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1.はじめに  

 

 昨今、日本国内で英語教育の重要性が益々高まっており、政府は近い将来大学入学試験に

TOEFL(Test of English as a Foreign Language)等の外部英語検定を活用することを検討している

【1】。TOEFL は欧米の大学に留学する際に、入学条件として求められることが多い国際的な試験

であり、4 技能（Reading, Listening, Speaking, Writing）すべての能力が求められる。しかし、

現在の大学入学までの英語教育では、主に Reading, Writing に重点を置いており、Speaking, 
Listening の能力が極端に低いまま、多くの学生が大学に入学をしている。今後は、益々国内の大

学に留学生が増えることも予想され、学内で英語を話す機会も増えてくるものと思われる。また、

研究のため、欧米の大学へ短期留学をする機会も増えてくるものと思われるが、その際も留学条件

として TOEFL のスコアを求められることが多い【2】。大学教員についても、留学生が増えてくる

と、英語による授業を行う必要性が高まり、英語により専門分野等を説明することが求められる。 

 今後、日本の大学生及び大学教員が英語を話せるようになるためには、4 技能すべての能力を高

めることができ、様々な専門分野の知識、キャンパス内で想定される会話力を養うことができる

TOEFL の試験対策を行うことで、TOEFL スコア及び英語力の向上をあわせて行なうことが 1 つ

の最善策と考えられる。 

 そのため、本調査では、始めに TOEFL 試験の内容についてまとめ、試験内容の理解を深めたう

えで、現状の日本人の TOEFL 平均スコアを 4 技能別に調べ、日本人の英語における弱点を見いだ

す。そして、米国大学の教員等へ英語教育法等についてのインタビューを行うことで、米国の大学

に入学できる水準の英語力を身につけ、TOEFL のスコア向上ができる TOEFL 対策向け英語授業

シラバスを提案する。本シラバスは、FD（Faculty Development）研修で英語教育を扱う際にも参

考になると思われる。 

 

 

2．TOEFL 試験の内容について 

 本章では、TOEFL 試験の概要及び 4 技能別の試験内容について説明する。 

 

2-1.TOEFL の試験概要について 

  

 日本で受験できる TOEFL には、TOEFLITP と TOEFLiBT の 2 種類あるが、一般的に米国留学

等で利用できるのは、TOEFLiBT のみとなるため、今後 TOEFL と記載した場合は、TOEFLiBT
を意味する。 

 TOEFL は、米国、カナダなど英語圏の大学に留学を希望する外国人学生が大学での授業につい

ていける英語力を有しているかを評価するためのテストであり、アカデミックテストとして、4 技

能を高精度・公平性をもって総合的に測定する。さらに、各技能の組合せにより、課題を遂行する
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2-6. TOEFL の試験の特徴 

  

 2-2～2-5 記載のとおり、Reading Section 以外はすべて、Listening の技能が必要となる。

Speaking の 20 点分、Writing の 10 点分は、Listening が求められるため、Listening の 30 点と

あわせると、約半分の問題が Listening の技能を必要としていることが分かる。 

 

 

3．日本の TOEFL スコアについて 

  

3-1.日本、米国、世界の TOEFL 平均スコアと日本の弱点について 

 

表 3－1 TOEFL 平均スコアについて 

  
Reading Listening Speaking Writing TOTAL 

世界平均 
20.3 19.9 20.3 20.6 81 

日本平均 
18 17 17 18 71 

米国平均 
21 22 23 22 88 

 

 

 2015 年の調査【5】によると、世界全体、日本、米国の TOEFL 受験者の平均スコアは、表 3－
1 のとおりとなっており、TOEFL のスコアからも、日本は Reading,Writing に比べ、

Listening,Speaking のスコアが相対的に低いことが分かる。また、4 技能の世界平均との差につい

て注目すると、Reading は 2.3、Writing は 2.6 なのに対し、Listening は 2.9、Speaking は 3.3
となっており、他国と比較しても、日本は Listening,Speaking を苦手としていることが分かる。

さらに米国と比較すると、4 技能の差は、Reading は 3、Writing は 4 なのに対し、Listening は 5、
Speaking は 6 となっており、大きな差が開いている。加えて、米国は日本とは逆に

Listening,Speaking の合計スコアの方が、Reading,Writing の合計スコアより高くなっている。

本調査によると、他の英語圏であるカナダ、イギリス、オーストラリアについても同じ傾向が見ら

れ、ネイティブスピーカーは、Reading,Writing より Listening,Speaking を得意とすることが分

かる。 

 これらのスコア比較から、日本は、Listening,Speaking が弱点であり、Speaking を特に苦手と

していることが分かる。 

能力を測ることで、どれだけ英語を「知っているか」ではなく、「使えるか」に焦点をあてている

【3】。 

  4 技能すべてコンピューター上で受験し、所要時間は 4 時間～4 時間半、全技能テストでメモを

とることが可能である。各技能 0～30 点で評価され、トータルスコアは 0～120 点で表示される。 

   

2-2.Reading Section について 

  

 所要時間が 60 分～80 分であり、約 700 語で構成された長文が 3～4 題出題される。各長文には、

設問がそれぞれ 12～14 問あり、設問の種類は 4 択問題、文章の挿入、グループ分けなどとなって

おり、全て選択問題である。 

 

