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留学準備講座
TOEFL iBT® 対策講座
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アカデミック英語講座

語学能力検定試験
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早稲田大学留学センターでは、

海外留学を考えている早大生の皆さんへ向けて、

ニーズや目的に合わせた講座を幅広く提供しています。

比較的安価に、質の高い講座を受講することができますので、

ぜひご検討ください。

1年生 2年生

春学期 夏季休業期間 秋学期 春季休業期間 春学期 夏季休業期間

留学に向けTOEFL®  受験
スコアアップを目指す! 留学先決定 留学先での授業に向けて準備

集中的に英語を学び、不安を解消

4月
春の留学フェア参加

6月
TOEFL iBT® 講座

（初級）受講

8月
TOEFL iBT® 講座

（中級）受講
8月 or 9月
TOEFL iBT® 試験
受験、スコアの取得

10月
秋の留学フェア参加
学内選考出願

12月※2

留学先決定※1

2月
アカデミック英語講座

（中級）受講

6月
渡航準備相談会参加

9月
留学※2

※1：これは秋募集で留学先が決定した場合です。各候補者のスケジュールと異なる場合もありますので、出願時に募集要項をご確認ください。
※2：留学開始の時期はプログラムにより異なります。出願時にプログラムリストをご確認ください。

英語圏への長期留学（交換留学）を考えている場合

受講モデル

C O N T E N T S

中長期留学を考えている方のための

語学能力検定試験 対策講座
■ TOEFL iBT®　対策講座　　■ IELTS 対策講座（オンライン）

留学先が決まったら

アカデミック英語講座
■中長期留学者向け　　■短期留学者向け

語学能力検定試験 学内試験日程

P3-4

P5

P6

留学準備講座とは？
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本講座受講に際しての注意点
・本講座は「留学」に特化して設計されており、留学するうえで必要となる語学能力検定試

験や共通試験の対策講座を中心に提供しています（その点で、各学部・研究科や、グロー
バルエデュケーションセンター等の設置科目とは性質が異なります）。 

・本講座は早稲田大学の設置科目ではなく、科目登録して履修するものではないため、単位
は算入されません。 

・TOEFL iBT®対策講座・アカデミック英語講座はトフルゼミナールを運営するテイエス
企画株式会社が行います。 

・TOEFL iBT®対策講座・アカデミック英語講座の 1 回目のクラス受講後にクラスレベル
を変更したい場合はお問い合わせください。他レベルのクラスの状況や講師の判断によっ
ては変更が可能な場合があります。 

・本講座のスケジュールは、都合により変更になる場合があります。最新のスケジュールは
留学センターホームページの申込サイトをご覧ください。

普段から英語で勉強することは多くても、話す機会が少なかった私に
とって、ディスカッション中心の同講座を受講できたことはとても有意
義でした。講座自体は自由な雰囲気で、与えられたトピックについてそ
れぞれが意見を述べるものでした。その場で与えられたトピックについ
て即興で話すということは、国際教養学部の授業でもあまり経験したこ
とのないものでした。そのほかに、自分の興味のある分野と授業のディ
スカッションのトピックについて短いエッセイを書く課題がありまし
た。英語自体に触れることが少ない春休み期間中に集中的に勉強できた
のは、留学に向けての良い準備になったと思います。

TOEFL®を受けた経験がなく、自分でどのように勉強を進めていけばよ
いかもわかりませんでした。しかし、春学期に初級講座、夏休みに中級講
座を受講して TOEFL®の問題を解く上でのポイントや傾向を理解する
ことが出来ました。Writing と Speaking を中心に授業は進められます。
Writing 問題で使える表現方法を学んだり、Speaking でよく出る問題
の答えをペアやグループになって話したりして自分の英語力が日々上
がっていくことを実感できました。また、授業が終わってからや休憩時
間の間に Reading、Listening の勉強の進め方も教えていただきました。
1 人ではなく、留学を目指す仲間と一緒に勉強することは自分のモチ
ベーションにもつながりました。大学生活は毎日忙しいですが、講座を
受けることで自分を甘やかすことなく留学に向けた勉強に励むことが出
来ました。

