
TOEFL iBT のスコアを伸ばす！ 
Enhance your TOEFL iBT score! 

 

 
学術用語満載で、スピーキングやライティングもある TOEFL iBT。
一人で立ち向かうには難しいこの試験を団体戦で乗り越えます。 
Students will tackle TOEFL iBT by creating a study group. We 
will get over it by helping each other.  
 
 
 
方法  
1. テキストに従って勉強していただきます。これは徹底的にやります。 
2. それについて学生同士で議論します。ここで互いに助け合う学習活動が行われます。 
3. 英語プレゼンを鍛えます(1 時間で 10 回程度)。人前で発表し、時に厳しい意見をもら 
  い、成長します。 
Plan 
1. Students will study on their own. Be responsible. This will determine the quality  
  of  the study group.  
2. Students will discuss in the study meeting, where they help each other.  
3. Students will make presentation in English (about 10 times in an hour). They will  
  get (sometimes harsh) feedback from the study group in order to improve.  
 
 
 
英語圏の大学同様、自らが行動することを通じて身につける手法を取り入れます。ゼミは

英語で運用します。 
The seminar will be held according to the standards of  major universities in English 
speaking countries, where active participation is crucial. The language of  
instruction is English.  
 
 
(必要な意識) 

自分が学んでそれをスタディーグループに提供するという意識を持って下さい。グルー

プのみんなに役立たなければならないと思うと、もっと勉強するようになり

ます。 
Students should… 
study very hard in order to contribute to the study group. You will work more by 
putting yourself  in a situation where you have to help others.  
 
 
 
 
 
 



TOEFL iBT 水木ピーターゼミ概要 
The outline of Mizuki Peter’s Seminar for TOEFL iBT  
 
本ゼミは、2017 年 5 月 23 日から 7 月 25 日までの火曜 13:30〜16:30 に、計 10 回に渡り行われます

(予定)。目標スコアは 79 です。 
At this seminar, students will meet study between 13:30 and 16:30 on every Tuesday from May 23 to July 25, 
2017. The study meeting will be held ten times. Our target iBT score is 79.  
 
TOEFL iBT には、スピーキング・ライティングセクションがあり、ここがリーディングとリス

ニングのみで構成される TOEFL ITP との最大の違いです。スピーキングセクションでは、解答を

マイクから 45 秒から 60 秒で録音します。そのため、必要な内容を含む英文を口から出せるように

する訓練が必要です。ライティングセクションでは、20 から 30 分以内に、必要な内容を含む概ね

300 語以上の英文を、その場でタイプ入力することが求められます。 
TOEFL iBT includes Speaking and Writing Section, which is the biggest difference from TOEFL ITP. 
In the Speaking Section, test takers will record their answer in 45-60 seconds. Thus, you will need to train 
yourselves to be able to speak required contents in English. In the Writing Section, you will be asked to type 
the required contents in English with more than approximately 300 words in 20-30 minutes.   
 
この分野は日本で広く行われてきた文法・読解中心の英語学習では歯が立ちません。また、集団一

斉教授型の教室で十分な効果を上げることが非常に困難な分野です。そのため、本講座ではこの部

分を最優先に扱います。私たちは、この分野が iBT で最も効果的にスコアを上げることができる部

分であることを知っています。安心してついてきて下さい。 
These tasks require English skills that are not widely taught in Japan, where grammar and reading are the 
focus of instruction. The skills are very difficult to develop through mass, one-way instruction with a large 
number of students. Therefore, we will focus on Speaking and Writing Section as our first priority. Since we 
know these two sections are the very parts where you can raise your score most effectively, you are 
encouraged to follow our guidance and instruction.  
 
本ゼミでは iBT で求められるスピーキング・ライティングが、実は、かなり定型化した内容であ

ることが、受講者自らの手で発見されています。そして、受講者自らが頭と口、手、体を動かして

スラスラと英語を話し、書くことができるようになります。 
Previous students at this seminar have discovered, on their own, that Speaking and Writing Section at 
TOEFL iBT requires a set routine. Then you will train yourselves to be able to speak and write English 
with no difficulty, making your brain, mouth, hand, and body work at your highest level.  
 
