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TOEIC®TEST 対策コースの使いかた 

— 学習をはじめる前に — 

 

1. ログイン 

①インターネットに接続してください。 

②Web ブラウザを起動し、下記 URL にアクセスし

ます。 

  http://www.newton-web.jp 
③ログインページにアクセスして、（「WPWPWPWP・・」で

始まる）ユーザーID・パスワードを入力し、

「ENTER」を押してログインしてください。 

※ユーザーID・パスワードはそれぞれ 8 桁です。 

※ログイン後、ページを切り替えるときは、ページ内

のボタンやリンクを使って移動し、“ブラウザ”の「戻る」は使用しないでください。 

 

2. 学習コース選択（トップページ） 

コース選択画面で学習する科目を選択します。 

※画面は、TOEIC® TEST 対策 A1 コースです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 学習ステップ選択（ステップ表） 

(1) 学習の進行 

①A 行（STEP1～）から学習を始めます。 

※間違えた問題は、B 行にたまります。 

※はじめに、A 行のすべてのステップ（最大 20 ス

テップ）を学習してください。 

②A 行の学習が終了し、B 行のステップが緑色に

変わったら、B 行の学習を進めていきます。 

※学習すべきステップは、緑色で表示されます。（水

色のステップは学習できますが履歴に反映され

ませんのでご注意ください。 

③B 行の学習が終了し、C 行のステップが緑色に

変わったら、C 行の学習を進めていきます。 
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(2)『ニガテ演習』と『習熟証明番号』 

①A 行から C 行までの学習が終了し、すべての

ステップに合格マークが表示されたら、「ニガ

テ１」「ニガテ 2」を学習してください。 

※「ニガテ 1」は B 行にたまった問題、「ニガテ 2」

は C 行にたまった問題がまとめて出題されます。 

②「ニガテ１」と「ニガテ２」の学習を終える

と習熟証明番号が表示されます。 

 

 

 

 

 

4. 問題演習（設問画面） 

(1) 解答前 

設問は、クリック／タップまたはキー入力で解答します。 

※各設問形式の解答方法は、各コースの「問題形式と解答法」（P.4～）を参照してください。 

※各問題には制限時間があります。時間切れは誤答と判定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※モバイルの場合は、画面をタッチしてください。 

(2) 正誤判定後 

①正誤判定（正解なら○、不正解なら×）が行われ、解説が表示されます。 

②「次へ」で先（次の問題）に進みます。 

※○×ボタンは、誤った入力により正答または誤答となったものを切り替えることができます。 

 ただし、正答へ切り替えることができる回数には制限があります。 

  

 

 

 



 

3 
 

(3) トレーニングモード 

各ステップ内の学習で間違えた問題は、「トレーニン

グ問題」に蓄積されます。各ステップ内の学習で一定

の数の「トレーニング問題」に蓄積されると、自動的

にトレーニングモードに変わります。 

※トレーニングモードになると、画面の上方の帯が水色から

オレンジ色に変わり、TRAINING と表示されます。 

 

①トレーニングモードは、誤答となった問題がランダムに出題されます。 

②既定の回数（通常 3 回）を連続で正解できた問題は「トレーニング問題」から除外されます。 

③トレーニング問題がなくなると、トレーニングモードが終了し、ステップ問題の続きに戻ります。 

※ステップ問題が終了した時点で、「トレーニング問題」に１つでも問題がある場合は、ステップ終了前に、トレ

ーニングモードによる学習が課されます。 

 

○ 音声が出ない場合 

TOEIC®TEST 対策 TLT ソフトでは、音声が流れる問題が出題されます。 

（例）単熟語演習、例文演習、ディクテーション、各コースリスニング Part の問題など 

音声が出ない場合には、次の点を確認してください。 

①ヘッドフォンまたはイヤフォンが正しく接続されているか（または壊れていないか）。 

②ボリューム（音量）が下がっていないか。 

③アドオンの設定が有効になっているか（Internet Explorer 7～9 を使用している場合）。 

【アドオンの設定方法】 

アドオンが有効になっていない場合、画面の上部または下部に情報バーが表示されている場合があります。 

 

 

「Internet ExplorerInternet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer７７７７、、、、８８８８」の場合には、画面上部の情報バー（薄黄色の部分）をクリックするとメニ

ューが表示されるので、「ActiveX のインストール(または"実行")」（IE8 の場合は、アドオンの実行）

をクリックしてください。「Internet ExplorerInternet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer９９９９」の場合には、「許可」をクリックしてください。 

 

 

