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１．なぜ留学？

• 多様な価値観に触れ、視野を広げたいから
• 国際感覚を身につけ将来グローバルな舞台で活躍したい
• 英語力をもっと磨き、強みとして活かしたい
• 海外への憧れもあり、ともかく留学してみたい
• とりあえず海外に行けと親に言われた
• ともかく日本を脱出したい・・・

留学に行きたい理由は何ですか？

きっかけは何でも
OK! でも、もう少し
深堀りしてみよう！
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2. 留学の価値

留
学
の
価
値

中長期的な価値留学で得られるもの

• 海外の習慣や文化、考え方などを理
解し身につけた国際感覚

• 異文化体験によって身につけた様々
な背景や価値観を持つ人たちと協力
する力

• 海外生活経験によって 身につけた自
ら行動する力

• 海外生活経験によって身につけた忍
力

• 外国人とのコミュニケーションによって
身につけた自己主張やリーダーシップ

• 語学力
• 留学先で学んだ専門的な知識・経験
• 留学先の授業を通じて学んだビジネスに関

するスキルや知識、ビジネス感覚
• 留学先の授業を通じて学んだ論理的

に考える力や討議する力

多様な価値観への理解。
グローバル・レベルで比較する
視点。

常識の通じない困難な状況
を克服することでの人間的な
成長。

グローバルで活躍するための
スキルセットの獲得。
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3. 留学に必要な語学力

文部科学省「各資格・検定試験とCEFRと
の対照表」より作成
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/30/03/__icsFiles/af
ieldfile/2019/01/15/1402610_1.pdf

中大の協定校派遣の
応募資格

協定校別に語学能力要件が
異なる。基準がない場合は、
TOEFL iBT 61
IELTS 5.5

これはミニマム・レベルの要件。
語学力によって留学で得られる
成果は全く異なることを意識す
べき。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/30/03/__icsFiles/afieldfile/2019/01/15/1402610_1.pdf
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4. 語学基準例（協定校）
国名 大学名 募集 GPA TOEFL iBT IELTS

オーストラリア ニューサウス
ウェールズ大学 5名 3.0 

Most programs
82(W22, S20, R18, L20）
以上
Law106( W26, S28,R26, L26
以上）以上

Most programs6.5
(各セクション6.0以上）以上
Law7.0（各セクション6.5以
上）以上

米国 アリゾナ大学 2名 学部生2.5
大学院生3.0

学部生70
(Engineering79)、
大学院生79 

学部生6.0
(Engineering6.5)
大学院生7.0
(no subjects below6)

カナダ ウィニペグ大学 3名 2.5 
Full Admission: 80
(各セクション19以上）
ESL(1学期目): 
61(R:15,L:15,W:14)) 有料

Full Admission: 6.5
(全セクション6.5)
ESL(1学期目): IELTS5.5
有料

英国 シェフィールド大学 2名 3.0 

学部により語学要件が異なる
(一部抜粋)
*Politics 7.0 (各セクション6.0)
以上、*Economics 6.5
(各 セ クション6.0) 以上、
*History 7.0 (各セクション6.5)
以上、*Journalism
Studies 7.5 (各セクション6.5)
以上

Overallスコアだけでなくセクション毎の最低点が設定されている場合がある。
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Q.あなたは留学中どのような苦労を経験しましたか。

レポートや課題、テストなどを
こなすのに苦労した

クラスメイトやルームメイトなど
とのコミュニケーションに苦労した

授業の内容自体が難しく
理解するのに苦労した

食事や居住環境に
適応するのに苦労した

海外の言語を理解できず、
授業についていけなかった

海外の文化や風習、考え方など
を理解し、適応するのに苦労した

教師とのコミュニケーションに苦労した
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ベネッセ「留学に関するアンケート調査」『留学生・海外体験者の国外における能力開発を
中心とした労働・経済政策に関する調査研究』（2009年、経済産業省受託研究）
https://berd.benesse.jp/berd/center/open/report/dai_databook/2012/pdf/data_06.pdf

