
テキスト購入を忘れずに！

IELTS14 Academic Student’s 
Book with Answers with Audio



本日の内容

講座のねらい・
目標
10 min.

IELTS概要
20 min.

参考情報・理解度クイズ

30 min.

4技能解説
120 min.

約3時間



①各バンド5.5～6.0スコア取得

B1レベル/5.0程度（英検2級～準1級程度）の方を想定しています
すでに6.0以上のレベルがある方でも、本講座の内容をきちんと理
解することで更なるスコアアップを目指すことができます

→自分の「目標」「夢」へ近づく第一歩に！！

対策講座のねらいと目標設定



②IELTSテスト全体像、評価基準を知り、自分で勉強を進め
るための具体的な方法を知る

IELTSテスト概要
IELTS評価基準を知る
４技能別練習問題と解説
４技能別回答のコツ
自己学習アドバイス
よくある質問（知っておくと得な情報）
テスト当日の流れ
勉強に役立つツール紹介

対策講座のねらいと目標設定



What is
IELTS

The International English Language Testing System (IELTS)

英語圏への留学、就労、移住のための評価基準
グローバル・スタンダード英語4技能試験

世界をリードする英語教育、言語研究機関である
３団体が共同所有。

世界140ヵ国 10,000以上の機関が認定

アメリカ：アイビーリーグ校含む3,200機関以上
その他主要英語圏
カナダ・イギリス・オーストラリア・ニュージー
ランド・アイルランド全大学で認定

年間受験者数380万人突破（2019年度集計）



IELTSテスト受験目的と種類

留学

就労 移住

目的 テスト種類



TRAINER WORKSHOP

IELTS 9段階評価（バンドスコア）
9 エキスパート・ユーザー

8 非常に優秀なユーザー

7 優秀なユーザー

6 有能なユーザー

5 中程度のユーザー

4 限定的なユーザー

3 非常に限定的なユーザー

2 散発的ユーザー

1 非ユーザー

0 試験放棄

IELTSの成績は４つのスキル
（リスニング、リーディング、ライティン
グ、スピーキング）ごとに、1（最低）から
9（最高）の段階評価で示されます。

スキル毎の個別バンドと総合評価としての
オーバーオール・バンドスコアは0.5刻み
（例えば、6.0、6.5など）で示されます。

IELTSバンドスコア



（参考）
主な海外大学の
Admission
とIELTS

University
(Undergraduate) IELTS

Australia New South Wales 6.5(各6.0)

USA

Columbia 7.0
Cornell 7.0
Penn State 6.5
Oregon 6.0

Appalachian State 5.5

UK Oxford 7.0(各7.0)
King’s College London 7.0(各6.0)

Canada British Columbia 6.5

IELTS目標スコアを設定しよう



各検定試験対照表 (文部科学省資料 平成30年)



