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注意事項 

 

当レポートの著作権は田宮純子に属します。 

当レポート内容の無断での転載は禁止します。 

 

当レポートの情報については、著者が様々な情報源から抜粋したものですが、これらの情報が

変更される可能性は十分にあるので、これらの情報（特にテストに関する情報）は、個人の責任

において利用してください。 

当レポートにある情報によって、読者が損害をこうむった場合でも、著者は責任を負いかねま

す。 

 

＊TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This article is not endorsed or approved 

by ETS. 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

このレポートは、「大学留学を成功させるサイト」を利用していただいている方に、サイトコンテン

ツのメインとなっているスタディースキルに関する理解をより深めていただくために作成されまし

た。 

 

当サイトでは、「英語力」より、「英語をツールとしたスタディースキルズ」を高めることに焦点を当

てています。 

 

海外に留学して、英語圏の学校で学ぶには、英語力はあくまでも必要最低限の基礎にすぎず、

そこから学問そのものを理解し、授業に参加するための具体的スキルを身につけて行かないと

いけない、というのが、サイト管理人が留学を通して痛感したことです。 

 

ただ、いきなり「スタディースキルズ」と言われても、ピンとこない人が多いですね。 

 

大げさにスタディースキルズ、なんていっても、結局のところ英語で読んで書いて、聞いて話せ

ればいいんでしょ、と。 

 

私もそう思っていましたし。 

 

留学するのに必要な英語力がついているかどうかを測るテストにTOEFLがあります。 
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語彙や文法の問題が、レベルの高いことで知られていますね。 

 

TOEIC や英検のような試験に、大学で使われるボキャブラリーが加わったもの、と解釈してい

る人も多いと思います。 

 

私は、大学留学する前に、このTOEFLを受けて590点を取りました。一般の大学入学に求めら

れる点数は 500点、ちょっとレベルが高くなると 550点が求められます。（当時の評価基準） 

 

というわけで、この点数でめでたく希望の大学に入学できたわけですが… 

 

その後、実際大学の授業に参加したときの戸惑いようは、サイトのブログや他のレポートでもさ

んざん話しているので、ここでは改めて述べません。 

 

自分がこんなにバカだったとは思わなかった…（涙） 

 

というのが、一年目の感想でした。 

 

ちなみにこのTOEFL590点を取るために、どんな勉強をしていたか。 

 

TOEFLにでる！とタイトルにうたわれた語彙集を買って 1日何個覚える、のノルマをこなし、問



TOEFL iBT TOEFL iBT TOEFL iBT TOEFL iBT 無料無料無料無料レポートレポートレポートレポート    

-6- 
大学留学を成功させるサイト：http://junquito55.com 

題集の文法問題を何度も練習。TIME 誌を定期購読して読んで、気に入った文章などを書き写

す。たまに、英語で日記などつけてみる。そして、当時入手できた英語のニュースや映画、ドラマ

を聴く… 

 

こうして書くと、確かに量は結構こなしていました。その努力が実って、TOEFL でも好成績を取

れたのだと信じています。 

 

それなのに、いざ授業に出てみるとバカみたいにクラスでボーっとしていたのは、どうして

か？？ 

 

理由は、サイトをよく訪れてくれている皆さんにはよく分かっていますよね。 

 

「英語力だけあって、それを使いこなして勉強する方法を知らなかった」 

 

つまり、スタディースキルズ、というものについては、皆無だったのです。 

 

TOEFL でいい点をとっただけでは、留学先の大学で通用するスタディースキルズは身につか

ない… 

 

じゃじゃじゃじゃ、、、、何何何何のためののためののためののための TOEFLTOEFLTOEFLTOEFL だったんだだったんだだったんだだったんだ？？？？？？？？入学時入学時入学時入学時のののの学生学生学生学生のののの足切足切足切足切りにりにりにりに使使使使うだけのうだけのうだけのうだけのテストテストテストテストだったのだったのだったのだったの

かかかか？？？？    
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TOEFLTOEFLTOEFLTOEFL受験対策受験対策受験対策受験対策にににに一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命でででで、、、、そのそのそのそのおかげでおかげでおかげでおかげで事前事前事前事前ににににスタディースキルスタディースキルスタディースキルスタディースキルをををを学学学学べないべないべないべない、、、、ってってってって、、、、矛盾矛盾矛盾矛盾

じゃないかじゃないかじゃないかじゃないか？？？？？？？？    

 

入学してから、数年かけてエッセイの書き方や、レクチャーノートのとり方、発言のコツなどを覚

え、成績は挽回しましたが、スタディースキルズを知らなかったために「失われた数年」に関して

は、後々まで恨みたらたらでした。 

 

 

ところが 

 

2006200620062006年年年年のののの 5555月月月月((((日本日本日本日本ではではではでは))))からからからから、、、、このこのこのこのTOEFLTOEFLTOEFLTOEFLがががが変変変変わるのですわるのですわるのですわるのです。。。。    

