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*試験官2名に対し受験者2名で行う形式（最後の組は受験者が3名の組み合わせになる場合があります）

問題用紙の種類 内　容 所要時間 配点（全体に占める割合）
Paper 1
Reading and Writing 

Reading: 5パート（全35問）
Writing: 3パート（全7問）

1時間30分 Reading: 25%
Writing: 25%

Paper 2
Listening 

4パート（全25問） 約35分（答えを解答用紙に
書き写す時間6分を含む）

25%

Paper 3
Speaking

4パート 受験者1人1組につき
10分から12分
（2：2のフォーマットの場合*）

25%

受験の手引き 
– PET 

PET（Preliminary English Test）の対象は？

ケンブリッジESOL試験を選ぶメリットは？

Preliminary English Test（PET）は、平易な英語で書かれた本や新聞記事を読む、または個
人的な手紙や会議中にメモを書くなど、書き言葉、話し言葉での日常のコミュニケーションが行
える人を対象とています。

PETは、ケンブリッジESOL試験の第2段階のレベルにあたり、中級レベルの試験です。欧州
評議会による言語能力評価基準のB1に相当し、海外で働きたい人や留学希望者、国際企
業に就職を考えている人の英語力を証明する資格として役立ちます。

PETは、準備のための学習段階から英語のスキルを伸ばすことができ、さまざまな状況で英語
が使える力を身につける方法としても好評です。教材に採用されている表現は実生活で使わ
れるものばかりで、リーディング、ライティング、リスニング、スピーキングの4つの言語領域をカバ
ーしています。事務職、秘書、管理職をはじめとし、英語でのやりとりが必要な旅行業などの多く
の業種に必要な英語の運用能力を身につけることができるでしょう。

現在、PETは2種類のフォーマットで受験が可能です。従来通りのペーパーテスト形式の受験
と、コンピュータを使用するCB-PETの2つの形式があります。詳細はお近くのテストセンターに
お問い合わせください。

効果的なコミュニケーション能力が身につきます
・ケンブリッジESOL試験はリスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの4技能すべ
てをカバーしています。英語の運用能力を多面的に評価し、さまざまな状況で上手に意思疎
通を図るための技能を習得するのに役立ちます。

質の高さと信頼性
・公正かつ正確な英語能力の測定を可能にするため広範なリサーチを行い、経験を積み重
ねてきました。ケンブリッジESOL試験は、英語が使われるさまざまな状況でたいへん大きな
力を発揮する試験です。

世界が認める検定試験
・ケンブリッジESOL試験は英語の評価試験として、世界中の大学・企業で認められていま
す。英語力の証明として価値ある資格試験です。

ケンブリッジ大学の試験部門である、ケンブリッジESOLは英語の学習者、そして教師に世界
的な認知度を保証する資格を提供しています。毎年135カ国で200万人の人々が受験してい
ます。

PETの内容
この小冊子はPETを手短に説明し、各パートの例題を掲載しています。ただし、すべての問題
を網羅するものではありませんのでご了承ください。PETの試験用紙をすべてにわたってご覧
になりたい方は、次のウェブサイトからダウンロードすることができます。
www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/PET

下の表はPETの構成と所要時間を示しています。リーディングとライティングは、ひとつのペー
パーにまとめられています。
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ペーパー 1　Reading and Writing

A1 Tickets for the disco can be collected after
tomorrow.

B It is possible to reserve a disco ticket if you
do so by tomorrow.

C Reserved tickets for the disco must be paid
for today.

A2

B

C

Press the button after the doors close.

Press the button while the doors are closing.

Press the button to close the lift doors.

   Saturday's Disco
There aren't any tickets left.
Anyone who ordered a ticket
and hasn't given me the
money should do so before
tomorrow.

José Martin

Ali enjoys reading crime stories which are carefully written so
that they hold his interest right to the end. He enjoys trying to
guess who the criminal really is while he’s reading.

Monica is a history teacher in London.  She enjoys reading
about the history of people in other parts of the world and how
events changed their lives.