参考：国家公務員試験総合職試験



参考：外務省 平成29年度 外務省専門職員採用試験



Writing

Reading

Listening

60 minutes 
2 tasks

60 minutes 
3 sections, 40 questions

30 minutes
4 sections, 40 questions

60 minutes 
2 tasks

60 minutes 
3 sections, 40 questions

TOTAL 
TEST TIME

2 hours 44 minutes
+ 10 minutes 
transfer time

Speaking
11 - 14 minutes

3 parts

ACADEMIC(STP4) GENERAL TRAINING

IELTSテスト時間（ペーパー）



＊Listening・Reading ➡ 正答数/総設問数40 でスコア算出
＊Speaking・Writing ➡ 評価基準からスコア算出

例）L 5.0 + R 6.0 + W 5.5 + S 5.0 = 21.5 ÷ 4 = 5.375 → Overall 5.5

例）L 6.0 + R 6.0 + W 5.5 + S 5.5 = 23 ÷ 4 = 5.75   → Overall 6.0

それぞれのスキルを0~9.0で評価。
その平均点がオーバーオール・バンドスコア

IELTSスコア算出のしくみ



IELTS各バンドスコアとOverallスコア

受験者 L R W S Overall 国 タイプ

① 4.5 2.0 4.0 4.5 4.0 J 弱点型

② 4.0 5.5 4.0 3.0 4.0 J J 典型

③ 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5 J バランス型

④ 5.5 5.0 4.0 4.5 5.0 J J典型

⑤ 5.0 4.0 4.5 5.0 5.0 J 弱点型

⑥ 5.0 7.0 5.0 5.0 5.5 J １教科特筆

⑦ 6.5 7.0 5.0 6.0 6.0 J 目前



Listening いろいろなアクセント

 選択式 & 記述式
 30分＋10分（解答を用紙に書き込む時間）
 聞きながら答えを導き出す
 設問を事前に確認できる
 4セクション / 40問
 Section 1： 2人の会話形式 (例：a conversation in an accommodation agency).
 Section 2： 社会生活の中での話題 (例： a speech about local families).
 Section 3： 学校や研修での4人までの会話内容

(例： a university tutor and student discussing)
 Section 4： アカデミックな内容



リスニングセクション 正答数とバンドスコア



リスニングセクション攻略①



リスニングセクション攻略②



リスニングセクション攻略③



Practice Listening Test

THEATRE ROYAL PLYMOUTH 
Booking Form

Example

Performance The impostor

Date Saturday 1___________ 

Time 2___________________

Tickets three adults and one child

Seats in The 3_______________

Seat row (number(s)) 4___________________

Card details:

Type 5___________________

Number 6___________________

Name Mr.J 7_______________

Additional request put on the mailing list

book 8_______________






Write one word and/or a number for each answer.

THEATRE ROYAL PLYMOUTH 
Booking Form

Example

Performance The

Date Saturday 1

Time 2

Tickets three adults and one child

Seats in The 3

Seat row (number(s)) 4

Card details:

Type 5

Number 6

Name Mr.J 7

Additional request put on the mailing list

book 8

(the) 26th 

7:00 / 19:00 / 7pm

circle

A/a 21-24 

Mastercard

3290587644012899

Whitton

headphones

impostor






Reading
テスト時間 60 分
３セクション
40 問
1パッセージ ～900語 ×３パッセージ
実際の本、新聞、ジャーナル、雑誌から出題
専門的な内容は問われない。
知識ではなく、英語読解力をはかるテストです。



リーディングセクション 正答数とバンドスコア

23~26

27~29

30~32

33~34

19~22

15~18



リーディング設問タイプ



リーディング攻略①

「Not given問題」を攻略しよう
日本では＜TRUE/FALSE>の2択が一般的なため、Not Givenに悩む受験者が多い

①根拠となる箇所に下線が引けるものは「TRUE/FALSE」引けないものは「
NOT GIVEN」
②断定表現に惑わされない
All, every, always, never, only, the mostなどが入っていてもTRUEやNot
givenの場合がある
③TRUEの場合、ほぼ全て「言い換え」られていることに注意
単語だけで根拠を探すと、NOT GIVENと誤答してしまう
④「一般常識」でも本文に記述が無ければNOT GIVEN



リーディング攻略②
1. まずは問題文を読む！リーディングはKeyword探し！
Keywordを本文から見つける。スキャニングが問題を速く解くポイント！
数字・人名・地名などの固有名詞はマークしておく。
2. 時間がないので振り返らない！
一問あたりに避ける時間は90秒。振り返っている時間はない！
3. 完璧になろうとしない！
難易度の高い（高得点者しか正解できない）問題は捨てる！
4. 字数に気をつける！スペルも重要！
Write one word and/or a number、No more than two/three words(2/3ワード以内で) and/or a numberなど

100 people / one hundred people いずれもOK. 書けるところは数字・記号で書く（スペルを間違うと不正解になる）

５．スコアアップには、毎日の積み重ねが大事。
多読・速読の練習をしよう！



Identifying the 
accuracy of information

Do the following 
statements agree with 
the information given in 
the passage?