 

まさしく、この「スタディースキルズ」を評価する形に。 

 

新しいTOEFLの特長について、以下に４つ挙げてみます。 

 

 

  ○ インターネットを利用したテスト形式（Internet-based test＝iBT）になる 

 

  ○ リスニング、リーディング、ライティング、スピーキングの 4つのスキルをテストする 
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   （スピーキングは、今回新しく加わったもの） 

 

  ○ 上の 2つ以上のスキルを合わせて回答する問題が加わる 

   （リスニング＋リーディング＋ライティング、リスニング＋リーディング＋スピーキングなど） 

 

  ○ 言語言語言語言語がががが実際実際実際実際にににに利用利用利用利用されるされるされるされる状況状況状況状況をををを反映反映反映反映しているしているしているしている    

    

    

重要なのは最後の点、「英語力」をテストする以前のテスト傾向から、実際の場面（主に大学での

講義やイベント）で、実際に使えるスキルを評価するのです。 

 

あと、もう 1つ、 

 

  日本人日本人日本人日本人がががが得意得意得意得意とするとするとするとする文法文法文法文法のののの間違間違間違間違いいいい探探探探しやしやしやしや穴埋穴埋穴埋穴埋めのめのめのめのセクションセクションセクションセクションはははは廃止廃止廃止廃止になりましたになりましたになりましたになりました。。。。    

 

単語や文法といった、暗記事項が得意な日本人の多くは、これでパニックになると思われます 

(＾＾；。 

 

しかし、考え方を変えれば、この試験勉強を計画的、効率的に行なえば、いざ大学に入学してか

ら授業にでてからの戸惑いは、激減するはずです。 
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著者のように、渡航してから自分の実力のなさを痛感する代わりに、TOEFL の試験勉強、結果

をみながら、留学先で自分がどれくらい授業で結果を出せるかがある程度予想でき、適切な準

備が日本にいるうちにできるわけです。 

 

新TOEFLは「大学でやっていけるだけの英語力があるか」を測るものでなく、「大学で好成績を

おさめるためのスタディースキルが身についているか」を測るものにより近くなっています。この

試験で要求点をクリアできるなら、自信を持って留学最初の学期に臨むことが出来るでしょう。 

 

著者は、この新世代TOEFLのオンライン模擬に挑戦して、上のような事をしみじみ感じました。

同時に、この TOEFL の試験対策のガイドラインを作ることが、皆さんにスタディースキルの基

本について理解してもらえる最短の近道だ、と感じたのです。 

 

このレポートは、こういった理由で作成されました。 

 

具体的には、 

 

  TOEFL iBTの受験を計画している人は、試験勉強の計画作りの参考に 

既に留学している人は、スタディースキルズを身につけるエクササイズに 

 

利用してもらう事を念頭に置いています。 
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TOEFL の申し込み方、時間や点数配分、問題解説については、ほとんど紙面を割いていませ

ん。TOEFLを受験する予定の人は、このレポートの他に、参考書や模擬テスト、情報サイトを利

用して準備を進めてください。 

 

このレポートの中心となっているのは、TOEFL の点数アップ及び留学先のクラスで成績をアッ

プするのに役立つ勉強プランです。TOEFLを受験しない人でも、このレポートに書いてあるエク

ササイズを実行すれば、スタディースキルズが身につくでしょう。本書にある計画例に従って、定

期的に TOEFL 模擬などを受ければ、特定の分野のスキルの向上振りが分かると思うので、受

験するつもりがなくても、オンラインの模擬テストや市販の問題集で力試しをする事をお奨めしま

す。 

 

本書では、まず、TOEFL iBTのテストで求められる能力、海外（英語圏）の大学で求められるス

タディースキルズを比較・対照し、TOEFL のテスト勉強がスタディースキルズの向上にどのよう

に関わってくるか、を説明します。 

 

次に、「留学一年前の学習プラン」として、TOEFL の受験勉強とスタディースキルズを身につけ

る練習を同時進行で行なう計画書を挙げて、具体的な勉強法を紹介します。既に留学している人、

特に留学の予定がない人は、一年、という準備期間にこだわらず、「いつまでに TOEFL で高得

点が取れるレベルのスタディースキルズを身につけるぞ」という目標を個人で立てて、自分にあ

ったペース・教材で計画を立てる事をお奨めします。 
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当無料当無料当無料当無料レポートレポートレポートレポートをををを手手手手にしてくださったにしてくださったにしてくださったにしてくださった方方方方へへへへ。。。。    

 

この無料レポートの完全版（100ページ）は、当サイトのEブック、「「「「大学留学大学留学大学留学大学留学をををを成功成功成功成功させるさせるさせるさせる英文英文英文英文レレレレ

ポートポートポートポート作成作成作成作成ののののコツコツコツコツ」」」」または「「「「レクチャーリスニングレクチャーリスニングレクチャーリスニングレクチャーリスニングととととノートテイキングノートテイキングノートテイキングノートテイキングののののコツコツコツコツ」」」」の付録として提供し

