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は　じ　め　に

英語力の客観的判定および就職対策に有利であると判断されて久しい TOEIC 対策本は、
多く出版されています。

しかし、実際には、現代の大学生が弱点とする文法や語彙という基礎的な知識を再確認し、
TOEIC 対策として適切な練習を豊富に行う、いわば理論と実践を兼ね備えた総合対策本は、
それほど多くありません。このような現状に対する 1 つの答えとして、本書が生まれました。

本書は、英語を基礎からしっかりと学び直しつつ、TOEIC® テスト攻略のコツを身に付
けるための TOEIC® テスト対策総合教材であるといえます。

全 14 章から構成され、全ての章に Part1 から Part7 までの練習ができるようになってい
ます。Part1 が 2 問、Part2 が 5 問、Part3 が 3 問、Part4 が 3 問、Part5 が 6 問、Part6 が
3 問、Part7 が 3 問（第 11 章以降はダブルパッセージのため 5 問）となり、標準的なレベ
ルから少し高いレベルのクラスの場合、1 回の授業で 1 章をこなすのに理想的な問題数と
なっています。

各章 1 ページ目の語彙チェック、5 ページ目の文法チェックをしっかりと行うことも可
能で、その場合は、基礎的レベルのクラスにおいて、2 回の授業で 1 章をこなすのに理想
的な分量となっています。

各章に総合テーマ、各 Part に個別テーマを設定しています。効率的な学習を目指し、レ
ベル別に問題を配置し、コラムも充実しています。巻末の TOEIC® テスト頻出重要単語・
熟語リストも特長の 1 つです。

本書の作成に当たり、1 章～ 14 章のリスニングセクションを松本が、また、リーディン
グセクションでは、全章の Key Vocaburary と Grammar、Part5 問題作成と、全章の
Part6 と Part7 の原文作成を梶山が、全章の Part6 と Part7 問題作成および全体の監修を
石井が、そして全章の英文校閲を Ciunci が担当しました。

本書によって、TOEIC 対策の基礎練習を行うことでスコア UP に貢献すると同時に、英
語力そのものの向上に少しでも役立てば、著者としてこれ以上の喜びはありません。

 監修者　石井隆之　
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本書の特長と構成

●本書の６大特長
その 1　 TOEIC Part1 から Part7 まで全ての Part をカバーしています。
その 2　 英単語・英文法・リスニング・リーディング能力向上にも配慮しています。
その 3　 段階的に学習ができるよう工夫を施しています。
　　※ Part1, Part2 および Part5 はすべて Stage1 と Stage2 があります。
　　　 Part3 と Part4 は第 1 章から第 7 章まで Stage1、その後は全て Stage2 です。
　　　 Part6 と Part7 は、章を進むごとに徐々にレベルを上げています。
その 4　 問題量を多めにし、たくさん練習できるようにしています。
その 5　 巻末に TOEIC® テスト頻出重要単語・熟語リストをつけています。
その 6　 コラムの内容が実践的で充実しています。

●本書の構成：1 章 8 ページ、全 14 章

単語学習 Part1 Part2
コラム 1

コラム 2

Part3

Part4

文法学習

コラム 3

Part5

コラム 4

Part6

コラム 5

Part7

1 頁目 2 頁目 3 頁目 4 頁目 5 頁目 6 頁目 7 頁目 8 頁目

※コラムは、次の 4 種類があります。
　コラム 1　リスニング攻略法　　　　コラム 2　TOEIC 頻出ボキャブラリー
　コラム 3　文法をもっと知る　　　　コラム 4　リーディング攻略法
　コラム 5　単語をもっと知る

※ 第 11 章～第 14 章における Part7 は、ダブルパッセージの問題で、各章 Part7 に 2 ペー
ジを割いています。
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各章の総合テーマと Part 別テーマ

