岩⼿⼤学国際教育センター/岩⼿⼤学連合農学研究科/ CIEE 共催

TOEFL iBT®スキルアップセミナー開催のご案内
TOEFL テストは、英語を⺟語としない⼈々の英語運⽤能⼒を測ることを⽬的に作成された、世界
で有数の実績を持つ試験です。TOEFL iBT は、
「読む」「聞く」「話す」
「書く」の 4 技能を総合的に測
定します。この度、
「TOEFL iBT とはどのようなテストなのか」
「スコアアップのための学習⽅法がわか
らない」
「より効果的な学習⽅法を知りたい」という受験予定者のご要望を受けて「TOEFL iBT®スキル
アップセミナー」を岩⼿⼤学にて開催します。

【 概

要

】

⽇

時 2014 年 6 ⽉ 27 ⽇（⾦）14:00〜16:00（受付開始 13：30〜）

会

場 岩⼿⼤学 連合農学研究科棟２階 遠隔講義室
★多地点遠隔講義システムを利⽤して連⼤構成⼤学の下記教室に同時配信します
帯広畜産⼤学

総合研究棟Ⅰ号館２F 会議室

弘前⼤学

農学⽣命科学部３階 SCS 室

⼭形⼤学

農学部３号館３階

３０２講義室

対

象 岩⼿⼤学の学⽣・教職員及び連合農学研究科構成⼤学配属学⽣（学部・修⼠・博⼠）

定

員 １４０名（岩⼿４０＋弘前２０＋⼭形４０＋帯広４０）
※定員になり次第、締切前でも申込受付は終了します。

講

師 ⽶国 Educational Testing Service（ETS）Authorized Propell Trainer
横川

内

綾⼦先⽣（神⽥外語⼤学

英⽶語学科）

容 ★ TOEFL iBT 概要と特徴の説明
★ TOEFL iBT 4 技能の攻略法説明と問題体験・演習（簡単に）
★ 効果的な学習⽅法の紹介
★ ETS 作成 “TOEFL Test Prep PLANNER” の配布

申

込 参加希望者はメールでお申込み下さい。

・件名を「【申込】 TOEFL iBT スキルアップセミナー（6/27）」とする。
・本⽂に以下事項を記⼊必須のこと。
① ⽒名② 所属学部・学年③ E-mail アドレス④受講希望⼤学会場

申 込 先 岩⼿⼤学学務部国際課(学⽣センターＢ棟１階)
締

E-mail: gryugaku＠iwate-u.ac.jp

切 2014 年 6 ⽉ 2０⽇（⾦）※定員になり次第、締切前でも申込受付は終了します。

Cosponsored by IUIC/UGAS/ CIEE

TOEFL iBT® Skill up Seminar
The TOEFL test is the most widely accepted English-language assessment in the world for non-English
speakers. The TOEFL iBT test comprehensively measures an individual’s listening, reading, speaking and writing
skills.
For prospective TOEFL iBT takers who would like to know the following “What is the TOEFL iBT?”, “I don’t
know how to study to improve my TOEFL iBT score.”, or “I want to know a more effective way to learn English.”, a
TOEFL iBT Skill up Seminar will be held at Iwate University.

【Outline】
D
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V e n u e

Friday, June 27, 2014

14:00-16:00（Reception desk will open at 13:30-）

岩⼿⼤学 連合農学研究科棟２階

遠隔講義室

★We will broadcast the seminar through a satellite lecturing system to students in Obihiro,
Hirosaki and Yamagata. To attend, please gather in the satellite lecturing system room at each
university as follows;

【Obihiro】

帯広畜産⼤学

総合研究棟Ⅰ号館２F 会議室

【Hirosaki】 弘前⼤学 農学⽣命科学部３階 SCS 室
【Yamagata】⼭形⼤学

農学部３号館３階

３０２講義室

Qualification Students, teachers, and staff of Iwate Univ. and students of other UGAS member universities
（both undergraduates and graduates）are welcome!

Capacity

140 persons（40 for Iwate＋20 for Hirosaki＋40 for Yamagata＋40 for Obihiro）
* The application acceptance will close when capacity is reached.

Lecturer
Contents

How

to

A p p l y

USA Educational Testing Service（ETS）Authorized Propell Trainer
Ms. Ayako Yokokawa (Kanda University of International Studies, Dept. of English)
- Outline and features of TOEFL iBT
- Strategies for taking TOEFL iBT
- Experiences and practices of TOEFL iBT
- Effective learning methods
- “ETS TOEFL Test Prep PLANNER” handouts
Applications can be made by email to International Office of Iwate Univ.
Please send email to “gryugaku＠iwate-u.ac.jp”.
・”Email Subject” should be :「【申込】 TOEFL iBT スキルアップセミナー（6/27）」.
・Make sure to include the following information;
①Name ②Faculty and year ③E-mail address ④preferred venue

Deadline

Friday. June 20, 2014

*first-come-first-accepted