ています。 

 

TOEFL で高得点を取るための学習法をこのレポートの完全版で習得し、さらにすすんで、海外

の大学でも通用するライティング、リスニング/ノートテイキングスキルを身につけたい、という方

は、興味のあるEブックを、ぜひ読んでくださいね。 

 

では、メモをとる用意をして、以下に進んでください。 

 

 



TOEFL iBT TOEFL iBT TOEFL iBT TOEFL iBT 無料無料無料無料レポートレポートレポートレポート    

-12- 
大学留学を成功させるサイト：http://junquito55.com 

TOEFL iBT TOEFL iBT TOEFL iBT TOEFL iBT とととと大学大学大学大学ののののスタディースキルズスタディースキルズスタディースキルズスタディースキルズのののの関係関係関係関係    

 

まずは、TOEFL iBTで出題される 4つのセクションの概要を説明し、これらセクションで高得点

を得るために求められる力と、それらが、実際に大学のどんな場面で使われるのか、を説明しま

す。 

 

TOEFL の問題を解く力と、大学の授業で求められる力は必ずしも同じではありません。あなた

にとって今切実なのは、TOEFL の点数アップなのか、大学の授業についていくことなのかをよ

く考え、以下を参考に自分にとって必要なものを学ぶための学習計画を立ててください。 

 

TOEFLののののリスニングセクションリスニングセクションリスニングセクションリスニングセクション 

 

会話タイプ（2~3 題）と、レクチャータイプ（教授のモノローグか、教授と生徒の Q&A、4~6 題）の

問題が出され、各問題について 5~6の質問に答えます。 

長さは大体 3~5 分です（レクチャーは会話より長め）。音声を聞いている最中にノートをとること

が許可されています。 

発音については、全問題の中で、1 つ、イギリス英語又はオーストラリア英語で話されるものが

入ります。 

 

質問のタイプには 
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  4択の解答 

  複数の文章をレクチャー/会話の内容に従って並べ替える 

  複数の文章/用語をカテゴリー別けする 

 

があります。 

 

質問の中には、音声の一部が繰り返され、それに関する質問が続けて出されるものもあるので、

丸暗記する必要はありません。 

 

これらに正確に答えるために必要な能力は 

   

  レクチャーレクチャーレクチャーレクチャー////会話全体会話全体会話全体会話全体のののの、、、、基本的基本的基本的基本的ななななアイディアアイディアアイディアアイディアをををを掴掴掴掴むむむむ：「このレクチャー/会話は何について話し

ていますか？」が、典型的な質問です。全体を聞いて、一言で「これは

○○について」といったことがいえる力が求められます。 

  レクチャーレクチャーレクチャーレクチャー////会話会話会話会話のののの雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気をををを掴掴掴掴むむむむ：話し手の言葉の選択、話し方等から、言外の含みを読み取

るものです。ある事実を述べる際、話し手に確信があるのか、否定的

なのか、何か別の事を意味しているのか、そういった事を読み取りま

す。 

           （例）：講師が生徒の意見に対して “You’re point is important, but let’s focus 

on …”といった場合、講師は生徒の意見がレクチャーにとって非常に

重要と思っているのか、頭から意見をバカにしているのか、今はそれ
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については話し合うつもりはないのか、と言った事を読み取れるように

します。 

 

  レクチャーレクチャーレクチャーレクチャー////会話会話会話会話のののの流流流流れをれをれをれを掴掴掴掴むむむむ：：：：聞き取った情報を順序だてて整理しなおし、レクチャー/会話

がどのように進んでいるか、これからどの方向に流れていくのかを考

え、予想します。主に焦点となるのは、transitional phrase（by the 

way, for example, in other words…など）で、これらに注意して、話

の内容についていけるようにすることがポイントになってきます。 

 

リスニングも、リーディングと同じく、意味を追うことだけに必死になっていると、特にレクチャー/

会話の雰囲気、流れといったものが把握できないので、まずは英語を英語のままで理解する、さ

らに、聞きながら要点や話のターニングポイントなどを冷静に掴む力をつけることが必要です。

基本的な語彙を、耳から理解できるようにしておくことは言うまでもありません。 

 

 

大学大学大学大学でででで必要必要必要必要とされるとされるとされるとされるリスニングリスニングリスニングリスニングスキルスキルスキルスキル 

 

大学でも、リスニングといえばレクチャーやディスカッションの内容を理解することですので、

TOEFLの数分のレクチャー形式の攻略をしっかりしていれば、比較的すんなりレクチャーを聞く

態度ができると思います。 
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聞きながらレクチャー全体のメインアイディアや構成を予想する、講師が、これから何を言わんと

しているかを読み取る、といったスキルは、TOEFLの試験勉強で身につけることが可能です。 

 