初めての TOEFL®受験でどのように勉強すればよいか分からなかったた
めこの講座を受けることにしました。つい先日まで海外にいたような、
海外経験豊富な日本人の先生が特に自分では対策しづらいスピーキング
とライティングを問題構成から優しく教えてくださったのでとても楽し
く受講することができました。特にスピーキング対策ではペアを組み実
際の TOEFL® 試験と同じ時間設定で様々なテーマを話し、良かったとこ
ろや改善点をお互いフィードバックするというのを色々な人と毎回行っ
たので回数を重ねる毎に話せる量が増えていったことが実感できたので
よかったです。取り扱う教材も、過去問や頻出のテーマだったので実際
に TOEFL®を受けた時に似ている問題が多く出たときは嬉しかったです。

私は必修の英語をすでに終えていたので留学直前に英語に触れる機会が
あまりありませんでした。そこで危機感を覚え、本講座を受講してみま
した。また、留学前オリエンテーションで薦められたのも要因のひとつ
でした。久しぶりの英語に身構えていましたが、自己紹介から始まるアッ
トホームな雰囲気にすぐ緊張はとけ日本人と外国人 1 人ずつ講師がい
たのでわからないときにも安心して質問できました。受講者の留学先に
合わせて授業を進めてくれるのでまさに「留学準備講座」でした。留学
直前の自信に繋がると思うので「留学に行くけど英語が話せるか不安」
という方にぜひお薦めしたいです。

留学準備講座を受講した
先輩たちの声をご紹介します。 ①所属学部　②留学先（プログラム）　③受講した準備講座

Case 01
三川　慶悟さん
①国際教養学部　

②アメリカ
　University of Pennsylvania 
　（CS-R, English）

③アカデミック英語講座◆最上級
　中長期留学者向け

Case 04
渡邉　咲良さん
①文化構想学部

②カナダ 
　University of British Columbia
　（短期プログラム） 

③アカデミック英語講座
　短期留学者向け

Case 03
栗林　納々さん
①政治経済学部　

②オランダ
　Free University Amsterdam 
　（EX-R, English） 

③ TOEFL iBT  対策講座 ◆初級・中級
　中長期留学者向け

Case 02
二見　香衣さん
①文化構想学部

②オーストラリア
　The University of Adelaide
　（CS-L, English） 

③ TOEFL iBT  対策講座◆中級
　中長期留学者向け
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TOEFL iBT® 対策講座 【 90分×全12回 】

TOEFL®のSpeaking/Writingセクションに特化した講座です。Speakingでは、ブレインストーミングを通して設問へのアプ
ローチ方法を学び、会話の機会を十分に確保します。Writingでは、エッセイを書く上で欠かせないWritingの型を学び、毎回の
添削で1文1文の精度を上げていきます。独学で勉強しづらい2セクションを克服し、スコアをあげることを目指しましょう。

◆初級クラス（目標スコア：60点以上）　※クラスは日本語で行います。

日程 時間 申込み期間

春学期

毎週月・水曜日（週2回）
2020年5月25日（月）～7月1日（水） 18:15-19:45

2020年4月6日（月）～5月3日（日）23:59

毎週土曜日
2020年5月30日（土）～7月4日（土）  9:00-12:10 ★

■西早稲田キャンパス
毎週月・水曜日（週2回）
2020年5月25日（月）～7月1日（水）

18:15-19:45

■所沢キャンパス
毎週月・火曜日（週2回）
2020年5月25日（月）～6月30日（火）

16:30-18:00

夏季休業期間
2020年8月1日（土）～8月5日（水）

8/1・2： 9:00-14:30
2020年6月15日（月）～7月12日（日）23:59

8/3～5： 9:00-12:10 ★

2020年9月7日（月）～9月12日（土）  9:00-12:10 ★ 2020年7月27日（月）～8月23日（日）23:59

春季休業期間 2021年2月2日（火）～2月7日（日）  9:00-12:10 ★ 2020年12月14日（月）～2021年1月17日（日）23:59
★10分休憩含む

