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大学生の英語学習
Roadmap to Get Communication Skills in English 
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研究室
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企業内研修

就職活動

大学の評価指標を知ろう
学内の英語テストは、大学個々の独自評価
から客観指標－TOEICテスト、TOEFL-
ITP（学内TOEFL）などへ変化。受験など
の知識だけが問われるテストと異なり、運
用力・課題解決力とスピードも要求される
タフなテストが多くなっている。

就 職

情報収集メディアの多様化
ネット環境、インフラの進化は情報収集力
で大きく差がつく現実を生みだした。
スキルの差により英語力にも差がつく時代。
単に沢山の情報を集めるだけでなく、取捨
選択して今必要な情報が何か、を考えよう。

国際部門
海外勤務

就職活動はますますシビアに！
1年生から武器は磨きはじめよう
企業が必要とされる人材は過去にないほど
シビアな眼で判断される。単なる就活のた
めの英語などない。内定者研修、新人研修、
幹部研修など、「その先」を見据えた学び
の設計をはじめよう。客観指標としての
TOEICスコアは全員にとって必須だ。

専門英語（ESP）の必要性
あらゆる場面、分野で世界は狭くなってきている。将来国際
的な場で活躍するためには、“英語で”勝負できる力のニー
ズが浮上。英語は「目的・相手・場面」によって変わる。
理工系、医学・薬学・看護系、財務・経済、法律、知財、環
境、社会福祉など自分に必要な分野を英語で身につけよう。

留学のための英語
留学は自己キャリア形成の大きな一歩。
自分への点火のきっかけとしてぜひチャレ
ンジしたい。米国への正規留学に必要な
TOEFLテストではハイレベルの実践的な
英語運用力を要求される。
語学研修や交換留学の前後にどんな
英語学習をするかで留学の効果は
大きく違ってくる。

自己学習力を身につけよう
自己管理・自己強制力・自律学習促進と支
援体制を課題ととらえる傾向が高まってい
る。教わるだけでなく、自分で学ぶ「学習
力」がさらに重視される時代へ。

受験英語から使える英語へ
高校までにやってきたのは、英語の基礎を
固めるために必要なことだけれど、受験で
一旦はゴールを迎える。
大学生の英語は、一転して「使うための英
語」。今までに積み上げた知識をどうやっ
て「運用」するのか、実践力が問われるこ
とになる。すでに持っているはずの語彙・
文法・作文の力を今度は「発信する」こと
に活かすスキルが必要だ。

「社内英語公用語化」「グローバル人材」の時代
ビジネスの現場で実践的に使える英語力が求められるように
なり、英語力の指標は「君は英語で何ができるか？」。
世界で活躍するMade in Japanの人材をめざそう。
国際的な活躍が期待される、企業にとってのコア人材には、
研修も手厚く、本格的な英語コミュニケーション能力が求め
られる「選択と集中」の時代へ突入した。健闘を祈る！

最近では世界で活躍するグローバル人材
が求められ、社内の公用語まで英語に変
わっていく時代。大学生の英語学習をめ
ぐる環境にも、大きな変化が起きている。
そんな中、入学後から卒業、就職とその
先までの間にいつどんな準備が必要で、
今後どんな力が求められていくのか？
4年間の流れにそって大学生の英語学習
最新トレンドを分析する。

現在地
You  Are  

Here

※このチャートは一般的な大学における「学生の英語
学習環境とニーズ」を解説したものです。あらかじめご
了承ください。

院試対策の英語
大学院入試の英語を
TOEICで評価すると
ころも増えてきた。
多くの大学院で指標
とするスコアは730
点以上（※）。
一朝一夕に獲得でき
るレベルではない。
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TOEIC テストを
理解するための