ただ、TOEFL テストのためにシナリオを書いて読み上げられたレクチャーは、いささか出来す

ぎ、というか、形式どおりすぎる嫌いもありますよね。 

 

ナマのレクチャーでは、途中で生徒から質問が入ったり、「一つ目は…」と始めておきながら、い

つまでたっても 2 つ目が出てこずに、話が道にそれる、といったハプニングもあるので（ホントで

す(̂ ^)）、なるべく長めの、ライブのレクチャーを聞き慣れておくことが必要です。 

 

一方で、実際の講義は、TOEFL のように単独で出されるものでなく、あらかじめ前回の講義や

ディスカッション、課題リーディングなどで関連したトピックに触れており、聞き逃した部分は他人

に聞いて確認することも出来るので、TOEFL ほどプレッシャーを感じずにノートをとることが出

来ます。 

 

会話のリスニングについては、キャンパス用語などは日常で触れていれば自然と身につくし相

手のスピードにも徐々に慣れて行くので、TOEFL の会話程度のものが聞き取れれば、特に心

配する必要はないと思います。 

（こちらも、分からなければ聞き返せばいいのですから） 
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TOEFLののののリーディングリーディングリーディングリーディングセクションセクションセクションセクション 

 

試験では、700語程度の文章が3~5題出されます。各文章から12-14問の質問が出題されます。

解答する間、文章はスクリーンに表示されているので各設問を確認し、文章から答えを探すこと

が可能です。 

 

課題文のタイプとしては、 

 

  何かに関する説明、解説 

  ある問題に関する議論 

  歴史的、伝記的イベントについてのストーリー 

 

があります。 

 

質問のタイプには 

 

  内容についての質問に、4択で答える 

  提示された文を、課題文中最も適した場所に入れる（4つのオプションから選択） 

  提示されたチャートや表に、適切な用語を入れる（複数ポイント） 

  複数のサマリーが、正しいか誤りかを指摘する（複数ポイント） 
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これらに正確に答えるために必要な能力は 

 

  特定特定特定特定のののの情報情報情報情報をををを探探探探すすすす：文中に出てきた言葉の説明を求めたり、違う言葉で同じ意味を示す言葉

を探させたり、文中の代名詞が何を指すかを聞いたりするもの。問題

を読んだあとで、スキャニングで該当する箇所を素早く探し、その前後

から解答を選ぶ力が求められる。これは、速く読む練習をしていれば

ある程度点数が稼げます。 

 

  概要概要概要概要、、、、メイントピックメイントピックメイントピックメイントピックをををを理解理解理解理解するするするする：全体をざっと読んで（スキミング）、文章全体を通して何を言

いたいかが言えるようにしなければなりません。詳細の意味にばかり

とらわれず、複数のパラグラフが集まって、全体が何を説明しているも

のかを的確に述べる必要があります。 

 

  文章構成文章構成文章構成文章構成、、、、作作作作りなどをりなどをりなどをりなどを理解理解理解理解するするするする：各バラグラフが全体の中でどんな役割を果たしているか（前

のパラグラフの説明、事例、反対の意見、まとめ、等）、特定の 2 つの

パラグラフがどんな関係にあるか（比較、原因と結果等）を理解したう

えで、文中の情報をカテゴリーに分けたり、図式にしたりする能力が求

められます。文章の構成を意識していれば、各部分の役割を知るのは

それほど難しくありません。 

 

まとめとして、TOEFL のリスニングセクションで点を取るには、数パラグラフの学術的な文章を
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スキミング・スキャニングする練習を積み、パラグラフの構成をノートに図式化したり、知らない

単語の意味を文脈から予想する癖をつけたり*、サマリーを書き出す練習を積むことが有効で

す。 

 

*iBTのテストでは、Glossary Featureというものがつきます。課題文中に分からない単語があった際、その語

をクリックすると英語の定義がスクリーンに表示されます。どうしても意味が理解できない時には利用できます

ね。 

 

 

大学大学大学大学でででで必要必要必要必要とされるとされるとされるとされるリーディングスキルリーディングスキルリーディングスキルリーディングスキル 

 

大学でのリーディングの量は半端じゃない、というのは、よく言われますね。 

 

これは事実です。課題として指定される本の他に、リサーチ、エッセイなどで参考文献として使う

論文、記事、書籍を加えると、ものすごい量になります。 

 

ただでさえ英語というハンデがあるのに、これだけのものを全て読もうとすれば、1 日が何時間

あっても足りません。 

 

しかし、 

 

「なぜ、このクラスでこのリーディングをやらされるのか」 
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を自問すると、内容を全て暗記して、文中の単語の意味を全て分かるようにしておく必要は必ず

しもないことが分かります。 

 

なるべく短時間で読んで、内容を理解し、講義やディスカッション、レポートなどで自分や他人の

意見の文脈の中でリーディングの内容をうまく生かす、ということが大切です。 

 

これらが出来るようになるには、まず、本をざっとスキミングスキミングスキミングスキミングし、概要を掴みます。 

 

