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大学生には、大学生向けの電子辞書！
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　皆さん、こんにちは。英字新聞『The Japan Times ST』編集長の高橋敏之です。本冊子では

大学生に要求される英語力を身につけるためのツールとして、カシオの電子辞書「エクスワー

ドAZ-G9800/G9850」をご紹介しましょう。

　英語力を高めるには、良い辞書を使用することが不可欠。私は電子辞書をお薦めしたい。英

和・英英・和英辞典など複数の辞書が収録されており、さらにネイティブスピーカーの発音も

聞くことができるなど、紙の辞書にはない利点を数多く持っているからだ。持ち運びも便利

で、調べたいときにいつでも使用できる電子辞書は、英語学習者の必携アイテムと言える。

　大学生にお薦めの電子辞書は、カシオの「エクスワードAZ-G9800/G9850」。この機種は特

にTOEIC® L&R TEST 対策に使えるコンテンツが充実していることが特長だ。大学生になった

ら就職活動の一環としてTOEIC® L&R TEST を受ける人も多いだろう。ちなみにTOEIC® L&R 

TEST 公式サイトによると、企業が新入社員に期待するスコアは465点～670点。これをクリア

するには、ある程度しっかりとした対策をすることが必要だ。「AZ-G9800/G9850」には、辞

書の他にTOEIC® L&R TEST の問題集や、TOEIC® L&R TEST とも関連性が強いビジネス英

語を学べるコンテンツなどが多数搭載されているため、活用次第でスコアアップの大きな助け

となってくれる。大学生になったら、ぜひとも手元に置いておきたい一台だ。高校生向けモデ

ルの電子辞書を既にお持ちの諸君も、将来のことを考えたら、思い切ってこのモデルに買い替

えてしまうのが得策だろう。

高橋 敏之
（株）ジャパンタイムズが発行する英語学習者向けの英字新聞『The Japan Times ST』
の編集長。英語講師、英語教材編集者などを経て2012年から現職。編集業務の傍ら、
英語学習に関する講演や英語研修セミナーなども多数実施。

❸❸

TOEIC® L&R TEST 学習ガイド

電子辞書は英語力アップの
必須アイテム

TOEIC® L&R TEST 対策にオススメ
「エクスワードAZ-G9800/G9850」

はじめに



　TOEIC® L&R TEST 対策に使えるコンテンツとして、まずは「音声」機能を紹介しよう。

前述の通り、電子辞書ではネイティブスピーカーが読み上げた単語の音声を聞くことができ

る。当然だが、自分が正しい発音を知らない語はリスニング試験でも聞き取ることはできな

い。そのため、電子辞書で単語を調べる際は、必ずその単語の発音も聞く習慣を付けよう。

　例えば、以下の単語をどのように発音するかご存じだろうか。

height（高さ）、choir（聖歌隊）、infamous（悪名高い）、colonel（大佐）

　発音を間違えて覚えていると、聞き取りにも影響が出てしまう。ぜひ音声を再生して正しい

発音をチェックする習慣を付けよう。

　また、「エクスワードAZ-G9800/G9850」には「聞き比べ」という機能も搭載されてい

る。これは、自分で読み上げた単語の音声を録音し、それをネイティブの発音と比較すること

ができるというものだ。これによってthink（考える）とsink（沈む）など、紛らわしい発音の

違いも理解することができ、その結果、耳で聞いた時にも区別できるようになる。TOEIC® 

L&R TEST では、類似の音の違いを聞き取らなければ正解できない問題も出題されるため、

こうした訓練が非常に有効だ。

発音を聞くには「音声」キーを押す その後、「決定」キーで再生する
ことができる

「聞き比べ」機能を使うには、
ここをタッチ

自分の声の録音はボタン１つで
簡単に行うことができる

❹❹

発音を聞く
習慣を付けよう

ネイティブ発音を聞いてみよう

自分の発音を録音して聞き比べ

※画面はイメージです。コンテンツは変更となる場合がございます。



演習問題で
スコアアップをサポート

TOEIC®
テストスコアアップ
新形式問題付き

旺文社のe-ラーニング講座「新TOEIC®テストスコア
アップ講座」から、Part1～Part7演習問題を抜粋。効
率よく、スコアアップに直結する力を養います。2016年
からの新形式に対応した問題を追加収録しています。