つのポイント

指示・問題文・
設問などが
すべて英語

指示を理解する段階で余計な神
経を使わずにすむように、模試
問題で各パートの問題形式をあ
らかじめ頭に入れておこう。

リスニング100問
リーディング100問

の合計200問

これだけの数をこなすには効率
のいい問題攻略スキルと、時間
内に多数の問題に解答する時間
管理のスキルが必要。

リスニングセク
ションの配分が
全体の50％

今まで受けてきた英語のテスト
でここまでリスニングの割合が
多いものはなかったはず。音を
制するものがスコアを上げる。

問題は級別では
なく初級者から
上級者まで同じ

テスト問題は簡単なものから難
しいものまでまんべんなく出さ
れている。自分のレベルで倒せ
る敵（問題）を着実に倒すべし。

試験時間は
キッチリ120分
のロングラン

リスニングセクション45分の後、
続いてリーディングセクション
約75分。相応の体力と集中力が
必要だ。日々の鍛錬あるのみ！

5

Basic Info
TOEIC テストを正しく
理解する

TOEICテストは客観的な英語力を測定するために米国のETS
（Educational Testing Service）が開発した能力判定テスト。
全国の大学や企業で英語力の指標として採用され、年間の受験者数
は248万人（2017年）。詳細は⇒http://www.toeic.or.jp参照。

TOEIC L＆Rテストの基礎知識
Test of  English  for  International  Communication

®

1

2

4

3

5

各パートの形式

問題形式と設問の数、1問あたりの回答時間の目安
は以下のとおり。★印はパート別の難易度を示し
ている。試験日までの残り期間をにらんで、重点
パートの優先順位を決めることが大事だ。

Part I 写真描写
問題・6問

1問平均5秒 ★

Part II 応答問題・
25問

1問平均5秒 ★

Part III 会話問題・
39問

各設問につき8秒 ★★

Part IV 説明文問題・
30問

各設問につき8秒 ★★★

Part V 短文穴埋め問
題・30問

1問平均20秒
（全体で13分）

★

Part VI 長文穴埋め問
題・16問

1文書2分以内
（全体で7分）

★★

Part VII 読解問題・54問
各設問1分～1分
半（全体で55分）

★★★

＜リスニングセクション／100問・45分＞

＜リーディングセクション／100問・75分＞

点数のイメージを頭に入れる

TOEICテストは10点～990点（満点）まで、5点
刻みのスコアでレベルを判定できるテスト。
大学生平均、社会人業種別のスコアなども参考に
して自分の目標スコアを決めていこう。やっぱり3
年生の時までには600点以上を取っておきたい。

公開テスト平均スコア 580

新入社員の平均スコア（IP） 489

大学1年生の平均スコア（IP） 439

大学4年生の平均スコア（IP） 522

スコアレポートで見るべき所は、まず
①YOUR SCORE。点数を考える時は
必ず「リスニングとリーディング」を
別々に見ること。合計点だけではわか
らない。比率により対策も異なる。
②ABILITIES MEASUREDでは、スキ
ル別の得手不得手がわかる（Part別で
はない）。特に棒グラフの短い項目が
あれば、重点的に強化すべきポイント

主な平均スコア

※参考文献：「新TOEICテスト 直前の技術」（アルク刊）

®

分析
TOEIC

®

公開テストとIPテスト

年間数回（最大年10回）実施され、一般の受験者が自由に受ける公開
テスト（SP）と、企業や大学などで特定の団体のみが受験するIPテス
トがある。問題や難易度に変わりはないが、企業などで特に「公開テス
ト」と指定してある場合はそのスコアが必須となるので注意が必要。

スコアレポートの見方

①

②

1位 海外・国際部門 665

2位 法務部門 624

3位 広報部門 598

4位 財務部門 591

4位 マーケティング部門 587

1位 公共団体 620

2位 マスメディア 603

3位 鉱業 580

4位 商社 568

5位 証券・保険 560

職種別平均スコアベスト5（※IP）

企業の業種別平均スコアベスト5（※IP）

※参考資料：（財）国際ビジネスコミュニケーション協会
「TOEICテスト 2019 DATA ＆ ANALYSIS」
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大学生のための 英語＆TOEICテストをモノにするためのガイダンス＆セミナー資料

Basic Info
スコアレポートの見方

TOEICテストは受けてスコアを知るだけがゴールではありません。
受験後には詳しい「健康診断結果」が発行されます。教材を選ぶ時、
対策の学習予定を立てる時、学習アドバイスを受ける時にもとても
参考になる情報なので、合計点数だけを見て終わりにはせず、きち
んと細部まで読み込み、理解しましょう。