つぎに、授業で話し合われること、自分がレポートやプレゼンテーションの資料として使う情報に

関連した部分が、この本のどこにあったか、を思い出し、その部分をもう一度開きます。 

（最初のスキミングで印をつけておきます） 

 

さらに、その部分から、自分が実際に授業や課題でつかうキーワードをピックアップし（スキャニスキャニスキャニスキャニ

ングングングング）、その前後を読み返し、自分の意見をメモしてまとめておきます。 

 

このようなやり方をすると、最終的にメモした内容は、課題の内容全般を理解した上での、有益

な情報を選りすぐったものになります。これ以外の部分は、とりあえずはざっと覚えている程度で

いいのです。細かく読む必要はありません。 

 

TOEFL同様、スキミング、スキャニングのスキルは必須です。ざっと読みながらパラグラフの構
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成を理解する、というのも、TOEFLの問題よりはるかに長い文章を読む際も役に立つでしょう。 

 

*スキミングとスキャニングの練習法は、この後のセクションで紹介します。 

 

TOEFL と異なる点は、というと、TOEFL では、文章を読んで内容の理解度のみを測るのに対

し、大学でリーディングを行なう際は、それを読んだあとの自分なりの意見、考えを授業の前に

ある程度まとめておき、講義やディスカッションを通してそれらを発展させて、初めて評価される、

という点です。 

 

テストなどでは、リーディングの内容を確認する問題はほとんどなく、それらと他の資料やセオリ

ーの比較や、別の主張をサポートする資料として事例を挙げるのにリーディングの例を使うこと

が求められます。 

 

こうなると、リーディングの内容理解は、授業についていくための必要最低条件でしかなく、

TOEFL のリーディングをクリアした後は、これらのアイディアを自分で発展させる、という練習

が必要になってくる、ということですね。 

 

TOEFLののののライティングセクションライティングセクションライティングセクションライティングセクション 

 

エッセイは、2題出題されます。1題は、従来のTOEFLエッセイ（TWE）と同じ形式のもので、質

問に対する自分の意見を、事例を交えて説明するものです。もう1題は、あるトピックについての

文章を読み、それに関連したレクチャーを聞いた後で、聞いた内容をまとめて、リーディングの内
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容との関連を説明する、というものです。 

前者は300語以上、後者は150～225語が適切な量とされていますが、これらの量を超えて書く

分には、ペナルティはありません。 

 

ライティングで高得点を挙げるコツは 

 

  メインアイディアメインアイディアメインアイディアメインアイディアをををを明確明確明確明確にするにするにするにする：量が比較的短いので、簡潔、明確に、エッセイのメイントピック

を挙げることが重要です。いろいろなものを盛り込もうとすると、まず

失敗します。最初にメインアイディアを決め、だれが読んでも分かるよ

うに際立たせることが必要です。 

  構成構成構成構成：パラグラフを有効に利用し、1つのパラグラフに 1つのアイディア、のルールを守りまし

ょう。構成の基本は、主張→説明→事例→結論ですが、この形にしっ

かり慣れておきましょう。ノートが使えるので、これらの構成のアイディ

アをまず書いてから、パラグラフのキーセンテンスを作り、そこに肉付

けしていく、というエッセイの書き方を身につけましょう。 

  前後前後前後前後のつながりをはっきりさせるのつながりをはっきりさせるのつながりをはっきりさせるのつながりをはっきりさせる：パラグラフ同士、文同士がつながっている事を明確にしま

す。transitional phrase（前途）がしっかり使いこなせているかが評価

のカギになります。 

  広広広広いいいい語彙語彙語彙語彙とととと、、、、正正正正しいしいしいしい文法知識文法知識文法知識文法知識：当然のことながら、的確な言葉を用い、文法、スペルのエラー

がないことは評価に非常に大きく関わってきます。エッセイはタイプで

書きますが、もちろんスペルチェックは自動で行なわれないので、タイ
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ピングの練習もしておくことが必要です。他にも、イディオム、パンクチ

ュエーション（コンマやコロン等の記号）の使い方が正しく出来るように

しておきましょう。 

 

大学大学大学大学でででで必要必要必要必要とされるとされるとされるとされるライティングライティングライティングライティングスキルスキルスキルスキル 

 

大学でライティングスキルを求められる場面、というと、小クイズから中間、期末のエッセイクエ

スチョン、課題レポートに卒論と、長さもTOEFLの回答程度のもの（150語くらい）から、20ペー

ジ以上にわたるものまで、いろいろあります。 

 

が、書き方のセオリーと言うのは、驚くほど共通点が多く、TOEFL のライティングにも基本は通

じています。 

 

具体的には。 

 

  構成構成構成構成がががが命命命命    

    理屈理屈理屈理屈がががが通通通通っているっているっているっている    

みてくれがよいみてくれがよいみてくれがよいみてくれがよい    

 