模擬試験で本番に強くなる

TOEIC®
テストハイパー模試 
5訂版 
新形式問題対応

2016年からの新形式に対応したTOEIC® Listening 
and Reading テスト模擬試験を3セット（計600問）収
録。初めてTOEIC®テストを受験する方から、さらなる
スコアアップを目指す方まで役立ちます。

　「エクスワードAZ-G9800/G9850」には、辞書機能以外にもTOEIC® L&R TEST 関連の良

質な教材が多数搭載されている。まずは旺文社の「TOEIC®テスト スコアアップ」。こちらは

「470点/600点/700点コース」と、目標スコア別に練習問題を解くことができる。各コースは

８週間完成で、１週間に１ユニットずつ進める構成になっているため、無理なく続けることが

可能だ。2016年の試験改訂で新たに加わったタイプの問題も収録されている。

　もう１つご紹介したいのが、同じく旺文社の「TOEIC®テストハイパー模試」。こちらはタ

イトルの通り、TOEIC® L&R TEST の模擬試験（新形式対応）が３セット収録されている。

短時間で大量の問題を処理しなければいけないTOEIC® L&R TEST では、時間配分が非常に

大切だ。これを誤ると時間が足りなくなって、解けるはずの問題を取りこぼしてしまい、結果

として実力通りのスコアを取得することができなくなってしまう。こうした時間配分の感覚を

身につけるには、やはり模擬試験という「実戦経験」を積むことが重要。本番と同じ時間で同

じ問題数をこなすことで、１問にどれくらいの時間を掛けられるのかを知っておこう。

　さて、こうした教材を電子辞書上で使用するのには大きなメリットがある。「エクスワード

AZ-G9800/G9850」では、音声の再生速度、及び再生回数を変えることができる（再生速度

は５段階、再生回数は「１回・３回・５回」の３段階）。これはTOEIC® L&R TEST 教材で

も例外ではない。初期設定では、音声再生速度は「標準」、再生回数は「１回」となっている

が、リスニングに慣れないうちは、問題の再生速度を遅くし、さらに再生回数を増やすこと

で、英文をじっくりと聞き取ることが可能だ。逆に、ある程度慣れてきたら再生速度を速くし

た上で練習すれば、本番での聞き取りが相当楽になるだろう。

❺❺
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大学生モデルならではの特長、
充実のTOEIC® L&R TEST 教材



「TOEIC®テスト スコアアップ」。
レベル別に３つのコースが
搭載されている。

１週間に１ユニットずつ進める構成。
自分のレベルに合わせて、
毎週少しずつ学習することが可能だ。 

2016年から導入された「新形式」の
問題にも対応している。

音声の再生回数を変えるには、「回数」を
タッチ。音声が再生される回数を「１回」
「３回」「５回」の中から選ぶことができる。

音声の再生速度を上げるには「＋」を
タッチ。「標準」から、「高速」「最高速」に
上げることができる。上級者向け。

逆に速度を下げるには「－」をタッチ。「低速」「最低
速」を選択可能。「標準」の速度では速すぎる、また
は音声をじっくり確認したいときなどに活用しよう。

「TOEIC®テスト ハ
イパー模試」。模擬
試験が３セットと、
かなりのボリューム
の問題を解くことが
できる。

問題に正解したか
どうかは、解答と同
時にすぐ分かるよ
うになっている。

問題を解いたら、解説をチェック。特に不正解だった問題は、なぜ間違えたのかを確認しよう。

❻❻

TOEIC®テストスコアアップ
新形式問題付き

TOEIC®テストハイパー模試 
5訂版 新形式問題対応

※画面はイメージです。コンテンツは変更となる場合がございます。



リズムに合わせて
英単熟語を覚える

キクタン
シリーズ

リズムに合わせて発音される英単熟語を「聞いて覚え
る」。それが、キクタンシリーズ。受験から実用まで本当
に覚えるべき英単熟語を学べます。

改訂版 キクタン【Entry】2000/【Basic】4000/【Advanced】6000/【Super】12000
キクタンリーディング【Entry】2000/【Basic】4000/【Advanced】6000/【Super】12000
キクジュク【Basic】1800/【Super】3600
キクタンビジネス【Basic】/【Advanced】/【Super】
改訂版 キクタンTOEIC®TEST SCORE 600/800/990