2-3.Listening Section について 

    

 所要時間が 60 分～90 分であり、3 分～5 分の長さの講義問題が 4～6 題、会話問題が 2～3 題出

題される。 

 

2-4.Speaking Section について 

 

 所要時間が 20 分であり、単独問題（Independent Task）2 題と総合問題(Integrated Task)4 題

が出題される。単独問題では、日常的な質問や受験者の好みに関する質問に対して、15 秒で考え、

45 秒で意見や理由を説明する。また、総合問題では、1～2 分の会話や講義を聴いたうえで、設問

に答えるタイプが 2 題、英文の一節を読んでからディスカッションや講義を聴いて設問に答えるタ

イプが 2 題出題される。 

 

2-5.Writing Section について 

  

 所要時間が 50 分であり、単独問題（Independent Task）1 題と総合問題(Integrated Task)1 題

が出題される。単独問題では、日常的な質問や受験者の好みに関する質問に関して、30 分以内に

300 字以上で意見をまとめる必要がある。また、総合問題では、200～300 語で構成されるアカデ

ミックトピックの文章を 3 分読んだ後、約 2 分の講義を聞き、文章、講義それぞれの内容を要約し

比べ、約 200 語にまとめる必要あり。適切に比較ができているか、適切な語彙や表現を選択してい

るか、文章全体に一貫性があり十分な説明がされているか等が重要となる【4】。 
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2-6. TOEFL の試験の特徴 

  

 2-2～2-5 記載のとおり、Reading Section 以外はすべて、Listening の技能が必要となる。

Speaking の 20 点分、Writing の 10 点分は、Listening が求められるため、Listening の 30 点と

あわせると、約半分の問題が Listening の技能を必要としていることが分かる。 

 

 

3．日本の TOEFL スコアについて 

  

3-1.日本、米国、世界の TOEFL 平均スコアと日本の弱点について 

 

表 3－1 TOEFL 平均スコアについて 

  
Reading Listening Speaking Writing TOTAL 

世界平均 
20.3 19.9 20.3 20.6 81 

日本平均 
18 17 17 18 71 

米国平均 
21 22 23 22 88 

 

 

 2015 年の調査【5】によると、世界全体、日本、米国の TOEFL 受験者の平均スコアは、表 3－
1 のとおりとなっており、TOEFL のスコアからも、日本は Reading,Writing に比べ、

Listening,Speaking のスコアが相対的に低いことが分かる。また、4 技能の世界平均との差につい

て注目すると、Reading は 2.3、Writing は 2.6 なのに対し、Listening は 2.9、Speaking は 3.3
となっており、他国と比較しても、日本は Listening,Speaking を苦手としていることが分かる。

さらに米国と比較すると、4 技能の差は、Reading は 3、Writing は 4 なのに対し、Listening は 5、
Speaking は 6 となっており、大きな差が開いている。加えて、米国は日本とは逆に

Listening,Speaking の合計スコアの方が、Reading,Writing の合計スコアより高くなっている。

本調査によると、他の英語圏であるカナダ、イギリス、オーストラリアについても同じ傾向が見ら

れ、ネイティブスピーカーは、Reading,Writing より Listening,Speaking を得意とすることが分

かる。 

 これらのスコア比較から、日本は、Listening,Speaking が弱点であり、Speaking を特に苦手と

していることが分かる。 
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4．米国の TOEFL を含む英語教育に係るインタビュー結果について 

  

 米国の TOEFL を含む英語教育事情について理解を深めるために、以下 3 名にインタビューを実

施した。 

 

4-1.Donna Cameron 氏とのインタビュー結果について 

 

 2017 年 5 月 28 日（日）～6 月 2 日（金）に Los Angeles Convention Center で開催された 

NAFSA2017 に IELTS のブースが出展されていたので、ブースを担当されていた IELTS USA 

Assistant Recognition Manager の Donna Cameron 氏にインタビューを実施した。 

・インタビュー実施日：2017 年 5 月 31 日（水）11:30～11:45 
・インタビュー実施場所：Los Angeles Convention Center 
・インタビュー結果 

質問 1.IELTS と TOEFL の違いは何か。 

  最大の違いは、Speaking Section である。IELTS は 2 日間に分けて実施され、2 日目  

 に面接形式で試験が行なわれるが、TOEFL は 1 日間で実施され、Speaking はコンピュー  

 タに向かって話す録音形式で行なわれる。難易度に大きな違いはない。 

 

質問 2.欧州の大学を希望する者は IELTS を受け、米国の大学を希望する者は TOEFL を受ける  

   という理解で間違いないか。 

  大学によるが、米国の多くの大学は IELTS、TOEFL 共に入学試験に利用することを認めて  

 いる。米国の大学を希望する場合も、両方勉強しておいた方が良い。 

 

質問 3.TOEFL のスコアを上げれば、英語力は上がるか。 

  一般的には、スコアは英語力を示しているので、スコアの向上＝英語力の向上と理解できる  

 が、TOEFL の試験は、内容や出題形式が複雑なため、試験内容を理解するのに時間がかかる。  

 よって初めての受験時より、2 回目、3 回目の方がスコアが高くなる傾向がある。試験内容の理  

 解によるスコアアップの場合、スコアアップは英語力向上を意味しない。 

質問 4.TOEFL のスコアを上げるため、効率の良い勉強法はあるか。 

  TOEFL では、リスニングが重要となるため、英語によるニュースを可能な限り多く聞くのが 

 よい。また、TOEFL の製作元である ESL が発行している公式問題集を利用するのが良い。 

 

