選定を依頼し，最終的に人文，法，経済，
理，医学部医学科，農学部の学生が参加している。
2003年の受験者全体の平均点は，422．7（且且116．1）
点であった。今回の受験者の中から，2003年の受験者
と同学部の学生を抽出し，平均点を算出したところ，
447．4（且且114．0）点となった。実施時期が5月と7
月とずれていること，受験者集団の性質がやや異なる
ことを考えると，単純な比較は出来ないが，今回の受
験者の方が，2003年時に比べ，24．7点ほど得点が高い
という結果になっている。
リスニングの平均点は236．7（且皿55．1），読解の平
均点は191．1（鼠a64．5）であった。リスニングと読
解の得点を比較した場合，リスニングの得点の方が高
いことがわかった。これは全国のTOEICIPテストの
受験結果や（財団法人国際ビジネスコミュニケー
ション協会TOEIC運営委貞会，2005），2003年5月の
TOEICIPテストと同様の傾向である（吉永，2004a）。
合計点，リスニング，読解の得点分布を図
1，2，3に示す。3つとも，ほぼ正規分布に近い。
TOEICの得点は5点刻みであるため，リスニングや
読解のように，得点分布の間隔を10点にした場合には，
多少の凹凸は生じるが，それでも全体的には正規分布
に近い形となっている。合計点の最高点は910点，最
低点は145点，リスニングの最高点は495点，最低点は
80点，読解の最高点は440点，最低点は25点であった。
リスニングと読解では，読解の方が，やや得点のばら
つきが大きくなっている。
男女別の合計点の平均は，男子415．6（鼠alO3．5），
女子443．4（且且110．0）点であった（図4，5）。女
子の得点が，約28点，男子より高い。この平均点差は，
統計的にも有意であった（f（1766）＝−5．9，♪＜．001）。
女子の平均点の方が高いという結果は，吉永（2004a）
においてもみられた。なお，政府派遣留学生に関して
は，性別に関する情報がデータ中に含まれていなかっ
たため，分析から除外されている。
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3．4学部別のTOEICの得点について
学部別の平均点，標準偏差，最高点，最低点につい
て表2に示す。学部によってTOEICの得点にはかな
りの差があることがわかる。学部別でみた場合，平均
点が最も高いのは医学部医学科の625．2点，最も低い
のは経済学部夜間主コースの273．4点であった。学部
内の最高点と最低点の差は，最も大きい工学部で765
点であった。
TOEICを開発しているETSでは，テスト得点と英語
コミュニケーション能力との関連について，1）220
点未満：コミュニケーションができるまでに至って
いない，2）220〜470点未満：通常会話で最低限の
コミュニケーションができる，3）470〜730点未満：
日常生活のニーズを充足し，限定された範囲内では業
務上のコミュニケーションができる，4）730〜860点
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表2

女子のTOEIC合計点の得点分布

学部別のTOEIC成績の基本統計量

平均点
人文学部
教育人間科学部
法学部
経済学部
経済学部（夜間主）
理学部
医学科
保健学科
歯学科
口腔生命福祉学科
工学部
農学部

最高点

最低点

5．か

484．8

810

245

91．6

391．9

795

170

95．6

492．2

910

260

102．9

405．4

735

170

85．0

273．4

470

160

57．4

409．3

695

210

呂5．9

625．2

885

360

91．6

416．4

呂45

250

90．2

530．0

690

280

83．4

467．5

610

340

79．5

405．5

910

145

98．8

391．5

600

160

89．5

未満：どんな状況でも適切なコミュニケーションがで
きる素地を備えている，5）860点以上：Non−Nativeと
して十分なコミュニケーションができるという目安を
示している（財団法人国際ビジネスコミュニケー
ション協会，2006c）。TOEICの得点が，このようなレ
ベルの違いを表しているとすると，得点差の大きい学
生を同じクラスで教育することは，クラスのレベルを
どこに設定すれば良いかが定まらないこととなり，学
生，教員双方にとってあまり効率的ではなかったとい
えよう。2002年8月に3年生を対象に実施された「平
成14年度外国語教育に対する意識調査」で，「能力別
のクラス編成に賛成するか」という質問項目に射し，
賛成73．3％，反対24．8％と，アンケートに回答した学
生の7割が能力別のクラス編成に賛成であったという
結果も，このような状況を反映したものであったと考
えられる（吉永，2004b）。
2005年度からは第1学期末のTOEICで470点に達し
なかった学生は，第2学期に習熟度別に「基礎英語」
のクラスを履修することとなった。習熟度別のクラス