◆中級クラス（目標スコア：70～89点以上）　※クラスは日本語で行います。

日程 時間 申込み期間

春学期

毎週月・水曜日（週2回）
2020年5月25日（月）～7月1日（水） 18:15-19:45

2020年4月6日（月）～5月3日（日）23:59毎週土曜日（午前クラス）
2020年5月30日（土）～7月4日（土）  9:00-12:10 ★

毎週土曜日（午後クラス）
2020年5月30日（土）～7月4日（土） 13:00-16:15 ★

夏季休業期間

2020年8月1日（土）～8月5日（水）
8/1・2： 9:00-14:30

2020年6月15日（月）～7月12日（日）23:59
8/3～5： 9:00-12:10 ★

2020年8月1日（土）～8月5日（水）
8/1・2：14:45-19:45 ★

8/3～5：13:00-16:15 ★

2020年9月7日（月）～9月12日（土）  9:00-12:10 ★ 2020年7月27日（月）～8月23日（日）23:59

春季休業期間 2021年2月2日（火）～2月7日（日）  9:00-12:10 ★ 2020年12月14日（月）～2021年1月17日（日）23:59
★10分休憩含む

◆上級クラス（目標スコア：90点以上）　※クラスはネイティブ講師により英語で行います。

日程 時間 申込み期間

春学期

毎週月・水曜日（週2回）
2020年5月25日（月）～7月1日（水） 18:15-19:45

2020年4月6日（月）～5月3日（日）23:59
毎週土曜日
2020年5月30日（土）～7月4日（土） 13:00-16:15 ★

夏季休業期間
2020年8月1日（土）～8月5日（水）

8/1・2： 9:00-14:30
2020年6月15日（月）～7月12日（日）23:59

8/3～5： 9:00-12:10 ★

2020年9月7日（月）～9月12日（土）  9:00-12:10 ★ 2020年7月27日（月）～8月23日（日）23:59

春季休業期間 2021年2月2日（火）～2月7日（日）  9:00-12:10 ★ 2020年12月14日（月）～2021年1月17日（日）23:59
★10分休憩含む

語学能力検定試検 対策講座
留学をするからには、十分な語学力が必要となるのは言うまでもありません。留学センター
の留学プログラムはもちろん、英語圏への留学を目指す方は、TOEFL®、IELTS のスコアシー
トの提出は原則必須となりますので、早めの準備をしておきましょう。
本講座では、プロの講師が試験で高いスコアを取得するためのコツを伝授します。中長期の
留学を考えている方、留学先が決まりスコアの提出を求められている方にお勧めの講座です。

クラス選びのポイント

今のご自身の英語力をもとにレベ
ルを決定しましょう。例えば、現在
TOEFL iBT ® 45 点の場合、 初級を
受講することをお勧めします。

交換留学を希望する場合、まずは
TOEFL iBT® 60 点以上を目標に
しましょう。

難関校の場合、80 点以上を要求さ
れることもあるので、留学センター
の海外留学プログラムリストを確
認し、自身の目標スコアを設定す
ることをお勧めします。 
※海外留学ブログラムリストは 
https://www.waseda.jp/ins 
t/cie/from-waseda/abroad/ 
programlist より閲覧できます。

右の QR からも
海外プログラムリストに
アクセスできます

注意事項
1 クラス最大 20 名前後での
受講となります。受講希望
者が少ない場合は非開講と
なる可能性がありますので、
あらかじめご了承ください。

受講料（テキスト代含む）

16,000円（税込）

申込み方法
早稲田大学留学センター
ホームページ
→早稲田からの留学
　→留学計画・準備
　　→ページ中段
　　　「語学面の準備・計画」内の
　　　申し込みページ参照
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受講料

・IELTS express:
3,800円

➡1,900円（税込）

・IELTS master:
7,600円

➡3,800円（税込）

・IELTS master+:
2,200円
➡11,500円（税込）

申込み方法
MyWaseda→学生生活→
国際交流→IELTS Onlineを参照
参考：
IELTS Online
ホームページ

※IELTS Test Typeでは、留学に利
用する場合は“Academic”を選択
する。

※IELTSのモジュール(アカデミック
／ジェネラル)については以下参照 

（公）日本英語検定協会：
https://www.eiken.or.jp/ielts/test/

IELTS対策講座 （オンライン）
IELTS ONLINEとは、オーストラリアのマッコーリー大学によって開発されたIELTS試験対策用のオンライン教材です。
コースを受講することにより、Listening, Reading, Writing, Speakingの4技能をバランス良く学習することができ、
高い学生満足度を得られています。また、4技能を網羅した模擬テストもコースに含まれています。学生生活の合間を
使って、自分のペースで勉強を進めたい方にお勧めします。
※英語が中級以上に達している方向けのコースとなります。