の 3つですね。 
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構成構成構成構成とは、主張をはっきりさせた後実例、説明を付け加えて自論を発展させていく、という形式で

すね。150語のエッセイクイズから卒論まで、これは一貫しています。 

 

ただ、あまり長いものは、この形式に添いながらも、いくらかのバリエーションを作って相手に与

える印象を新鮮にしようと試みる場合もあるので、これらのテクニックは、大学で他の生徒の論

文を読んだり、キャンパスのライティングワークショップに参加するなどして、身につけていけば

いいと思います。 

 

特に、TOEFLのエッセイは、どちらかというと文系のエッセイ形式ですが、理系の論文などはス

タイルも変わってくるので、大学に入った後みっちり訓練を積むことになります。 

 

理屈理屈理屈理屈がががが通通通通っているっているっているっている、というのは、文やパラグラフどうしのつながりに矛盾がないか、理論が順序

だてて進められているか、つまり、読み手が納得できるストーリーになっているかということで

す。 

 

上の構成とあわせて、これらは書き出す前にアイディアを全て紙に書き出し、構想をしっかり練っ

て客観的な立場から内容を評価し、自信を持って書いていきます。 

 

基本的にはアイディアと構成が勝負ですが、アイディアの関連をはっきりさせるための

transitional phraseや適切な語彙をうまく使うと、内容がより透明になります。 
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見見見見てくれがよいてくれがよいてくれがよいてくれがよい、の中には文法やスペルのエラーがない、フォーマット（行間、余白、ページ数や

脚注など）が決まりに添っている、引用や注が適切に使われている、などがあります。 

 

TOEFLのような短めのエッセイや、テスト会場で書かされるエッセイ（手書きの場合もあり）では、

これらはいくらか規制がゆるくなりますが、正式な課題レポートや論文でミスをすると致命的で

す。 

 

TOEFL では、時間との勝負が重要な要素を占めるので、素早く考えをまとめてどんどん書いて

いく練習を積むべきですが、大学のレポートなどでは、このような体裁を整えることにも時間を割

くようにしましょう。 

 

TOEFLののののスピーキングセクションスピーキングセクションスピーキングセクションスピーキングセクション 

 

スピーキングには、3つのタイプがあります（各2問ずつ）。 

 

  1. 単純な質問に回答—聞かれたことにストレートに答えるもの 

  2. リーディングとリスニングの後に回答—キャンパスに関する話題とレクチャー形式があり

ます 

キャンパスに関すること：あるトピックに関するインフォメーションを読み、それに対す

るコメントを聞いたうえで、コメントの要約をインフォメーションの文脈に

添った形で答えるもの 
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レクチャー形式：あるトピックに関しての説明を読み、それに関するレクチャーを聞い

たうえで、それらの情報をまとめて説明するよう求められる 

  3. リスニングの後に回答—同様に、キャンパスに関する話題とレクチャー形式があります。 

     キャンパスに関すること：主に会話で、ある問題について話し合うなかで、2 つの解決法

が提示されるので、問題を要約し、解決法について、自分の意見を述

べます。 

     レクチャー形式：あるコンセプトや用語についての説明と、関連する事例についての講義

を聞いて、それらを要約し、例とコンセプトの関係を説明します。 

 

ノートをとることは許可されています。与えられた時間で考えをまとめ、制限時間内で自分の意

見を述べます。 

 

受験者にとって最大のハードルは時間制限でしょう。リーディングの時間も少なければ、リーディ

ング、リスニングの後に考えをまとめる時間も短い、さらに、スピーチの時間も制限がつきます。 

 

ただし、これらの時間が短い、ということは、あまり多くを話さず、要点をしっかり説明できればい

い、ということでもあります。細かい情報を記憶して並べたてる必要はありません。 

 

重要なのは、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ををを行行行行ないながらそれらのないながらそれらのないながらそれらのないながらそれらの情報処理情報処理情報処理情報処理をををを行行行行いいいい、、、、素早素早素早素早くくくくアウトラアウトラアウトラアウトラ

インインインインをををを作作作作ったらそれをったらそれをったらそれをったらそれを元元元元にににに即興即興即興即興でででで 1111 分程度分程度分程度分程度ののののスピーチスピーチスピーチスピーチがががが出来出来出来出来るるるる、ということです。難しそうに聞こ

えますが、練習次第でかなり自信をつけることが出来ます。 
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スピーチ自体も、トピックこそ異なるもののパターンはある程度きまっているので、このパターン

に当てはまったスピーチを練習することで、点が稼げるはずです。 

 

大学大学大学大学でででで必要必要必要必要とされるとされるとされるとされるスピーキングスピーキングスピーキングスピーキングスキルスキルスキルスキル 

 

キャンパスや実生活でのスピーキングは「会話」ですので、話す前に聞いたり読んだりした事を

理解して、それに対する回答を素早くまとめなければいけません。 

 

この点では、TOEFLのスピーキング（特に上の 2と 3の integrated speakingのタイプ）は、

大学のスピーキングスキルを高めるのに直結した、最適な練習になるでしょう。 

 