不十分な語学力
に起因した苦労
が多い。

特にない

5．苦労体験に関するアンケート結果

https://berd.benesse.jp/berd/center/open/report/dai_databook/2012/pdf/data_06.pdf
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6．到達目標の考え方

語学能力要件はミニマムな水準に過ぎず、
学びを保障するものではない。留学成果を最大化するため

にはGOALをもっと高く設定すること。

言っていることの6割しか理解できない人と
9割理解できる人では、どちらの学びが大きいでしょうか。

コミュニケーション力があった上で困難を突破するのと、
コミュニケーション自体に苦労するのとでは、

どちらが成長につながるでしょうか。
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８-1 TOEFL/IELTSとは？

セクション 制限時間 問題 課題

Reading 60～80 分 36～56 問 学術的な文章の抜粋を 3 または 4 パッセージ読んで質問に答える

Listening 60～90 分 34～51 問 講義、授業中の討論、会話を聴いた後に質問に答える

Speaking 20 分 6 課題 身近なトピックについて意見を述べる。リーディングやリスニングの課題を基に話す

Writing 50 分 2 課題 リーディングやリスニングのタスクを基にエッセイ形式の答案を書く
意見を支持する文章を書く

TOEFLの試験概要
8月1日から3時間30分程度に変更所要時間 4～4時間30分程度

解答方式 PC操作（QWERTY 配列）
試験の種類、順番 リーディング→ リスニング→ スピーキング→ ライティング

※リスニングとスピーキングの間に休憩あり
スコアリング方式 120点満点

※各セクション30点満点
英語アクセント 北米、英国、ニュージーランド、オーストラリア

8月1日からMyBestスコアの導入
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８-2 TOEFL/IELTSとは？

セクション 制限時間 課題

Listening 40分

さまざまなアクセントが使われる英語による4つの会話やモノローグ
• セクション1: 話し手2名による日常会話
• セクション2: 日常シーンのモノローグ
• セクション3: 教育機関や訓練機関での最大4名までの話し手による会話
• セクション4: 学術的な内容のモノローグ

Reading 60分 事実的な情報にもとづくものから、議論、分析的なものまで、
幅広い範囲から3つの長文読解と課題（図表、グラフ、画像を含む）

Writing 60分 図表やグラフの要約・説明・描写をする
問題や議論、見解についてのエッセイを書く

Speaking 50 分

試験官との対面式インタビューで、身近な話題についての短い会話や、
1つのトピックについて詳細に話すこと等が求められる
• パート1: 試験官から、家庭、仕事、勉学、興味など、自分自身のことや身近な話題について
• パート2: 特定のトピックの記載されたカードが配られ、そのトピックについて
• パート3: パート2で与えられたトピックについて、さらに詳しく質問されます。ここでは、
• 概念的な意見や論点について更に議論する機会が与えられます

IELTSの試験概要
所要時間 3時間程度（試験実施時間のみ）
解答方式 筆記

試験の種類、
順番

リスニング→ リーディング→ ライティング→ スピーキング
※休憩なし、筆記テストとスピーキングテストは同日に実施

ただし、東京2DAYと大阪2DAYは、筆記テストの翌日に実施

スコアリング方式 1.0～9.0のバンドスコア
※バンドスコアが示され、総合評価としてオーバーオール・バンド・スコアが与えられる

英語アクセント 英国、オーストラリア、ニュージーランド、北米

3月からCDI（Computer delivered IELTS)を開始
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9. TOEFL/IELTSの違い

TOEFL IELTS

試験の種類 リスニング、リーディング、スピーキング、ライティング

所要時間 3時間30分程度 3時間程度
試験環境 PC 筆記
リスニング 長文を聞いた後に選択問題 固有名詞などの穴埋め

リーディング アカデミック 幅広い分野

スピーキング PCへ吹込み 面接官との1対1の面接

ライティング
・リーディング、リスニングの内容を
要約する

・エッセイを書く

・図やグラフの情報を整理して
説明する

・レポートを書く

TOEFLとIELTS 基本情報の比較

【重要！】目標とする海外の大学・大学院がすでに決まっている場合や候補がある場合、
その学校がTOEFLとIELTSのどちらのスコアを必要としているかを各自事前に調べておく
必要があります。
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注意！TOEFL MyBestスコア導入について
2019年8月より導入。留学先機関での採用可否は未定。

