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東北大学生の留学を支援するために結成された 
グローバルキャンパスサポーターのことです。 
留学経験者の私達が盛り上げていくので 
よろしくお願いします！ 

文学部 教育学部 法学部 経済学部 

① カリフォルニア大学(7) ① オウル大学(4) ① ワシントン大学(3) ① カリフォルニア大 (12) 

② ストラスブール大学(5) ② カリフォルニア大学(3) ② シンガポール国立大学(2) ② ウプサラ大学 (7) 

② ウプサラ大学(〃) ③ ウプサラ大学 他(2) ② カリフォルニア大学 他 (〃) ③ シンガポール国立大学 他(3) 

理学部 工学部 農学部 医学部 

① ウプサラ大学(3) ① スウェーデン王立工科大(10) ① ウプサラ大学(2) ① シドニー大学(1) 

② カリフォルニア大学(2) ② カリフォルニア大学(6) ② カリフォルニア大学(1) 

② ストックホルム大学(〃) ② パデュー大学 (〃) ③ オウル大学 他 (〃) 

学部別派遣先TOP3 （）内は人数 

 
    日  時   第１・３週目：火曜日 第２・４週目：木曜日 
   16：00〜18：00（予約者優先） 
    場  所   川内キャンパス・グローバルラーニングセンター内（予定） 
 

    対 象 者    留学に興味のある人、経験者の話を聞きたい人 など 
 

    相談内容   実際の留学生活など経験者ならではの質問はもちろん、 
                    申請方法から留学後の就活や進路など経験者ならではの体験を踏まえてお話します。 
    予約方法   こちらのアドレスに学部、学年、名前、相談内容と希望日時の候補を 
              最大3つまで記入の上メールしてください。✉gcs2014counseling@gmail.com 
 

（ ）：人数  2009～2013年 
情報提供：東北大学 教育・学生支援部 留学生課 

学部別留学先TOP 3 

What’s GCS? 

このGCS Letterは、留学に興味のある東北大生に向けて、留学経験者が役に立つ情報を 
お届けするため、グローバルキャンパスサポーターが定期的に発行しています。 
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1年春 1年冬 2年春 2年秋 

得点推移 
春休み中は文法書とC付の 
単語帳を使って地道に 
対策しました。 

1年春：なんとなく受験してみる、意外とできるじゃんと思った。(甘かった) 
1年冬：共通科目英語の一環で受験。本番形式の問題集を買うが、ほとんど勉強せず受験。点数が下がる。 
2年春：冬に留学しようと決心。パート別の対策本を買い揃えて、春休みにそれぞれ一周した。 
2年秋：600点以上を目標に、文法対策と本番形式の演習を繰り返した。 

1ヶ月で文法を完璧にしよう 
  文学部4年 酒井祐輔（留学先：アメリカ・カリフォルニア大学） 

夏休みに大学主催のTOEFL対策講
座を受講。モチベーションが上がった。 

実践練習をひたすら積もう  
  工学研究科2年 王 昊（留学先：アメリカ・パデュー大学） 

これから受験される方へ： iBTテストやIELTSに比べればずっとお手軽なiTPテストですが、それでも分量が多くて、いきな
り過去問を解こうとすると結構大変です。まずはパート別に分かれた参考書や単語帳などから勉強を始めるといいでしょう。 
 パート別の対策が特に効果的なのは、なんといっても文法セクションです。僕の場合は文法セクション対策の問題集を3周
して、3周目以降は間違った問題をノートに写して暗記してしまうようにしていました。問題演習25分＋答え合わせ15分と
して、毎日40分勉強するようにすれば、大体の問題集は1週間で1周できてしまうはずなので、1ヶ月あれば4周できるは
ず。参考書の解説を読んでもわからない問題があった場合は、高校生向けの文法書を確認するのも忘れずに！ 

 
パート別の練習でまだ不安のある方はとにかくリスニングを鍛えましょう！リーディング以外のすべて
のパートでリスニング力が問われるうえ、リスニングを通して英語への理解力も高まるので、 
実質すべてのパートに効くと言えます。 
   パート別の問題である程度練習を積んだ人に向けては、とにかく実践練習を積むことです！ 
iBTの本番は約4時間を要し、ほとんど休憩時間がありません。私の経験談ですが、、、初めて 
試験を受けた時はとにかく試験時間の長さと試験場のうるささに面食らい、まったく望むような結
果を残すことができませんでした。対策はとてもシンプルです。できるだけ本番を模した試験時間と 
試験環境で練習することです。できれば一日一セットのつもりでやりこみましょう。さらに、例えば、
図書館やカフェなどといった経常的に人の声が聞こえる環境で試験問題を解くことに慣れることが 
とても有効であるかもしれません。 
  教材はKaplan>Barron’s>Delta>Longmanの順で難易度が変わります。 
それぞれにフルテストが数セットが載っているのでおすすめです。また1セット約50ドルにはなります
が、ETSのHPにあるprep testはスピーキングとライティングの採点付きですのでむやみに本番を
重ねるよりもこちらで実践練習をされた方が戦略を立てやすいかもしれません。 
是非頑張ってください！ 
 

Are you ready for  
English exam?? 

