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TOEFL JUNIOR

■世界基準で実践的な英語力を測る

TOEFL Junior®は、日本では主に中
高生など若年層に受験されており、英
語圏の学校の授業や、友達との会話な
どを素材にした問題が、「読む」「聞く」
の２技能にフォーカスした形で出題
されます。右に掲載した問題を見てい
ただければ分かる通り、まさに「中高
生のリアルな現場」から問題が出題さ
れています。実際にアメリカを始めと
した海外の中学・高校では入学要件
としてTOEFL Junior®のスコアが求
められるなどグローバルな英語力を
測るのに最適な試験と言えます。
試験結果は、合否判定ではなくスコ
ア（最高点900）で表されます。このス
コアは、国際的な外国語習得状況の評
価基準であるCEFRに対応している
ため、自身の英語力を客観的に把握す
ることが可能です。また、受験後に発
行される「スコアガイド」には、スコア
に応じた「世界ランク」という情報も
掲 載 さ れ て い ま す（「GOLD」
「SILVER」「BRONZE」「GREEN」
「BLUE」の５段階で、最上位のGOLD

は世界の受験者の上位７％〔*世界の
受験者の割合は「理論値」〕）。日本のみ
ならず、世界の同世代と比べた自分の
英語レベルを知ることは、今後の英語
学習の大きな励みになることでしょう。

■英語読書力の判定も可能

もう１つTOEFL Junior®の大きな
特徴の１つとして挙げられるのは、
リーディングスコアが英語読書力を
示す「Lexile®指数」と連動していると
いうこと。これは、英語の「読解力」、
及び「文章の難易度」を表す指標で、
世界180の国と地域で使用されていま
す。2017年９月の時点で、約18万冊の
洋書にこのLexile®指数が割り当てら
れており、自身の指数を知ることで、
自分のレベルにぴったり合った本が
見つかるというわけです。
「洋書に挑戦してはみたが、レベル
が高過ぎて読み切れなかった」という
経験をお持ちの方は、まずはご自分の
Lexile®指数を把握した上で、本を選
んでみるとよいでしょう。TOEFL 

Junior®のウェブサイトでは、自身の
Lexile®指数を入力することで、その
レベルに合った本をジャンル別に紹
介するサービスを提供していますの
で、ぜひ利用してみましょう（https://

toefljunior.lexile.com/ja/）。

■つまずきやすい箇所を突く良問

それでは、実際に問題を見てみま
しょう。今回掲載したのは、Part 3

（リーディングセクション）の問題。
中学校の体育館で開催される音楽会

を手伝うボランティアを生徒から募
集するという内容の英文です。ここで
は２番に注目。featureは、「（重要な特
徴として）～を持っている、含んでい
る」という意味で、非常に幅広く使わ
れる動詞。よって、これに最も近いの
はC. includeです。
この語は英文記事にも頻出するもの

の、日本語ではぴったりとした訳語が
ないため、日本人がつまずきやすい語
の一つです。こうした点を突いてくる
この問題は、非常に良問だと思います。
■TOEFL Junior®春季テスト開催決
定（東京・定員50名）
試験日：3月27日（火）／申込期間：
2月1日（木）正午～ 3月15日（木）

世界の中高生を対象にしたテスト
TOEFL Junior®を受けてみよう
皆さん、こんにちは。ST編集長の高橋です。ここでは世界基準のテスト
「TOEFL Junior®」についてご紹介したいと思います。TOEFL 
Junior®は、英語を母語としない中高生の英語力を測定する試験。ス
コアは、自身の英語力を客観的に知るだけでなく、英語の「読書力」の
判定としても利用することができます。

――問題――
Questions 1–4 are about the following announcement.

Student Volunteers Needed!

On Saturday, December 12th, from 10 A.M. until 4 P.M., Carverton Middle 
School will be holding a music festival in the school gymnasium. The 
special event will feature a variety of professional musicians and singers.

Task Time Date 
Make posters 1 P.M.–4 P.M. December 5th
Set up gym 11 A.M.–4 P.M. December 11th
Help performers 9 A.M.–4 P.M. December 12th
Welcome guests 10 A.M.–2 P.M. December 12th
Clean up gym 4 P.M.–7 P.M. December 12th

Interested students should speak with Ms. Braxton, the music teacher. 
Students who would like to help at the festival must have written permission 
from a parent or guardian.

1. What time will the festival begin?
A. 10 A.M. B. 11 A.M. C. 1 P.M. D. 2 P.M.

2. In line 3, the word feature is closest in meaning to _______.
A. look B. keep C. include D. entertain

3. What job will be done the day before the festival begins?
A. Making posters B. Setting up the gym
C. Cleaning up the gym D. Helping the performers

4. Who is told to talk to Ms. Braxton?
A. Parents B. Students C. Teachers D. Performers
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