画面が一度真っ白になり、「情報を送信しなおす…」という内容のコメントの画面が表示されることが

あります。その場合には、「再試行」をクリックして学習をお試しください。 

Internet Explorer ７,８ Internet Explorer ９ 

Internet Explorer ７,８ Internet Explorer ９ 
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A コースの学習のしかた 

— 問題形式と解答法 — 

 

1. 単熟語演習(英－和) 

画面に表示された単語と英文の音声が流れ、その単語の意味

を日本語で答える問題です。 

 

①音声は画面の［音声］ボタンを押して何度でも聞くことが

できます。 

②②②②解答は解答は解答は解答は、、、、冒頭の冒頭の冒頭の冒頭の 1111 音を入力（ワンタッチ入力）音を入力（ワンタッチ入力）音を入力（ワンタッチ入力）音を入力（ワンタッチ入力）してくださしてくださしてくださしてくださ

い。解答を入力い。解答を入力い。解答を入力い。解答を入力するとするとするとすると自動的に自動的に自動的に自動的に正誤判定が行われます。正誤判定が行われます。正誤判定が行われます。正誤判定が行われます。 

※food =「食べ物（たべもの）」であれば、「た」（ta）と入力します。 

 

2. 例⽂演習 

表示された日本語の意味に合うように英文の空所に当てはま

る英単語のスペルをすべて入力する問題です。 

 

①①①①空所に解答となる英単語のスペルをすべて入力し、［空所に解答となる英単語のスペルをすべて入力し、［空所に解答となる英単語のスペルをすべて入力し、［空所に解答となる英単語のスペルをすべて入力し、［Enter］］］］

/［［［［Go］キーを］キーを］キーを］キーを押して押して押して押してください。ください。ください。ください。 

※正誤判定の前は、音声が流れません。 

※空所に表示されているアルファベットから始まる単語を解答

してください。 

②②②②空所が空所が空所が空所が 2 つ以上あるときは、つ以上あるときは、つ以上あるときは、つ以上あるときは、すべての空所に解答を入力した後、［すべての空所に解答を入力した後、［すべての空所に解答を入力した後、［すべての空所に解答を入力した後、［Enter］］］］/［［［［Go］キーを押してください。］キーを押してください。］キーを押してください。］キーを押してください。 

※カーソルを移動するときは、各空所をクリック/タップしてください。 

③正誤判定の後は、［音声］ボタンを押して何度でも音声を聞くことができます。 

 

3. ディクテーション 

流れてきた英文の音声を聞き取り、空所に当てはまる英単語

のスペルを入力する問題です。 

 

①①①①解答はワンタッチ入力またはすべてのスペルを入力し、解答はワンタッチ入力またはすべてのスペルを入力し、解答はワンタッチ入力またはすべてのスペルを入力し、解答はワンタッチ入力またはすべてのスペルを入力し、

［［［［Enter］］］］/［［［［Go］キーを押してください。］キーを押してください。］キーを押してください。］キーを押してください。 

※途中までの入力（例えば冒頭 2 文字目まで）では誤りと判定さ

れます。 

※正誤判定の前は、音声は画面の［音声］ボタンを押して、1 回

だけ聞きなおすことができます。 

②②②②空所が空所が空所が空所が 2 つ以上あるときは、つ以上あるときは、つ以上あるときは、つ以上あるときは、空所ごとに解答を入力し、空所ごとに解答を入力し、空所ごとに解答を入力し、空所ごとに解答を入力し、［［［［Enter］］］］/［［［［Go］キーを押］キーを押］キーを押］キーを押してください。してください。してください。してください。入力し入力し入力し入力し

た空所の正誤判定が行われ、カーソルが次の空所に移動します。た空所の正誤判定が行われ、カーソルが次の空所に移動します。た空所の正誤判定が行われ、カーソルが次の空所に移動します。た空所の正誤判定が行われ、カーソルが次の空所に移動します。 

③すべての空所が正解でなければ、誤りと判定されて繰返しの対象となります。 

④正誤判定の後は、［音声］ボタンを押して何度でも音声を聞くことができます。 
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4. 基礎編 

問題形式は異なりますが、Part1～Part4は、すべてＡ～D までの選択式で出題されます。画面上のＡ～D

のボタンを押すか、キーボードのＡ～D のキーを押して解答してください。 

 

(1) Part1 写真描写問題 

流れてきた音声（英語）が表すイラストを、A～D の４つの

選択肢から選ぶ問題です。 

 

①音声は自動的に流れ、はじめに１度だけ聞くことができ

ます。 

②正誤判定の後は、［音声］ボタンを押して何度でも音声を

聞くことができます。 

 

 