● Listening Section におけるテーマ
章とタイトル Part1 Part2 Part3 Part4

1
Restaurant

レストラン 疑問詞を見抜く レストランの
予約

情報提供の
スピーチ

Stage 1. 動詞　2. 実践 1. 疑問詞　2. 実践 1 1
2
Hotel

ホテル 時制を見抜く ホテルの予約 予約の変更

Stage 1. 動詞　2. 実践 1. 時制　2. 実践 1 1
3
Shopping

ショッピング 主語を見抜く 客と店員の
会話

セールの案内

Stage 1. 主語　2. 実践 1. 主語　2. 実践 1 1
4
Financing

金融 提案、依頼、勧誘① 客と行員の
会話

投資セミナー
冒頭スピーチ

Stage 1. 動詞　2. 実践 1. 最初の 3 語　2. 実践 1 1
5
Hospital

病院 提案、依頼、勧誘② 医師と患者の
会話

病院からの電
話メッセージ

Stage 1. 動詞　2. 実践 1. 最初の 3 語　2. 実践 1 1
6
Airport

空港 疑問詞への応答 チケットの
予約

空港での
アナウンス

Stage 1. 主語　2. 実践 1. 疑問詞　2. 実践 1 1
7
Transportation

道路、交通 一般疑問文 道を尋ねる 交通案内

Stage 1. 動詞　2. 実践 1. 最初の 3 語　2. 実践 1 1
8
Sightseeing

観光 過去形の疑問文 旅行者同士の
会話

観光ガイドの
説明

Stage 1. 動詞　2. 実践 1. 最初の 3 語　2. 実践 2 2
9
Office Issues

日常業務 発音トラップ① 上司と部下の
会話

社内イベント
の司会

Stage 1. 最初の 2 語
2. 実践

1. 疑問詞　2. 実践 2 2

10
Business

人物写真
①人

発音トラップ② オフィスへ
来客

パーティーの
相談

Stage 1. 動詞　2. 実践 1. 疑問詞　2. 実践 2 2
11
Sports Events

人物写真
②複数

否定疑問文への応答 スポーツの
話題

水泳コーチ
からの案内

Stage 1. 主語　2. 実践 1. 主語　2. 実践 2 2
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12
Computers

物の位置
①屋内

付加疑問文への応答 PC の修理 留守番電話

Stage 1. 動詞　2. 実践 1. 主語　2. 実践 2 2
13
Personnel

物の位置
②屋外

選択疑問文への応答 就活の話題 人事異動の
連絡

Stage 1. 主語　2. 実践 1. 最初の 3 語　2. 実践 2 2
14 Hiring and 
Training

人と物 平叙文への応答 新入社員の
会話

社員研修の
案内

Stage 1. 主語　2. 実践 1. 最初の 3 語　2. 実践 2 2

● Reading Section におけるテーマ
章 Part5 Part6 Part7

1 動詞①　現在と過去・進行時制 ニュース記事 レストランのメニュー

2 動詞②　未来時制・完了時制 問い合わせメール ホテルの案内

3 動詞③　受動態 セールのチラシ デパートの売り場案内

4 動詞④　使役 銀行からの通知 銀行に関するニュース報道

5 助動詞①　can, may, must 入院手続き書類 処方箋

6 助動詞②　仮定法 天気予報 機内での注意事項

7 準動詞①　不定詞と動名詞 路線案内 交通事故のニュース

8 準動詞②　現在分詞と過去分詞 友人との E メール 名所旧跡の案内

9 形容詞と副詞 社内での E メール 契約書

10 冠詞と名詞 自己紹介文 サークルへの入会申込書

11 前置詞 国技の説明 スポーツのルールの説明

12 接続詞 新聞報道 ネットオークション

13 関係詞 履歴書 就職率・進学率のグラフ

14 話法と時制の一致 会社の創業の精神 研修プログラム

注：第 11 章～第 14 章　Part7 はダブルパッセージ問題
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Restaurant

TOEIC では食べ物やレストランでの食事など、身近な話題が多く出題されます。食事中
の会話や、レストランのメニューなどの日常のやりとりを通して、英語を楽しく学びます。

★ Key Vocabulary 1

単語の意味を下枠の中の日本語から選びましょう。
01. advantage (  ) 02. order (  ) 03. break (  )

04. prepare (  ) 05. consumer (  ) 06. convenient (  )

07. reservation (  ) 08. delicious (  ) 09. brunch (  )

10. serve (  ) 11. recipe (  ) 12. reasonable (  )

13. book (  ) 14. nutritious (  ) 15. customer (  )

a. 休憩 b. 手頃な c. おいしい d. 予約する e. 栄養になる
f. 準備する g. 利点 h. レシピ i. 便利な j. 消費者
k. ブランチ l. 顧客 m.予約 n. 注文 o. 給仕する

★ Key Vocabulary 2

各文の空所に当てはまる正しい単語を下枠から選びましょう。
1. The chef (   ) flour and sugar.

