
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とは？ 

International English Language Testing System (IELTS:アイエルツ)は、海外留学や研修のために英語力を

証明する必要のある方に最適なテストです。イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドのほぼ全

ての高等教育機関で認められており、アメリカでも入学審査の際に採用する教育機関が 3,000 を超え、英語力

証明のグローバルスタンダードテストとして世界中で受験者が増え続けています。（日本英語検定協会 HP より） 

 

◆講座期間：2020 年 9 月 2 日（水）～9 月 5 日（土）［4 日間］ 

10:00‐13:00 

◆場  所：オンライン Microsoft Teams 

◆対 象 者：本学に在学する学生（正規生）で、IELTS 初心者 

◆定 員：40 名（先着順） 

◆受 講 料：無料 

◆テキスト：「IELTS 実践トレーニング」三修社 （税込 2,750 円） 

ISBN: 978-4384038378 ※各自で事前に購入してください。  

◆申込期間：2020 年 7 月 27 日（月）～2020 年 8 月 7 日（金）17:00 

      ※但し、定員（40 名）に達した時点で締め切りとなります。 

       また、申込者が 10 名未満の場合は開講しません。 

◆申込方法：下記の要領で、外大 Gmail にてお申し込みください。 

※本講座に関するご連絡は、申込者の外大 Gmail 宛にお送りします。 

 

   宛先：ielts@linguage.jp 

件名：IELTS 夏期集中講座申込 

本文：①申込者氏名 ②フリガナ ③学籍番号（例：2019UU0000） 

④英語資格試験（英検／TOEIC／TOEFL 等）のスコア 

 

 

京都外国語大学 ランゲージセンター IELTS 講座事務局 

問合先：ielts@linguage.jp 

 

夏期集中講座 
京都外国語大学 ランゲージセンター

mailto:ielts@linguage.jp
mailto:ielts@linguage.jp
https://www.linguage.jp/corp/the-class/#link


『2020 年度 IELTS 夏期集中講座概要』 

 

日 程：.2020 年 9 月 2 日（水）～ 9 月 5 日（土） 

時 間：10:00～13:00 

テキスト：「IELTS 実践トレーニング」 

 

日程 内容 教科書ページ 詳細 

9/2 

（水） 

試験概要説明  IELTS テスト構成を簡単に紹介 

Reading Sample (p.64-83) リーディング問題概要。及び問題構成の解説・問題演習 

Multiple Choice/Short Answer 問題、スキミングの手法 

（重要箇所を読む）、Classification/Matching 問題 

Listening Sample (p.24-41) 

Test 1 (p.42-47) 

リスニング問題概要、及び問題構成の解説・問題演習 

Review  まとめ 

9/3 

（木） 

Writing Sample (p.126-139) 

Test 1- Task 1(p.140) 

ライティング問題概要、問題構成解説・文章構成演習 

※情報を整理し、分析・解説する 

Task1 のライティング演習－グラフや資料の比較 

Speaking Sample (p.148-157) 

Test 1-Parts1&2 

(p.158-159) 

スピーキング問題概要、問題構成の解説・問題演習 

Part１－自己紹介、日常生活などの会話 

Part２－カード問題 （話す内容をまとめる） 

Review  まとめ 

9/4 

（金） 

Reading Test 1 (p.93-97) 

Test 2  (p.98-101) 

専門的内容の長文問題、Visual 問題 

歴史的な内容の問題、Yes/No/Not Given 問題 

Listening Test 2  (p.48-53) Sentence Completion 

Notes/Table   ※図表や文章などの空所補充 

Review  まとめ 

9/5 

（土） 

Writing Test 1- Task 2 

(p.141) 

Test 2（p.142-143) 

賛否の提示、論証をまとめる 

意見の比較など 

Task２のライティング演習 

Speaking Test 1- Part 3 (p.159） 

Test 2- Part 3 (p.160-

161） 

Part3 の内容をより深くディスカッションする 

Opinion/Comparing/Constructing 

Descriptions 

Review  まとめ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOEFL iBT とは？ 

TOEFL iBT® テストは、大学レベルの英語を使用および理解する能力を測定します。さらに、Reading、

Listening、Speaking、Writingの各スキルを組み合わせて、学術的な課題を遂行する能力も評価します。TOEFL

スコアは、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、イギリス、米国、ならびにヨーロッパとアジア中の