(2) Part2 応答問題 

流れてきた音声（英語の問いかけ）が表す日本語を、A～D

の４つの選択肢から選ぶ問題です。 

 

①音声は自動的に流れ、はじめに１度だけ聞くことができ

ます。 

②正誤判定の後は、［音声］ボタンを押して何度でも音声を

聞くことができます。 

 

 

(3) Part3 会話問題 

英文の音声が流れます。その英文に含まれる英単語を各問

の A～D の４つの選択肢から選ぶ問題です。 

 

①音声は画面の［音声］ボタンを押すと再度 1 回だけ聞く

ことができます。 

②すべての問に解答を入力したら［判定］ボタンを押して

ください。 

③［クリア］ボタンを押すと、すべての解答が空白になり、

解答をやり直すことができます。 

④正誤判定の後は、［音声］ボタンを押して何度でも音声を聞くことができます。 
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(4) Part4 文法・語彙問題 

画面に表示された日本語の意味に合うように英文の空所

に、A～D の４つの語句を並び替えて補充する問題です。 

 

①すべての空所に解答を入力したら［判定］ボタンを押し

てください。 

②［クリア］ボタンを押すと、すべての解答が空白になり、

解答をやり直すことができます。 

 

 

(5) Part5 読解問題（速読演習） 

表示された英文をいくつかの文節に分けて、日本語訳を解

答する問題です。 

 

①はじめに問題の全文が表示されます。確認したら［設問］

ボタンを押してください。 

②日本語訳を解答する英文が青字で表示されます。日本語

訳の空所に適切が語句を入力してください（ワンタッチ入力）。 

※空所がないときは、［※空所がないときは、［※空所がないときは、［※空所がないときは、［EnterEnterEnterEnter］］］］////［［［［GoGoGoGo］キーを押すと］キーを押すと］キーを押すと］キーを押すと、、、、次の問題次の問題次の問題次の問題

に進みます。に進みます。に進みます。に進みます。    

 

 

 

 

5. 問題編 

TOEIC Bridge® Test と同様の出題形式で出題されます。A～D までの選択式で出題されます。画面上の

A～D のボタンを押すか、キーボードの A～D のキーを押して解答してください。 

 

(1) Part1 写真描写問題 

A～D の４つの音声（英語）が流れます。そのうちイラスト

の説明をしているものを選ぶ問題です。 
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(2) Part2 応答問題 

問いかけと、それに対するＡ～Ｃの３つの答えが音声（英

語）で流れます。そのうち問いかけに対応するものを選ぶ

問題です。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Part3 会話問題 

英語の会話文が流れます。画面に表示されている英語の問い

に対して、会話の内容と合致するものを、A～D の４つの選

択肢から選ぶ問題です。 

 

①すべての問いに解答を入力したら［判定］ボタンを押し

てください。 

②［クリア］ボタンを押すと、すべての解答が空白になり、

解答をやり直すことができます。 

 

 

(4) Part4 文法・語彙問題 

表示された文章の点線部分に当てはまるものとして適切な

語句を、A～D の４つの選択肢から選ぶ問題です。 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Part5 読解問題 

左枠の文章を読み、右枠に表示されている英語の問いに対

して、文章の内容と合致するものを A～D の４つの選択肢

から選ぶ問題です。 

 

①すべての問いに解答を入力したら［判定］ボタンを押し

てください。 

②［クリア］ボタンを押すと、すべての解答が空白になり、

解答をやり直すことができます。 

 



 

8 
 

B コースの学習のしかた 

— 問題形式と解答法 — 

 

１. 英単熟語 3000 英－和 

画面に表示された単語と英文の音声が流れ、その単語の意味

を日本語で答える問題です。 

①音声は画面の［音声］ボタンを押して何度でも聞くことが

できます。 

②②②②解答は解答は解答は解答は、、、、冒頭の冒頭の冒頭の冒頭の 1111 音を入力（ワンタッチ入力）音を入力（ワンタッチ入力）音を入力（ワンタッチ入力）音を入力（ワンタッチ入力）してくださしてくださしてくださしてくださ

い。解答を入力い。解答を入力い。解答を入力い。解答を入力するとするとするとすると自動的に自動的に自動的に自動的に正誤判定が行われます。正誤判定が行われます。正誤判定が行われます。正誤判定が行われます。    

※corporation=「株式会社（かぶしきがいしゃ）」であれば、「か」

（ka）と入力します。 

 

