
過去7年間の推移》》》》》

2020年度在籍の

AICJ生

（2021年3月時点）
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※各年度単年の中１～高３までの在籍生の到達級をカウントしています
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AICJ中学・高等学校は、TOEFL iBT認可試験会場です

60点：欧米の一般大学の講義や討論に参加できるレベル

80点：欧米の上位大学の講義や討論に参加できるレベル

100点：欧米のトップ大学の講義や討論に参加できるレベル

ここ４年間のTOEFL iBTに挑戦したAICJ生のスコアは・・・

《TOEFL iBTスコアの示す英語力の目安》

受験時の学年 スコア 受験時の学年 スコア 受験時の学年 スコア 受験時の学年 スコア 受験時の学年 スコア

中2 90 高1 94 中2 55 高3 61 高2 71
中3 72 高2 88 中3 57 高3 87 高2 97
高1 53 高2 85 高1 99 高3 103 高2 71
高1 103 高2 76 高2 103 高3 116 高2 95
高1 57 高2 61 高2 87 高3 104 高3 89
高2 72 高2 65 高2 82 高3 102 高3 68
高2 64 高2 103 高2 103 平均 84 高3 94
高2 45 高3 112 高2 93 高3 105
高2 54 高3 107 高2 51 高3 55
高2 100 高3 98 高2 74 高3 59
高2 83 高3 86 高2 105 高3 51
高2 77 高3 81 高3 68 高3 77
高2 65 高3 82 高3 69 平均 78
高2 64 高3 82 高3 99
高3 67 高3 95 高3 50
平均 71 平均 88 高3 82

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度


Sheet1

		2017年度 ネンド						2018年度 ネンド						2019年度 ネンド										2020年度 ネンド

		受験時の学年 ジュケン ジ ガクネン		スコア				受験時の学年 ジュケン ジ ガクネン		スコア				受験時の学年 ジュケン ジ ガクネン		スコア		受験時の学年 ジュケン ジ ガクネン		スコア				受験時の学年 ジュケン ジ ガクネン		スコア

		中2 チュウ		90				高1		94				中2 チュウ		55		高3		61				高2		71

		中3 チュウ		72				高2		88				中3 チュウ		57		高3		87				高2		97

		高1		53				高2		85				高1		99		高3		103				高2		71

		高1		103				高2		76				高2		103		高3		116				高2		95

		高1		57				高2		61				高2		87		高3		104				高3		89

		高2		72				高2		65				高2		82		高3		102				高3		68

		高2		64				高2		103				高2		103		平均 ヘイキン		84.0909090909				高3		94

		高2		45				高3		112				高2		93								高3		105

		高2		54				高3		107				高2		51								高3		55

		高2		100				高3		98				高2		74								高3		59

		高2		83				高3		86				高2		105								高3		51

		高2		77				高3		81				高3		68								高3		77

		高2		65				高3		82				高3		69								平均 ヘイキン		77.6666666667

		高2		64				高3		82				高3		99

		高3		67				高3		95				高3		50

		平均 ヘイキン		71.0666666667				平均 ヘイキン		87.6666666667				高3		82





5月30日結果

		No		学年 ガクネン		クラス		出席番号 シュッセキ バンゴウ		名前 ナマエ		点数 テンスウ

		1		G11		IB		2		一原　愛心		71

		2		G11		IB		14		松浦　若奈		97

		5		G12		IB		1		石本　壮摩		55

		6		G12		IB		10		小島　崚聖		59

		7		G12		IB		12		高山　祥吾		51

		8		G12		A		4		髙橋　菜々子		77

										平均 ヘイキン		68.3





8月29日結果

		No		学年 ガクネン		クラス		出席番号 シュッセキ バンゴウ		名前 ナマエ		点数 テンスウ

		1		G11		IB		3		河﨑　翔貴		71

		2		G11		IB		6		菊地　侑里伽		95

		3

		4

										平均 ヘイキン		83





12月12日結果

		No		学年 ガクネン		クラス		出席番号 シュッセキ バンゴウ		年齢 ネンレイ		名前 ナマエ

		1		受験者なし ジュケンシャ

		2

		3

		4

		5
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