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ブリティッシュ・
カウンシルの
講師に聞く by Robert Watson

苦手意識を持っている人が多い、スピーキングテスト。

今回は、自分ひとりでも効果的に学ぶことができる

スピーキングの自宅学習の方法とコツを紹介する。

メモを取って考えをまとめる
　IELTS 対策の指導をしていると、日本の学習者から「スピー
キング対策に重点を置きたい」という声をよく聞きます。その
理由は、スピーキングを苦手としているということと、この分
野はひとりで学習するのは難しい、というイメージがあるから
でしょう。そこで、今回は自宅でスピーキング学習をするため
の方法をお教えします。
　テストの Part 1 では、家族や学校、仕事、趣味や休日といっ
た身近なテーマについて試験官の質問に答えます。この課題を
うまくこなすには、自分で課題を考え、どういったことを話す
か短くまとめてみましょう。
　例えば、「仕事」について話すと考えた場合、このようなメ
モを作ってみます。

　メモを見ながら、センテンスで話す練習をしてみましょう。
自分の声を録音して聞き、発音、口ごもっていないか、文のつ
ながりをチェックしながら語彙と文法も改善します。これを3、
4 回繰り返すといいでしょう。
　Part 2 では、与えられた課題に沿って 1 〜 2 分のスピーチ
を行います。メモを取りながら考えをまとめる時間が 1 分間
ありますが、その時は話す文章を書くのではなく、キーワード

とどのような表現を使うかを書き留めておきます。ひとつ例を
挙げましょう。

会話をコントロールする表現
　メモを取るときはタイマーを使い、1 分以内に書き終えるよ
うにしましょう。そして、メモを見ながら話すときはまたタイ
マーをスタートさせ、1 〜 2 分間話せるようにします。IELTS
問題集などから課題を選び、録音しながら何度も練習してみま
しょう。
　Part 3 は、試験官との 1 対 1 のディスカッションになりま
す。そこで、会話をうまくコントロールするための表現を身に
つけておきます。

● 意味を確認する（内容は別の言葉で言い換える）
Do you mean ...?

（それは……という意味ですか ?）
So you are asking ...?

（……と尋ねているのですね ?）

● 時間を稼ぐ
Let me see ...

（そうですね……）
That’s a good question.

（それはいい質問ですね）
I have never really thought about that before but ...

（それまでそれについて考えたことがありませんでしたが……）
　これは、例えば以下のように使うことができます。

　日頃から語彙や文法について学び、さまざまな表現方法を身
につけるとともに、今回紹介した方法で自信をつけましょう。

Sales Assistant, location - Tokyo, shift system 
- 3 patterns, work 35 hours per week, from 
2012.

（セールス・アシスタント、場所 : 東京、シフト制 :3
交代、週 35 時間労働、2012 年から）

Positive: Colleagues pleasant, quite easy to 
do, no stress or pressure, like work in Tokyo. 

（利点 : 感じのいい同僚、楽にできる、ストレスや
プレッシャーがない、東京で働くのが好き）

Negative: Salary- poor, promotion chances 
and opportunities to use English limited. 

（欠点 : 給料が低い、昇進のチャンスや英語を使う
機会が限られている）

Future: UK - study English - work in English 
in Fashion.

（将来 : イギリスで英語を学ぶ、ファッション業界
で英語を使って働く）

課 題

Describe a beautiful place to visit in your 
country.

（あなたの国で、訪れるのにいい美しい場所を描写し
なさい）

You should say:
● where it is（それはどこか）
● how to get there（どのように行くか）
● what there is to do when you are there
　（そこに行ったら何をするか）
● and explain why you recommend this place.
　（なぜこの場所をすすめるか説明する）

メ モ

Okinawa（沖縄）
plane（飛行機）

div i ng  (wo r l d  r enowned ) ,  sw imming , 
sunbathing (lazing on the beach), eating - 
specialities, sightseeing - aquarium

（ダイビング < 世界的に有名 >、水泳、日光浴 < ビー
チでのんびり >、食べ物 : 名物、観光 : 水族館）

relaxation, climate, - In Japan - language, 
currency, but feels like overseas
N.b typhoon season - avoid. 

（リラックスできる、気候、国内、言葉、通貨、でも
海外のようでもある。
注意 : 台風シーズンは避ける）

Examiner: Why do you think people like to 
travel to different places in their free time?
Candidate: Do you mean why do people want 
to travel during their vacations?
Examiner: Yes, that’s right.
Candidate: That’s a good question, well I think 
that people like to travel to different places 
to broaden their experience, so they can see 
different culture and lifestyles.

〈日本語訳〉
試験官 : なぜ人は自由な時間があると外国に旅行す
ることを好むのだと思いますか ?
受験者 : なぜ休暇中に旅行したがるのかということ
ですか ?
試験官 : はい、そうです。
受験者 : それはいい質問ですね、私は、人は視野を
広げるために、外国に旅行することを好むのだと思
います。異なる文化やライフスタイルを見ることが
できますから