2. 英単熟語 3000 和－英、例⽂演習 

表示された日本語の意味に合うように英文の空所に当てはま

る英単語のスペルをすべて入力する問題です。 

①①①①空所に解答となる英単語のスペルをすべて入力し、［空所に解答となる英単語のスペルをすべて入力し、［空所に解答となる英単語のスペルをすべて入力し、［空所に解答となる英単語のスペルをすべて入力し、［EnterEnterEnterEnter］］］］

////［［［［GoGoGoGo］キーを押して］キーを押して］キーを押して］キーを押してください。ください。ください。ください。    

※正誤判定の前は、音声が流れません。 

※空所に表示されているアルファベットから始まる単語を解答

してください。 

②②②②空所が空所が空所が空所が 2222 つ以上あるときは、すべての空所に解答を入力しつ以上あるときは、すべての空所に解答を入力しつ以上あるときは、すべての空所に解答を入力しつ以上あるときは、すべての空所に解答を入力し

た後、［た後、［た後、［た後、［EnterEnterEnterEnter］］］］////［［［［GoGoGoGo］キーを押してください。］キーを押してください。］キーを押してください。］キーを押してください。    

※カーソルを移動するときは、各空所をクリック/タップしてください。 

③正誤判定の後は、［音声］ボタンを押して何度でも音声を聞くことができます。 

 

3. ディクテーション（Part1〜Part4） 

流れてきた英文の音声を聞き取り、空所に当てはまる英単語

のスペルを入力する問題です。 

①①①①解答はワンタッチ入力またはすべてのスペルを入力し、解答はワンタッチ入力またはすべてのスペルを入力し、解答はワンタッチ入力またはすべてのスペルを入力し、解答はワンタッチ入力またはすべてのスペルを入力し、

［［［［EnterEnterEnterEnter］］］］////［［［［GoGoGoGo］キーを押してください。］キーを押してください。］キーを押してください。］キーを押してください。    

※途中までの入力（例えば冒頭 2 文字目まで）では誤りと判定さ

れます。 

※正誤判定の前は、音声は画面の［音声］ボタンを押して、1 回

だけ聞きなおすことができます。 

②②②②空所が空所が空所が空所が 2222 つ以上あるときは、空所ごとに解答を入力し、［つ以上あるときは、空所ごとに解答を入力し、［つ以上あるときは、空所ごとに解答を入力し、［つ以上あるときは、空所ごとに解答を入力し、［EnterEnterEnterEnter］］］］////［［［［GoGoGoGo］キーを押してください。入力］キーを押してください。入力］キーを押してください。入力］キーを押してください。入力

した空所の正誤判定が行われ、カーソルが次の空所に移動します。した空所の正誤判定が行われ、カーソルが次の空所に移動します。した空所の正誤判定が行われ、カーソルが次の空所に移動します。した空所の正誤判定が行われ、カーソルが次の空所に移動します。    

③すべての空所が正解でなければ、誤りと判定されて繰返しの対象となります。 

④正誤判定の後は、［音声］ボタンを押して何度でも音声を聞くことができます。 
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4. リスニング問題演習（Part1〜Part4） 

TOEIC® TEST と同様の出題形式で出題されます。問題はすべてＡ～Ｄまでの選択式で出題されます。画面上

の A～D のボタンを押すか、キーボードのＡ～Ｄのキーを押して解答してください。 

 

(1) Part1 写真描写問題 

A～D の４つの音声（英語）が流れます。そのうち写真の説

明をしているものを選ぶ問題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Part2 応答問題 

問いかけと、それに対するＡ～Ｃの３つの答えが音声（英

語）で流れます。そのうち問いかけに対応するものを選ぶ

問題です。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Part3 会話問題 

英語の会話文が流れます。画面に表示されている英語の問い

に対して、会話の内容と合致するものを、A～D の４つの選

択肢から選ぶ問題です。 

 

①すべての問に解答を入力したら［判定］ボタンを押して

ください。 

②［クリア］ボタンを押すと、全ての解答が空白になり、解

答をやり直すことができます。 
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(4) Part4 説明文問題 

英語の説明文が流れます。画面に表示されている英語の問いに

対して、説明の内容と合致するものを、Ａ～Ｄの４つの選択肢

から選ぶ問題です。 

 

①すべての問に解答を入力したら［判定］ボタンを押して

ください。 

②［クリア］ボタンを押すと、全ての解答が空白になり、

解答をやり直すことができます。 

 

 

5. リーディング基礎演習（Part5） 

画面に表示されている英文の空所に当てはまる英単語をＡ～

Ｄの選択肢から選ぶ問題です。 

 

①画面上の A～D のボタンを押すか、キーボードのＡ～Ｄの

キーを押して解答してください。 

 

 

 

 

