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ページ 場所 誤 正

1 14 Qどのテストセンターで受験すればいいの？
4行目

「どこを利用しても、テスト内容は同じで受験料も一律25,380円（税込）で
す。」の後に
「British Council でのコンピュータ受験は2020年４月より26,400円（税込）
となりました。」を追加。

2 14 Qどのテストセンターで受験すればいいの？
5行目

イギリスの大学（院）留学や就労を目的とする場合は、IELTS for 
UKVI（30,600円）を受験しなければいけません。

イギリスの大学（院）留学を目的とする場合は、IELTS for UKVI（30,600
円）での受験が必須の場合があります。

3 14 Qどのテストセンターで受験すればいいの？
一番下の表

4 18 A 1～10行目
テストの結果は受験日から13日後
：
詳細はホームページでご確認ください。

2020年５月現在、JSAFとブリティッシュカウンシルでコンピュータによる受
験が可能になりました。スピーキングは両方とも面接官との対面形式で同
じですが、その他の３セクションについては次のような違いや特徴がありま
す。



5 22～98 Listening Part セクション／Section パート／Part
※リスニング問題の名称が「セ
クション」から「パート」に変更
になったため。

6 41 表中

青い網掛け部分（以下）を削除。

※リスニング問題の例題がな
くなったため。

7 62 3行目
「その次にピッタリなタイトルを考えればいいわ。」の後に「ほとんどどんなこ
ともできる可能性があるから、すごくワクワクするわ。私にとっての主な役
割は、あなたの関心や将来役に立つことを見つけることなの。」を追加。

8 64 下から13行目 ・considers it necessary to elicit thoughts in the therapeutic process
を削除。

9 70 表中

青い網掛け部分（以下）を削除。

※リスニング問題の例題がな
くなったため。

10 75 下から17行目 ・Alternative meat-free products have become much more popular.
を削除。

11 171 必勝法①14行目
例）I do various outdoor activities, such as cycling and fishing 
at the weekend.

例）I do various outdoor activities like cycling and fishing at the 
weekend.

12 175 下から15行目 ☞〈the ＋ city（都市）〉とすることで、… ☞〈This ＋ city（都市）〉とすることで、…
13 184 表中　Task1の時間配分（目安） 24分 22～24分
14 184 表中　Task2の時間配分（目安） 36分 36～38分

15 184 表の下 特に重要なのは時間配分で、《Task1は24分》、《Task2は36分》の
タイムマネジメントを心がけましょう。

特に重要なのは時間配分で、《Task1は22～24分》、《Task2は36～38分》
のタイムマネジメントを心がけましょう。

16 186 下から3行目 I think や I believe、In my opinion のみで十分
I believe や In my opinion のみで十分
（「I think や」を削除。）

17 187 下から4行目 societies [countries] today. societies [the planet] today.
18 187 下から3行目 ☞この場合は…「社会」や「国」と表現する方がいいでしょう。 ☞この場合は…「社会」や「地球」と表現する方がいいでしょう。

19 190 6行目 and SV. のように文中で使います。 and SV. のように接続詞として使います。

20 190 9行目 SV, but S'V'. のように文中で使います。 SV, but S'V'. のように接続詞として使います。

21 190 13行目 Therefore に変えるか、SV, so [and therefore] S'V'. のように… Therefore や For this reason などに変えるか、SV, and therefore S'V'. 
のように…

22 201 Table（表）変化ありタイプ2行目 companies had between 1997 to 2017 with … companies had between 1997 and 2017 with …

23 203 必勝パターン3 表

以下を追加。

24 220 「上下左右」を表す表現　表2行目一番右 the right (-handed) (side) the right (-hand) (side)
25 220 「大きさの変化」を表す表現　表「その他」一番下 makes way to B makes way for B



26 224 最後の2行 gate linked by a driveway in the south west, which directly 
leads to an enlarged car park in the north west. (211 words)

gate linked by a driveway in the southwest, which directly leads to an 
enlarged car park in the northwest. (209 words)

27 235 「スコアアップのポイントはこれだ！」7行目 ・These features makes a stark contrast to ～… ・These features make a stark contrast to ～…

28 239～241 「重要問題３パターンの概要これだ！」
（※タイプごとの出題率を変更）

■Argumentative Essay
タイプ1 約20%
タイプ2 約20%
タイプ3 約10%
■Discussion Essay
タイプ1 約20%
タイプ2 約5%
■Two-question Essay
タイプ1 約10%
タイプ2 約5%
タイプ3 約10%

■Argumentative Essay
タイプ1 約15%
タイプ2 約15%
タイプ3 約15%
■Discussion Essay
タイプ1 約15%
タイプ2  ←削除
■Two-question Essay
タイプ1 約15%
タイプ2 約10%
タイプ3 約15%

29 248 発信力アップ表現3行目 keeping a healthy home and … keep a healthy home and …
30 253 15行目 ・I completely disagree with this statement as the … ・I completely disagree with this claim as the …
31 305 8.0突破レベルアンサー4行目 people flock to parks and riversides to have… people flock to parks or riversides to have… ★音声も同様に修正

32 308 8.0突破レベルアンサー2行目 as one of the most select schools in my hometown. for its quality of education in my hometown. ★音声も同様に修正

33 308 8.0突破レベルアンサー語彙 be renowned as ～　～として有名な be renowned for ～　～で有名な

34 309 5.0レベルアンサー解説文3行目
ここでは trying new things（新しいことに挑戦する）や working 
hard to achieve goals…

ここでは trying new things や名詞の challenge を用いた taking on new 
challenges（新しいことに挑戦する）あるいは working hard to achieve 
goals…

35 311 8.0突破レベルアンサー1, 4行目
It was a local high school competition I took part in…
：
(41 words)

It was a local high school dance competition I took part in…
：
(42 words)

★音声も同様に修正

36 325 7行目 ただし詳細に説明する必要はなく、簡単にカテゴリーを述べる… ただし詳細に説明する必要はなく、同格や関係代名詞の非制限用法を用
いて簡単にカテゴリーを述べる…

37 325 下から7行目
○ Last year, I took a trip to Hakone, a famous hot spring 
resort…

○ Last year, I took a trip to Hakone, which is a famous hot spring 
resort…

38 328 8.0突破レベルアンサー1, 11, 18行目

The journey I'd like to go on…
：
embark on this journey…
：
(217 words)

A journey I'd like to go on…
：
make this journey…
：
(216 words)

★音声も同様に修正

39 329 「その他」1, 2行目 「embark on a journey」を削除。

40 345 下から10行目 necessary for effective communication with them. necessary for effective communication.
（「with them」を削除。）

41 347 5.0レベルアンサー2,4行目
Employers can cut down on unnecessary expenses…
：
(40 words)

Employers can cut down unnecessary expenses…
（「on」を削除。）
：
(39 words)

42 347 5.0レベルアンサー語彙 cut down on unnecessary expenses 不要な費用を削減する
cut down unnecessary expenses 不要な費用を削減する
（「on」を削除。）

43 353 99 food self-sufficiency rate food self-sufficiency
（「rate」を削除。）

44 353 108 emerging nations emerging nations [markets]



45 353 129 予後（医者による病気の経過予測）　prognosis 症状　symptom
46 353 130 誤診　misdiagnosis 認知症　dementia
47 356 3 責任感が強い　have a strong sense of responsibility 頭が切れる、頭の回転が速い　have a sharp mind

48 357 29 cut down on the cost of living cut down the cost of living
（「on」を削除。）