共通するのは 

   

  英語英語英語英語でででで入入入入ってくるってくるってくるってくる情報情報情報情報（（（（文字文字文字文字、、、、又又又又はははは言葉言葉言葉言葉でででで））））をををを素早素早素早素早くくくく理解理解理解理解（（（（インプットインプットインプットインプット））））    

        インプットインプットインプットインプットされたされたされたされた情報情報情報情報をををを処理処理処理処理（（（（プロセスプロセスプロセスプロセス））））しししし、、、、どのようにどのようにどのようにどのように反応反応反応反応すべきかをすべきかをすべきかをすべきかを決決決決めめめめるるるる    

        プロセスプロセスプロセスプロセスされたされたされたされた情報情報情報情報をををを、、、、英語英語英語英語でででで明確明確明確明確にににに表現表現表現表現（（（（アウトプットアウトプットアウトプットアウトプット））））    

 

と、あらゆるスキルを動員してスピーキングという形にする点です。 

 

TOEFL では、インプットの後、情報プロセスの時間が制限つきで与えられます。実際の場面で
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は、この時間があいまいです。ある本を読んで、一晩考えた後クラスでコメントをすることもある

し、プレゼンやディスカッションで、即答を求められる場合もあります。 

 

理想は、このインプットインプットインプットインプット→→→→プロセスプロセスプロセスプロセス→→→→アウトプットアウトプットアウトプットアウトプットがほぼ同時に出来ることが望ましいですね。 

 

つまり、他人の話を聞いたり読んだりしながら、内容の要点をまとめることとそれについての自

分の反応を同時に考え、話が終わると同時にそれに対する自分のコメントができる、といった感

じです。日本語でも困難なタスクですね。 

 

ここまで出来れば、もう英語を立派に使いこなせていると言っていいでしょう。 
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TOEFLTOEFLTOEFLTOEFL 点数点数点数点数アップアップアップアップ＆＆＆＆スタディースキルズスタディースキルズスタディースキルズスタディースキルズ向上向上向上向上のののの 12121212 ヶヶヶヶ月計画表月計画表月計画表月計画表    

 

以下に、12ヶ月で TOEFLで高得点をあげるだけのスタディースキルズを身につけるための計

画を作成してみました。 

 

12 ヶ月は、TOEFL テスト対策期間を念頭においているので、試験勉強期間をもっと長く見積も

っている、あるいはそんなに時間がない、という場合は、自分で期間を調整してください。 

 

また、TOEFL を受験する予定がない人は、自分で目標点数を掲げて、スタディースキルズを身

につける目安にしてください。同様に、期間は自分で設定しましょう。 

 

大切なのは、期間でなく、4つのステップです。この4つのステップを消化しながら、英語力とスタ

ディースキルズをバランスよく身につけていくように、スケジュールを作ってください。 
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留学1年前の学習プラン＆TOEFL試験対策計画（詳細は次のセクションで）（モデル） 

期間 リスニング リーディング ライティング スピーキング 

12~9ヶ月前  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOEFL受験  

 

   

 

 

 

9~6ヶ月前  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（TOEFL受験）  

 

 

 

   

ポッドキャスト等で定期

的に音声を聞く 

聞いた内容の記録をつ

ける 

英文雑誌の定期購

読、ニュースサイトを

ブックマーク。 

ボキャブラリー＆内容

の記録をつける 

英文を書く習慣をつけ

る。（日記など） 

タイピング（スペルミスに

注意）、正しい文法等に

注意 

英語で考えて話すことが

出来るようにする。 

シャドウイング、独り言な

ど。 

大学に留学するための英語力、TOEFLの目標点などを確認。 

まずは、基礎となる英語力をしっかりつけ、4 つの分野のどれにも苦手意識を持たないように。単語

力、文法が弱い人は、この期間で徹底的に克服します。 

早い時期に、まずテストを受けて、雰囲気やコンピューターのインターフェースに慣れましょう。時間

配分や苦手分野がどこかを実際に体験した上で、点数の結果より今後の対策を考えることに利用し

ましょう。（詳しくは次のセクションに） 

テストの反省をもとに、今後の計画の見直しを行ないます。 

この時期から、基礎力をつけながらも情報処理（要点をまとめる、自分の意見を形成する）の面

に特化した訓練を積み、分からない単語にぶつかっても全体を把握できるような応用力を身に

つけましょう。 

ノートテイキングの練習

を開始。要点だけを選ん

でまとめられるようにす

る 

スキミングとスキャニン

グの練習。要点をノート

にまとめる習慣をつける 

「４～5 パラグラフのエッ

セイ」を書く練習。構成を

意識した文章を書けるよ

うにする。 

リスニングやリーディン

グの内容についてスピ

ーチを行い、録音して

自己分析 

この時期に、可能であればもう1,2回TOEFLを受験します。自分の学習内容が、実際に点数に

反映されるかを確認し、苦手分野が分かればそこを克服する学習プランを新たに作ります。（余

裕のない場合は、オンラインの模試などに挑戦してもいいでしょう） 
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6~3ヶ月前  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TOEFL本番  