6. リーディング速読演習（Part7） 

表示された英文をいくつかの文節に分けて、日本語訳を解答

する問題です。 

 

①はじめに問題の全文が表示されます。確認したら［設問］

ボタンを押してください。 

②日本語訳を解答する英文が青字で表示されます。日本語訳

の空所に適切が語句を入力してください（ワンタッチ入

力）。 

※※※※空所がないときは空所がないときは空所がないときは空所がないときは、、、、［［［［EnterEnterEnterEnter］］］］////［［［［GoGoGoGo］キーを押すと］キーを押すと］キーを押すと］キーを押すと、、、、次の問題次の問題次の問題次の問題

に進みます。に進みます。に進みます。に進みます。    
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7. リーディング問題演習（Part5〜Part7） 

TOEIC® TEST と同様の出題形式で出題されます。Ａ～Ｄまでの選択式で出題されます。画面上の A～D

のボタンを押すか、キーボードのＡ～Ｄのキーを押して解答してください。 

 

(1) Part5 

表示された文章の点線部分に当てはめるものとして適切な

語句を、Ａ～Ｄの４つの選択肢から選ぶ問題です。 

 

 

 

 

 

 

(2) Part6 

左枠の文章の空所に当てはめるものとして適切な語句を、Ａ

～Ｄの４つの選択肢から選ぶ問題です。 

 

①すべての問に解答を入力したら［判定］ボタンを押して

ください。 

②［クリア］ボタンを押すと、全ての解答が空白になり、

解答をやり直すことができます。 

 

 

 

 

(3) Part7 

左枠の文章を読み、右枠に表示されている英語の問いに対

して、文章の内容と合致するものをＡ～Ｄの４つの選択肢

から選ぶ問題です。 

 

①すべての問に解答を入力したら［判定］ボタンを押して

ください。 

②［クリア］ボタンを押すと、全ての解答が空白になり、

解答をやり直すことができます。 
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C コースの学習のしかた 

— 問題形式と解答法 — 

 

１. 英単熟語 1000 英－和 

画面に表示された単語と英文がアナウンスされ、その単語の

意味を日本語で答える問題です。 

①音声は画面の［音声］ボタンを押して何度でも聞くことが

できます。 

②②②②解答は解答は解答は解答は、、、、冒頭の冒頭の冒頭の冒頭の 1111 音を入力（ワンタッチ入力）音を入力（ワンタッチ入力）音を入力（ワンタッチ入力）音を入力（ワンタッチ入力）してくださしてくださしてくださしてくださ

い。解答を入力い。解答を入力い。解答を入力い。解答を入力するとするとするとすると自動的に自動的に自動的に自動的に正誤判定が行われます。正誤判定が行われます。正誤判定が行われます。正誤判定が行われます。    

※separate=「分ける（わける）」であれば、「わ」（wa）と入力し

ます。 

 

2. 英単熟語 1000 例⽂演習 

表示された日本語の意味に合うように英文の空所に当てはま

る英単語のスペルをすべて入力する問題です。 

①①①①空所に解答となる英単語のスペルをすべて入力し、［空所に解答となる英単語のスペルをすべて入力し、［空所に解答となる英単語のスペルをすべて入力し、［空所に解答となる英単語のスペルをすべて入力し、［Enter］］］］

/［［［［Go］キーを］キーを］キーを］キーを押して押して押して押してください。ください。ください。ください。 

※正誤判定の前は、音声が流れません。 

※空所に表示されているアルファベットから始まる単語を解答

してください。 

②空所が②空所が②空所が②空所が 2 つ以上あるときは、すべての空所に解答を入力した後、［つ以上あるときは、すべての空所に解答を入力した後、［つ以上あるときは、すべての空所に解答を入力した後、［つ以上あるときは、すべての空所に解答を入力した後、［Enter］］］］/［［［［Go］キーを押してください。］キーを押してください。］キーを押してください。］キーを押してください。 

※カーソルを移動するときは、各空所をクリック/タップしてください。 

③正誤判定の後は、［音声］ボタンを押して何度でも音声を聞くことができます。 

 

3. リスニング問題演習（Part1〜Part4） 

TOEIC® TEST と同様の出題形式で出題されます。問題はすべてＡ～Ｄまでの選択式で出題されます。画面上

の A～D のボタンを押すか、キーボードのＡ～Ｄのキーを押して解答してください。 

(1) Part1 写真描写問題 

A～D の４つの音声（英語）が流れます。そのうち写真の説

明をしているものを選ぶ問題です。 
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(2) Part2 応答問題 