True | False | Not Given

Modern humans ventured out of Africa some 80,000 years ago. While 
the ancestors of Aboriginal Australians were part of this migration, recent 
genomic analysis reveals a rare and unexpected later development.
Genomics, or the study of a population’s gene structure, suggests that 
Aboriginal Australians arrived in a single migration to Australia at least 
50,000 years ago. Despite this, however, as Aboriginal Australians 
adapted to different conditions in the continent over many thousands of 
years, a remarkable genetic diversity resulted. 
This means that there is greater genetic diversity between  Aboriginal 
people living in the east and west of Australia than there is between 
much more culturally diverse races, like the indigenous people of Siberia 
and North America. 

Aboriginal Australians 
are descended from the 
inhabitants of Africa. 

Ancestors of the Aborigines 
settled in Australia about 
80,000 years ago. 

Aboriginal Australians are 
the most  genetically 
diverse race in the world.

1

2

3

例 題



Identifying the 
accuracy of information

Do the following 
statements agree with 
the information given in 
the passage?

True | False | Not Given

Modern humans ventured out of Africa some 80,000 years ago. While the ancestors 
of Aboriginal Australians were part of this migration, recent genomic analysis 
reveals a rare and unexpected later development.
Genomics, or the study of a population’s gene structure, suggests that Aboriginal 
Australians arrived in a single migration to Australia at least 50,000 years ago. 
Despite this, however, as Aboriginal Australians adapted to different conditions in 
the continent over many thousands of years, a remarkable genetic diversity 
resulted. 
This means that there is greater genetic diversity between  Aboriginal people living 
in the east and west of Australia than there is between much more culturally diverse 
races, like the indigenous people of Siberia and North America. 

Aboriginal Australians 
are descended from the 
inhabitants of Africa. 

Ancestors of the Aborigines 
settled in Australia about 
80,000 years ago. 

Aboriginal Australians are 
the most  genetically 
diverse race in the world.

2

3

True

Modern humans ventured out of Africa some 80,000 years ago. While the ancestors 
of Aboriginal Australians were part of this migration, 

1



Identifying the 
accuracy of information

Do the following 
statements agree with 
the information given in 
the passage?

True | False | Not Given

Modern humans ventured out of Africa some 80,000 years ago. While the ancestors 
of Aboriginal Australians were part of this migration, recent genomic analysis 
reveals a rare and unexpected later development.
Genomics, or the study of a population’s gene structure, suggests that Aboriginal 
Australians arrived in a single migration to Australia at least 50,000 years ago. 
Despite this, however, as Aboriginal Australians adapted to different conditions in 
the continent over many thousands of years, a remarkable genetic diversity 
resulted. 
This means that there is greater genetic diversity between  Aboriginal people living 
in the east and west of Australia than there is between much more culturally diverse 
races, like the indigenous people of Siberia and North America. 

Aboriginal Australians 
are descended from the 
inhabitants of Africa. 

Ancestors of the Aborigines 
settled in Australia about 
80,000 years ago. 

Aboriginal Australians are 
the most  genetically 
diverse race in the world.

1

2

3

True

Australians arrived in a single migration to Australia at least 50,000 years ago. 
Aboriginal

False



Identifying the 
accuracy of information

Do the following 
statements agree with 
the information given in 
the passage?

True | False | Not Given

Modern humans ventured out of Africa some 80,000 years ago. While the ancestors 
of Aboriginal Australians were part of this migration, recent genomic analysis 
reveals a rare and unexpected later development.
Genomics, or the study of a population’s gene structure, suggests that Aboriginal 
Australians arrived in a single migration to Australia at least 50,000 years ago. 
Despite this, however, as Aboriginal Australians adapted to different conditions in 
the continent over many thousands of years, a remarkable genetic diversity 
resulted. 
This means that there is greater genetic diversity between  Aboriginal people living 
in the east and west of Australia than there is between much more culturally diverse 
races, like the indigenous people of Siberia and North America. 

Aboriginal Australians 
are descended from the 
inhabitants of Africa. 