TOEIC L＆Rテスト スコアレポートの知識
Test of  English  for  International  Communication

®

① YOUR SCORE
（セクション別スコア）

TOEICテストのスコアを話題にする際、どうして
も「合計スコア○○○点」と考えてしまいがちで
す。これでは本当の意味で効果的な対策を立てる
ことはできません。
仮に合計500点の方が600点の突破をめざすとき、
自分の実力が
A）リスニング200点＋リーディング300点
B）リスニング300点＋リーディング200点
のどちらの傾向なのか、によって変わるだけでな
く、600点を等分に300点ずつ取ろうとする場合
と、リスニングで350点、リーディングは250点
でも合計600点クリアをめざすのか、によっても
学習を最適化することができます。
さらに実際のスコアと「本人の苦手／得意意識」
にギャップがある場合もあります。
スコアを考える時には「LRバランス」を意識して。
対策の第一歩です。

分析
TOEIC

スコアレポートは対策を立てる上で参
考となる情報が多く載っています。

①YOUR SCORE：目標スコアを考え
る時は必ずリスニングとリーディング
それぞれの点数を見てバランスを確認。
②ABILITIES MEASURED：スキル
別の得手不得手を見ます（Part別では
ない）。特に棒グラフの短い項目があ
れば、重点的に強化すべきポイント。

見るべきポイント

①

②

スコアレポートサンプル
（公開テスト：サイトより）

② ABILITIES MEASURED
（項目別正答率）

項目別正答率は、さらに自分の苦手分野をあぶり
出すためにチェックします。
リスニングで5項目、リーディングで5項目に分け
られており、棒グラフで示されます。
「各パート別」にはなっていないので注意。

＜リスニング＞
・短い会話、アナウンス、ナレーション
・長めの会話、アナウンス、ナレーション
それぞれについて、「要点、目的、基本的な文脈
を推測できる」または「詳細が理解できる」力が
示されます。「推測」がまだ低い場合は、Part 2
対策やPart 3の簡単な設問（職業や場所を問うな
ど）からの対策が必要です。

＜リーディング＞
5項目のうち、右下の2つ「語彙が理解できる」
「文法が理解できる」がはっきりと短いのは、主
に初級者レベルに多くみられます。
ボキャブラリー不足や文法の基本的な理解不足と
わかるので、主にPart 5対策を中心に、語彙を増
やす、文法を（あくまで問題形式に即して）確認
するなどの対策を取りましょう。
右上の3つは主にPart 6、7に関する評価です。
文書に対して「推測できる」「情報を見つけて理
解できる」「情報を関連付けることができる」と
いう項目に分けられており、ここが下2項目に比べ
て短い傾向は中級者～でみられますが、長文問題
の力は一朝一夕には身に付きません。
また、時間がなく「最後まで終わらなかった」場
合も当然ここは低くなります。中級者で長文の大
問をやり残している場合は、Part 5のスピード
アップで向上する場合もあります。
模擬試験問題を「時間制限あり」「なし」の両方
で行うことで、「時間があれば解けた」のかどう
かを知ることも有効です。

①

②

★ここでは①②について説明していますが、レポート中央のセクション「Score Descriptors
（レベル別評価）」もきちんと読み込んでおいたほうがいいのは言うまでもありません。
「自分の苦手意識」と「客観的評価」のズレを修正することが重要です。
※参考：TOEIC公式サイト（http://www.toeic.or.jp/toeic/） 企画・構成／株式会社アルク © 2020 ALC PRESS INC.
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TOEFL テストを
理解するための

×2のポイント

パートの特長
スピーキング・
ライティング有

スピーキング・ライティングが
登場するのが大きい。ITPよりも
さらに長時間になり最長4時間
半。体力＆集中力も必要だ

テストの形式
パソコン使用
高い負荷かかる

パソコンでヘッドセットをつけ
て行う。入力はキーボード。ス
ピーキングもあるマルチタスク
型のテスト形式という難物だ

3

Basic Info
TOEFL テストは2種類存在する：
iBTとITPテストの違い

TOEFLテストは、アメリカ・カナダを中心とした大学で「授業についていける英語
運用力があるかどうか」を測るためのテスト。パソコンを使ったインターネット試験
の形式で、スピーキングやライティングを含む4技能のマルチタスクが試される。
ITPは、過去のペーパー版TOEFL問題を使い学校向けに団体のみで実施。院試の英語
テストや学内英語共通試験、交換留学選抜などに採用されている。