問いかけと、それに対するＡ～Ｃの３つの答えが音声（英

語）で流れます。そのうち問いかけに対応するものを選ぶ

問題です。 

 

 

 

 

 

 

(3) Part3 会話問題 

英語の会話文が流れます。画面に表示されている英語の問い

に対して、会話の内容と合致するものを、A～D の４つの選

択肢から選ぶ問題です。 

 

①すべての問に解答を入力したら［判定］ボタンを押して

ください。 

②［クリア］ボタンを押すと、全ての解答が空白になり、解

答をやり直すことができます。 

 

 

 

(4) Part4 説明文問題 

英語の説明文が流れます。画面に表示されている英語の問いに

対して、説明の内容と合致するものを、Ａ～Ｄの４つの選択肢

から選ぶ問題です。 

 

①すべての問に解答を入力したら［判定］ボタンを押して

ください。 

②［クリア］ボタンを押すと、全ての解答が空白になり、

解答をやり直すことができます。 
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4. リーディング問題演習（Part5〜Part7） 

TOEIC® TEST と同様の出題形式で出題されます。Ａ～Ｄまでの選択式で出題されます。画面上の A～D

のボタンを押すか、キーボードのＡ～Ｄのキーを押して解答してください。 

 

(1) Part5 

表示された文章の点線部分に当てはめるものとして適切な

語句を、Ａ～Ｄの４つの選択肢から選ぶ問題です。 

 

※正誤判定の後は、［音声］ボタンを押して何度でも音声を聞くこ

とができます。 

 

 

 

 

(2) Part6 

左枠の文章の空所に当てはめるものとして適切な語句を、Ａ

～Ｄの４つの選択肢から選ぶ問題です。 

 

①すべての問に解答を入力したら［判定］ボタンを押して

ください。 

②［クリア］ボタンを押すと、全ての解答が空白になり、

解答をやり直すことができます。 

 

※正誤判定の後、［音声］ボタンが表示されます。［音声］ボタ

ンを押して何度でも音声を聞くことができます。 

 

 

(3) Part7 

左枠の文章を読み、右枠に表示されている英語の問いに対

して、文章の内容と合致するものをＡ～Ｄの４つの選択肢

から選ぶ問題です。 

 

①すべての問に解答を入力したら［判定］ボタンを押して

ください。 

②［クリア］ボタンを押すと、全ての解答が空白になり、

解答をやり直すことができます。 

 

※正誤判定の後、［音声］ボタンが表示されます。［音声］ボタンを押して何度でも音声を聞くことができます。 
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スマートフォンでの学習 
— iPhone、iPod、Android 搭載機種 —  

1. ⽂字⼊⼒について 

日本語入力、英語１文字入力、フルスペル入力など、文

字を入力する際には、お使いの端末にインストールされ

ている入力ソフトを使用します。 

・文字入力は、QWERTY（英数字）モードでのローマ

字入力、テンキーモードでのフリック入力に対応して

います。 

・テンキーモードでのトグル入力（携帯電話打ち）には

対応していません。 

・入力ソフトにある「予測変換」「自動修正」などの補助

機能は、学習の際のエラーの原因となる可能性があり

ます。学習の際には、入力能補助機能は無効にしてく

ださい。 

【「予測変換」無効の方法（Androidの例）】 

・キーボード中の設定ボタン（歯車やスパナのアイコン）をタッチする。 

・「各種設定」をタッチする。 

・「予測変換」や「入力ミス補正」のチェックをはずす。 

※端末や入力ソフトによって操作が異なることがあります。 

 

2. スマートフォン等の通信量と通信制限について 

NTT ドコモ、au、softbankの各社は、スマホ等モバイル通信の定額サービスを用意しており、スマホ

をご利用の方の多くはこの定額サービスを契約しています(パケット定額制)。この場合、１か月の通信量

が契約で定められた上限を超えた場合、以降その月は通信速度に制限がかかるようになっています。 

【データ使用量（目安）】 

・e-Learning 1 問分 = 約 50KB（音声＋テキスト） 

・e-Learning は、14 万問を解答すると 7GB に達します（1 か月間）。 

 

3. 通信環境について 

携帯回線からのアクセスでは、データの送受信に時間がかかることがあります。 

特に電車等の移動中に利用する場合は通信環境の変化が激しいため、データの送

受信に長時間を要する場合があります。このような場合は、いったんホーム画面に

戻り、再度アクセスをしてください。その際に、｢すでにセッションが存在し、2

重ログインの可能性があります。～｣のアラームが表示されますので、｢続行する｣

をタップしてください。 

 

 

QWERTY モード 
（ローマ字入力） 

テンキーモード 
（フリック入力） 
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Web テストの使いかた 