 

 

 

3-2.日本の主要大学の TOEFL スコア活用事例について 

 

 以下の大学では、推薦入試等の選考時に TOEFL を活用している【6】。 

●一橋大学 商学部／一般推薦入試 出願要件の一部  

TOEFL iBT®Test93 点以上 

●千葉大学 法政経学部（法政経学科）／特別推薦入試 出願要件の一部  

TOEFL iBT®Test79 点以上 

●国際教養大学 国際教養学部／一般入試 特例措置  

TOEFL iBT®Test71 点以上はセンター試験の英語科目を満点と換算 

●上智大学 ／公募制推薦入試 出願要件の一部  

（例） 

国際教養学部 国際教養学科 TOEFL iBT®Test79 点 

外国語学部 英語学科 72 点 

経済学部 経営学科 72 点 など 

●早稲田大学 政治経済学部／グローバル入試 出願書類の一部  

TOEFLiBT®Test のスコアカードを出願書類に同封 

●法政大学 GIS（グローバル教養学部）／自己推薦入試 出願資格の一部  

TOEFL iBT®Test76 点以上  

●中央大学 ／英語運用能力特別入試 出願要件の一部  

法学部 TOEFL iBT®Test68 点以上 

経済学部 TOEFL iBT®Test68 点以上 

商学部 TOEFL iBT®Test68 点以上 

●立命館大学 国際関係学部（国際関係学科 グローバル・スタディーズ専攻）／AO 入試「グ

ローバル・スタディーズ専攻選抜方式」出願要件の一部  

TOEFL iBT®Test71 点以上 

●立教大学 ／一般入試  

2016 年春の入試より全学部の一部定員について、TOEFL®Test で基準を満たす成績を取れば入試

の英語試験を免除 

 

 これらの大学が入学時に求めるスコアの多くは、日本の平均を上回っており、TOEFL の受験者

の多くが大学生・大学院生であることを考慮すると大学が求める英語の水準に学生が追いついてい

ないことが分かる。 

  次章では、日本人留学生の多い米国主要大学の英語授業のカリキュラム等について、インタビュ

ー等を通じて、まとめることで、今後日本の大学が学生・研究者の TOEFL を上げるために活用で

きる英語授業について提案する。 
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4．米国の TOEFL を含む英語教育に係るインタビュー結果について 

  

 米国の TOEFL を含む英語教育事情について理解を深めるために、以下 3 名にインタビューを実

施した。 

 

4-1.Donna Cameron 氏とのインタビュー結果について 

 

 2017 年 5 月 28 日（日）～6 月 2 日（金）に Los Angeles Convention Center で開催された 

NAFSA2017 に IELTS のブースが出展されていたので、ブースを担当されていた IELTS USA 

Assistant Recognition Manager の Donna Cameron 氏にインタビューを実施した。 

・インタビュー実施日：2017 年 5 月 31 日（水）11:30～11:45 
・インタビュー実施場所：Los Angeles Convention Center 
・インタビュー結果 

質問 1.IELTS と TOEFL の違いは何か。 

  最大の違いは、Speaking Section である。IELTS は 2 日間に分けて実施され、2 日目  

 に面接形式で試験が行なわれるが、TOEFL は 1 日間で実施され、Speaking はコンピュー  

 タに向かって話す録音形式で行なわれる。難易度に大きな違いはない。 

 

質問 2.欧州の大学を希望する者は IELTS を受け、米国の大学を希望する者は TOEFL を受ける  

   という理解で間違いないか。 

  大学によるが、米国の多くの大学は IELTS、TOEFL 共に入学試験に利用することを認めて  

 いる。米国の大学を希望する場合も、両方勉強しておいた方が良い。 

 

質問 3.TOEFL のスコアを上げれば、英語力は上がるか。 

  一般的には、スコアは英語力を示しているので、スコアの向上＝英語力の向上と理解できる  

 が、TOEFL の試験は、内容や出題形式が複雑なため、試験内容を理解するのに時間がかかる。  

 よって初めての受験時より、2 回目、3 回目の方がスコアが高くなる傾向がある。試験内容の理  

 解によるスコアアップの場合、スコアアップは英語力向上を意味しない。 

質問 4.TOEFL のスコアを上げるため、効率の良い勉強法はあるか。 

  TOEFL では、リスニングが重要となるため、英語によるニュースを可能な限り多く聞くのが 

 よい。また、TOEFL の製作元である ESL が発行している公式問題集を利用するのが良い。 
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質問 3.どのように Listening,Speaking の能力を高めれば良いか。 

 聞いて理解できないことを話すことはできない。よって Listening 能力を高めることが必要であ

る。方法は、ネイティブの乳児が行なっているように、英語を聞く機会を増やすことである。何か

別の作業をしているとき等でも、無意識でも良いのでラジオやテレビ等で英語を長時間聞き流すこ

とが重要である。絶対量が増えると、自然と話すことができる英語の量が増えてくる。 

 「study」（Reading,Writing）と異なり、「learn」（Listening,Speaking）は、才能に関係なく、

万人が同様に行なうことができ、習得することが可能である。ネイティブが、英語を習得するまで

に行なっていることと同じことを行なえば良い。   

 