6

7

時間：1時間30分

Reading

パート1 （第1問～第5問）

リーディング問題の最初のパートでは、さまざまな種類の短い文章を読みます。お知らせや標
識、食料品・医薬品などのパッケージの使用説明書、メモ、E-メール、カード、葉書のメッセージ
などが含まれます。

下記に、パート1で出題される典型的な例を2つ示してあります。文章を読みＡ、Ｂ、Ｃのうちでも
っとも適切な答えを選びましょう。実際のテストではこのような問題がさらに3つ出題されます。

パート2 （第6問～第10問）
パート2には5つの異なる人物に関する文章と、例えば、本を買う、博物館を訪れる、ホテルに滞
在する、休日の過し方を決めるといった状況に関連する商品やサービスなど、特定の話題につ
いて書かれた短い文章が8つあります。5人の人物と内容的に合うものを8つの文章の中から
選びます。

次の例では、AliとMonicaという人物に関する情報と、それぞれがどんなものを読みたいのかが
書かれています。次にいろいろな本に関する文章が5つあります。A～Eの中でAliとMonicaが
それぞれ関心を持つ本はどれかを答えます。実際のテストではさらに3人の人物と3冊の本に関
する文章が出題されます。
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A London Alive
This author of many famous novels
has now turned to writing short
stories with great success.  The
stories tell of Londoners’ daily
lives and happen in eighteen
different places – for example, one
story takes place at a table in a café,
another in the back of a taxi and
another in a hospital.

D Gone West
A serious look at one of the least-
known regions of the United States.
The author describes the empty
villages which thousands left when
they were persuaded by the railway
companies to go West in search of
new lives.  The author manages to
provide many interesting details
about their history.

E The Letter
The murder of a television star
appears to be the work of thieves
who are quickly caught.  But they
escape from prison and a young
lawyer says she knows who the real
criminals are.  Written with
intelligence, this story is so fast-
moving that it demands the reader’s
complete attention.

Recommended New Books
B Burnham’s Great Days

Joseph Burnham is one of Britain’s
best-loved painters these days, but I
was interested to read that during
his lifetime it was not always so.
Art historian Peter Harvey looks at
how Burnham’s work attracted
interest at first but then became less
popular.

C The Missing Photograph
Another story about the well-
known policeman, Inspector
Manning.  It is written in the same
simple but successful way as the
other Manning stories – I found it a
bit disappointing as I guessed who
the criminal was halfway through!

The Arctic is one of the few places in the world untouched by pollution where you can see
nature at its wildest and most beautiful. Join our ship the Northern Star from 2 to 18 July, for
a 17-day voyage to the Arctic. During the voyage you are able to relax and get away from it
all. There are no parties or film-shows to attend, quizzes to enter, or entertainers to watch.
However, we do have specialists on board who are willing to answer any of your questions
about the Arctic and who will talk about the animals and birds that you see on the trip.

After setting off from Scotland, we go north along the coast of Norway to Bear Island. Along
the way you'll see thousands of seabirds and wonderful scenery, with rivers of ice and huge
cliffs. You will have the chance to see reindeer, polar bears, and other Arctic animals.
Although we have a timetable, experience has shown that we may have to change our
direction a little, depending on the weather and on which animals appear.

The Northern Star is a very special ship and our past voyages have been very popular. Our cabins all have the same excellent facilities,
which include a private bathroom and refrigerator. Our chefs are happy to prepare any food for people on special diets. Choose just
what you want to eat from the wide variety available from the dining room buffet. There is a library, shop, clinic and plenty of space for
relaxation. If you need some exercise, why not go jogging every morning around the decks, or do some swimming in the indoor pool.

Prices include economy class air travel and 16 nights on board the Northern Star, all meals and excursions and all lectures.

Day 1 Board the Northern Star.

Days 2–7 We sail slowly north along the coast of Norway, stopping at places of interest.

. . .

Exploring the Arctic

11 This trip is for people who like peace and quiet.
12 Many different activities are organised on board.
13 The voyage begins in Scotland.