当該回のスコアと
ベストスコアが併記される見込
み。
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— 就職・留学・進学に備えよう ―

IELTS
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12. 語学事業のプロフェッショナル

私たちはこんな事業をしています
◆創業から半世紀以上。日本の国際化を支えています。

日本初の通訳者養成スクールとしてスタート。
創業から半世紀以上の間、安定的に事業を発展させ、現在では
通訳翻訳のみならず、コンベンション、法人研修、人材派遣、
音声言語処理と多岐に渡りビジネスを展開しています。

株式会社インターグループ
コンベンション／通訳／翻訳／語学スクール／人材派遣・紹介

事業内容 ■コンベンション事業 （各種国際会議・学会・イベント企画運営）
■通訳翻訳事業 （通訳・翻訳受託業務）
■スクール事業 （通訳者翻訳者養成教育、高度語学教育、法人語学研修）
■人材派遣・人材紹介事業 （語学スペシャリスト派遣・紹介）
■IT関連研究支援事業 （音声情報処理、自然言語処理）

主な実績 ◆大型スポーツイベントの開催支援業務や通訳翻訳業務
◆首相官邸で行われる記者会見の通訳業務
◆某テレビ番組ロケ取材時の通訳
◆2016年ジュニア・サミットin三重の運営業務
◆ロボカップ2017名古屋大会の運営業務 その他多数実績あり

https://job.rikunabi.com/2020/company/r161102035/
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13. インターグループ充実の講師陣

日本人講師２名
ネイティブ講師２名

4技能に合わせて
最適な講師を配置

教材開発、語学教育
コンサルタント、
IELTS,TOEFL対策
講座の経験豊富

海外大学卒業の講師
が多数! 外資系コンサ
ル、大手銀行官公庁
や外資系企業での勤
務経験など幅広い社
会経験あり！

大手広告代理
店、鉄鋼企業、
銀行等での研
修実績あり。

現役の翻訳・
通訳者としても

活躍!
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14. 講座の特徴

ネイティブ講師と日本人講師のハイブリッド形式
 スピーキング ⇒  ネイティブ講師によるオールイングリッシュの授業
 リスニング・リーディング ⇒ 日本人講師による日本人目線の指導
 ライティング ⇒ 日本人講師からの細かいミスの指摘

ネイティブ講師が自然な表現を指導

実績に基づいた語学力養成メソッド
 50年以上に渡るグローバル人材育成の実績で培った独自の「語学力養成メ

ソッド」を取り入れ、本番の試験に自信を持って臨むための対策や留学生活
や留学後も役立つ実践的な英語力を養成します。

 講師からの一方通行の授業ではなく、演習中心のアクティブな授業で弱点
の改善と適切な自己学習方法を学ぶことが可能です。

初級～上級レベルまで満足度の高い
プロのレッスンを受講できます！
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デモ・レッスン
（約２０分）
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15. 基礎力アップクラス

まずは英語の基礎力を徹底的に強化！
クラス名 基礎力アップクラス

対象レベル TOEFL iBT ～59点、IELTS ～4.5

目標レベル TOEFL iBT 60点、IELTS 5.0突破

講座概要 英語の基礎力を底上げすることで、英語全般の弱点を克服し、TOEFL/IELTS試験
に向けた学習効果を最大限に高めます。

講座概要

リスニング、リーディング
演習を通して、リスニング、リーディングのコツや、要点を理解するテクニックを学びます。さ
らに英語力アップの基本となる語彙、文法は中途半端な理解で終わらないよう丁寧に
学習します。
スピーキング
語彙やフレーズはテキストを基本に発音やイントネーションまでしっかりと学習します。学
習した内容は演習の中で積極的に使い、定着させます。試験対策にもつながるよう、リ
スニングやリーディングと組み合わせたスピーキング演習やロールプレイで実習します。
ライティング
英文の基本構成を一通り学習した後、演習を通して理解を深めます。講師のハイブ
リット式添削で、日本語からの直訳による不自然な表現や語彙選択、文法の誤りが矯
正され、4回の課題に取り組む中でより正確、かつナチュラルな英語表現力を身につけ
ます