質問 4.日本人の英語の弱点は何か。 

 日本語は聞くことに重点を置いた言語で、英語は話すことに重点を置いた言語である。このこと

を端的に顕しているのは、動詞の位置である。英語は主語の次に動詞が来るため、肯定的な意見な

のか否定的な意見なのかすぐに相手は理解することができるが、日本語は、動詞が最後に来るため、

最後まで話を聞かないと相手が肯定的なのか、否定的なのか判断ができない。よって、日本人は、

相手の言うことを最後まで真剣に聞く能力が高く、逆に話すことが苦手な傾向がある。このことか

ら日本人の話す英語、書く英語は、自身の述べたい内容を列挙している傾向があり、読み手にとっ

て理解が難しいものが多い。主観的な意見を述べる場合は、万人が理解できる客観的な例を用いて

理由を述べる等の工夫が必要となる。つまり日本人は、主観的な意見を述べ、その後客観的な事実

や経験等を用いて説明をすることが苦手である。 

 

質問 5. 日本人の英語の弱点を克服するためにはどのように英語を勉強すればよいか。 

 多くの日本人は日本語をベースに英語を考えているため、まず始めに英語的な発想に慣れる必要

がある。日本の英語における教育課程表は、中学校から、日本語をベースにしているので、米国の

教育現場で教えられている英語のカリキュラムを日本の教育課程に導入し、日本語を介さずに英語

を学ぶ必要がある。つまり英語を用いて英語を理解する勉強が必要となる。 

 

質問 6. 日本人への英語授業は、日本人教師もしくは英語のネイティブ教師のどちらが行なうほ 

   うが良いか。 

 英語圏の英語教育法を理解した日本人教師が日本語を介さずに英語授業を行なうのが良い。なぜ

ならば、日本人教師ならば、日本語を用いて作成された英語と英語を用いて作成された英語の違い

を理解することができ、学生がどの点が不自然な英語であり、どのように修正をすれば良いか容易

に理解できるためである。英語のネイティブ教師の場合、不自然な英語であることは理解できても、

日本語を理解していないと、具体的な修正を指示することが難しい。  

 

質問 7.英語力を上げれば、TOEFL の点数も上がると考えれば、TOEFL に特化した授業を大学   

   等の英語教育の一環として行なうことは不要であるのか？ 

 大学の英語教育を TOEFL に特化するのは望ましくない。あくまでも英語力を基礎から上げるた

めのカリキュラムを作成したうえで、一部の講座として、TOEFL の授業を設けると良い。英語力

4-2. 藤田斉之氏とのインタビュー結果について 

 

長年カリフォルニア大学デービス校（UCD）で英語教育に携われ、日本の大学との大学間協定業

務もご経験のある UCD New Academic Initiatives Center for International Education の

Director である藤田斉之氏にインタビューを実施し、TOEFL のスコアアップを実現できるシラバ

スの作成方法及び日本・米国の英語教育全般について、お伺いをした。 

・インタビュー実施日：2017 年 11 月 29 日（水）11:00～13:30 
・インタビュー実施場所：UCD 

・インタビュー結果 

質問 1.米国等の大学が、留学生を受け入れる条件として、TOEFL スコアの提出を義務付けてい  
   る例が多いことから、TOEFL 対策に特化した英語カリキュラムを作成することが必要と  

   思われるが、この点についてどう思うか。 

 英語教育を TOEFL の試験対策に矮小化することは、「木を見て、森を見ず」になる。TOEFL の

試験対策は英語カリキュラムの一部という位置づけにすべき。英語能力が向上すれば、TOEFL ス

コアは必ず伸びるが、TOEFL の試験対策に特化すると、テクニックを学ぶことになり、スコアは

上がるが、英語力が向上しないので、好ましくない。英語力が確実に上達するカリキュラムを作成

し、その一部に TOEFL 対策の講座を設けるべきである。 

 また、なぜTOEFL対策が必要なのか学生が理解する必要がある。カリキュラム作成と合わせて、

学生の動機付けも考える必要がある。 

 

質問 2.英語力全般が向上でき、TOEFL 対策にもなる授業のシラバスを作成するとすれば、4 技  

   能の内、どの能力を高めることに重きを置くべきか。もしくは、日本人は、Reading,Writing  
   は得意で、Listening,Speaking が苦手な傾向があるため、Listening,Speaking に重点を 

   置くべきか。 

 4 技能の位置づけの考え方に修正が必要である。日本の英語教育過程では、Reading,Writing を

先に学び、その後 Listening,Speaking を学ぶが、英語のネイティブスピーカーは、Listening →
Speaking →Reading →Writing の順に学ぶため、英語による Listening,Speaking ができない者

は、英語による Reading,Writing もできないことを意味する。しかし、日本人は、日本語を介して

英語の読み書きを学ぶため、日本語を英語に翻訳しながら、日本語を用いて英語の読み書きをして

いるので、英語による読み書きはできないことを意味する。   

 Reading,Writing は、「study」で、Listening,Speaking は「learn」であり、習得の仕方が根本

的に異なる。「study」は、意識的に何かを学ぼうとしなければならず、教育カリキュラム等が整っ

ていないと、効率的に行なうことが難しいが、learn は無意識においても行なうことができる。learn
においては、膨大な量の Listening を行い、それらを Speaking することが必要となる。Learn の

