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リスニングセクションを徹底攻略 

 

リスニングセクションは 4つのセクションから成り、合計 40問で構成されます。 

セクション 問題概要 

Part 1 

（10問） 

2人の会話（電話も含む）を聴きます。ホテルやツアーの予約手続き、大学の図書館や、サー

ビスセンターへの問い合わせなどが出題されます。 

Part 2 

（10問） 

あるテーマについての話を聴きます。博物館や図書館などの施設利用に関するアナウン

ス、大学のオリエンテーション、ツアーの案内などが出題されます。 

Part 3 

（10問） 

２、３人（学生間や、大学教員など）で行われるディスカッションについて聴きます。プレゼン

テーション、リサーチ方法や、アサインメントに関する話題が出題されます。 

Part 4 

（10問） 

特定の分野に関するアカデミックなレクチャーを聴きます。「歴史」、「環境」、「経済」、「ビジ

ネス」、「教育」など多岐に渡って出題され、ディクテーション問題が主となります。 

・ 次の項目もチェックしておきましょう。 

1. 問題文（音声）は 1度しか流れません。 

2. 解答前に設問に目を通す時間が与えられます（セクションにより約 20 ~ 60秒） 

3. スペリングはアメリカ英語、イギリス英語のどちらで書いても構いません。(例: color / colour） 

4. 音声はイギリス英語が中心ですが、その他の英語圏や英語圏以外の地域の話者（ノンネイティブも含）によ

る発音やアクセントも使用されます。 

 

次にリスニングセクションで出題される 5つの問題パターンを確認しておきましょう。 

問題タイプ 概要 

Multiple choice 

（択一式問題） 

3 択から 1 つの正答を選ぶタイプが最も多く、その他にも 4 つ以上

の選択肢から2つあるいは3つの正答を選ぶ問題が出題されます。 

Matching 

（マッチング問題） 

人物、建物、本などのカテゴリーに最も適切な描写や特徴を選ぶ問

題で、通常択一式で出題されます。 

Dictation 

（書き取り問題） 

* 右のように 6種類ありますが、本

書では 1つのタイプとして扱いま

す。 

・Form completion（申込書の空所を埋めるタイプ） 

・Note completion（メモ中の空所を埋めるタイプ） 

・Table completion（図表内の空所補充） 

・Sentence completion（文章中の空所補充） 

・Flow-chart completion（フローチャートの空所補充） 

・Summary completion（サマリーの空所補充） 

[Map / Diagram] labelling （地図、

図問題） 

建物や敷地内の見取り図で特定の部屋の位置を答える問題や、機

械や作業工程の空所を埋める問題。 

Short answer questions （英問英

答） 

Q&A問題で、英問に対して英語で解答します。 

 

特にDictation問題（スペリングを書く形式）に関して、次の 3つの注意点をチェックしておきましょう。 
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1. 大文字と小文字の区別には注意が必要です。特に Section 1 の固有名詞や曜日、月などをスペルアウトす

る際は気をつけましょう。 （例：〇 April  ✖ april）。 

2. 複数形と単数形の区別に注意しましょう（複数形の s / es抜けに要注意！）。 

  例えば booksとすべきところを bookとすると不正解になります。 

3. 設問により、字数指定があるので注意しましょう。例えば、ONE WORD AND/OR A NUMBER（単語１語と/

あるいは数字１語で）、ONE WORD ONLY（１語のみで）、NO MORE THAN [TWO / THREE] WORDS

（2語/ 3語以内で）などの指示文があり、これを守らないと誤答になります。 

 

次はスコアの換算表を確認しましょう。毎回の平均正当数に応じて多少の点数調整が入ることもありますが、次

のように正当数に応じスコアが決まっています。 

 

スコア対応表 

 

正当数 バンドスコア（目安） 正答率（目安） 

39～40 9.0  

37～38 8.5  

35～36 8.0  

32～34 7.5  

30～31 7.0 7割 5分正解 

26～29 6.5 7割正解 

23～25 6.0 6割正解 

18～22 5.5  

16～17 5.0  

 

この表からわかるように、6.0のスコアを取るためには普段の対策勉強から 6割の正当数、6.5のスコアをゲット

するには 7割を、そして 7.0であれば 7割 5分の正答数が必要です。 
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ディクテーション問題を完全攻略！ 

 

40問のうち、ディクテーション問題は毎回おおよそ 50～60%を占めることから、正確なスペリングを書く力は不

可欠です。特に名詞の出題頻度がダントツでほぼ毎回 80%以上を占めるので、名詞のスペリングを正確に書

けるようになることが最優先です。ディクテーション問題では次の 3種類の語を書き取ります。 
 

① 一般語（名詞、形容詞、動詞）： library / school / water / Friday など 
 

② 数値（値段、番地、電話番号など）： £125 / 0800 389 8436 / NH97SSR など 
 

③ 固有名詞（人名、地名、通り、施設など）: Donnelly / Fitzgerald / Cursitorなど 
 

ここからは出題頻度が圧倒的に高いスコアアップの鍵を握る①「一般語」の攻略からまいりましょう。 

 

 

ディクテーション問題完全攻略! スペリング集中トレーニング 

 

一般語彙編 

 

● 一般語彙：[初級編]  6.0突破 レベル 

(1) We should help her choose the [                  ] for her new flat. 

(2) I’m afraid I’m not available on the weekend, so would it be possible to have an interview on weekdays, like Monday 

or [                  ]?  

 

(3) I need your personal details. Could you first tell me your [              ]? 

 

(4) Make sure you keep your [                   ] in case you bring it back. 

 

(5) The number of visitors to the [                     ] park greatly increased last year. 