◆IELTS express
IELTS expressはIELTS受験の短期準備のために設計されています。
45日間利用可能で、全コース内容の一部にアクセスできます。

コース内容

 100以上の対話形式でのアクティビティ
 全てのアクティビティの答え
 それぞれの戦略とテクニックに対する明確な説明と事例
 I︎ELTS受験のコツと勉強の戦略
 なじみの薄い単語の定義

◆IELTS master
IELTS masterは包括的なオンラインのIELTS準備コースです。
使いやすく段階的なコースが90日間利用可能です。

コース内容

 Listening, Reading, Writing, Speaking４つ全てのモジュールの模擬テスト
 1000以上のスタディページに260以上のアクティビティ
 500ページの教材
 5時間以上のオーディオ教材
 解答するときのコツと全てのモジュールでの勉強の戦略

◆IELTS master+
IELTS master＋には、包括的なIELTS masterの全内容に加え、
資格を持ったIELTS講師による個別評価、フィードバックが含まれます。

コース内容

 Listening, Reading, Writing, Speaking４つ全てのモジュールの模擬テスト
 1000以上のスタディページに260以上のアクティビティ
 500ページの教材
 5時間以上のオーディオ教材
 解答するときのコツと全てのモジュールでの勉強の戦略
 自身のスピーキング能力を録音、評価するためのレコーディング設備
 2つのライティング課題への個別評価
 3つのスピーキングパートへの個別評価

Days access 45 days 90 days 90 days

Study time 25 hours 100 hours 100 hours

Study pages Over 190 Over 1000 Over 1000

Interactive activities 100 activities Over 260 activities Over 260 activities

Practice test in all 4 modules (Listening,  
Reading, Writing and Speaking)
Detailed advice and model answers for 
all activities

Voice recording tools

5 hours of audio recordings

Individual feedback on 2 writing tasks

Individual feedback on 3 speaking parts

注意事項
※本教材は全て英語で進行するた

め、中級レベル（IELTS 5.0）以
上の方が主な対象となります。 

※利用できる日数に制限があります
ので、ご注意ください（IELTS express 
45日間、 IELTS master 90日間）。

※ IELTS ONLINE についてのお問い
合わせは、直接 IELTS ONLINE に
ご連絡ください。

　Contact： 
　http:// ie l tsonl ine.com.au/ 

contact

早大生特別料金
受講料50％

OFF!
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アカデミック英語
講座
アカデミック英語講座は、留学先での授業に備え英語で「聞く・読む・書く・話す」能力を
高める講座です。日本で語学力の基礎を固めることで、現地での滞在をより有意義なものに
しましょう。

1 中長期留学者向け 【 90分×全10回 】

留学先では、ディスカッションやプレゼンテーションの機会が多くあります。また、リーディング、エッセイ等の課題もあり、
現地についてから苦労する方も少なくありません。本講座では、以下のテーマを扱いながら、留学先での授業に向けて準備を
進めます。

授業で取扱うテーマ(例)

・Critical Reading & Thinking 
評論文や文学作品などを批判的に読む演習から始め、書かれている内
容に対する自分の意見をまとめ、それを発表し討論していきます。読
解を通して論理的に考える力を養成し、同時に考えた内容を効果的に
発表するプレゼンテーションスキルを学びます。

・Rapid Reading 
1 語 1 語にとらわれることなく、意味のまとまりごとに内容を把握する
スキルの習得を目指します。音声 CD をベースメーカーにして返り読み
を防ぎ、効率よく読むための視線の動かし方や内容を予測する練習など、
実践的な速読演習を行います。

• Effective Writing
英語の論理に基づいて簡潔かつ正確な文章を書く基礎演習に始ま
り、大学での学習に不可欠なレポートの書き方までを段階的に学習
します。

・Issues & Discussion 
さまざまな分野の Discussion に必要とされる表現法の習得をはかると
ともに、いかにして自分の意見を、論理的かつ説得力のある英語で表現
するか、実践演習を通じて徹底学習します。