プロセスをマスターして初めて、英語による Reading,Writing の study ができるようになる。よっ

て Listening,Speaking に重点を置くべきである。  
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質問 3.どのように Listening,Speaking の能力を高めれば良いか。 

 聞いて理解できないことを話すことはできない。よって Listening 能力を高めることが必要であ

る。方法は、ネイティブの乳児が行なっているように、英語を聞く機会を増やすことである。何か

別の作業をしているとき等でも、無意識でも良いのでラジオやテレビ等で英語を長時間聞き流すこ

とが重要である。絶対量が増えると、自然と話すことができる英語の量が増えてくる。 

 「study」（Reading,Writing）と異なり、「learn」（Listening,Speaking）は、才能に関係なく、

万人が同様に行なうことができ、習得することが可能である。ネイティブが、英語を習得するまで

に行なっていることと同じことを行なえば良い。   

 

質問 4.日本人の英語の弱点は何か。 

 日本語は聞くことに重点を置いた言語で、英語は話すことに重点を置いた言語である。このこと

を端的に顕しているのは、動詞の位置である。英語は主語の次に動詞が来るため、肯定的な意見な

のか否定的な意見なのかすぐに相手は理解することができるが、日本語は、動詞が最後に来るため、

最後まで話を聞かないと相手が肯定的なのか、否定的なのか判断ができない。よって、日本人は、

相手の言うことを最後まで真剣に聞く能力が高く、逆に話すことが苦手な傾向がある。このことか

ら日本人の話す英語、書く英語は、自身の述べたい内容を列挙している傾向があり、読み手にとっ

て理解が難しいものが多い。主観的な意見を述べる場合は、万人が理解できる客観的な例を用いて

理由を述べる等の工夫が必要となる。つまり日本人は、主観的な意見を述べ、その後客観的な事実

や経験等を用いて説明をすることが苦手である。 

 

質問 5. 日本人の英語の弱点を克服するためにはどのように英語を勉強すればよいか。 

 多くの日本人は日本語をベースに英語を考えているため、まず始めに英語的な発想に慣れる必要

がある。日本の英語における教育課程表は、中学校から、日本語をベースにしているので、米国の

教育現場で教えられている英語のカリキュラムを日本の教育課程に導入し、日本語を介さずに英語

を学ぶ必要がある。つまり英語を用いて英語を理解する勉強が必要となる。 

 

質問 6. 日本人への英語授業は、日本人教師もしくは英語のネイティブ教師のどちらが行なうほ 

   うが良いか。 

 英語圏の英語教育法を理解した日本人教師が日本語を介さずに英語授業を行なうのが良い。なぜ

ならば、日本人教師ならば、日本語を用いて作成された英語と英語を用いて作成された英語の違い

を理解することができ、学生がどの点が不自然な英語であり、どのように修正をすれば良いか容易

に理解できるためである。英語のネイティブ教師の場合、不自然な英語であることは理解できても、

日本語を理解していないと、具体的な修正を指示することが難しい。  

 

質問 7.英語力を上げれば、TOEFL の点数も上がると考えれば、TOEFL に特化した授業を大学   

   等の英語教育の一環として行なうことは不要であるのか？ 

 大学の英語教育を TOEFL に特化するのは望ましくない。あくまでも英語力を基礎から上げるた

めのカリキュラムを作成したうえで、一部の講座として、TOEFL の授業を設けると良い。英語力
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  容になっているか確認すると良い。 

   3 を伸ばすためには、何度も同じ英文を聞き、真似をして話す練習をすると良い。 

 

 

質問 4.TED のように、Listening 及び Speaking 能力を高める無料で利用できる効果的なリソー  

   スはあるか。 

 BBC iPlayer が良い。様々な分野の最新トピックをまとめており、無料でニュース等を聞くこと

ができる。TED に比べ、1 回当たりの内容が短いため、短時間の学習に便利である。 

 

質問 5.英英辞書を使うのが良いか。英和辞書を使うのが良いか。英語のレベルに応じて使い分け 

     るのが良いか。 

 初めて英語を学ぶ者を除けば、英語初心者から上級者、すべての層において、英英辞書を使うべ

きである。理由は、英語を英語で理解するため、また、辞書を読む過程で、英語のパターンを学ぶ

ことができるためである。例え、解釈が難しい場合でも、英和辞書を利用せず、英英辞書のみで理

解できるように心がけるべきである。 

 

 

5．調査結果及びインタビュー結果における考察 

   

 3－1 で述べた TOEFL に係る調査結果から、日本人は、他国（特に欧米）の人と比べ、

Listening,Speaking を苦手としていることが分かった。また、インタビュー結果から日本の英語

教育では、日本語を介して Reading,Writing の問題を解くため、英語的な発想で書かれた文章の理

解や英語的な発想が英文を記載することを苦手としていることが分かった。Reading,Writing を上

げていくためには、英語教育の方法を変え、Listening,Speaking から学び、両者を習得した後に、

Reading,Writing の勉強を始めていく必要がある。つまり、日本語を介した英語の理解には、限界

があり、TOEFL のような難解な試験の場合、英語による発想で 4 技能を活用しない限り、高得点

を獲得することは難しいと思われる。 

 また、米国人は、Listening →Speaking →Reading →Writing の順で学んでいるため、

Listening,Speaking の合計スコアが Reading,Writing の合計スコアより高いことは明白である

【7】。一方、日本人は、日本語を介して Reading,Writing の問題を解くため、日本人の

Reading,Writing の合計スコアは日本語能力に影響を受けており、米国人とは逆の傾向が出ている

ことが推測できる。 

 次章では、これらの考察をもとに、日本人の英語力を向上させ、TOEFL スコア向上することが

期待できる英語授業シラバスを提案する。 

 