14 The ship follows a fixed route.
15 There are different types of accommodation.

パート3 （第11問～第20問）

パート3では少し長めな記述文を読み、正確な情報をつかまなければなりません。出題される
文章はパンフレットの抜粋や雑誌の広告文、ホームページの文章などです。文章の前に、内容
に関する10個の文があります。それぞれの文が正しいか誤りかを答えます。

下記の例では北極への船の旅について書かれた5つの文章（11～15）があります。”Explor-
ing the Arctic”というタイトルの文章を読み、これらの5つの文章が正しいかどうか判断してく
ださい。実際のテストでは11～15のような文がさらに5つ出題されます。正しい文にはＡ、誤った
文にはBをつけて回答します。
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Ainsley Harriott

I’ve always been a bit of an entertainer and played the funny man. I was a part-time comedian for
years, so I learned how to stand in front of audiences.  It made me sure of myself.  I like being liked
and I love making everyone smile.

I’ve lived in London all my life and have just moved to a larger house with my wife Clare and our
two children, Jimmy and Madeleine.  We spend a lot of time just singing and dancing around the
house.  I grew up with music because my dad is the pianist, Chester Harriott – who’s still playing,
by the way.  My working day is divided between television and writing cook books, though TV
takes most of my time.  I spend about five days a fortnight working on the cooking programmes I
appear in. I eat all sorts of things at home but I only buy quality food.  When I’m cooking, I
experiment with whatever is in the fridge – it’s good practice for my TV series.

I’m a football fan and enjoy going to matches, but I’m a home-loving person really.  I don’t like
going to the pub but we do go out to eat about twice a month.  There’s nothing better than a night
at home playing with the children.  I rarely go to bed before midnight.  Late evening is when fresh
thoughts on cooking usually come to me, so I often write or plan my programmes then. When I
eventually get to bed, I have no trouble sleeping!

21 What is the writer’s main purpose in writing the text?

A to describe how he lives
B to say what makes him laugh
C to talk about his cooking ideas
D to explain how he started in TV

22 What would a reader learn about Ainsley from the text?

A He is a very good musician.
B He likes to plan the family meals.
C He is nervous about performing on stage.
D He enjoys spending time with his family.

. . . 

パート4 （第21問～第25問）
パート4では意見や考えが述べられた文章を読みます。5つの質問がありますから、A、B、C、D
の中からもっとも適切な答えを選んでください。

次の例は、テレビに出演しているAinsley Harriottというシェフについての文章です。文章を読
み21、22の質問に対する答えを選んでください。実際の試験にはさらに3つの質問が出題され
ます。

パート5 （第26問～第35問）

リーディングの最初のパートでは、空欄を含む短い文章が与えられます。空欄に入る単語を答
える問題です。空欄には主に内容語が入りますが、代名詞、助動詞、接続詞、前置詞など文法
の知識を問う問題も含まれています。それぞれの空欄に入る正しい語を4つの選択肢から選ん
でください。

次の例は”Deep Sleep”というタイトルで書かれた文章の一部です。その下に26～30のそれ
ぞれに対し4つの選択肢があります。A、B、C、Dの中から正しい語を選びます。実際のテストで
はこのような5つの質問が出題されます。
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26 A size B number C amount D sum

27 A on B to C in D of

28 A could B ought C must D should

29 A ways B habits C manners D actions

30 A few B well C less D enough

1 It’s too cold to play tennis.

It isn’t warm ……………………………….. to play tennis.

2 There are only a few squash courts in this town.

There aren’t very ……………………………….. squash courts in this town.

3 If you don’t play every week, you won’t improve your tennis.

You won’t improve your tennis unless ……………………………….. every week.

Writing

パート1 （第1問～第5問）

ライティング問題のパート1は5題あります。問題ひとつにつき、完全な文と空欄のある文が示さ
れます。最初の完全な文と同じ意味になるように、２番目の文の空欄に1語から3語の範囲で
適切な語を補い、文を完成させる問題です。5つの問題は共通する話題について書かれていま
す。

次の1～3の例題ではテニスが話題になっています。それぞれの問題について、最初の文を読
み、次の文を適切な語を補って完成させます。2番目の文が最初の文と同じ意味を表すように
単語を補う点に注意してください。実際のテストでは下記のような問題がさらに2つ出題されま
す。

パート2 （第6問）

このパートでは、35単語から45単語の短いメッセージを書くことが求められます。誰に宛ててど
のような理由で書くのかについては問題の中で指示があります。メッセージの中に含めなけれ
ばならない内容も箇条書きで与えられます。指示をよく読み、よく考えてから書きましょう。
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Question 6

An English friend of yours called James gave a party yesterday, which you enjoyed.

