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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® リーディング・テストについて、新しい出題形式に合わせ、具体
的には、

●

短文穴埋め問題 (Part 5) の問題数の削減

●

長文穴埋め問題 (Part 6) に、文書内の空欄に最も適切な一文を選ぶ設問の付加

●

読解問題 (Part 7) に、文書内の空欄に新たな一文を挿入するのに最も適切な箇所
を選ぶ設問の付加

●

読解問題にテキストメッセージやオンライン形式で複数名が行うやり取りを読ん
で解答する問題の付加

●

読解問題に３つの関連する文書を読んで解答する問題の付加

●

読解問題に書き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® リーディング・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 ５ではどんな単語・文法事項が問われるの
だろうか、Part 6, Part 7 では、文脈を理解するためのディスコース・マーカー（談話
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標識）関連の設問など、どのパートもリーディング問題の傾向に合った問題ばかりで
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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Unit 1

短文穴埋め問題／長文穴埋め問題／読解問題

Points to Read
Part 5 短文穴埋め問題：
1. for と結びつく自動詞。2. 目的語に < 感情 > をとる動詞。3.「その問題を取り扱う」4. 地位に満
足しないときに要求すること。5. 冠詞なしでも使える形容詞。
Part 6 長文穴埋め問題：
トピックは、アマゾン原産のビタミン C が世界一豊富な果物 カムカム 。1. than any other に注
目。2.「大規模栽培プロジェクトに着手するという計画」3.（新形式）空欄の前文 “the camu camu
is attracting renewed interest” と空欄以下の文中 “... will help save these wild trees” とのつな
がりは？ 4. ビタミン C 含有量の言い換え。

Part 7 読解問題：1 つの文書
Coupon: トピックは、遊園地の入場クーポン券。1. 大人 2、子供 2、シニア 1 の合計金額。2. 持
ち込み禁止は何？ Advertisement: トピックは、出版社の求人広告。3. どのような職種の人材募集
か？ 4.（新形式）設問中の Also がキーワード。5. 文書の後半に注目。

Part 5

短文穴埋め問題

次の 1.~5. の英文について、------- に入れるべき最も適切なものをそれぞれ (A)~(D) の中から選び
なさい。

1. This revised insurance policy is so comprehensive that it will ------- for full coverage in
case of mishandling.
(A) deliver

(B) furnish

(C) provide

(D) distribute

2. Our manager would like to ------- his gratitude to all the employees in the sales department.
(A) talk

(B) inform

(C) convey

(D) instruct

3. Let’s ------- the issue at the committee meeting on Friday.
(A) address

(B) speak

(C) chat

(D) say

4. Mr. Jones was unhappy with his posting in a foreign country, so he asked for a -------.
(A) relocate

(B) transfer

(C) shift

(D) transplant

5. Any company that plans to open ------- businesses in that small town will probably fail.
(A) solitary
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(B) alone

(C) same

(D) similar

Unit 1 短文穴埋め問題／長文穴埋め問題／読解問題

Part 6

長文穴埋め問題

次の英文中の 1.~4. の空所に入れるべき最も適切なものを、それぞれ (A)~(D) の中から選びなさい。

AE Health Foods to Grow Camu Camu on a Large Scale
The camu camu, a cherry-like fruit from the Amazon, is

in Vitamin C than any

other fruit in the world. As such, AE Health Foods Company announced Thursday
their plan

a large-scale operation to grow the fruit in the Amazon Basin, the

native home of the small tree.
With today’s increased awareness in healthy eating and the search for alternative
foods, the camu camu is attracting renewed interest.

According to AE spokes-

person Bill Watts, the food company hopes their plantation will help save these wild
trees, which have long been used as source of food by the native tribes of Brazil and
Peru.
The camu camu contains about 2800 mg of Vitamin C per 100 g of fruit, or almost 60
times the

of oranges.

1. (A) richer

(B) richest

(C) more richly

(D) most richly

2. (A) start

(B) starting

(C) started

(D) to start

3. (A) And healthy eating starts with learning new ways to eat.
(B) And we are unfamiliar with alternative foods.
(C) But that demand has put stress on the wild plant, endangering its existence.
(D) But there is an endless supply of very cheap labor.

4. (A) concentration

(B) dilution

(C) suspension

(D) retention
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Part 7

読解問題

次の Coupon を読んで、問い 1.~2. の答えとして最も適切なものをそれぞれ (A)~(D) の中から選
びなさい。

DISCOUNT COUPON FOR ADMISSION
This coupon is for admittance to Mobyland
and use of the Ahab Lagoon (water park), Thrilldome (indoor water park)
REGULAR PRICE / DISCOUNT PRICE

ADULTS (ages 13–60)

A$70.00

$60.00 !

CHILDREN (ages 7–12)

A$50.00

$46.00 !

NOTE : Infants, Senior Citizens (ages 2–6 / 61 and over) admitted at
regular price $36.00
This coupon can be used to admit up to 5 people.
This coupon can only be used at Mobyland.
This coupon cannot be used for group discounts.
VALID UNTIL SEPT. 30TH 2017
Guests are not allowed to bring refreshments into the park.
Refreshments must be purchased inside the park.

1. How much would a family group of two adults and two children and one senior citizen
pay to enter Mobyland using this coupon ?
(A) $212.00

(B) $400.00

(C) $272.00

(D) $248.00

(C) Regular tickets

(D) Diving gear

2. What can visitors not take into the park ?
(A) Infants
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(B) Food and drink
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次の Advertisement を読んで、問い 3.~5. の答えとして最も適切なものをそれぞれ (A)~(D) の中
から選びなさい。

Job Opportunity for Journalist
INVESTMENT MONTHLY
bureau in Sofia is seeking a journalist to join its team to cover either the Bulgarian
financial industry or the agricultural sector (depending on staff movements). — [1] —.
The ideal candidate will be fluent in English, have writing experience, and a good
knowledge of Bulgarian. — [2] —. The current job vacancy is for a local staff position
writing for the magazine, however, it offers potential for promotion onto staff in
different offices across the global Investment Monthly network at a later date. — [3] —.
The work assignment is for six months. — [4] —. Applications should be sent by July
23rd to:
Igor Bever, Investment Monthly Editorial, 3 Berezovsky Prospekt, Sofia.

3. Where would this advertisement most probably appear?
(A) In a farmers’ gazette

(B) In a ﬁnancial periodical

(C) In a party-political pamphlet

(D) In a tourist guidebook

4. In which of the positions marked [1], [2], [3], and [4] does the following sentence best
belong?

“Also, they should have a keen interest in business and ﬁnance and, above all, should
be very enthusiastic and adaptable.”
(A) [1]

(B) [2]

(C) [3]

(D) [4]

5. What should an interested candidate do?
(A) Write an article

(B) Submit new ﬁnancial plans

(C) Arrange for an interview

(D) Send an application
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