TOEFL テストの基礎知識（iBT・ITP）
Test of  English  as  a Foreign Language

®

1 2

TOEFL ITPテスト 各パートの形式
ITPテストの問題形式と設問の数、1問あたりの回答時間の
目安は以下のとおり。★印はパート別の難易度を示している。
試験日までの期間が十分あるなら、模試を解いて自分の得意
不得意を「英語力」「受験力」の両方の面から確認し、バラ
ンスよく力をつけていけば万全だ。

Listening
Part A 短い会話×30本
Part B 長い会話×2本
Part C ミニトーク×3

50問
35分

★～
★★

Structure &
Written 

Expression

Structure
穴埋め×15問
Written Expression
間違い探し×25問

40問
25分

1問平均
35秒

★

Reading 長いパッセージ×5セット
合計50問

50問
55分

1パッセージ
平均10分

★★

＜TOEFL ITP／3セクション計115分＞

※参考：「TOEFL-ITP攻略キット」（アルク刊）
※参考サイト http://www.cieej.or.jp/toefl/toefl/

®攻略
TOEFL

®

学習のポイント
基礎力に加えて
＋発信力鍛えよ

OUTPUTタスクでは英語を考え、
作って発信する力が問われる。
実践形式で発信の負荷をかける
トレーニングを積もう

3TOEFL  iBT
Internet
Based
Test
オンライン受験
TOEFL

TOEFL iBTテスト 各パートの形式
iBTテストの問題形式は以下のように、ITPとは全く異なる。
発信型スキルを試されるiBTでは十分時間をかけて発信力を
鍛えよう。「聞いて書く」「読み、聞いて話す」という複合
スキルを問われる問題が多いので、特に後半のS、Wセク
ションでは実践に近い形での練習が必要だ。

Reading 3～4パッセージ（700語程
度）全30～40問

54分～72
分

★★

Listening 授業中の会話、講義、討論を
聞いて答える 28～39問

41分～57
分

★★

Speaking
身近なトピックについて意見
を述べる。4つの課題
ReadingやListeningの課題を

基に話す

4問
17分

★★
★

Writing
ReadingやListeningのタスク
を基に、2つの課題について

エッセイ形式の答案を書く。
意見を支持する文章で

2問
50分

★★
★

＜TOEFL iBT／4セクション計最長約200分＞

学習のポイント
語彙力増強と
長文処理能力

TOEICよりもアカデミックな語
彙力が要求される。時間をかけ
て増やしていくしかない。長文
問題は速読力がキーとなる

パートの特長
文法・語彙あり
長文は長い

基本的な文法・語彙セクション
もあるので復習を。リスニング
はTOEICと似てスピード勝負。
長文は学術的・長いもの多し

テストの形式
基本はペーパー
模試チェック

過去のペーパー版TOEFLテスト
問題を使用。リスニング、文
法・語法、リーディングで構成
INPUT＆処理能力が問われる

31 2TOEFL  ITP
Institutional
Testing
Program
学内TOEFL

TOEFL iBT 46 61 80 100

TOEFL ITP 450 500 550 600

TOEIC L&R 380 590 660 810

TOEFLテストとTOEIC L&Rテストの
スコア相関チャート（参考）
TOEFL iBTとITPはセクションの構成、
スコア算出法が全く異なる。目標としては
61/500/600超えレベルをめざしたい。

ITP iBT

◆テストの詳細は http://www.cieej.or.jp/toefl/toefl/ でチェック！

大学生のための 英語＆TOEFLテストをモノにするためのガイダンス
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PESM Personal
English
Study
Manager

『英語学習入門キット アカデミックパック』学習者専用WEBサイト活用ガイド

サイトにアクセスし学習者情報を登録しよう

②アカウント登録 をタップ(クリック)

③必要情報を入力 ※全項目入力必須です
・都道府県・大学名・学部名※選択式
・ご購入の教材 ※選択式
・名前
・メールアドレス
※リマインダメール送信先となるため、スマホのアドレスを入力

・パスワード
※数字・アルファベットを組み合わせ、6文字以上で設定

入力内容を確認後、『利用規約』『・プライバシーポリシー』を確認の上、
「PESMの「利用規約」と「個人情報の取扱について」同意するにチェックし
「確認画面へ」をタップ(クリック)

④入力内容の確認
入力内容を確認後、同意して登録する」をタップ(クリック)