 

 

が上がれば、TOEFL の点数も上がるが、時間がかかる。テクニックを習得し、短期で TOEFL の

スコアを上げることが目的であれば、TOEFL 対策講座は必要となる。英語力は、階段のように向

上する。勉強を継続的にしていても、一定期間は伸び悩む期間が続き、ある日、急に向上する。つ

まり、停滞と急激な向上を繰り返すこととなる。停滞期に TOEFL を複数回受けた場合、スコアが

下がることもあるが、英語力が下がっている訳ではない。スコアに誤差があるので、同じ英語力で

受けた場合、スコアが下がることもある。 

 

4-3. Greg Wickline 氏とのインタビュー結果について 

  

 世界規模で英語授業を展開している English Studies International(LSI) School Director で
ある Greg Wickline 氏に米国の教室で行なっている英語学習法に関係する事柄について以下のと

おりインタビューを行い、回答をいただいた。 

・インタビュー実施日：2018 年 1 月 23 日（火）16:30～17:00 
・インタビュー実施場所：LSI Berkeley 教室 

質問 1.英語を学ぶ際、Reading からではなく、Listening から始めるのが良いという理解で間違  

   いないか。 

 間違いない。英語を英語で理解するためには、スクリプトなしで、音を聞き、音を音で理解する

ように意識すると良い。その過程で、英語のパターンを自然と身につけることができ、他の英語技

能を向上させることに役立つ。ネイティブスピーカーも、英語を学ぶ際は、親の話しかけや身の回

りで発生する音を覚えていくことで、英語力を身につけている。同様の方法で学ぶのが良い。 

 

質問 2.日本人が苦手とする Listening,Speaking 能力を高める良い方法はあるか。 

 Listening については、英語に触れる時間を増やすことが大切である。何か他のことをしている

間も、ラジオやテレビ等を通じて英語を聞くと良い。このとき、英語を聞くことに集中する必要は

ない。無意識に聞いていても、英語のパターンを理解することが可能である。 

 Speaking については、間違いを恐れずに、話し続けることが大切である。話す量を増やしてい

くことで、日本人が苦手としている流暢さを身につけることができる。 

 

質問 3.自宅学習等において、1 人で Speaking 能力を高める良い方法はあるか。 

 Speaking 能力は、以下の３つの能力に大きく分類できる。 

  1.文法等の誤りがない正しい文章を話す能力 

  2.相手の質問等に対して自分の意見を即座にかつ正しく答える能力 

  3.正しい発音で流暢に話す能力 

   1 を伸ばすためには、自身の発言を録音し、何度も聞きなおすことで、自身の文法・発音等  

  の誤りを見つけ改善していくと良い。 

   2 を伸ばすためには、質疑応答を行なっている例文の質問部分に対して、即座に答える練 

  習をし、答えた後、例文の答え部分と照らし合わせて、自身の回答が質問の主旨に沿った内  
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  容になっているか確認すると良い。 

   3 を伸ばすためには、何度も同じ英文を聞き、真似をして話す練習をすると良い。 

 

 

質問 4.TED のように、Listening 及び Speaking 能力を高める無料で利用できる効果的なリソー  

   スはあるか。 

 BBC iPlayer が良い。様々な分野の最新トピックをまとめており、無料でニュース等を聞くこと

ができる。TED に比べ、1 回当たりの内容が短いため、短時間の学習に便利である。 

 

質問 5.英英辞書を使うのが良いか。英和辞書を使うのが良いか。英語のレベルに応じて使い分け 

     るのが良いか。 

 初めて英語を学ぶ者を除けば、英語初心者から上級者、すべての層において、英英辞書を使うべ

きである。理由は、英語を英語で理解するため、また、辞書を読む過程で、英語のパターンを学ぶ

ことができるためである。例え、解釈が難しい場合でも、英和辞書を利用せず、英英辞書のみで理

解できるように心がけるべきである。 

 

 

5．調査結果及びインタビュー結果における考察 

   

 3－1 で述べた TOEFL に係る調査結果から、日本人は、他国（特に欧米）の人と比べ、

Listening,Speaking を苦手としていることが分かった。また、インタビュー結果から日本の英語

教育では、日本語を介して Reading,Writing の問題を解くため、英語的な発想で書かれた文章の理

解や英語的な発想が英文を記載することを苦手としていることが分かった。Reading,Writing を上

げていくためには、英語教育の方法を変え、Listening,Speaking から学び、両者を習得した後に、

Reading,Writing の勉強を始めていく必要がある。つまり、日本語を介した英語の理解には、限界

があり、TOEFL のような難解な試験の場合、英語による発想で 4 技能を活用しない限り、高得点

を獲得することは難しいと思われる。 

 また、米国人は、Listening →Speaking →Reading →Writing の順で学んでいるため、

Listening,Speaking の合計スコアが Reading,Writing の合計スコアより高いことは明白である

【7】。一方、日本人は、日本語を介して Reading,Writing の問題を解くため、日本人の

Reading,Writing の合計スコアは日本語能力に影響を受けており、米国人とは逆の傾向が出ている

ことが推測できる。 

 次章では、これらの考察をもとに、日本人の英語力を向上させ、TOEFL スコア向上することが

期待できる英語授業シラバスを提案する。 
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    稚園で使用されている Phonics song や nursery rhymesを何度も聞き取り、繰  