 
このクラスは、ちょうど何かのサークル・部のようなものとお考え下さい。ルールを学び、それに

従って行動することで、技術が体にしみ込むイメージです。スポーツはルールを覚えるだけでは身

に付きません。ルールを覚えたら、そのルールに従い実際に体を動かし、体で覚えて行くのです。

iBT の英語も同じです。文法と単語を覚えてもそれだけでは話せませんし、書けません。文法と単

語を覚えたら、そのルールに従い、実際に頭、口、手、体を動かし、全身で覚えて行くのです。 
Just imagine this seminar as some club or circle or group of people who share the same goals, where you 
learn some rules followed by practices according to the rules. In this way, for example, you will be able to do 
some sports, play some musical instruments, sing, and dance. The same thing applies to TOEFL iBT. It is 
vital to make the use of your knowledge of English grammar and vocabularies.    
 
実際に英語を話し、書けるようにするため、本ゼミは通常の 2 単位授業(90 分×15 回)を超える時間

を使います。英語圏の大学同様、計画的にカスタマイズされ、配当された宿題を毎回こなし

ていただきますので、実際に使っていただく学修時間は膨大になります。 
Students will spend more time than they spend for common two credit courses (90 minutes ×15). The 
seminar will be held according to the standards of major universities in English speaking countries; for every 
class, students are required to work on their assignments, which are carefully designed and 
allocated. This means that the students will need to spare enormous time and effort.  



 
このクラスはただ黙って何かを教えてもらおうという学生にはお役に立ちません。留学先の英語圏

の大学同様、自らが学び、それを他者とシェアする態度を学生の基本といたします。留学先の多く

の大学では、他者に貢献した者、クラスに貢献した者こそが高い評価を受ける仕組みが浸透し

ているためです。これは、貢献する心がけをもった人間こそが人類が最も必要とするものであると

いう価値観に基づいています。 
This seminar will not be of use for those who are just silent and waiting to receive something out of it. 
Students are required to participate actively in their coursework, as well as to share what they learn with the 
whole class. This is because, in major universities in English speaking countries, students who contribute 
to the class will be most welcome.  
 
この価値観は世界の大学・職場で通用します。仮に日本の常識が、単に自分が点をとっておしま

い、というものであるなら、それは世界の非常識となります。日本を含む世界のどの職場であって

も、単に自分が成績を上げておしまい、という職場はありえません。 
This idea will be valid in universities and work places worldwide. There are no work places where a single 
man’s performance is achieved completely alone, with no single cooperation.  
 
人間同士が触発し合い、相乗効果を上げることの素晴らしさを体感できる場所になります。一人で

は絶対に達成し得ない一生使える結果を勝ち取る年にしたいと願う方、そのために必要な行動を

全て起こす方にとっては、最高の機会になります。 
The seminar will be a place where all staffs and members will realize the excellence of stimulating each 
other for synergy effect. For those who are eager to win something that they cannot achieve on their own, 
completely alone, for those who are willing to do every single necessary thing, this seminar will be the 
best opportunity.  
 
尚、このゼミと全く同内容の講座開催は今年今回１回のみです。来年以降全く同内容の実施はない

ものと考えて下さい。 
For your information, this seminar will be held one time only. There will be no seminar available which 
offers exactly the same contents next year and after. 
  



講座展開例 Preliminary Plan 
 
ゼミのメンバーは毎回持ち回りでセッションを提供します。特にスピーキング等、他者からのフィ

ードバックを直接もらい、その場で改善することで学習効率を劇的に高めることのできる分野領域

等をテーマにして下さい。尚、ライティングやリーディング、リスニングに関しても、参加者全員

が何かしら有益なものを得ることができるようであれば、扱っていただいて構いません。 
 
Students are expected to take turns to offer sessions. You are encouraged to deal with fields or areas where 
students can improve the most dramatically. Speaking Section is one example of such fields or areas. It is 
because presenters can get comments and feedbacks live from other members so that they will improve their 
speech in English on the spot. You are also welcome to choose Writing, Reading, and Listening Section to 
deal with as long as every member can benefit from the session you offer.  
 
大事なことは、ゼミ参加者である学生が、他の参加者(と自分)に対して、何らかの有益な学習機会

を提供することです。このゼミは、TOEFL iBT 対策として何かしら有益なものを提供したいと熱望

する方が集い、相互に利益を与え合う場となります。与えることが最も利益が得られることである

ということを知っている方、他人に教えることが最も効果的な学習法であることを知っている方の

参加をお待ちしております。 
The point is that students are expected to give other fellow members (as well as themselves) some beneficial 
learning opportunity. This seminar shall be for those who are eager to provide something beneficial with 
which to prepare for TOEFL iBT. We will welcome those who know that giving something is the best way to 
earn. We shall welcome those who know that to teach is the best way to learn. 
 