（そのシェフは小麦粉と砂糖を混ぜました）
2. Would you (   ) a good supermarket near the station?

（駅の近くでお勧めのスーパーマーケットを教えてくれますか？）
3. They are waiting in (   ).

（彼らは並んで待っています）
4. Are you familiar with the (   ) for the appetizer?

（この前菜の材料についてよく知っていますか？）
5. The restaurant is very (   ) today.

（そのレストランは今日とても忙しいです）

a. line b. busy c. ingredients d. recommend e. mixed

1
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Unit 1 ◦ Restaurant

● LISTENING SECTION ● ● ● ● ●

Part1

次の写真について、それぞれ４つの説明文が読まれます。聞こえた動詞を (　)
内に記入し、４つの中から最も適切な描写を選びましょう。

Q1.

  (A) (B) (C) (D)

(A) Most people are (         ) outdoors.

(B) People are (         ) parasols.

(C) People are (         ) the open-air coffee house.

(D) Beach umbrellas are all (         ).

次の写真について、それぞれ４つの説明文が読まれます。４つの中から最も
適切な描写を選びましょう。

Q2.

  (A) (B) (C) (D)

STAGE 1
02

STAGE 2
03
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Part2

次の Part2 の設問を聞いて、最初の疑問詞を書きとり、３つの応答文の中か
ら正しい答えを選びましょう。

Q3. Mark your answer on your answer sheet.  最初の疑問詞 (     )� Ⓐ�Ⓑ�Ⓒ

Q4. Mark your answer on your answer sheet.  最初の疑問詞 (     )� Ⓐ�Ⓑ�Ⓒ

Q5. Mark your answer on your answer sheet.  最初の疑問詞 (     )� Ⓐ�Ⓑ�Ⓒ

次のPart2の設問を聞いて、３つの応答文の中から正しい答えを選びましょう。

Q6. Mark your answer on your answer sheet.    Ⓐ�Ⓑ�Ⓒ

Q7. Mark your answer on your answer sheet.    Ⓐ�Ⓑ�Ⓒ

STAGE 1
04

STAGE 2
05

TOEIC 頻出ボキャブラリー①▶▶レストラン
□ dairy�product 名 乳製品
□ refreshment 名 軽食
□ flavor 名 風味
□ edible 形 食用に適する（⇔ inedible）
□ recommendation 名 お勧めの料理
□ condiments 名 薬味
□ appetizer 名 前菜（=�hors�d’oeuvre［オードブル］）
□ grill 動 網焼きにする

Part1 ～「写真に写っていないもの」が聞こえたら…
Part1 は「写真描写問題」です。つまり「写真に写っていないもの」は答えではあ
りません。例えば、Part1 の Stage2 の問題で “passenger” “computer” など、「写真
にないもの」の音声が聞こえたとしたら、その選択肢は間違いだと判断しましょう。

リスニング攻略法①
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Unit 1 ◦ Restaurant

Part3

設問を先に読んで、意味を (　　) 内に記入してみましょう。そのあとで会話
を聞いて、各設問に対する最も適切な答えを４つの選択肢から選びましょう。�

Q8. What are the speakers talking about?

 (                                 )

 (A) Their friend (B) A reservation for a meal

 (C) Their marriage (D) Best-selling books

Q9. What is planned at the restaurant on Saturday?

 (                                 )

 (A) A wedding party (B) A budget committee

 (C) A study meeting (D) A swimming competition

Q10. What will the woman probably do next?

 (                                 )

 (A) Buy a bouquet of flowers (B) Cook her lunch

 (C) Rent a boat (D) Consider a reservation

Part4

設問を先に読んで、意味を (　　)内に記入してみましょう。そのあとで説明文
を聞いて、各設問に対する最も適切な答えを４つの選択肢から選びましょう。

Q11. What is the main topic of this talk? 

 (                                 )

 (A) How to eat healthily (B) How to become popular

 (C) How to cook (D) How to grow vegetables

Q12. What does the speaker say about fast-food restaurants? 