開講という試みは始まったばかりであり，その成否に
ついては，今後，さまざまな視点から検証されなけれ
ばならない。しかし，学生間にこれだけの英語の学力
差が存在する以上，習熟度別のクラス編成の導入は，
英語教育改革の第1歩としては妥当なものであったと
思われる。
3．5入学時の選抜区分別のTOEICの得点
入学時の選抜区分・別のTOEICの得点を算出した
（図6）。分析に際し，選抜区分のうち，専門高校・給
合学科卒業生選抜，帰国子女特別選抜など，人数の少
ない区分については除外した。分析対象としたのは，
推薦人学者365名（センター試験を課すものと課さな
いものの両方を含む），一般選抜前期日程による入学
者1，352名，一般選抜後期日程による入学者411名（2
次募集を含む）である。推薦人学者のTOEIC合計点
の平均は388．9（且且116．0）点，前期日程入学者の平
均点は亜1．5（且且100．9）点，後期日程入学者の平均
点は426．5（且且98．0）点だった。
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TOEICで測定される英語学力の性質の相違や，英語
以外の大学の授業成績との関連など，様々な角度から
の検証が必要であろう。
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入学時の選抜区分別のTOE旧合計点の平均

選抜区分によってTOEICの合計点に違いがあるか
どうか検討するため，1要因の分散分析を行った。そ
の結果，選抜区分の要因は有意であった（ダ（2即5）＝
37．7，♪＜．001）。そこで，選抜区分のどの群問で差が
あるか，Sche鮎の方法によって多重比較を行ったとこ
ろ，全ての群間で有意差がみられた。推薦，前期日程，
後期日程の入学時の選抜区分によって，TOEICの成績
には違いがあることが明らかになった。
3つの選抜区分別にTOEICの成績をみた場合，推
薦人学者の得点が最も低い。推薦入学はその趣旨から
いって，学力以外の能力や適性も重視して行われる選
抜である。そのため，英語の学力を測定するTOEIC
では他の選抜区分で人草した学生と比べて，成績があ
まり良くないのかもしれない。現在，共通英語は入試
成績等でクラス分けを行っているが，センター試験を
課さない推薦による入学者に関しては，自己中告に
よってクラスを分ける，下位クラスに割り振るなど学
部によって対応が分かれている。しかし，選抜区分に
よって，上記のような成績の遠Vlがみられるのであれ
ば，推薦人学者についても，入学時に何らかのテスト
を実施し，彼らの英語学力を把握した上でクラス分け
を行った方が，より適切なクラスレベルの設定が行え
るのではないだろうか。
前期日程と後期日程の入学者では，後期日程の入学
者の方が，TOEICの得点が低かった。しかし，セン
ター試験の得点を比較した場合，両者に有意な差はみ
られなかった（f（1875）＝−0．7，札ざ．）。彼らは，入学時に
は，少なくとも，センター試験で測られる英語の学力
に関しては，違いはなかったと考えられる。なぜ，入
学時にはみられなかった差が，7月のTOEICの得点
では生じているのかについては，センター試験と

3．6TOEICの得点とセンター試験，共通英語の成績
との関連
センター試験，「共通英語」の得点の基本統計量を
表3に示す。センター試験を受験しているのは，一般
選抜の前期日程，後期日程，専門高校・総合学科卒業
生選抜，およびセンター試験を課す推薦による入学者
なので，人数は1，927名となっている。全国のセン
ター試験英語の受験者520，掴8名の平均点は116．2
（鼠a38．0）点で（独立行政法人大学入試センター，
2005），新潟大学の入学者の平均点はそれより約25点
高かった。共通英語の平均点は76．1点だった。得点分・
布をみると，共通英語の場合，60点未満の点数の者が
少なく，60点から100点の間に得点が集中していた。
これは，この科目に限らず，大学の多くの授業の成績
評価でみられる特徴と思われる。
次に，TOEICの合計，リスニング，読解，センター
試験，共通英語の得点間の相関係数を表4に示す。
TOEICのリスニングと読解の相関は0．65であった。読
解を中心としたペーパー・テストで測定される英語学
力とリスニング・テストで測られる英語運用能力の関
係は，相関で0．65程度を目安にすることができるとい
われている（内田・中畝・石塚，20掴）。本データで得
られた結果も，それに合致するものであるといえる。
TOEICとセンター試験の得点の関連についてみて
いくと，TOEICの合計点と0．62，読解の得点と0．61の
強い相関があった。リスニングとセンター試験得点の
相関は0．50と，他の2つと比較すると，やや低い。セ
ンター試験で測定される英語能力は，どちらかといえ
ば，TOEICの読解で測られる能力に近いのかもしれな
い。
TOEICは，世界最大規模のテスト開発機閑である
ETSにおいて，言語学の専門家の他に，心理学や統計
学の専門家が加わり，それぞれの立場からテスト作成
にあたっており，テストとしての完成度は高い。また
センター試験も2005年度の英語のα係数が0．85と，比
較的高い信頼性を有している（内田・大津・椎名・林・
伊藤・荘島・杉揮，2006）。信頼性の高いテスト間に強
い相関がみられたことは，両方の試験が英語能力を測
定するテストとして妥当性が高いものであることを示

表3 センター試験および共通英語の成績の基本統計量
大学入試センター
試験（200点満点）
共通英語
（10仇在満点）

平均点

最高点

最低点

鼠且

人数

141．4

200

36

23．8

1927

100

0

18．0

2306

76．1
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表4 TOEIC，センター試験，共通英語間の相関係数
TOEIC合計点
リスニング
読解
センター試験