    り返し発音することで、英語の音に慣れるようにする【11】。英語の音を日本語を介して 

    理解しないようにし、そのまま聞き取り、音やリズム及び文章のパターン等を耳と口で 

    覚えるようにする。   

5,6 回目：英語をシャワーのように聞き流す練習をする 

     TED や BBC iPlayer のような無料のリソースを利用し、90 分ひたすら聞き流し、適 

        度にリラックスしながら、英語を聞く練習を行なう。この際、スクリプトを見ないで、 

        英語を聞き続けるため、英語を英語で理解し、文字からではなく、音から理解する練習 

        を行なうことができる。 

7,8 回目：TOEFL 公式問題集の Listening 問題を解く 

     数分間の音声を集中して聞き取り、問題を解く練習を行なう。この際に日本語を介さ 

    ず、英語としてそのまま理解するようにする。１つの音声を繰り返し聞くことや、ディ 

    クテーション（聞いた音をそのまま書き取る練習）、シャドーイング（聞いた音を聞いた 

    直後に発音する練習）を通じて、TOEFL 問題の音声が 100％聞き取れるようにする【12】。 

9,10 回目：長時間継続して話す練習を行なう 

     2 人 1 組に分かれ、長時間話す練習をする。文法の誤りや表現の誤り等を気にしてい   

    ると、正しい英文を考えることに気を取られ、流暢に話すことができなくなるため、話 

    す時は、思ったことを相手に伝えることのみに集中する。但し、聞き取る側は、相手が 

    伝えようとしている内容を理解することに努めると共に、よりよい表現や、文法の誤り 

    等を、記録し、会話終了時にまとめてフィードバックする。話す都度、フィードバック 

    を行なうと、話している側の集中力が途切れることが懸念される。 

11,12 回目：文法等の誤りがない正しい文章を話す能力を養成する 

     何名かの受講者に事前に課題を与え、受講者全員の前で課題に対する自身の意見を述 

    べてもらう。発表者は、自宅で自身の誤り等をセルフチェックしたうえで、準備を進め 

    る。また、その他の受講者は、発表者の意見を注意深く聞き、文法の誤り、より適切な 

    ボキャブラリーや表現等を提案する。 

13 回目：TOEFL 公式問題集の Speaking part1 及び 2 の問題を解く 

     2 人 1 組に分かれ、各チーム交互に 15 秒準備をし、45 秒で話す練習を行なう。その 

    後、各チーム、2 人で協力し、より良い解答案を作成し、発表する。 

14 回目：TOEFL 公式問題集の Speaking part3 及び 4 の問題を解く。 

     各自が IC レコーダーを持参し、本番のように全員で問題を解き、各自の解答案を録音 

    する。その後、2 人 1 組に分かれ、互いの解答案を聞き、文法の間違い、気付いた点等を 

    共有し、互いに解答案の修正を行う。その際、互いに点数を付け合い、アクティブラー  

        ニングの形式で授業を進める。 

15 回目：TOEFL 公式問題集の Speaking part5 及び 6 の問題を解く。 

     各自が IC レコーダーを持参し、本番のように全員で問題を解き、各自の解答案を録音 

    する。その後、14 回目と同様にアクティブラーニングの形式で授業を進める。 

6．TOEFL 対策向け英語授業シラバスの提案について 

  

 第 5 章の考察から、日本人の英語力を上げ、TOEFL スコア向上を達成するには、Listening 能

力を上げることが最も重要であると分かった。またインタビュー結果から、Speaking は「learn」
であり、使用することで向上する能力なので、英語で話す練習が必要となる。その他、

Reading,Writing については、日本語を介して、日本人は多くを理解していると考えられるので、   

今回のシラバスでは、3 者のインタビュー結果も踏まえて、Listening,Speaking 能力向上を目的と

した内容とし、以下のとおり作成した。 

  TOEFL 試験の特徴、日本人の弱点及びインタビュー結果等を参考にしたうえで、作成にあたり、

以下の点を注意した。 

・日本語を一切用いない。 

・英語を英語で理解できるようにする。 

 

「シラバス案」 

講義名：英語力向上によりスコアアップを目指す TOEFL 対策講座 

講義概要：米国大学への短期間研究インターンシップにおいても TOEFL スコア提出が求め   

          られる時代となったため、TOEFL スコア向上のための実践演習を行なう。  

     Listening,Speaking から学習を始める米国英語教育を参考にし【8】【9】、日本人に不 

     足している Listening,Speaking に特化した英語授業を行なう。Listening,Speaking  
     技能が上達すれば、日本語を介さずに、直接英語で Reading,Writing ができることが 

