YOU make Waseda Global!

留学準備講座
2021

● TOEFL iBT ® 対策講座

● アカデミック英語講座

● IELTS 対策講座
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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。

受講モデル
英語圏への長期留学（交換留学）
を考えている場合
1年生
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!
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

2年生
秋学期

春季休業期間

夏季休業期間

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

留学先決定
10月
秋の留学フェア参加
学内選考出願

春学期

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

12月
留学先決定 ※1

※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。
※3：新型コロナウイルス感染症の影響により上記スケジュールが大幅に変更となる場合がありますので、最新の情報は留学センターホームページをご確認ください。

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

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

■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 回目のコース受講後にコースレベルを変更したい場合はお問い合わせください。
他レベルのコー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。

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
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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、
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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。

Airmail

TOEFL iBT ® 対策講座

受講料（テキスト代含む）

アウトプット科目の Speaking/Writing 対策をネット環境があればいつでもどこでも学習できるプロ
グラムです。Speaking/Writing の問題形式の解説をはじめ、デモンストレーションを通して問題の
捉え方や解答へのアプローチ法など学ぶとともにスコアアップを図ります。TOEFL 対策初心者から
経験者まで網羅したコンテンツで、自分のレベルに合わせて初級・中級・上級の３レベルを選択する
ことができます。Speaking/Writing それぞれ 6 レッスン分の授業を配信します。使用期間内

※1

で

あればいつでもどこでも何度でも視聴することができ、1 レッスン約 90 分の内容となっています。

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

1 レッスンを 2 ～ 4 本に分割して配信しますので、隙間時間を使って学習することができます。
※1

最新の情報は留学センター HP をご覧ください。

日程

春学期
（5 月下旬スタート予定）

夏季休業期間
（8 月初旬スタート予定）

春季休業期間
（2022年2月初旬スタート予定）

申込み期間

2021 年 4 月 5 日（月）～ 5 月 2 日（日）23:59

2021 年 6 月 14 日（月）～ 7 月 11 日（日）23：59

2021 年 12 月 13 日（月）～ 2022 年 1 月 16 日（日）23：59

コース分類

初級（目標スコア：60 点以上）
中級（目標スコア：70 ～ 89 点以上）
上級（目標スコア：90 点以上）

コース選びの POINT

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/inst/cie/from-waseda/abroad/ programlist より閲覧できます。

左の QR からも
海外プログラムリストに
アクセスできます

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。

受講料（テキスト代含む）

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。

16,000円（税込）
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申込み方法
早稲田大学留学センター
ホームページ

North Sydney,
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1 中長期留学者向け
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→早稲田からの留学
→留学計画・準備

Airmail

→ページ中段

留学先などで履修する英語での講義や演習を想定した授業を通して、コミュニケーション力やディス

「語学面の準備・計画」
内の
申し込みページ参照

カッション力など学術的環境で必要になる英語能力の向上を目的とした講座です。授業はオンデマンド
による講義と ZOOM での授業をミックスした形で行います。

日程

申込み期間

コース分類

・初級

（目標スコア：TOEFL iBT 60 点以上、IELTS5.5 以下）

春季休業期間

・中級

2021 年 12 月 13 日（月）

（2022年 2月初旬スタート予定）

（目標スコア：TOEFL iBT 61-79 点、IELTS6.0）

～ 2022 年 1 月 16 日（日）23：59

・上級

（目標スコア：TOEFL iBT80-90 点、IELTS6.5-7.0 以上）

・最上級

（目標スコア：TOEFL iBT90 点、IELTS7.5 以上）

POINT
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。

2 短期留学者向け 【 一日集中講座 】
英語での授業を受ける上で必要となる基礎的な 4 技能（Speaking, Listening, Reading, Writing）の
向上を目的とした一日集中講座です。授業はオンデマンドによる講義と ZOOM での授業をミックスし
た形で行い、6 つのトピックにフォーカスしていきます。

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

日程

申込み期間

6 月下旬予定

※1

春学期

7 月上旬予定※ 2

2021 年 5 月 3 日（月）～ 6 月 6 日（日）23：59

秋学期

2022 年 1 月中旬予定

2021 年 11 月 22 日（月）～ 12 月 19 日（日）23：59

春季休業期間

2022 年 2 月初旬予定

2021 年 12 月 13 日（月）～ 2022 年 1 月 9 日（日）23：59

注）※ 1 と※ 2 は同講座です。1 回の申込で、いずれかのコースのみの参加が可能です。

→ページ中段
「語学面の準備・計画」
内の
申し込みページ参照

IELTS 対策講座
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

早大生特別

料金

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。

受講料

100以上の対話形式でのアクティビティ
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

・IELTS express:

I︎ELTS受験のコツと勉強の戦略
なじみの薄い単語の定義

3,800円
➡1,900円（税込）

master

・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。

7,600円

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

➡3,800円（税込）
・IELTS master+:

2,200円

5時間以上のオーディオ教材

➡11,500円（税込）

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

％

受講料

全てのアクティビティの答え

◆ IELTS

50

OFF!

コース内容

申込み方法

master+

MyWaseda→学生生活→
国際交流→IELTS Onlineを参照

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。

参考：
IELTS Online
ホームページ

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

※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/

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

Days access

45 days

90 days

90 days

Study time

25 hours

100 hours

100 hours

Study pages

Over 190

Over 1000

Over 1000

100 activities

Over 260 activities

Over 260 activities

Interactive 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

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://ieltsonline.com.au/

contact

申込み先一覧
TOEFL iBT® 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

語学能力検定試験対策講座

申し込みページ参照
IELTS 対策講座

MyWaseda
→学生生活→国際交流→IELTS Online

中長期・短期

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

アカデミック英語講座

→ページ中段「語学面の準備・計画」内の
申し込みページ参照

【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：運営団体のルールにより異なります。詳しくは運営団体にご確認ください。

留 学 準備講座 2 0 2 1

■早稲田大学留学センター
所在地
時間

早稲田キャンパス22号館4階
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。
※最新の情報は留学センターホームページをご確認ください。

TEL
URL
Mail

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