①サイトにアクセス
スマホで→QRコードでサイトにアクセス

※QRコード読取機能が無い場合は、ブラウザで下記アドレスにアクセス
パソコンでアクセス

https://college.alc.co.jp

⑤仮登録メールの受信~本登録へ
PESM運営事務局より仮登録完了のメールが届くので、メール本文のURL
をクリックしサイトにアクセスすると本登録の完了となります。
ログイン画面が表示されたら、上記で入力したメールアドレス、パスワードを入
力しログインしてください。

大学生の英語学習を
応援するウェブサイト

【ご注意ください】
スマートフォンで受信メールのドメイン指
定、またはアドレスの指定をされている
場合は、[pesm@alc.co.jp]が受信
できるよう設定のうえご利用ください。
ドメイン指定・アドレス指定方法は通
信キャリア及び機種により異なりますの
で、それぞれのマニュアルをご参照くださ
い。

【ご注意ください】
仮登録完了メールが届かない場合は場合は、[pesm@alc.co.jp]が受信できるようスマートフォ
ンのメール受信設定をご確認のうえPESM運営事務局(pesm@alc.co.jp)までお知らせください。

Personal English Study Manager(PESM)は英語学習入門キットアカデミックパック学習者のためのWEBサービスです。
皆さんの日々の学習管理をサポートし、継続的な英語学習を支援します。
学習の振り返り、学習予定のリマインドメール、模擬試験のスコア記録など、様々な機能で大学生の英語学習を応援します。
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【学習開始日】
【学習終了日】
【学習パターン】
をそれぞれ選択し、「学習スケジュールを設定」をタップ(クリック)し、初期設
定は完了。
→自動的に「ホーム」画面に移行します。

※ホームをスマホのお気に入りや、ショートカット等を登録しておくと、以降の
アクセスがスムーズに行えます。

クイズ
英語学習アカデミックパックのレッスンで使用された単語を中心とした
クイズが受けられます。

ユーザー情報
登録情報の確認・変更や、使い方(ヘルプ機能)、
お問合せはコチラから。

進捗グラフ
学習状況を簡易グラフで表示します。
学習記録
その日に学習したレッスンを
チェックしていくことで、英語
学習アカデミックパックの学
習進度を記録できます。

学習予定の変更
初回起動時に設定した「学習予定」はここから
変更可能です。

Personal English Study Manager (PESM)の主な機能

模試受験記録
Kit5の完全模試付属の換算表に基づき、自動
で換算点を計算・記録します。

音声データのダウンロード
各キット付属の音声CDと特典教材の音源をダ
ウンロードできます
※パソコンでアクセスした場合のみ使用可能。

(スマホではストリーミング再生のみ)

学習カウンセリング
Kit６に収納されている「カウンセリングシート」の
WEB版です。
専任のアドバイザーが英語学習のアドバイスをし
ます。

お問合せ先:本サービスに関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
アルクPESM運営事務局 E-Mail pesm@alc.co.jp 2019.1.17

学習スケジュールを設定しよう

使ってみよう

ワンポイントレッスンビデオ
日々の学習にお役立ていただける英語学習に関するアドバイスを
動画で配信しています。1本あたり5分程度のミニ講座ですので、
学習の合間や、通学時などチョットした時間でご覧いただけます。

Kit4 CD音源 オンライン再生
メイン教材のKit4の音声をオンラインで再生できます。テキストと
スマホだけでいつでも学習を進めることができます。
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PESM(Personal English Study Manager)利用規約

本利用規約（以下「本規約」と言います。）には、本サービスの提供条件及び当社と登録ユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえ
で、本規約に同意い
ただく必要があります。

第1条 適用
本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社と登録ユーザーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、登録ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されま
す。

第2条 定義
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1)「サービス利用契約」とは、本規約及び当社と登録ユーザーの間で締結する、本サービスの利用契約を意味します。
(2)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権（それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。）を意味します。
(3)「投稿データ」とは、登録ユーザーが本サービスを利用して投稿その他送信するコンテンツ（文章、画像、動画その他のデータを含みますがこれらに限りません。）を意味します。
(4)「当社」とは、株式会社アルクを意味します。
(5)「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「college.alc.co.jp」である、当社が運営するウェブサイト（理由の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含み
ます。）を意味します。
(6)「登録ユーザー」とは、条文「登録」に基づいて本サービスの利用者としての登録がなされた個人または法人を意味します。
(7)「本サービス」とは、当社が提供するPESMという名称のサービス（理由の如何を問わずサービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。）を意味します。