2 短期留学者向け 【 一日集中講座 】

海外の大学でクラスを受講するための心構えやマナー、問題解決のための英語表現をワークショップ形式で学ぶ一日の講座
です。授業は全て平易な英語で行われ、初めて海外留学をされる方に最適な内容となっています。

◆初級クラス（所持スコア：TOEFL iBT® 60点以下、IELTS 5.5以下）
日程 時間 申込み期間

春季休業期間 2021年2月2日（火）～2月6日（土） 13:00-16:15 ★ 2020年12月14日（月）～2021年1月17日（日）23:59
★15分休憩含む

◆中級クラス（所持スコア：TOEFL iBT® 61-79点、IELTS 6.0）
日程 時間 申込み期間

春季休業期間 2021年2月2日（火）～2月6日（土） 13:00-16:15 ★ 2020年12月14日（月）～2021年1月17日（日）23:59
★15分休憩含む

◆上級クラス（所持スコア：TOEFL iBT® 80-90点、IELTS 6.5～7.0以上）
日程 時間 申込み期間

春季休業期間 2021年2月2日（火）～2月6日（土） 13:00-16:15 ★ 2020年12月14日（月）～2021年1月17日（日）23:59
★15分休憩含む

◆最上級クラス（所持スコア：TOEFL iBT® 90点以上、IELTS 7.5以上）
日程 時間 申込み期間

春季休業期間 2021年2月2日（火）～2月6日（土） 13:00-16:15 ★ 2020年12月14日（月）～2021年1月17日（日）23:59
★15分休憩含む

日程 時間 申込み期間

春学期
2020年6月27日（土）

10:00-16:00 ★

2020年5月4日（月）～6月7日（日）23:59
2020年7月 4 日（土）

秋学期 2021年1月16日（土） 2020年11月23日（月）～12月20日（日）23:59

春季休業期間 2021年2月 6 日（土） 2020年12月14日（月）～2021年1月10日（日）23:59
★60分休憩含む

受講料（テキスト代含む）

16,000円（税込）

申込み方法
早稲田大学留学センター
ホームページ
→早稲田からの留学
　→留学計画・準備
　　→ページ中段
　　　「語学面の準備・計画」内の
　　　申し込みページ参照

受講料（テキスト代含む）

7,500円（税込）

申込み方法
早稲田大学留学センター
ホームページ
→早稲田からの留学
　→留学計画・準備
　　→ページ中段
　　　「語学面の準備・計画」内の
　　　申し込みページ参照

留学先の決まった仲間と知り合え
るのも本講座の魅力です。留学の
準備について仲間同士で相談でき
るので心強いですね。

留学先の決まっていない方の受講
も大歓迎です。まだ時期は決めて
いないけれど将来的に留学を考え
ている、留学は考えていないけれ
ど、英語力を高めたいといった方
も例年本講座を受講しています。

注意事項
1 クラス最大 20 名前後での受
講となります。受講希望者が
少ない場合は非開講となる可
能性がありますので、あらか
じめご了承ください。
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語学能力検定試験
学内試験日程

日程 申込み期間（クレジットカード払） スコア発送予定日

2020年8月22日（土） 2020年5月22日（金）～8月 7 日（金）12:00 2020年9月 4 日頃

2020年9月 5 日（土） 2020年5月22日（金）～8月21日（金）12:00 2020年9月18日頃

2020年9月12日（土） 2020年5月22日（金）～8月28日（金）12:00 2020年9月25日頃

※表記の申込み締め切りはクレジットカード払いの場合です。コンビニ・郵便局ATM支払いの場合、前週日曜日が
　締め切りとなります。

IELTS 早大生向けIELTS試験を以下の日程で行います。 試験は早稲田キャン
パス内で1日行われ、原則早大生のみ申込み可能です。

■以下はあくまで簡易情報です。受験者は必ず Buletin（受験要綱）を読んでください。
■時間は当日の状況に応じて前後します。あくまで参考のための目安としてください。

試験日当日の流れ

※ 1
・本人確認書類を必ず持参ください ( パスポート推奨 )。
・チェックイン時に金属探知機によるセキュリティチェックがあります。
・テスト会場内への ID 以外の持ち込みは基本的に禁止されています。 
・遅刻した場合は受験できず、受験料の返金もありません。 

