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はじめに

「1979 年に開始された TOEIC® テストは、35 年以上にわたり、日本だけでなく世界
中で英語学習者の能力を測定するためのツールとして活用されてきました」
（『TOEIC®
テスト公式問題集

新形式問題対応編』より）。この間、英語を必要とする場面・状

況は多様化し、特にインターネットの出現以来、グローバル化が進展し、政治・経
済・文化など、様ざまな分野に影響を与え、この結果、必要とされる英語の能力も変
化してきました。このような変化を背景に、2006 年 5 月には TOEIC® テストは大き
くリニューアルされたのですが、以来 10 年が経過し、TOEIC® テストは時代ととも
に変化するコミュニケーション方法に対応するために、2016 年 5 月の第 210 回公開
テストより問題の一部に新しい出題形式が加わりました。よりオーセンティック（実
際的）な出題形式を採用したわけです。
本書は、TOEIC® リスニング・テストについて、新しい出題形式に合わせ、具体的
には、

●

写真描写問題 (Part 1) と応答問題 (Part 2) の問題数の削減

●

会話問題 (Part 3) の問題数増加

●

会話問題にライン数が多いものを付加、３名の会話による問題の付加

●

会話問題に、より口語的な言い回し、発音を含む問題の付加

●

会話問題と説明文問題 (Part 4) に、音声と問題用紙に印刷された図表などの情報
を関連づけて回答する設問を付加

●

会話問題と説明文問題に話し手の意図を問う設問の付加

という要素を盛り込みました。本書は、以上のような新しい出題形式に対応した問題
を加え、短期間で TOEIC® リスニング・テストのスコアアップを目指す教材です。
TOEIC のスコアは基本的に学習時間と比例します。しかしながら、学習方法が間
違っていたり、問われないことがらの学習に多くの時間をかけても、大きな効果は望
めません。本書は、限られた時間の中で最大限の効果があげられるように、TOEIC
の問題を徹底分析して作成しました。Part １ではどんな写真が出題されるのだろう
か、どこに注意して聞き取ればいいのだろうか、Part ２ではどのような質問文が多
いのだろうか、などなど、どのパートもリスニング問題の傾向に合った問題ばかりで

iii

す。今後、初めて TOEIC を受験してみようと考えている方にとっても、既に持って
いる TOEIC のスコアをさらに上げたいと思っている方にも利用できるような工夫が
施されています。
2016 年

11 月
著者代表

西谷 恒志
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音声トラック番号の表記例
❶

2

CD 1 枚目の Track 2 および音声 file 1 の Track 2
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Unit 1

写真描写問題／会話問題

Points to Listen
Part 1 写真描写問題：
① 3 つの写真はどれも「人が 1 人写っている」ので、 人の動作 だけに集中して聴き取ればよい。
②「人の動作」の内、drink, look, hold に注意して聴き取ろう。
③動作の対象となる目的語にも注意しよう。

Part 3 会話問題：音変化を中心にピックアップ
＊ M-1 は男性の 1 番目の発話、W-1 は女性の 1 番目の発話を表します。
Questions 1 through 3 の会話 : (M-1) such a difﬁcult time ...; Why are they closing ... (W-1)
Haven’t you ...?; tear up (M-2) it will be noisy (W-2) it always takes longer
Questions 4 through 6 の会話 : (M-1) saw a group of people (W-1) They’re a business group
(M-2) They came to see our operations (W-2) and I are going out to eat with the group
Questions 7 through 9 の会話 : (W-1) have a reservation with us (M-1) There should be a ...
(W-2) here is your key card (M-2) have an important meeting
Questions 10 through 12 の 会 話 : (M-1) It’s a mess! (W-1) for a long time (M-2) leaving
them in there (W-2) mention it to Ms. Johnson

Part 1

写真描写問題

次の 1.~3. の写真について、それぞれの写真を説明する英文が 4 つ聞こえてきます。最も適切な
英文を (A)~(D) より選び、その記号をマークしなさい。

No.1

❶

1

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

1

No. 2

❶

2

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

No. 3

❶

3

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
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Unit 1 写真描写問題／会話問題

Part 3

会話問題

4 つの会話を聞き、それぞれの会話に関する 3 つの質問文の答えとして最も適切なものを (A)~(D)
より選び、その記号をマークしなさい。
❶

1. What is the cause of the man’s irritation?
(A) Biking to work

(B) The noise and dust

(C) Construction of a building

(D) The bad weather

4~5

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
2. What does the woman think about the weather?
(A) It may cause noise and dust.

(B) It may slow down trafﬁc.

(C) It may irritate people.

(D) It may affect the construction.

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
3. What does the woman suggest to the man?
(A) Driving a car

(B) Walking to work

(C) Taking a train

(D) Riding a bicycle

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

❶

4. What are the man and woman talking about?
(A) A group of language students

(B) A group of Spanish tourists

(C) A group of Italian doctors

(D) A group of Brazilian businesspeople

6~7

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
5. What language were the visitors speaking when Charlie saw them?
(A) Spanish

(B) English

(C) Italian

(D) Portuguese

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
6. What does Jeanne suggest to Charlie?
(A) Working late at the ofﬁce

(B) Taking the visitors out

(C) Eating with the Brazilians

(D) Seeing quality control

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
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❶

7. What are the man and woman talking about?
(A) A hotel reservation

(B) Sweet dreams

(C) The ABC Company

(D) Quitting smoking

8~9

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
8. What is the man most likely doing?
(A) He’s on vacation.

(B) He’s on a business trip.

(C) He’s leaving a hotel.

(D) He’s going home.

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
9. What will the woman do?
(A) Wake Mr. Jones next morning

(B) Make coffee for Mr. Jones

(C) Make the man’s hotel reservation

(D) Answer the man’s phone calls

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

❶

10. What is the situation in the refrigerator?
(A) There are a couple of PET bottles.

(B) There are not enough bottles.

(C) It is half-empty.

(D) It is full.

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
11. What does Beth think about the refrigerator?
(A) It should be used more often.

(B) There are no problems.

(C) Fewer people should use it.

(D) Something needs to be done.

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
12. What is going to happen next Friday?
(A) Beth and Todd are going to mention the problem.
(B) Ms. Johnson is going to solve the problem.
(C) A staff meeting will be held outside the meeting room.
(D) Beth and Todd will write their names on the bottles.

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
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