Write a card to send to James.  In your card, you should

• thank him for the party

• say what you liked best

• suggest when you could both meet again.

Write 35-45 words on your answer sheet.

Question 7

• This is part of a letter you receive from an English penfriend.

• Now write a letter, answering your penfriend’s questions.

• Write your letter on your answer sheet.

Question 8

• Your English teacher has asked you to write a story.

• Your story must begin with this sentence:

I felt nervous when the phone rang.

• Write your story on your answer sheet.

In your next letter, please tell me all about
your favourite TV programme.  Why do you
like watching it? What’s it about?

:

Write 35–45 words on your answer sheet.

下記の例は、友人のJamesがパーティーを開いてくれたので、そのお礼のカードを書かなければ
なりません。

パート3 （第7問または第8問）
パート3では、親しい人に宛てる手紙か、物語のいずれかを受験者が選んで約100単語で書く
ことになります。

手紙文を選ぶ場合、友人からの手紙の抜粋を読み、それに対する返事を書きます。書かなけれ
ばならない内容は、友人からの手紙の中に情報として含まれています。物語文については、簡
略なタイトル、または物語の最初の文章が指定されています。

下記の2つの例では、友人に自分の好きなテレビ番組について手紙を書かなければなりませ
ん。友人からの質問に対する答えをすべて含めて書くように注意が必要です。
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1 What does the man receive in the post?

CBA

2 What did the man buy?

CBA

8 The film about insects is A badly photographed.
B unsuitable for some people.
C much too long.

9 Tonight's Miller and Edwards A has fewer jokes than usual.
programme B is longer than usual.

C is continued next week.

10 Policewatch is not on television A another programme has taken its place.
tonight because B Andy McKay is ill.

C you can’t see it on Thursdays any more.

時間：約35分 （解答用紙に答えを書き写す時間6分を含む）

パート1 （第1問～第7問）
このパートでは日常生活についての7つの短い音声を聴きます。
ケンブリッジESOLウェブサイトより下記の例題を聴くことができます。
www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/PET
それぞれの問題に対し、質問が1つと3枚の絵があります。音声を聴き、答えとしてもっとも適切
な絵を選んでください。

下記にこのパートの問題の特徴をよく表している問題を2つ示します。質問を読み、絵を見て聴
こえてくる会話を想像し、どのような情報に注意して聴けばよいのか予想してください。答えは
A、B、Cの中から選びます。実際のテストではこのような問題がさらに5つ出題されます。

パート2 （第8問～第13問）
パート2では話し手が1人で話をしているか、あるいはラジオのアナウンサーがインタビューで質
問している長めの音声を聴きます。音声は2度流れます。問題は全部で6題あり、3つの選択肢
から答えを選びます。

下記に示した例は、今夜のテレビ番組の解説です。音声を聴き、8から10の問題の答えをA、
B、Cの中から選んでください。実際の試験では、このような問題がさらに3つ出題されます。

ペーパー2　Listening
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The Riverside Hotel

Tour Guide

The office is (14) .................... the reception desk.

Meals

Breakfast: in the Green Room on the first floor beside the lifts.

Food for trips: collect from the (15) .............................. at 9.00 a.m.

Dinner: hotel restaurant famous for its  (16) ................................ dishes.

Riverboat Trip

Day:  (17) ................................

Time: afternoon and evening

Cost of Holiday

Everything is included except (18) ................................

Facilities

It’s possible to swim from (19) ................................ a.m. until 10.00 p.m.

パート3 （第14問～第19問）

パート3もやや長い音声を用いた問題です。例えば、ある場所や催しの情報を伝えるラジオのア
ナウンスや録音されたメッセージが流れてきます。授業や旅行、休日の過し方などの話や、ラジ
オ番組が使われることもあります。音声は2度流れます。テスト用紙に、内容の要点が書かれて
いますが、6ヵ所情報が抜けています。正しい情報を聴き取り、数字の振ってある空欄に情報を
書き入れてください。

下記の例では、ツアーガイドがホテルで旅行者に話している音声が出題されています。14から
19の6箇所の情報が抜けています。音声を聴きそれぞれの空欄に正しい情報を記入します。