※モバイルには対応していません。 

 

1. テストの流れ（開始〜終了） 

①インターネットに接続してください。 

 

②Web ブラウザを起動し、下記 URL にアクセスし

ます。 

[ URL ] http://www.newton-web.jp 
 

③ログインページにアクセスして、（「ＥＷＥＷＥＷＥＷ・・」で

始まる）ユーザーID・パスワードを入力してくだ

さい。入力したら、「ENTER」をクリックしてロ

グインをしてください。 

※ユーザーID・パスワードはそれぞれ 8 桁です。 

 

④模擬テスト選択画面が表示されます。受験するテ

ストをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

⑤科目選択画面が表示されます。受験するテスト科

目（「リスニング」または「リーディング」）を選

択してください。 

 

 

 

 

⑥テスト選択画面が表示されます。受験するテスト

（[テスト 1]など）をクリックしてください。 

 

※テスト終了後は、テスト選択画面にテスト結果詳細

表示が現れます。これをクリックすると、過去に受け

た試験結果の履歴が表示されます。 
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⑦テスト開始画面が表示されます。画面に表示され

ている注意事項をよく読んでください。 

 

○○○○    音声再生（リスニングテスト受験の場合）音声再生（リスニングテスト受験の場合）音声再生（リスニングテスト受験の場合）音声再生（リスニングテスト受験の場合）    

テスト開始前に、必ず音声の確認をしてください。 

音声が出ない場合には、次の点を確認してください。 

・ヘッドフォンが正しく接続されているか。 

・ボリューム（音量）が下がっていないか。 

・アドオンの設定が有効になっているか（Ｐ.3 【ア

ドオンの設定方法】を参照。）。 

 

テスト開始の準備（音声の確認等）ができたら、[テ

スト開始]をクリックしてください。 

※[テスト開始]をクリックすると、はじめに例題例題例題例題が表示

され、[次の問題]を押すと問題がスタートします。 

 

⑧リスニングまたはリーディングのテストが終了す

ると、テスト結果画面が表示されます。 

 

○○○○    リスニングリスニングリスニングリスニング→→→→リーディングリーディングリーディングリーディングをテストする場合をテストする場合をテストする場合をテストする場合    

テスト結果画面の[リーディングに進むリーディングに進むリーディングに進むリーディングに進む]をクリック

すると、上記⑥のテスト選択画面が表示されます。

受験するテストをクリックし、表示されるテスト開

始画面の[テスト開始]をクリックしてください。 

※[リーディングに進む]が画面から消えてしまった場

合には、テスト結果画面の下部にある[科目選択]をク

リックしてください。 

 

○○○○    リーディングリーディングリーディングリーディング→→→→リスニングリスニングリスニングリスニングをテストする場合をテストする場合をテストする場合をテストする場合    

テスト結果画面の下部にある[科目選択科目選択科目選択科目選択]をクリッ

クすると、上記⑥のテスト選択画面が表示されま

す。受験するテストをクリックしてください。テ

スト開始画面が表示されますので、音声の確認が

できたら、[テスト開始]をクリックしてください。 

 

○○○○    すべてのテストが終了した場合すべてのテストが終了した場合すべてのテストが終了した場合すべてのテストが終了した場合    

問題番号をクリックすると問題とその解答が

確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

問 

題 

番 

号 
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2. テストの注意事項 

(1) テスト実施の際に準備するもの 

・パソコン（インターネットにつながっていることが必要です。） 

・ヘッドフォンまたはイヤフォン（リスニングテストで使用します。） 

・受講票（ユーザーID、パスワード） 

 

(2) リスニングテスト、リーディングテスト共通の注意点 

①ブラウザの「戻る」の使用その他これに相当する操作を行わないでください。 

【誤ってブラウザの「戻る」を押してしまったときの対処法】 

 誤ってブラウザの「戻る」を使用してしまい、「Web ページの有効期限がきれています」と

いうメッセージが表示されたときは、ページの更新をしてください。 

 ページの更新は、キーボードの「F5」（あるいは「Ctrl」+「R」）を押してください。「この

ページを再表示するには、以前送信した情報を再送信する必要があります。」といったメッセ

ージが表示されたら、[再試行]をクリックしてください。一度で直らない場合は、何度か繰り

返してください。 

②各 Part の最初に出題形式を説明する例題画面が表示されます。 

例題画面では、選択肢ボタンのクリックはできず、制限時間のカウントダウンも行われません。 

出題形式を確認したら、すみやかに[次の問題]をクリックしてください。 

 