リスニンダ
相関係数
0月9
（人数） （2199）
相関係数
（人数）
相関係数
（人数）
相関係数
（人数）

読解

センター試験

共通点数

0．92

0．62

0．32

（2199）
0．65
（2199）

（1811）
0．50
（1811）
0．61
（1811）

（2183）
0．28
（2183）
0．30
（2183）
0．15
（1900）

しているといえよう。センター試験には，2006年度か
ら英語にリスニングが導入されている。来年度以降は，
センター試験のリスニングとTOEICの得点との関連
についても，検討していく必要があるだろう。
TOEICとセンター試験間に強い相関関係がみられ
た一方，共通英語とTOEICの得点の相関は，0．28から
0．32と低いものであった。この理由のひとつには，共
通英語では入試成績等に基づいたクラス編成を行って
いるが，授業の成績はクラス毎に採点されるため，ク
ラス間の英語学力の差が，得点には反映されていない
ことが挙げられよう。これは，英語の学力が非常に高
いクラスで優秀な成績を収めた場合と，英語の学力が
さほど高くないクラスで優秀な成績を収めた場合とで，
評価としては同じ100点がつき，英語学力の絶対的な
差は，授業の成績には反映されないことを意味する。
また，共通英語はTOEICの受験準備を兼ねているが，
授業の主眼は読解力の養成に置いていることも，相関
が低い理由のひとつとして考えられる。TOEICでは，
限られた時間内で文章を読んで理解する，読解のス
ピードを英語運用能力の差を識別するための重要な要
因と捉えている。しかし一般に，大学の授業で読解力
の養成を行う場合，短時間により多くの文章を読んで
理解するといったことは，あまり重要視されていない
ため，TOEICの測定している英語能力と相関が弱いと
いう結果になったのではないだろうか。
なお，共通英語の点数が0点だった者を分析から除
外して計算すると，相関係数は0．40前後まで上昇した。
共通英語とTOEIC得点の相関関係については，クラ
ス別にみた場合に相関関係がどうであるかなど，今後，
より詳細な分析を行う必要がある。
4†まとめと今後に向けて
（1〕2005年度からの新潟大学の英語教育改革に伴い，
2005年7月に全学的なTOEICIPテストが，1年生を対
象として，初めて実施された。受験者数は，入学者数
2，351名中2，199名であった。
（2）新潟大学の受験者全体のTOEICの成績を，20鵬
年にTOEICIPを受験した大学生の全国平均，および
2003年に新潟大学で試行的に実施された時のTOEIC

の得点と比較した。全国の大学生の平均点と比較した
場合は，ほぼ同じレベル，2003年時の得点と比べると，
今回の得点の方が24．7点ほど高かった。また，リスニ
ンダと読解の成績を比べた場合，リスニングの成績の
方が良いことがわかった。これは，全国の実施結果や
2003年の試行テストの結果と同じ傾向であった。
（3）TOEICの成績は，学部間，学部内でかなりの差
があることが明らかになった。学生間にはっきりとし
た英語の学力差がある以上，習熟度別のクラス編成の
導入は，英語教育改革の具体策として，必要なもので
あったと思われる。
（4）入学時の選抜区分別のTOEICの成績を比較した。
選抜区分によって，TOEICの成績には違いがみられ，
成績は高い順から，前期日程，後期日程，推薦人学者
となっていた。前期日程と後期日程の入学者に関して
は，センター試験の得点では有意差がみられなかった
ものが，なぜTOEICの得点では差が生じているのか
について，今後，様々な角度からの検証が必要である
と思われる。
（5）TOEICの成績とセンター試験，共通英語の成績
の関連について検討したところ，TOEICの合計点とセ
ンター試験の得点間には，0．62の強い相関がみられた。
一方，共通英語とTOEIC合計点との相関は0．32と低
かった。相関が低Vl理由として，共通英語ではクラス
間の差が成績に反映されないこと，授業の主目的が読
解力の養成に置かれていることなどが影響Lている可
能性が示唆された。
今年度から実施されている英語教育改革については，
全学的なTOEICIPテストの実施などによって，客観
的な指標による評価が可能となった。実証的なデータ
に基づき，改革を推進していくためにも，これは重要
なことである。今回，TOEICと共通英語の成績の相関
は低かった。しかし，授業における成績評価では，英
語の学力のほかに、出席状況や履修態度など，英語の
学力とは直接，関連のない基準による評価も含まれて
くるので，これはある意味では当然ともいえる。
だが，TOEICで測られる英語の学力と成績評価の関
係については，相関が低いだけではなく，TOEICの成
績は推薦人学者が一番低いのに射し，授業の成績では，
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後期日程の学生がそれ以外の学生と比べて，成績が低
いという評価のねじれも見出されている。新潟大学の
英語教育が，実践力を重視したカリキュラム編成を方
針として掲げている以上，TOEICのような客観的な指
標と成績評価に尭離があることは，あまり好ましいこ
とではない。改革が着実に成果を上げるためには，今
後は，より適正な成績評価がなされるよう，評価基準
の共通化を図るなどの方策についても検討する余地が
あるだろう。
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