パート4 （第20問～第25問）

パート4では2人の人物によって交わされる会話を聴きます。日常的な話題に関する会話の中
で2人の人物が自分の考えや意見の一致・不一致を述べます。音声を聴き、問題用紙にある6
つの文章の内容が正しいか誤りかを答えます。
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A B
YES NO

20 At first, Edward thinks Lucy gets enough pocket money.

21 Lucy’s friends get more pocket money than she does.

22 Lucy is happy to pay for her own music.

下記の例では、LucyとEdwardという人物が小遣いについて話しています。20から22の文を
読み、正しければＡ、誤っていればBを選んで回答します。実際の試験ではこのような問題がさら
に3つ出題されます。

時間：2人1組の受験者に対し、10分から12分

スピーキングテストは、2人1組の受験者に対して2人の試験官で行われます。受験者の数が
奇数の試験会場では、最後の組は3人のグループになります。スピーキングテストの配点は全
体の25%です。

パート1

パート1は一般的な会話です。試験官の1人が受験者に順番に話しかけ、日常の過し方や嗜
好など、受験者自身について質問をします。試験官はまた、受験者の氏名のスペルを尋ねま
す。

パート2

パート2では、ある状況を設定して受験者同士が会話をします。2人の間で提案を出し合う、意
見を交換するなどのやりとりをすることが求められます。

試験官は、次に示すような絵が描かれた用紙を受験者に手渡し、会話の題材を指示します。こ
の例では、試験官は、受験者の友人の1人がイギリスに6ヶ月の語学留学を計画していると

リスニングが終わると、解答用紙に答えを書き写す時間が6分与えられます。

ペーパー3　 Speaking
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説明します。受験者はイギリス滞在中にこの女性の友人が必要なもの、持ち物として最も大事
なものについて2人で会話をしなければなりません。

パート3

パート3では下のような1枚のカラー写真が渡されます。受験者は写真を描写することが求めら
れます。もう1人の受験者には別のカラー写真が与えられ、描写するよう求められます。

パート4

テストの最後のパートは、2人の受験者間での会話です。試験官がパート3の2枚の写真に関
連する事柄をトピックとして与えます。この例では、読書や文章を書くことがトピックです。試験官
は受験者に、子供のころにどんなものを読んだり書いたりしたのか、現在ではどうかを話題として
会話をするよう促します。

PET受験に向けて
PETの受験準備用の教材として、過去問題集（リスニング用CD付き）が発行されています。価
格や注文方法などの詳細について下記のウェブサイトをご覧ください。
www.CambridgeESOL.org/support/pastpapers.htm

試験結果をオンラインで確認することできます
PET試験の結果を下記のケンブリッジESOLのウェブサイトから確認できます。
www.CambridgeESOL-results.org/Members/Login.aspx

オンラインで試験結果を確認するには、IDナンバーとパスワードが必要となります。これらはテス
トセンターから受け取る手紙に書かれています。試験結果が発表される日はウェブサイトが非常
に混雑するため、なるべく早めに登録をすることをお勧めします。

次のステップ
PETの受験に成功したら、さらに上を目指して他のケンブリッジESOL試験に挑戦することをお
すすめします。次のレベルはFirst Certificate in English（FCE）です。FCEに関する情報は
下記のウェブサイトをご覧ください。
www.CambridgeESOL.org/exams/fce.htm
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受験者の声 私はキャビンアテンダントになりたいと思い、自身の英語を磨くためにPETを受験しました。
柚木　香 

ケンブリッジESOL試験は、どのレベルも英語を使う力を伸ばす機会を与えてくれました。他の
人よりも有利に将来へのスタートを切ることができたと思います。
Paola Marisela González（メキシコ）

ケンブリッジ
ESOL試験を
認定している企業

PETを認定している企業・教育機関の一覧は、下記のウェブサイトをご参照ください。
www.CambridgeESOL.org/recognition/index.php

お近くのテストセンターについての詳しい情報は、下記のウェブサイトをご参照ください。
http://cambridgeesol-centres.org/centres/index.do

アディダス BP コカ・コーラ
DHL エスティ・ローダー ゼネラル・モーターズ
HSBC IBM ジョンソン・エンド・ジョンソン
シティバンク マイクロソフト ネッスル
フィリップス ゼロックス ソニー
トヨタ ユニリーバ ボーダフォン
ワールド・バンク等