定員
30名
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16. TOEFL攻略クラス

ハイスコアを目指し各セクションの攻略法を伝授！
クラス名 TOEFL攻略クラス

対象レベル TOEFL iBT ～79点

目標レベル TOEFL iBT 80点以上

講座概要
アメリカやカナダなどへの留学を目指す方や、TOEFL iBTのスコアが伸び悩んでいる方
必見！TOEFL iBTのハイスコア獲得や、さらなるスコアアップを目指し、TOEFL試験に
精通した講師陣が、それぞれのセクションの攻略法を伝授します。

講座概要

リスニング、リーディング
TOEFL試験に精通した講師による授業で、問題の傾向や時間配分など試験攻略の
ためのテクニックを学びます。留学先の授業にもついていくことができるよう、長文のリスニ
ングの聞き方やリーディングの読み方のコツも網羅します。
スピーキング
試験で求められる、短時間で意見をまとめるスキルや、リスニング、リーディングを組み合
わせた複合問題のテクニックを習得します。演習では、日本語からの直訳ではなく、ネイ
ティブに伝わりやすい自然な表現力を磨きます。
ライティング
頻出文法項目や、英文ライティングの基本構成、ロジックやハイスコア獲得のためのコツ
を学習し、演習を通して理解を深めます。

春期
集中講座

秋は未開講!!
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17. IELTS攻略クラス

出題傾向を理解し、対策スキルを大幅アップ！
クラス名 IELTS攻略クラス

対象レベル IELTS ～6.0

目標レベル IELTS 6.5以上

講座概要
イギリスやオーストラリア、ニュージーランドなどへの留学を目指す方や、IELTSのスコアが
伸び悩んでいる方必見！IELTS試験の出題傾向や求められるスキルを理解し、日本
人に多く見られるミスや共通の癖への対策をしながら、全てのセクションで平均的なスコ
アの獲得を目指します。

講座概要

リスニング、リーディング
試験の出題傾向や構成、時間配分のコツを理解し、効率よく問題を解くテクニックを習
得します。リプロダクションやディクテーションを行い、細かいところまで、正確に聞き取るこ
とができる英語耳を鍛えます。
スピーキング
授業ではロールプレイ等の演習を中心に行い、試験で求められる自然なコミュニケーショ
ン力を身につけるための表現方法や語彙選択、さらには発音やイントネーション、文法
の正確さなど、細かい部分まで学習し、「英語コミュニケーション力」を習得します。インタ
ビュー対策のために自宅でできる学習法も学びます。
ライティング
話し言葉との違いや、適切な語彙選択、文法、英文構成、ロジックを一つ一つ丁寧に
学習し、演習を通して理解を深めます。

春期
集中講座

秋は未開講!!
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18. 中大の留学対策英語講座のメリット

①コスパに優れた大学ならではの課外講座！
語学力向上に資する取り組みとして、大学から受講料補助が出ており、一般的な語学講座と比較す
るとかなりの安価な講座料金で提供されています。ライティング添削費・テキスト代を含めても
40Hで約35,000～40,000円。時間換算すると1時間あたり1000円以下となり、民間の語学学
校に通うより断然お得です。

提供者 大手資格学校
A社

大手留学斡旋
企業B社

大手語学
センターC社

講座名 留学対策英語講座 TOEFL対策シリーズ 留学英語養成
パッケージ

IELTS講座
1か月

時間数 40h 42h 60h 32H

受講料 約3万5千円～4万円 約9万5千円 約17万円 約15万円

1hあたり 約875～1000円 約2300円 約2800円 約4700円

備考
受講料25,000円

テキスト代金・ライティング添削
費約10,000～15,000円

入学金1万円
授業料7万円

他
基礎力養成

パッケージ料金
入学金2万円

受講料12万8千円
テキスト料金別
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18. 中大の留学対策英語講座のメリット