絶対『英語の耳』になる！ BASICSリスニング基本30のルール/リスニング50のルール
/リスニング50のルール 実践トレーニング編

絶対
『英語の耳』
になる！
シリーズ

ネイティブ英語特有の音声変化がどんどん耳に飛び込
んでくる！ いろんな角度から、楽しく英語を学びましょう！

　「エクスワードAZ-G9800/G9850」には「English Training Gym」（略して「トレジム」）とい

うメニューがある。これは当機に搭載された数々の学習コンテンツを、「ボキャブラリー」「リス

ニング」「スピーキング」「テスト対策」など、ジャンル別にまとめて学習できる機能だ。「ボキャブ

ラリー」では、リズムに乗ってボキャブラリーを覚えることができるアルクの「キクタン」シリー

ズ、「リスニング」ではNHKラジオの英語講座や、英語の音の聞こえ方を徹底解説する三修社

の「英語の耳になる」シリーズなどの教材を使って学習することができる。

　上記の他、「トレジム」の中で特にお薦めしたいのが「トレジムプラン」というメニュー。

ここでは「高校英語の総まとめ（ボキャブラリー編・リスニング編・スピーキング編の３種類）」

「ビジネス英会話（入門編・実践編の２種類）」「目指せTOEIC® 600点！コース」など、自分

が強化したい項目別に適切な教材を提案してくれる。特に大学生にとっては高校英語を総復習

できるコースが充実しているのはうれしいところだ。試しに「高校英語の総まとめ（ボキャブ

ラリー編）」を選択してみると、このコースでは「NHKラジオ英会話」「キクタンBasic」

「キクタンリーディングBasic」「キクジュクSuper」の４つの教材がカリキュラムとして提

示される。これらの教材を仕上げることで、高校英語レベルのボキャブラリーが身につくとい

うわけだ。便利なことに、各教材の進捗状況もメニュー画面で確認できるため、どの教材をど

れだけ進めたのか、あとどれくらい残っているのかが一目で分かるようになっている。

　このように「トレジム」は、英語の中で自分が特に伸ばしたい分野を集中的に鍛えることが

できる。ぜひ積極的に活用しよう。

❼❼
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英語の各スキルを高める
「トレジム」



「English Training Gym（トレジム）」は、ボタン１つで呼び出すことが可能だ。

「English Training Gym（トレジム）」では、英
語の様々なスキルを集中してトレーニングする
ことが可能だ。

「トレジムプラン」では、自分が特に強化
したいコースを選択できる。

「ボキャブラリー」では、主に「キクタン」シ
リーズを用いて語彙力をアップさせる。

各教材の進捗が一目で確認できるた
め、効率的な学習が可能だ。

「高校英語の総まとめ（ボキャブラリー編）」で
は、４つの教材を使って高校レベルのボキャブ
ラリーを身につけるカリキュラムが組まれている。

「テスト対策」では、TOEIC®とTOEFL®
を扱う。

「スピーキング」では、主にフレーズの定
着や発音強化に重点が置かれている。

「リスニング」では、NHKの英語講座や
「英語の耳になる」シリーズを用いる。

テスト対策スピーキング

リスニングボキャブラリー

トップ画面

トレジムプラン

❽❽

English Training Gym
（トレジム）

※画面はイメージです。コンテンツは変更となる場合がございます。



　前項「トレジム」のところでも簡単に触れたが、「エクスワードAZ-G9800/G9850」には

過去に放送されたNHKのラジオ英語講座も搭載されている。具体的には、「NHKラジオ英会

話」「NHKラジオ入門ビジネス英語」「NHKラジオ実践ビジネス英語」の３講座。このう

ち、特に「ビジネス英語」の２講座はTOEIC® L&R TEST にもそのまま出題されるような内

容が数多く含まれているため、ぜひ学習に取り入れよう。

