
＜ブリティッシュ・カウンシル提供 無料英語教材＞ （令和 2 年 4 月） 

 

1. オンラインセミナー 

  講座名： IELTS webinars 

  対象：英語学習者、留学予定者、教員、留学カウンセラー 

  使用言語：英語 

  主催：ブリティッシュ・カウンシル 

  参加費：無料 

 

For all of you who have been affected by the Covid-19 outbreak, we know this is a difficult time. Whilst it might 

not be possible to attend face-to-face classes for now, we wanted to share some great ways for you to practise 

your English and prepare for your IELTS test without leaving your home. 

 

To help you with your IELTS preparation over the next few weeks, we have introduced a series of webinars which 

are available to all British Council IELTS test takers. They are free to attend and are run by experienced English 

teachers from the British Council. 

 

  Here are the topics we will be covering in each webinar: 

  オンラインセミナーのスケジュールと内容 

  1) 

   日：Tues 7 April （4 月 7 日） 

   テーマ：Writing Task 2 

   内容：Format, types of questions, analysis and writing introductions 

   ・9:30 AM UK time （日本時間 同日 17：30） 

   →参加リンク https://britishcouncil.zoom.us/webinar/register/WN_l0DwkadZTeCnCMskMjkOVQ 

   ・3:00 PM UK time （日本時間 同日 23：00） 

   →参加リンク https://britishcouncil.zoom.us/webinar/register/WN_fbEFDASFRWmL63RoKep5Dg 

 

  2) 

   日：Tues 14 April （4 月 14 日） 

   テーマ：Academic Reading 

   内容：Overview and strategies and difficult question types 

   ・9:30 AM UK time （日本時間 同日 17：30） 

   →参加リンク：https://britishcouncil.zoom.us/webinar/register/WN_xwpLVa2XQVCxKqBK7VsBFw 

   ・3:00 PM UK time （日本時間 同日 23：00）  

   →参加リンク：https://britishcouncil.zoom.us/webinar/register/WN_zbgb8wLBQkqyPg8ombhvBg 

 

  3) 

   日：Thurs 16 April （4 月 16 日） 

   テーマ：Listening 



   内容：Overview, strategies 

   ・9:30 AM UK time （日本時間 同日 17：30） 

   →参加リンク：https://britishcouncil.zoom.us/webinar/register/WN_6TYkMz7-RYmMfpkKlgxApg 

   ・3:00 PM UK time （日本時間 同日 23：00） 

   →参加リンク：https://britishcouncil.zoom.us/webinar/register/WN_rTH7saTHS82dPMU4nzGDIw 

 

  4) 

   日：Tues 21 April （4 月 21 日） 

   テーマ：Speaking 

   内容：Overview, strategies 

   ・9:30 AM UK time （日本時間 同日 17：30） 

   →参加リンク：https://britishcouncil.zoom.us/webinar/register/WN_Vmi12a-tTGSTz2ajZYzuWQ 

   ・3:00 PM UK time （日本時間 同日 23：00） 

   →参加リンク：https://britishcouncil.zoom.us/webinar/register/WN_5JuBUmh7S6eH-Hb3dKEMiQ 

 

   *すべての日程で、同内容の講座を二つの時間帯で行います。 

   *各セッションは 1 時間です。 

   *現在 Zoom のアクセスが不安定な場合があるようです。あらかじめご理解ください。 

 

2. 無料教材 

  無料で利用していただける教材のリンクは下記の通りです。 

  Practise using free IELTS preparation materials. You can download your free material from these links: 

 

  ダウンロード可能な教材 

  ・IELTS Academic practice test：  

https://www.emblembrands.org/BMS/albums/?album=3269&lightboxAccessID=3C968556-2B93-41C9-

8FD35B4ABF4011F4 

  ・IELTS General Training practice test：  

https://www.emblembrands.org/BMS/albums/?album=3270&lightboxAccessID=5BCF1405-D8EC-4B86-

AC5ECAD38FF160A0 

 

  オンラインで利用できる模擬テスト（コンピューターで受験する IELTS 準備教材） 

  ・Free online computer-delivered IELTS familiarisation test：  

https://takeielts.britishcouncil.org/take-ielts/prepare/computer-delivered-ielts/familiarisation-

test?utm_source=Take_IELTS_ACB_E1&utm_medium=email&utm_campaign=Webinars_2020 

 

  IELTS 学習用アプリ 

  ・IELTS Prep App：  

https://takeielts.britishcouncil.org/take-ielts/prepare/free-

apps?utm_source=Take_IELTS_ACB_E1&utm_medium=email&utm_campaign=Webinars_2020  