 

 

 

 

   

post-TOEFL 

(留学直前3ヶ月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

上記の表を元に、自分でも各時期に分かれた学習計画表を作成し、それに従って学習を進めて

いきましょう。各時期の具体的な学習法や、参考になる教材は、以下の章（完全版）で述べます。  

TOEFLの最終試験で最高点を取るための学習と、大学で実際に使いこなすことを前提とした英

語学習を行なっていきます。今までの学習でまだ力不足だと感じている分野に特に力を入れると

同時に、4つの分野を統合的に使う練習をし、大学レベルのレクチャーやテキストに挑戦したり、

Critical Thinkingを用いたライティングやスピーチの練習を行なったりしましょう。 

概要のほかに、5分程度

のレクチャーで、アイデ

ィアを図式化したりカテ

ゴリー分けしたりできる

ようなノーとテイキング

術を見につける 

読んだ情報を自分の言

葉でまとめる練習。概要

と細かい情報の読み取

りの両方が素早く出来る

ように練習。 

リスニング、リーディング

の内容を 5パラグラフで

まとめる練習。概要をま

とめたり、それについて

の自分の意見などを書

いてみたりする。 

ライティング同様、リスニ

ング･リーディングの内

容に関するスピーチを制

限時間内で行なえる技

術を身につける。 

要求点数に達するよう、万全の体制で臨みましょう。テストの雰囲気、スタイルについては既に

経験済みなので、テストにより集中できると思います。直前には今までのテスト経験、参考書な

どからノウハウをざっとまとめてみるのもいいでしょう。 

テストのプレッシャーから開放された後は、より本物の大学の授業に沿った教材（長めのレクチ

ャー、エッセイ/レポートに触れるようにしましょう。短期集中の準備コースなどがあれば、それら

に参加するのもいいと思います。 

大学のレクチャーのポッ

ドキャストでノートテイキ

ングをする練習。他に

も、ニュースや対談など

の様々な分野の英語を

聞く 

専門書の速読（スキミン

グ＆スキャニング）を練

習。また、大学でよく読ま

れる文学作品などにも触

れておく 

興味のある内容につい

て、短文、長文を書く練

習。ブログなどを利用す

るのもよい。 

短期の英会話学校など

で、ディスカッション・キ

ャンパス会話に特化した

個人又は少人数レッスン

ができれば理想的。 
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おわりに 

 

このレポートは、完全版 

「「「「留学生留学生留学生留学生とととと留学準備生留学準備生留学準備生留学準備生のためののためののためののための次世代次世代次世代次世代TOEFLTOEFLTOEFLTOEFLスコアアップスコアアップスコアアップスコアアップととととスタディースキルスタディースキルスタディースキルスタディースキル増強同時進行計増強同時進行計増強同時進行計増強同時進行計

画書画書画書画書」」」」    

のイントロ部分を、無料版として公開したものです。 

 

完全版では、この章に続いて、 

留学12~9ヶ月前 

留学9~6ヶ月前 

留学6~3ヶ月前（TOEFL本番直前） 

留学3ヶ月前～ （TOEFL受験終了から留学先の授業について行くための準備） 

の時期に区切って、各時期に習得すべきスキルと、その習得方法を、ネットなどで得られる教材

と一緒に詳しく説明しています。 

 

TOEFLの点数アップに直結する Tipsのほか、リーディングの際のスキミングとスキャニング、

ノートテイキングのコツ、ライティングのアウトラインの作り方といった、留学先の大学でも役に立

つスキルを紹介しているので、興味のある方はぜひ読んでくださいね。 

 

現在、単独販売はしておらず、以下のEブックの付録教材として提供しています。 

大学留学大学留学大学留学大学留学をををを成功成功成功成功させるさせるさせるさせる英文英文英文英文レポートレポートレポートレポート作成作成作成作成ののののコツコツコツコツ： 詳細 http://junquito55.com/book1.html 
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レクチャーリスニングレクチャーリスニングレクチャーリスニングレクチャーリスニングととととノートテイキングノートテイキングノートテイキングノートテイキングののののコツコツコツコツ： 詳細 http://junquito55.com/book2.html 

 

単独販売については、多数の要望が集まり次第行ないます。 

コメント、感想等は、info@junquito55.comまでお願いいたします。 

 

では、このレポートがあなたの英語学習と留学準備に役立つ事を願っています。 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 
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スタディースキルズを学ぶためのメルマガ 

「「「「アメリカアメリカアメリカアメリカのののの学生学生学生学生からからからから盗盗盗盗めめめめ！！！！スタディースキルズスタディースキルズスタディースキルズスタディースキルズ」」」」        

    http://junquito55.com/magazine.html 
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