第3条 登録
本サービスの利用を希望する者（以下「登録希望者」といいます。）は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報（以下「登録事項」といいます。）を当社の定める方法で当社に提供することにより、当
社に対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。
当社は、当社の基準に従って、第１項に基づいて登録申請を行った登録希望者（以下「登録申請者」といいます。）の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録申請者に通知します。登録申請者の
登録ユーザーとしての登録は、当社が本項の通知を行ったことをもって完了したものとします。
前項に定める登録の完了時に、サービス利用契約が登録ユーザーと当社の間に成立し、登録ユーザーは本サービスを本規約に従い利用することができるようになります。
当社は、登録申請者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録及び再登録を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。

(1)当社に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2)未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
(3)反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。）である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に
協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
(4)登録希望者が過去当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合
(5)条文「登録抹消等」に定める措置を受けたことがある場合
(6)その他、当社が登録を適当でないと判断した場合

第4条 登録事項の変更
登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

第5条 パスワード及びユーザーIDの管理
登録ユーザーは、自己の責任において、本サービスに関するパスワード及びユーザーIDを適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
パスワードまたはユーザーIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は登録ユーザーが負うものとし、当社は一切の責任を負いません。

第6条 禁止事項
登録ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。
(1)法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
(2)当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者に対する詐欺または脅迫行為
(3)公序良俗に反する行為
(4)当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
(5)本サービスを通じ、以下に該当し、または該当すると当社が判断する情報を当社または本サービスの他の利用者に送信すること

・コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報
・当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者の名誉または信用を毀損する表現を含む情報
・過度にわいせつな表現を含む情報
・差別を助長する表現を含む情報
・自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
・薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
・反社会的な表現を含む情報
・チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報
・他人に不快感を与える表現を含む情報
・面識のない異性との出会いを目的とした情報

(6)本サービスのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為
(7)本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(8)当社のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスし、または不正なアクセスを試みる行為
(9)第三者に成りすます行為
(10)本サービスの他の利用者のIDまたはパスワードを利用する行為
(11)当社が事前に許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為
(12)本サービスの他の利用者の情報の収集
(13)当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(14)当社ウェブサイト上で掲載する本サービス利用に関するルールに抵触する行為
(15)反社会的勢力等への利益供与
(16)面識のない異性との出会いを目的とした行為
(17)前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
(18)その他、当社が不適切と判断する行為

第7条 本サービスの停止等
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、登録ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。

(1)本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合
(2)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3)地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4)その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合

当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき登録ユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
第8条 権利帰属
当社ウェブサイト及び本サービスに関する知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、当社ウェブサイトまたは本サービスに関する当社ま
たは当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
登録ユーザーは、投稿データについて、自らが投稿その他送信することについての適法な権利を有していること、及び投稿データが第三者の権利を侵害していないことについて、当社に対し表明し、保証するものとします。
登録ユーザーは、投稿データについて、当社に対し、世界的、非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行に関するライセンスを付与します。また、他の登録
ユーザーに対しても、本サービスを利用して登録ユーザーが投稿その他送信した投稿データの使用、複製、配布、派生著作物を作成、表示及び実行することについての非独占的なライセンスを付与します。
登録ユーザーは、当社及び当社から権利を承継しまたは許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。

第9条 登録抹消等
当社は、登録ユーザーが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、投稿データを削除しもしくは当該登録ユーザーについて本サービスの利用を一時的に停止し、または登
録ユーザーとしての登録を抹消、もしくはサービス利用契約を解除することができます。

(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3)支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(4)6ヶ月以上本サービスの利用がない場合
(5)当社からの問いあわせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
(6)条文「登録」の第4項各号に該当する場合
(7)その他、当社が本サービスの利用、登録ユーザーとしての登録、またはサービス利用契約の継続を適当でないと判断した場合

前項各号のいずれかの事由に該当した場合、登録ユーザーは、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
当社は、本条に基づき当社が行った行為により登録ユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

第10条 退会
登録ユーザーは、当社所定の方法で当社に通知することにより、本サービスから退会し、自己の登録ユーザーとしての登録を抹消することができます。
退会にあたり、当社に対して負っている債務が有る場合は、登録ユーザーは、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
退会後の利用者情報の取扱いについては、条文「利用者情報の取扱い」の規定に従うものとします。
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プライバシーポリシー（個人情報保護方針）