Ancestors of the Aborigines 
settled in Australia about 
80,000 years ago. 

Aboriginal Australians are 
the most  genetically 
diverse race in the world.

1

2

3

True

in the east and west of Australia than there is between much more culturally 
there is greater genetic diversity between  Aboriginal people living 

diverse races 

Not givenFalse



Writing (Academic)

テスト時間 60分
時間配分: 20 分 Task 1  /  40 分 Task 2
Task 2 の方が配点が大きい
Task 1: 最低１５０語で表、グラフ、表、

ダイアグラムの内容について説明
Task 2: 最低２５０語で質問された内容に

ついてエッセイを書く
米・英どちらのスペルでもOK

Part1

Part2

配点



Visuals into words 

Summarise in your own 
words information 
presented in a 
graph/table/chart/diagram

Write at 
least 

150 words 
in about 20 

minutes

TASK

１



Writing 4つの評価基準
how you’ll be scored

25%
Task achievement/response
正確な回答・数値の分析・描写

25%
Coherence and 
cohesion
一貫性とまとまり

25%
Grammatical range and accuracy
文法の知識と正確性

25%
Lexical resource

語彙力（正確性と運用力）

How you’ll 
be scored

サポートツールP14・15



Write an 
introduction: 
what, where, 
who, when

Howrules of 
Writing
Part 1

Highlight key 
features with 

figures

Write an 
overview

ライティング パート1攻略①



サンプル問題
-Graph
You should spend 
about 20 minutes 
on this task.
The charts show the number of 
Japanese tourists travelling 
abroad between 1985 and 1995 
and Australia’s share of the 
Japanese tourist market.

Summarise the information by 
selecting and reporting the 
main features and make 
comparisons where relevant. 

Write at least 150 words
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サンプル問題
-Diagram
You should spend 
about 20 minutes 
on this task.

Write at least 150 words



ライティング パート1攻略②
サンプル回答１



ライティング パート1攻略③
サンプル回答１

Band：5
課題達成度：4.0
－語数不足
－説明の誤り
－Overview Attempted

一貫性とまとまり：6.0
＋接続詞を使用している
＋連続性がある
＋数値の引用
－論理的な整理と接続詞の誤用

語彙力：5.0
＋課題に最低限必要な語彙使用
－語彙の幅が狭い
－スペルミス

文法知識と正確さ：5.0
＋重文・複文を使用
－文法ミス
－全体的に文法の幅が狭い



ライティング パート1攻略④
理想的なTask 1の全体の構成とワード数のバランス



ライティング パート1攻略⑤

チェックリスト

□1. Overview（全体の概要）が書けているか？
👉👉これがないとTask achievement（タスクの達成度）は5.0止まりとなります。

□2. パラグラフ構成が適切でOrganised（まとまっている）されているか？
👉👉情報ごとにパラグラフが整理されているかが重要です。

□3. 数値の描写に誤りがないか（グラフ問題の場合）？
👉👉数値の読み違えは大きな減点につながるので慎重に描写しましょう。

□4. 比較できているか（グラフ問題の場合）？
👉👉単体で描写するのではなく関連性のある箇所を比較することが重要です。

□5. 各問題パターンに適した表現を正確に運用できているか？
👉👉グラフ問題、マップ問題特有の表現を使うことが大切です。



ライティング パート1攻略⑥

サンプル回答２

Band：9



WRITING
Academic

TASK

2



サンプル問題

You should spend 
about 40 minutes 
on this task.