TOEFL ITP, TOEFL iBT, IELTS 編 

TOEFL  
ITP 

TOEFL  
iBT 



1 

イントロダクション（導入）  
Recently, a great deal of attention has been paid to [essay topic]. Therefore, there is a 
growing discussion over whether A should [do something]. Some people mention that 
[essay question]. However, there are some individuals who disagree with this idea. In 

this essay, the issues of [essay topic] will be examined carefully. 

2 

賛成意見 
The first point to consider is the fact that [essay question]. This statement seems to be 

based on the fact that[ 例を挙げる]。. In my opinion, [your own opinion].  
内容によっては、先に反対意見（否定）をもってきてもいいと思います。 

ここはテンプレート化できないので腕の見せ所です。 

3 
反対意見 

On the other hand, there is no doubt that some people disagree with the perception 
presented previously. For instance, [例を挙げる]. I believe that [your own opinion].  

この段落は第二段落と同じ考え方です。 
相手に納得してもらえるような例をしっかり掲示しましょう 

4 
賛否とはまったく別の視点  

Another point to consider is that [an independent idea]. 
ここまでしっかり考えていれば高得点を狙えますが、 

難しいなら飛ばして他のセクションで字数を稼ぐのも手です。 

5 

コンクルージョン（結論）  
In conclusion, I would like to emphasize that [an idea you support], despite the fact that 
[an idea you do not support].It can be concluded from the above points of view that[自

説でしめる].  
語彙力をアピールするためにも、なるべく同じ表現や単語を避け、簡潔に書くといいと思います。 

工学部化学バイオ工学科4年 鄒 舒 
 （留学先：オーストラリア・シドニー大学） 

IELTSのセクションで特に皆さんが苦労するライティングセクションのテンプレートで
す！試験勉強を単純作業と考えがちだと思いますが、私はシドニー大学で 
ディスカッションする際にこのテンプレートがとても役に立ちました。今、英語の勉強を 
している方は苦労していると思いますが、役に立つ日が必ず来るので 
モチベーションを維持できるように頑張ってください。 

IELTS 



木村 直也 
経済学部 
アメリカ 
カリフォルニア大学 
    アーバイン校 

留学先を選んだ理由は、カリフォルニアには、アメリカ人
だけでなく世界各地から学生が集まっているため、 
アメリカ人が話す綺麗な英語だけでなく、なまりのある 
英語をたくさん聞く環境があると思ったからです。また、
カリフォルニアには一度SAPで行っており、慣れているの
で早いスタートダッシュを切れると思いました。 

井出 智也 
文学部 
フランス 
リヨン第二大学 

フランス語で、高いレベルの多様な人文系の授業を  
受けることができ、留学生向け授業も充実しているため
この大学を選びました。またリヨンはフランス２、３番目の
都市で非常に暮らしやすく、旧市街が世界遺産に登録
されている歴史ある綺麗な街です。 

王 昊 
工学研究科 
アメリカ 
パデュー大学 

パデュー大学はエンジニアリングをはじめとする、多くの
分野で大変有名な大学で、アメリカの大学のNational 
Rankingの8位にランクインしています。 International 
studentの数も多いです。またdinning courtもおいしいと
評判で、全米の大学で4位の人気です。 

山田 悠里香 
経済学部 
オーストラリア 
シドニー大学 

留学生も多く、国際色豊かな大学です。留学生に 
対するサポートもあり、施設が充実していることが私
がシドニー大を選んだ決め手の一つです。 
歴史ある建物と近代的な設備の両方を備えた 
キャンパスも魅力です。学外では、シドニーのビーチ
がおすすめ。大学付近であればGlebeは私の 
お気に入りの地区です。 

高橋 宗徳 
経済学部 
シンガポール 
シンガポール国立大学 

東南アジアの最優秀層と知り合うことができ、欧米の 
留学生も多い世界に認められた大学です。特に文系の
学部のレベルが高いことで有名です。また、 
シンガポールという国は常夏の気候であり、公用語が 
英語であるのに加えて、近年急速な経済発展を 
しているという点で住みやすいところです。 

留学経験者の声 

自分の専攻分野において世界的にトップクラス  
であり、また学部の先 生にも勧められたので、     
興味を持ちました。それで実際にシラバスを眺めて
いたら「これは面白そうだ！」と思った授業がいくつも
あったので、「これらの授業を取るために ここに行こ
う」と決めました。また、学部レベルでも 英語圏でな
いのに英語で授業が受けられたことも 理由の一つ
です。 

半谷 明寛 
農学部 
スウェーデン 
ウプサラ大学 
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