あらゆる国を含む、一万を超える大学およびその他の機関から受け入れられています。（ETS HP より） 

 

◆期    間：2020 年 9 月 2 日（水）～9 月 5 日（土）［4 日間］ 

10:00‐12:00、13:00‐15:00  

◆場  所：オンライン Microsoft Teams 

◆対 象 者：本学に在学する学生（正規生） 

      TOEIC500～600 点程度、または TOEFL iBT 61 点 未満の人 

◆定 員：30 名（先着順） 

◆受 講 料：無料 

◆テキスト：画面共有、ダウンロード ※講座初日に講師から案内します 

◆申込期間：2020 年 7 月 27 日（月）～8 月 7 日（金）17:00 

      ※但し、定員（30 名）に達した時点で締め切りとなります。 

また、申込者が 5 名未満の場合は開講しません。 

◆申込方法：下記の要領で、外大 Gmail にてお申し込みください。 

※本講座に関するご連絡は、申込者の外大 Gmail 宛にお送りします。 

   宛先：toeflibt@linguage.jp 

件名：TOEFL iBT 夏期集中講座申込 

本文：①申込者氏名 ②フリガナ ③学籍番号（例：2019UU0000） 

④英語資格試験（英検／TOEIC／TOEFL／IELTS 等）のスコア 

         

京都外国語大学 ランゲージセンター TOEFL 講座事務局 

問合先：toeflibt@linguage.jp 

TOEFL iBT  夏期集中講座
京都外国語大学 ランゲージセンター

mailto:toeflibt@linguage.jp
mailto:toeflibt@linguage.jp


 

『2020 年度 TOEFL iBT 夏期集中講座概要』 

 

日 程：.2020 年 9 月 2 日（水）～ 9 月 5 日（土）  

時 間：10:00～12:00 ／ 13:00～15:00 

テキスト：「TOEFL iBT for Beginners」 

 

日程 内容 教科書ﾍﾟｰｼﾞ 詳細 

9/2 

（水） 

TOEFL iBT 概論 

TOEFL 公式サイト 

１～ TOEFL iBT が求める英語技能について・TOEFL iBT の試験形式と特徴、

TOEFL 公式ページ、試験会場の様子や本番対策等についての解説と案内 

TOEFL iBT リーディングの基本訓練 

リーディング問題に備える 1~6 

 

TOEFL リーディングのための基本訓練：  

知らない単語の推測・言葉の置き換えに気づく１ 

~8 TOEFL リーディングのための基本訓練：  

パッセージの構造を理解する 

9~11 TOEFL リーディングのための基本訓練：  

知らない単語を推測する  （Hw 12～14・15~17） 

9/3 

（木） 

リーディング問題に備える 12～14 / 15~17 宿題 解答と解説 

リスニングの準備ポイント 29~33 TOEFL リスニング 慣用句の推測 

リスニング問題に備える 39~44 TOEFL リスニングのための基礎訓練 ロジックで分析 

56~59 TOEFL リスニングのための基礎訓練 

話し手の立場の理解 （Hw:34～35・45～46） 

9/4 

（金） 

リスニング/ライティング 

問題を知る 

34~35・45~46 

111～113 

宿題 解答・解説 

ライティングのための基本事項 節を含む長文を作成 

ライティング問題に備える 

 

80~82 TOEFL ライティングのための基礎訓練 

接続詞を使う訓練・有効な構文について学ぶ 

ライティング問題を知る 101 TOEFLライティング単独型練習問題 

84~85 TOEFLライティング統合型練習問題 （Hw:  62, 118~119） 

9/5 

（土） 

ライティング問題に備える 62, 118~119 エッセイの返却 よくある間違いから学ぶ  宿題 解答と解説 

冠詞について 

スピーキング問題を知る 67, 74～77 TOEFL スピーキング単独型・統合型練習問題 

96~98 TOEFL スピーキング統合型練習問題   

スピーキング問題を知る 106 TOEFL スピーキング統合型練習問題 総仕上げ 

※ クラスの様子を見て進度が適宜変わることがあります。 

 