　まずは「入門ビジネス英語」。こちらは初めてTOEIC® L&R TEST を受ける入門レベルの

人にちょうど良い内容だ。ビジネス関係の対話が数多く収録されているので、こうした会話文

に慣れておくのがTOEIC® L&R TEST への有効な対策になる。そのためには、対話文を何度

も聞いて、何度も声に出すことが必要だ。

　続けて「実践ビジネス英語」。こちらは、「入門」よりもかなりレベルが高く、目安として

はTOEIC® L&R TEST で860点以上を目指す人向け。この講座では、ビジネスのオン・オフ

両方の場面がバランスよく出てくるが、こうした点がTOEIC® L&R TEST の出題範囲とも共

通しているため、上級者はぜひともTOEIC® L&R TEST 対策に取り入れたい教材だ。

　ちなみに、両講座とも再生速度を変更できるため（P.5参照）、ネイティブスピーカーの読

み上げる英語が速すぎると感じたら、速度を落としてじっくり聞くことが可能だ。

NHKのラジオ英語講座が３講座搭載
されている。

「入門ビジネス英語」では、対話文は
短いものの、詳しい日本語の解説が
付いている。

「実践ビジネス英語」の英文はかなり
長いが、内容が興味深いものばかりで
あるため、楽しんで取り組めるはずだ。

❾❾
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NHKラジオ英会話
シリーズ

TOEIC® L&R TEST にも役立つ、
NHKの英語講座を活用



　最後に「エクスワードAZ-G9800/G9850」に搭載されている辞書の中から、TOEIC® L&R TEST 

対策に使えるものをご紹介しよう。まずはアルクの「最新ビジネス英語スーパー辞典」。文字

通り最新のビジネス関連の表現を調べることができる辞典だ。例えば「e-mail」の項目では

「Ｅメールが戻ってきてしまう」「Ｅメールを転送する」など、ビジネスの現場に即した表現

が豊富な用例と共に紹介されてい

る。実際、用例はすべて英米のビジ

ネス文書から収録されているそう

だ。まさにTOEIC® L&R TEST で出

題されるところなので、いわゆる普

通の辞書に加えて、こうした辞典も

併用することをお薦めしたい。

　続けて「オックスフォード新英英辞典※」。英英辞典なので、語の意味・用法は英語で説明

されているが、英語を（日本語を介在させず）英語で考える習慣が身につくのが利点だ。その

結果、英語の理解が早くなりTOEIC® L&R TEST などの試験にも効果が表れてくる。また、

この辞典の特長は何と言っても用例の豊富さ。「オックスフォード現代英英辞典」と比べても

明らかだ。こうした用例の多い辞書は、特に英語でレポートを書く際に大きな効果を発揮する

（自分の書く英文で使えそうな表現を見つけられる確率がぐっと高まるからだ）。大学生に

なったら、せひ活用しよう。

思えば、私自身もカシオの「エクスワード」を使い続けて20年近くになる。その間、定期的に

新しいモデルに買い替えてきたが、そのたび電子辞書の進化に驚かされてきた。最新モデルに

は、ここで紹介した通り英語学習に役立つ数多くの機能が搭載されている。英語力アップの頼

もしいパートナーとなってくれることだろう。

最新 ビジネス英語
スーパー辞典
心強いビジネス英語データベース・見出し
語11,000語以上収録のビジネス英語辞
典。英字経済紙や外資系企業の社内文
書などからデータを著者が独自収集。対義
語や同義語なども豊富に収録されており、
ビジネス文書の文章作成時にも頼りにな
る味方です。
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TOEIC® L&R TEST 対策に
使いたい英語辞書

おわりに

※画面はイメージです。コンテンツは変更となる場合がございます。

※AZ-G9800にのみ収録
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