アルクグループはプライバシー保護を最重要項目としてとらえ、厳重なる注意のもとに個人情報を取り扱っております。お客さまに安心してご利用いただくために以下の項目を誓います。

当社では、経営理念「地球人ネットワークを創る」の実現をめざして、幼児から社会人まで、あらゆる年代・レベル・目的に応じて、理想の語学学習のスタイルを提案します。そのなかで、個人情報の保護を企業
活動のひとつと捉え、情報の適切な取り扱いおよび安全管理に取り組むことが重要な社会的責任であると認識しております。
そのため、当社では、個人情報保護に関する方針を社内・外に宣言すると共に、個人情報の重要性について社員に対する教育活動を実施するほか、個人情報を取り扱う組織ごとに個人情報保護の責任者を置
き、個人情報の適切な管理を実施してまいります。

（１）当社は、個人情報を適法かつ公正な方法で取得するものとし、定めた利用目的の範囲を超えて取り扱いません。法令が認める場合を除き、お預かりした個人情報をご本人の同意無く第三者に提供すること
はありません。

また、目的外利用を行わないため、必要な対策を講じ、維持いたします。
（２）当社は、個人情報保護法をはじめとした個人情報保護に関係する日本の法令、国が定める指針その他の関連規範(業界ガイドライン等)を遵守します。
（３）当社は、個人情報の漏えい、滅失、または、き損などの危険を防止するため、社内規程や責任体制を定め、合理的で適正な安全対策を講じます。また、安全対策は定期的に内容を点検し、不備があれば是
正を行います。
（４）情報主体のニーズ、IT技術の動向等を含めた当社を取り巻く環境の変化を踏まえ、適時・適切に個人情報保護マネジメントシステムを見直しその改善を継続的に推進します。
当社に対し個人情報および個人情報マネジメントシステムに関する苦情及びご相談がある場合は、下記の窓口にて適切かつ迅速に対応します。

当社は、本方針を実行するため、個人情報保護マネジメントシステムを確立し、これを当社従業者その他関係者に周知徹底させて実施ならびに維持し、継続的に改善します。
本方針は、全役員および従業員に配付して周知させるとともに、当社のホームページ（http://www.alc.co.jp/srg/privacy.html）、パンフレットなどに掲載することにより、いつでもどなたにも入手可能な措置を取るも
のとします。

2005年５月６日制定
2018年９月28日改定
株式会社アルク
代表取締役社長 田中 伸明
■ 苦情及び相談対応/個人情報保護方針お問合せ窓口
窓 口：アルクお客様センター [月～金9:00～18:00／土9:00～17:00（日祝休み）]
住 所：〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-2-6 市ヶ谷ビル
電話番号：0120-120-800
E-MAIL：privacy@alc.co.jp
個人情報保護管理者 株式会社アルク 人事総務部長

＊「個人情報保護マネジメントシステム」
個人情報を保護するための、方針策定、体制整備、計画、実施、点検及び見直しを含む一連の仕組みです。
株式会社アルクはお客さまのプライバシー保護を最優先事項と考え、この「プライバシーポリシー」に基づき、厳重なる注意のもとに個人情報を扱っています。
すべてのお客さまの個人情報は、この「プライバシーポリシー」に記載するとおり取得、利用、提供、または開示されます。ただし、このウェブサイトからリンクする他社のサービスには、この「プライバシーポリシー」
は適用されません。それぞれのリンク先にご確認ください。

＊弊社ウェブサイトにおける取得情報の取扱いについて
弊社ウェヴサイト（インターネットを利用し、弊社が提供するアプリケーションを含む。以下、「弊社ウェブサイト」という。）では、お客さまのアクセスログを取得しています。これらのログファイルは、サーバー等にトラ
ブルが発生した際の調査材料、サービスの質の向上やサイトの使用に関する一般的な統計等に役立てられています。