※ 2
・軽食と飲料を取ることができます。 
・フロア外には出ることができないのでご注意ください。
・ 再開するときに再度セキュリティチェックがあります。

～9:30 10:00 12:00 14:30

受験者
来場

試験開始 試験終了10分間の
ブレイク

※1 ※2

受講料
・Regular registration(受験日7日前まで)：

US$235
・Late registration 
(オンライン/受験日の3日前まで、
電話/受験日前営業日 17時まで)：

US$275
申込み方法

MyWaseda → 学生生活 → 国際交流 →優先予約申し込み
を参照

受講料

4,000円（税込）

申込み方法
早稲田大学生協各店舗にて受付 
ブックセンター(17号館地下1階)、戸山店、 
理工店、所沢店 
※詳細は生協ホームページ をご確認ください。

受講料

25,380円（税込）

申込み方法
英検IELTS ホームページ
(http://www.eiken.or.jp/iets/)より申込み

「団体受験専用ログイン」のページより申込み 
※「団体ID/団体申込みキー」は、
　随時 MyWaseda に掲載します。

TOEFL iBT®

早稲田大学では留学を目指す学生向けに、学内にTOEFL iBT® 試験のオフィシャルテストセンターを
設置しています。早大生は、所定の方法により一般公開前に同会場を指定して受験できる優先申込み
の制度を利用することができます。テスト実施回数、席数共に大幅に増え、受験環境も他の会場に比
べて良いですので、ぜひ積極的に利用してください。

TOEFL ITP®

TOEFL®テストの団体向けテストプログラムTOEFL ITP®テストを実施しています。TOEFL ITP®テス
トは原則として学内選考および留学先へ提出するスコアとしては利用できませんが、一部のプログラ
ムでは利用可能です。TOEFL iBT®よりも手軽に受験することができますので、まずはTOEFL ITP®テ
ストを体験し、それからTOEFL iBT®にのぞむことをお勧めします。2020年度の実施日程については
生協WEBサイト（http://www.wcoop.ne.jp/sc-support/index.html）をご確認ください。

2020年試験日・優先申込期間についての情報は留学センターHP
（https://www.waseda.jp/inst/cie/from-waseda/plan/toefl#anc_3）
をご覧ください。



TOEFL®自習室のご案内

29号館304教室（64席）をご利用ください！
試験を実施しない授業期間中の平日は自習室とし
て利用できるので、本番と同じ環境で TOEFL®　

対策の勉強をすることができます。
【利用時間 9：00 〜 17：00】

自習室の詳細はこちら▶

申込み先一覧

語学能力検定試験対策講座

早稲田大学留学センターホームページ
　→早稲田からの留学
　　→留学計画・準備
　　　→ページ中段「語学面の準備・計画」内の
　　　　申し込みページ参照
MyWaseda
→学生生活→国際交流→IELTS Online

アカデミック英語講座

早稲田大学留学センターホームページ
　→早稲田からの留学
　　→留学計画・準備
　　　→ページ中段「語学面の準備・計画」内の
　　　申し込みページ参照

語学能力検定試験

申込み  MyWaseda→学生生活→国際交流

問い合わせ  プロメトリック（株）RRC予約センター
Tel 03-6204-9830（月～金 9:00～18:00　※祝祭日は除く）

早稲田大学生協ブックセンター
Tel 03-3202-3236（月～金 10:00～19:00　土10:00～17:00 ※祝祭日は除く）

日本英検学会 IELTS  検索

【キャンセルポリシー】
TOEFL iBT®対策講座・アカデミック英語講座：受講料支払い後の、受講料の返金はできません。講座欠席の場合の返金もできません。
IELTS対策講座・語学能力検定試験:各運営団体のルールにより異なります。詳しくは各運営団体にご確認ください。

中長期・短期

TOEFL iBT®

TOEFL ITP®

IELTS

IELTS対策講座（オンライン）

TOEFL iBT®対策講座

■早稲田大学留学センター

所在地  早稲田キャンパス22号館4階 
時 間  月～金 9:00～17:00　土9:00～12:30／13:30～17:00

※長期休業期間中の閉室時間については、留学センターホームページをご確認ください。

TEL  03-3207-1454
URL  https://www.waseda.jp/inst/cie/
Mail  cie-languagetest@list.waseda.jp