Write at least 250 words



ライティング パート2 サンプル回答
サンプル回答１

Band：7



テスト時間：11～14分（面接試験）
面接内容：

• Part 1: 自己紹介とインタビュー
• Part 2: プレゼンテーション（３～４分）

１分間の準備後、2分間のプレゼンテーション。
プレゼン終了後、面接官が１，２質問。

• Part 3: ディスカッション（４～５分）
Part 2に関連した内容をより高度に、
時には抽象的な議論によりさらに発展させる。

Speaking



Speaking評価基準

25%
Fluency and coherence
流暢さと一貫性

25%
Lexical resource
語彙

25%
Pronunciation

発音（抑揚・Stress・リズム）

25%
Grammatical range and accuracy

文法と運用力と正確性

How you’ll 
be scored

サポートツールP13



The examiner will ask general questions about the test taker and a range of 
familiar 

topics, such as home, family, work, studies and interests.
✔four to five minutes
質問事項は決まっている。できるだけ長い文章で答える。
Whyの質問が多い。
• What subject are you studying?                  * Where is your home town?

• Why did you choose that subject?             * What is the most interesting part of your home 
town?

*     What do you enjoy about your studies?   *  Do you often visit your home town?

Part 1 (General Topic) 
Speaking | Part 1



61

The examiner will give the test taker a task card about a simple topic, which 
includes points to cover in the talk.
できるだけ2分間に近く（1分半以上は絶対必要）

1分間の間にできるだけ、有効なノートを取る（10ワードくらい）

SpeakingテストではTask Achievementは関係ないので、もしも質問からそ
れてしまっても構わない。間をあけずに話続けることが重要。

堂々とナチュラルに流暢に話すように心がける。

Phrasal verbsをうまく使おう

Part２の箇条書き3つは使用しなくてもOK。

日常から2分間何かについて述べる訓練をする

Part 2
Speaking | Part 1



62

The examiner asks further questions that are connected to the topic of Part 
2. 
Part2をふまえての質問（質問内容はExaminerによる）

Part１よりも一般的な問題が多い

より高度な英語力が求められる=アカデミックな語彙を使う

自分の意見をバックアップするような理由・例・説明が必要

わからなければ質問して良い（What do you mean by that? Could you 
repeat that questions again?)

アイコンタクト・ボディーランゲージも重要

Part 3
Speaking | Part 1



Speaking Band6.0以上をとるには

Fluency and coherence
流暢さと一貫性
•is willing to speak at length, 
though may lose coherence at 
times due to occasional 
repetition, self-correction or 
hesitation
•uses a range of connectives and 
discourse markers but not 
always appropriately

Lexical resource
語彙
•has a wide enough vocabulary to discuss 
topics at length and make meaning clear in 
spite of inappropriacies
•generally paraphrases successfully

Pronunciation
発音（抑揚・Stress・リズム）

•uses a range of pronunciation 
features with mixed control

•shows some effective use of 
features but this is not sustained
•can generally be understood 

throughout, though 
mispronunciation of individual 

words or sounds reduces clarity at 
times

Grammatical range and accuracy
文法と運用力と正確性

•uses a mix of simple and complex 
structures, but with limited flexibility

•may make frequent mistakes 
with complex structures though 
these rarely cause comprehension 

problems

Band ６

サポートツールP13



Advice  
Speaking

Fludency：つなぎのフレーズ
×making noise, Umm, Ah, Like, etc.

基礎：Let me think, Let me see, Let’s 
see, well,
応用：
 If I remember correctly, 
As far as I know, 
 I’ve never thought of it but let me 

think, 
 it’s a good question, 
 In my own experience,

＜練習してみよう＞



Advice  
Speaking

Fludency：もし、質問が聞き取れ
なかったら？

１．まずは「自分の感情をストレートに表現する」
どうしても回答が思いつかない場合、例えば、

➡I can’t come up with any ideas because...
➡I’m not too sure about that because...

というように、思ったことを正直に伝えてみましょう。
これだけで、ポーズ（黙り込み）を回避できます。

＜練習してみよう＞



Advice  
Speaking

２．「聞き返す」

Task 1で使える聞き返しフレーズ
・Could you repeat that, please?
・Could you say that again?
・Sorry, I didn’t catch that.
・Sorry, I didn’t understand the question.

Task 3で使える聞き返しフレーズ
・Could you rephrase that, please?
・Could you explain the question, please?
・Would you mind explaining what you mean 
by?