（１）禁止行為
弊社ウェブサイトには、ユーザの投稿が可能なコンテンツが存在しています。ここで個人情報を直接に公開した場合、その情報が第三者の手によって取得され、利用される可能性がありますので、個人情報の掲
載を禁止します。
（２）任意の情報の入力について
お客さまが入力する際に任意と指定されている情報は、入力しなくてもそのサービスを受けるうえでは基本的な影響はありません。ただしサービスによっては、任意項目に記入することによって、お客さまのニーズ
により適したサービスを受けられるものがあります。
（３）Cookieについて
弊社ウェブサイトでは、クッキー(ウェブサーバがお客様のコンピュータを識別する業界標準の技術)を使用しております。また、第三者の技術（Google Analytics、ウェブビーコン）によりアクセス解析を実施しており
ます。これはサービス向上の一環として利用しており、個人を特定できる情報（お名前、電話番号等） の収集を行うものではありません。
クッキー使用の詳細につきましては、下記の『◆「個人情報の取扱いについて」はこちらをご確認ください。』より内容をご確認ください。

＊外部リンクについて
弊社ウェブサイトには他社サイトへのリンクがあります。リンク先となる他社サイトのプライバシーに関する声明またはコンテンツについては、当方は一切責任を負いません。他社サイトをご利用になる際は、各
ウェブサイトでプライバシーに関する声明をお読みになり、個人情報の取得、利用および共有の方法を理解することをお勧めします。

＊gooサーチについて
「スペースアルク」は、ウェブサイト検索のためにエヌ・ティ・ティレゾナント株式会社が運営するポータルサイト「goo」の検索エンジンが使用できるようになっております。
「スペースアルク」は、お客様が「goo」をご使用になる際に入力された情報を一切取得いたしません。従いまして、「goo」をご利用になる場合は、エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社の「プライバシーポリシー」が適用
されることになりますので、そちらをご覧下さい。※「goo」は、エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社の登録商標です。

第11条 本サービスの内容の変更、終了
当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができます。当社が本サービスの提供を終了する場合、当社は登録ユーザーに事前に通知するものとします。
当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき登録ユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
はこれに異議を唱えないものとします。

第12条 保証の否認及び免責
当社は、本サービスが登録ユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、登録ユーザーによる本サービスの利用が登録ユーザーに適用のある法令また
は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、登録ユーザーが本サービスに送信したメッセージまたは情報の削除または消失、登録ユーザーの登録の抹消、本サービス
の利用による登録データの消失または機器の故障もしくは損傷、その他本サービスに関して登録ユーザーが被った損害（以下「ユーザー損害」といいます。）につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、ユーザー損害につき、過去12ヶ月間に登録ユーザーが当社に支払った対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損
害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
本サービスまたは当社ウェブサイトに関連して登録ユーザーと他の登録ユーザーまたは第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、当社は一切責任を負いません。

第13条 秘密保持
登録ユーザーは、本サービスに関連して当社が登録ユーザーに対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし
ます。

第14条 利用者情報の取扱い
当社による登録ユーザーの利用者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、登録ユーザーはこのプライバシーポリシーに従って当社が登録ユーザーの利用者情報を
取扱うことについて同意するものとします。
当社は、登録ユーザーが当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、登録ユーザー

第15条 本規約等の変更
当社は、本規約を変更できるものとします。当社は、本規約を変更した場合には、登録ユーザーに当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、登録ユーザーが本サービスを利用した場合また
は当社の定める期間内に登録抹消の手続をとらなかった場合には、登録ユーザーは、本規約の変更に同意したものとみなします。

第16条 連絡／通知
本サービスに関する問い合わせその他登録ユーザーから当社に対する連絡または通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から登録ユーザーに対する連絡または通知は、当社の定める方法で行
うものとします。

第17条 サービス利用契約上の地位の譲渡等
登録ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴いサービス利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに登録ユーザーの登録事項その他の顧客情報を当該事業
譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、登録ユーザーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その
他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第18条 分離可能性
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定
の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第19条 準拠法及び管轄裁判所
本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とします。なお、本サービスにおいて物品の売買が発生する場合であっても、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用を排除することに合意します。
本規約またはサービス利用契約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2014年3月17日制定

認定個人情報保護団体の名称及び、苦情の解決の申し出先は以下の通りです。
認定個人情報保護団体の名称：一般財団法人日本情報経済社会推進協会
苦情解決の連絡先：個人情報保護苦情相談室
＜住所＞〒106-0032 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル12F
＜電話番号＞ 03-5860-7565 0120-700-779