 

(6) A gap year gives young people the opportunity to travel, earn money and gain work [                      ] 

 

(7) In order to attract visitors from both home and abroad, we hold a film festival every [                      ]. 

 

(8) You should first look at the [                        ] to get a whole picture of the one-day bus tour.  

   

(9) My sister has a master’s degree in [                    ] management.  

 

(10) You should select the most appropriate research methods based on your purposes: they include experiments, 

[                       ] or action research. 
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● 一般語彙 [標準編]   7.0突破レベル  

(1) She seems to be eligible for that position; she has a broad range of technical [                         ].  

 

(2) Listening to music helps relieve [                         ] and improve overall health. 

 

(3) The package travel option includes a variety of activities: visiting a newly-built [                      ] and 

an art gallery near the rail [                           ].  

 

(4) In order to reduce our household waste, governments should take effective measures, such as improving 

[                          ] facilities. 

 

(5) I’m planning to enrol in two courses next semester: introduction to research methodology and introduction to data 

[                          ].  

 

(6) Our museum exhibits a large collection of modern and contemporary [                        ] created by 

world-renowned artists.  

 

(7) Wild animals and insects living in the [                          ] must cope with an extreme climate to 

survive. 

 

(8) I hear you are going to the beach next weekend. Don’t forget to bring a sun [                        ] and a 

sunblock with you.      

 

 

一般語彙編解答 

 

初級編 

(1) furniture      (2) Wednesday      (3) address       (4) receipt        (5) science 

(6) experience     (7) February        (8) brochure      (9) business      (10) surveys  

 

● 重要語句をチェック👇 

(6) gap year  ギャップイヤー（高校卒業から大学に進学する前に、旅行や仕事をしたりして経験を積んだ

りするための 1年間） 

(9) a master’s degree in ~  ～（専攻分野）の修士号 

(8) get a whole picture of ~  ～の全体像をつかむ 
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標準編 

(1) knowledge      (2) anxiety        (3) aquarium / bridge     (4) recycling    

(5) analysis         (6) sculpture      (7) desert             (8) umbrella  

 

● 重要語句をチェック👇 

(5) research methodology  リサーチ方法  (6) world-renowned  世界的に有名な 

 

数値・固有名詞編 

 

● 数値トレーニング  

(1)～(10)に当てはまる数値を聞き取ってスペルアウトして下さい。(9)と(10)はアルファベットも含まれます。 

(1) My mobile number is [                         ].  

(2) My office phone number is [                         ]. 

(3) For further information, please phone [                         ]. 

(4) The science museum and the art gallery were built in [                         ] and in 

[                       ] respectively. 

(5) The total shipping cost for your order will be ￡[                            ]. 

(6) The total sales last year were £ [                         ] million. 

(7) The theatre has a seating capacity of [                           ]. 

(8) Our opening hours are 9:00 a.m. to [                           ] p.m. 

(9) Your flight number is [                           ]. 

(10) The reference number for this order is [                         ]. 

   

● 固有名詞トレーニング  

最後は人名や地名などの固有名詞の書き取りに移ります。(6)～(10)は A と B の会話を聞いて空欄を埋めてく

ださい。 

(1) My current address is 35 [                         ] Road.  

(2) My current address is 29 [                         ] Street.  

(3) I live near [                         ] Avenue.  

(4) I’m from [                         ].  

(5) I’m from [                         ].  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(6) NAME     …………………… Smith 

(7) NAME     MIKE ………………… 

(8) Company name     ………………… 

(9) VENUE     …………………… House 

(10) VENUE    …………………… Hall  
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数値トレーニング解答 

(1) 04409 16822      (2) 0194273337    (3) 8437002718    (4) 1914 / 1970   

(5) 40    (6) 13      (7) 1700     (8) 4:15    (9) MW663011    (10) NRLZ072506 

 

固有名詞トレーニング解答 

(1) Forsyth    (2) Carlisle    (3) Grosvenor    (4) Fitzhardinge    (5) Guisborough  

(6) Rethbile   (7) Hennessy   (8) Apothecary   (9) Portobello     (10) Sundermead 

 

スクリプト  (6) ~ (10) 

(1) My current address is 35 Forsyth Road, that’s spelled ‘F-O-R-S-Y-T-H’ Road. 

(2) My current address is 29 Carlisle Street, that’s spelled ‘C-A-R-L-I-S-L-E’ Street. 

(3) I live near Grosvenor Avenue, that’s spelled ‘G-R-O-S-V-E-N-O-R’, Avenue.  

(4) I’m from Fitzhardinge, that’s spelled ‘F-I-T-Z-H-A-R-D-I-N-G-E’. 

(5) I’m from Guisborough, that’s spelled ‘G-U-I-S-B-O-R-O-U-G-H’. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(6) A: Could I have your name, please? 

   B: It’s Rethbile Smith, that’s spelt ‘R-E-T-H-B-I-L-E’ Smith. 

(7) A: Excuse me, could you spell your surname?  

   B: It’s ‘H-E-N-N-E-S-S-Y’. 

(8) A: Could you tell me your company’s name?   

B: Sure. It’s Apothecary, that’s spelt ‘A-P-O-T-H-E-C-A-R-Y’.  

(9) A: The live show will be held in Portobello House. 

  B: How do you spell the name?  

  A: It’s P-O-R-T-O-B-E-L-L-O.’ 

(10) A: The film will be shown in Sundermead Hall.  

   B: Could you spell the name of the building? 

   A: It’s ‘S-U-N-D-E-R-M-E-A-D’ 

 

音声はこちらからダウンロード可能 

 

https://www.ask-books.com/978-4-86639-246-2/ 

パソコン向け音声ダウンロード 第 4刷以降をクリック 

音声番号は 01, 02, 04, 05 

https://www.ask-books.com/978-4-86639-246-2/