(3) リスニングテスト実施時の注意点 

・リスニングテスト終了後、引き続きリーディングテストを実施する場合 

リスニングテストの最終問題が終了すると、リスニングテストの結果が表示されます。 

引き続きリーディングテストを受験する場合は、すみやかに[リーディングに進む]をクリックしてくだ

さい（各問題の解説確認などの操作は、すべてのテストが終了した後に行ってください。そういった操

作を行うと、[リーディングセクションに進む]ボタンが消えてしまうことがあります。ボタンが消えてし

まった場合は、画面下部の[科目選択]をクリックし、次に[リーディング]をクリックしてください。）。 

 

(4) リーディングテスト実施時の注意点 

・リーディングテストでは、全体を通して制限時間（40分）が設定されています。ペース配分に注意し

て解答をしてください。 

・画面右下の「試験を終了する」をクリックすると、まだ未解答の問題があっても試験終了となります。

誤ってクリックしないよう十分に注意してください。 

 

(5) 音声が出ない場合 

音声が出ない場合には、次の点を確認してください。 

①ヘッドフォンまたはイヤフォンが正しく接続されているか（または壊れていないか）。 

②ボリューム（音量）が下がっていないか。 

③アドオンの設定が有効になっているか（Ｐ.3 【アドオンの設定方法】を参照。）。 
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上記①～③を行っても音声が出ない場合には、次の方法をお試しください。 

・インターネットエクスプローラーのリセット（インターネットエクスプローラーを使用している場合） 

①インターネットエクスプローラーを閉じてください。 

②[スタート(ウィンドウズマーク)] → [コントロールパネル] → [ネットワークとインターネ

ット] → [インターネットオプション] の順に選択してください。 

（または、[スタート] → [コントロールパネル] → [インターネットオプション] の順に。） 

③[詳細設定]タブをクリック → [リセット]をクリックしてください。「Internet Explorer の

設定をすべてリセットしますか？」というメッセージが表示されますので、[リセット]をク

リックしてください。リセットが完了しましたら、[閉じる]をクリックしてください。 

 

・「保護モード」オフ（Windows Vista を使用している場合） 

①[スタート(ウィンドウズマーク)] → [コントロールパネル] → [ネットワークとインターネ

ット] → [インターネットオプション] の順に選択してください。 

（または、[スタート] → [コントロールパネル] → [インターネットオプション] の順に。） 

②[セキュリティ]タブをクリック → [保護モードを有効にする]のチェックをはずす → [OK]

をクリックしてください。 

③「現在のセキュリティ設定では、コンピューターが危険にさらされます。」と表示されます

が、[OK]をクリックしてください。 

④[コントロールパネル]を閉じてください。 

⑤インターネットエクスプローラーを起動してください。 

⑥「テスト実施の流れ」に戻り、テストを再開してください。 

 

(6) 試験中に問題が発生した場合 

 

①ページの更新 

ページの更新を行い、問題を再表示してください。ページの更新の方法は、上記(2)①【誤ってブラウ

ザの「戻る」を押してしまったときの対処法】を参照してください。 

②ページの更新をしても解決しない場合は、[×]ボタンでブラウザを閉じてください（テストの中断）。 

※[試験を終了する]は押さないでください。 

③Web ブラウザを起動し、再度ログインをしてください。 

④科目選択画面で中断したテストを選択し、[テストを再開する]を押してください。 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■ お問い合わせについて 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 不具合等については、電話、ＦＡＸまたは email にて、ご連絡ください。 

 お電話でお問い合わせいただく場合は、パソコンやモバイル端末をインターネットにつなげた状態で、フ

リーダイヤルにご連絡ください。 

 

  ■お問い合わせ先 ：株式会社ニュートンプレス 営業部 e-ラーニング課 

  ■メールアドレス ：support@newton-jp.com 

  ■フリーダイヤル ：0120-957-129 

  ■FAX       ：03-5352-7944 

  ■受付時間         ：平日午前 9:00～午後5:00（土日祝日を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆あなたの ID＆Password を書いておきましょう☆ 

ログイン URL  http://www.newton-web.jp/ 

     

１. TOEIC® TEST 対策 

 コース教材の ID&Password 

 ※演習教材です 

ID   Password   

     

2. TOEIC® TEST 対策 

 Web テストの ID&Password 

 ※Section 別の問題固定型テストです 

ID   Password   

     

3. TOEIC® TEST 対策 

 Part 別 Web テストの ID&Password 

 ※パート別のランダム出題型テストです 

ID   Password   

 



 

 

 

 

 

 
Newton 
e-Learning 
TLT Soft 

 