     期待されるため、4 技能の向上が期待できる。 

学習到達目標：米国平均と比べスコアが低い Listening,Speaking セクションで 20 以上取得し、  

       合計スコア 80 以上を目指す。アメリカの大学院入学では、80以上が求めら 

       れることが多い【10】。 

使用教材：The Official Guide to the TOEFL(R) Test 4th Edition（TOEFL 公式問題集） 

     TED 

          BBC iPlayer 
講義・テーマ： 

1,2 回目：英英辞書の使い方を学ぶ 

     日本人の多くが、英和辞書を用いることで、日本語を介して英語を理解しているため、  

    英語を英語で理解するための練習として、既に意味を日本語で理解している単語を英語  

    で説明する練習を行い、その後、それらの説明した単語の意味を英英辞書を用いて改め  

    て、理解することで基礎単語の理解を英語により行なう。本授業を通じて、日常的に 

    分からない単語に遭遇した時、英英辞書で調べる習慣をつけることが期待できる。 

3,4 回目：英語をシャワーのように聞き流すための基礎力を養成する 

     ネイティブスピーカーが幼少期に行なう Listening 能力を高める方法を実践すること  

    で、英語の音を聞き分ける基礎力が身につくと思われる。よって、米国等の保育園、幼 
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    稚園で使用されている Phonics song や nursery rhymesを何度も聞き取り、繰  

    り返し発音することで、英語の音に慣れるようにする【11】。英語の音を日本語を介して 

    理解しないようにし、そのまま聞き取り、音やリズム及び文章のパターン等を耳と口で 

    覚えるようにする。   

5,6 回目：英語をシャワーのように聞き流す練習をする 

     TED や BBC iPlayer のような無料のリソースを利用し、90 分ひたすら聞き流し、適 

        度にリラックスしながら、英語を聞く練習を行なう。この際、スクリプトを見ないで、 

        英語を聞き続けるため、英語を英語で理解し、文字からではなく、音から理解する練習 

        を行なうことができる。 

7,8 回目：TOEFL 公式問題集の Listening 問題を解く 

     数分間の音声を集中して聞き取り、問題を解く練習を行なう。この際に日本語を介さ 

    ず、英語としてそのまま理解するようにする。１つの音声を繰り返し聞くことや、ディ 

    クテーション（聞いた音をそのまま書き取る練習）、シャドーイング（聞いた音を聞いた 

    直後に発音する練習）を通じて、TOEFL 問題の音声が 100％聞き取れるようにする【12】。 

9,10 回目：長時間継続して話す練習を行なう 

     2 人 1 組に分かれ、長時間話す練習をする。文法の誤りや表現の誤り等を気にしてい   

    ると、正しい英文を考えることに気を取られ、流暢に話すことができなくなるため、話 

    す時は、思ったことを相手に伝えることのみに集中する。但し、聞き取る側は、相手が 

    伝えようとしている内容を理解することに努めると共に、よりよい表現や、文法の誤り 

    等を、記録し、会話終了時にまとめてフィードバックする。話す都度、フィードバック 

    を行なうと、話している側の集中力が途切れることが懸念される。 

11,12 回目：文法等の誤りがない正しい文章を話す能力を養成する 

     何名かの受講者に事前に課題を与え、受講者全員の前で課題に対する自身の意見を述 

    べてもらう。発表者は、自宅で自身の誤り等をセルフチェックしたうえで、準備を進め 

    る。また、その他の受講者は、発表者の意見を注意深く聞き、文法の誤り、より適切な 

    ボキャブラリーや表現等を提案する。 

13 回目：TOEFL 公式問題集の Speaking part1 及び 2 の問題を解く 

     2 人 1 組に分かれ、各チーム交互に 15 秒準備をし、45 秒で話す練習を行なう。その 

    後、各チーム、2 人で協力し、より良い解答案を作成し、発表する。 

14 回目：TOEFL 公式問題集の Speaking part3 及び 4 の問題を解く。 

     各自が IC レコーダーを持参し、本番のように全員で問題を解き、各自の解答案を録音 

    する。その後、2 人 1 組に分かれ、互いの解答案を聞き、文法の間違い、気付いた点等を 

    共有し、互いに解答案の修正を行う。その際、互いに点数を付け合い、アクティブラー  

        ニングの形式で授業を進める。 

15 回目：TOEFL 公式問題集の Speaking part5 及び 6 の問題を解く。 

     各自が IC レコーダーを持参し、本番のように全員で問題を解き、各自の解答案を録音 

    する。その後、14 回目と同様にアクティブラーニングの形式で授業を進める。 
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7.おわりに 

  

 日本の英語教育では、多くの時間を Reading 及び Writing に割くことが一般的となっているが、

TOEFL の試験の特徴及びインタビュー結果から、最も重要かつ、初めに習得すべき能力は

Listening 能力であり、他の能力は、Listening 能力を土台としていることが分かった。英語ネイテ

ィブスピーカーが幼児期に、大量の Listening のシャワーを浴び、Listening 能力の習得後、

Speaking 能力を養成していく課程を参考に、6 章で提案したシラバスを実施することで、日本人の

Listening 及び Speaking の能力向上が見込まれ、これらの能力を土台とする Reading 及び Writing
能力の向上にも寄与することで、総合的な英語力が養成されることが期待できる。 
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