②70%以上の学生がスコアアップ！という実績
多くの学生がスコアを伸ばしています。受講前の自己申告のベストスコアと比べて、講座受講後の実力
判断テストによれば約70%がスコアアップを果たしています。どの程度スコアアップできるかは、
どれだけ真剣に講座と向き合ったかで変わります。昨年度の夏期講座では平均でTOEFL約11点、
IELTS0.6のスコアアップを達成しました。

◆2018年度留学対策英語講座 実力診断テスト結果

0% 50% 100%

春期集中

秋学期

夏期集中

春学期

85.7

100

71.8

75.75

14.3

0

28.2

24.25

スコアアップした受講生
スコアキープまたはダウンした受講生

TOEFL 受講前 受講後 スコアアップ
Reading 15.1 14.6 -0.5
Listening 10.8 16.4 5.6
Speaking 13.8 16.8 3.0
Writing 13.4 16.2 2.8

Total 53.1 64.0 10.9

IELTS 受講前 受講後 スコアアップ

Reading 4.9 4.7 -0.2
Listening 3.7 4.8 1.1
Writing 4.7 5.5 0.8

Total 4.4 5.0 0.6

◆2018年度夏期集中留学対策英語講座
実力診断テスト結果
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18. 中大の留学対策英語講座のメリット

③受講生からの圧倒的に高い評価と満足度
受講した学生のみなさんからは高い評価を得ています。毎回のアンケート結果では、受講生の約
90%以上が満足と答えています。また講座そのものでなく、同じ大学で一緒に学ぶ仲間を見つ
けられたことも高い満足度に繋がっているようです。

Q1. 講座全体に満足しましたか？

期待通りで満足
95%

期待とは異なり
不満足… 約95％の受講生が

満足と回答 !!

この講座を推薦できますか？
推薦したいと回答 ⇒ 100％

2019年春休み実施
留学対策英語講座受講生アンケートより
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受講生から寄せられた声

 英語漬けの2週間は、非常にハードだったが、お金以上の価値があって本当に
受講して良かった。また機会があれば受講したいと思う。

 とてもやりがいがあり、受講して本当に良かった。なにより自身の英語力に自信
が持てるようになった。

 毎日授業に参加するのは大変だったけど、仲間もできたし、英語を整った環境
で集中的に勉強できてとても良かった。

 普段の大学の授業では味わえない満足感と達成感を得ることができた。短
期間で効率よく学習できたと思う。

 受講して良かったと思う。なによりグループワークやペアワークに取り組む中で、同
じ目的を持つ友達を得ることができたことに感謝している。

講座に対しての満足感だけでなく、
着実なスキルアップの実感、ともに学ぶ仲間との出会いがあります！
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本日のまとめ

目標
設定

IELTS
TOEFL

語学
講座

 留学は多様なスキルが身に付く。
 留学成果を最大化するためには十分な語学力が必須。
 語学要件のクリアを目指すのではなく、ゴールは高く設定

すべき。

 TOEFLとIELTSではテストの特徴が異なる。
 どちらが有利とは一概には言えない。
 どちらのテストが必要かは受入機関で異なる。

今回は基礎力アップクラスを開講。
4技能に合わせてハイブリット授業を展開。
一般的な講座と比較して受講料が安く、満足度が全

般的に高い。

１

2

3
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注意！クラス分けの方法について

プレスメントテストにより受講者を決定します

• このテストで受講者を最終選抜します。これにより、自分
の英語力や弱点を把握してから授業に参加できるので、効
率よく英語力を伸ばすことができます。

• 今回は基礎力アップクラスのみの開講です。

プレスメントテスト実施日
10月3日（木）17:00-18:30

※事情によりテストを受けられない場合は早めに個別に相談してください
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申込期間について

2019年10月1日（火）12:00 〆切

【2019年度秋学期 留学対策英語講座】

詳細・申込は
Webから！

本日の資料は
こちら！
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