＜練習してみよう＞



Advice  
Speaking

Lexical resource①

「イディオム」＞「パラフレーズ」の考え方

・イディオム＝バンド7以上で必要
例）Think it through, Pitch in, Ring a bell

・パラフレーズ＝バンド5以上で必要
・あわせて「コロケーション表現」もBand5
以上で必要

➡同じ単語を繰り返さない
➡コロケーション/Phrasal Verbを使う



Advice  
Speaking
Synonyms



Advice  
Speaking
Phrasal Verbs,
Collocations

Phrasal Verbs
<feel free>Please feel free to take a seat and enjoy the show.
<come across> I came across these old photos when I was 
tidying the closet. 
<make progress>We're making progress on the project at work.
<count on> I am counting on you to make dinner while I am out.
<do away with> It's time to do away with all of these old tax 
records.
<figure something out> I need to figure out how to fit the piano 
and the bookshelf in this room.
<work out> I work out at the gym three times a week. Our plan 
worked out fine.

Common Collocations
<to make the bed> I need to make the bed every day.
<to do homework> My son does his homework after dinner.
<to take a risk> Some people don't take enough risks in life.
<to give someone advice> The teacher gave us some advice 
on taking tests.



Advice  
Speaking
Idioms

Piece of cake
“You can absolutely do it, but it's not a piece of cake for everyone.”

Every cloud has a silver lining
“Though he had failed his exam, he realized that every cloud has a silver 
lining, as now he could focus his attention on things he loved doing.”

Over the moon
I was over the moon when I found out my wife was pregnant with twins.

a needle in a haystack
“It was a bigger problem than finding a needle in a haystack.”



Advice  
Speaking

Grammatical Range
・5.0未満の人
⇒Tenseが不十分
例）時制・三単現・複数形

・6.0未満の人
⇒Collocationや複文・重文があまり使われない

・7.0未満の人
⇒ミスの無い文構成や複文・重文が不十分
例）Although it was very long, the movie was 
still enjoyable.

・8.0未満の人
⇒Idiomや幅広い構文が不十分



Advice  
Speaking

Grammatical Range
Complex Sentenceを練習しよう
●Conjunctions
‘and’, ‘but’ and ‘or’ ‘Because’, ‘so that’, ‘before’, 
‘when’, ‘although’, ‘if’

●Relative Clause
That, which, who, where, whose

“I live with a friend. I met her at university.”
➡“I live with a friend, who(m) I met at university.”

“I don’t have much free time. I don’t do much 
exercise.”
➡“If I had more free time, I would do more 
exercise.”

＜練習してみよう＞



Advice  
Speaking

Pronunciation
抑揚をつけて話す（特に日本人が弱いところ）イ
ントネーションや発音も大事！
• I used to play badminton when I was in 

high school. I liked it very much.

• I am sophomore in my college and 
studying International relations and 
English literature.

• I lived in a house with my parents before 
but now I live in a flat (apartment) near 
my school.

＜練習してみよう＞



Advice  
Speaking

Pronunciation
Syllable Stress / Vowel
発音してみよう

①chocolate
②microwave
③anti-virus
④violin
⑤thermometer

⑥alcohol
⑦owl
⑧eyebrow
⑨olive

＜練習してみよう＞



参考情報・
IELTS受験で
大切なこと



セルフスタディ参考情報

JSAF受験者特典サイト
https://jsaf-ieltsjapan.com/ielts/useful/

練習問題(無料サンプルテスト)
https://jsaf-ieltsjapan.com/ielts/useful/free-practice-test/

SNSでお役立ち情報配信中

https://twitter.com/IeltsJsaf?lang=ja
https://twitter.com/IeltsJsaf?lang=ja


受験には有効な本人パスポートが必要です



埼玉大学でIELTS公式テスト実施

www.jsaf-ieltsjapan.com

９月25日(土)
★ペーパーテスト
★お申込みは必ずJSAF-IELTS公式テストセンターサイトから
★「特別会場」から申込してください
★申込時に本人パスポートが必要です
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