 (                                 )

 (A) They serve delicious food. (B) They must increase their profits.

 (C) They are popular among young people. (D) They have at least ten branches.

Q13. What are the listeners recommended to do? 

 (                                 )

 (A) Advance science education (B) Regain their youth

 (C) Buy kitchen utensils (D) Eat fruit and vegetables

STAGE 1

06

STAGE 1

07
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動詞
　人や物事の動作や状態を表す品詞を「動詞」と呼び、文の中核を成しています。一般に、
英文は、〈主語＋動詞〉を中心に成り立っています。だから、英文を理解するのに、主語と
動詞を探し出すのはとても重要です。
　動詞には be 動詞と一般動詞（＝be 動詞以外）があります。また、目的語を必要とする
動詞（＝他動詞）と必要としない動詞（＝自動詞）があります。

現在形
　現在を中心とした動作や状態を表す動詞の形を「現在形」と呼びます。一般動詞では主
語が三人称、単数、時制が現在の場合の形（-s / -es）が重要です。
　○ John wants to buy a car.　（ジョンは車を買いたがっています）
　× John want to buy a car.
　 注意すべき点 　主語が長くなった場合、動詞の形を間違う可能性があるので注意。
　　One of our clients who visited our company yesterday agrees with my idea.
　　（わが社を訪問した顧客の 1 人は、私の考えに賛同しています）

過去形
　過去の動作や状態を表す動詞の形を「過去形」と呼びます。規則動詞は -ed を付けて表し、
不規則動詞は、特有の形を持っています。
　 注意すべき点 　過去を表す副詞（句）の存在で、過去時制が決まります。
　　○ The section chief called in sick the other day.
　　× … calls in sick the other day.
　　（課長は先日病欠の電話をしてきました）

進行形
動作の進行中を表す動詞の形を「進行形」と呼びます。動詞に ing をつけます。
　（a）I am studying French. （私はフランス語を勉強しています）　　 ［現在進行形］
　（b）Tom was smoking there.　（トムはそこでタバコを吸っていました）［過去進行形］
　（c）Ann will be flying tomorrow.
 （アンは明日飛行機に乗っているだろう）［未来進行形］

Grammar
動詞①：

現在形と過去形・進行形

文法をもっと知る①　「～している」が必ずしも進行形とは限らない
「日曜日は何をしているの？」は日曜日における習慣的行為を聞く表現なので、現在
形の What do you do on Sundays? が正しく、現在進行形の What are you doing 
on Sundays? は不可となります。
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Unit 1 ◦ Restaurant

● READING SECTION ● ● ● ● ●

Part5
解法のコツ

Part5 には単純な主語と動詞の一致問題も出題されます。難しい単語と共に出題さ
れても問題自体は簡単です。あせらずに動詞のルールを思い出しましょう。

選択肢 (A) と (B) のうち、正しいほうを選びましょう。

Q1. Susan usually (   ) up at 5:30 in the morning.

 (A) get (B) gets

Q2. You are always (   ) about the service of our company’s cafeteria.

 (A) complain (B) complaining 

Q3. The acting manager (   ) on a business trip last week.

 (A) goes (B) went

選択肢 (A) から (D) から、正しいものを選びましょう。

Q4. People in my hometown (   ) a lot of high-calorie food.

 (A) is eating (B) eating (C) eat (D) eats

Q5. One of the members of our sales section (   ) a keen desire to open an 

account with the leading bank.

 (A) has (B) have (C) having (D) to have

Q6. Mr. Carlyle is now (   ) the email sent by a secretary at Star Corporation.

 (A) read (B) reads (C) reading (D) being read

STAGE 1

STAGE 2

動詞の文法問題を解く手順は、 
 (1) 動詞の確定　(2) 数をチェック　(3) 時制をチェック
どれが動詞であるか分かれば、主語は単数か複数かをチェックし、時制を確認でき
れば、動詞の形が決まります。たとえば、動詞が go で、主語が単数で、時制が現在
ならば、goes を選べばよいことになります。

リーディング攻略法①
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Part6
解法のコツ

Part6 は文章が長いため、読解問題のようにみえますが、単文穴埋め問題の Part5
に近いと考えてください。1 文をみて、英文の構造を把握してから空欄を埋めるよ
うにしましょう。

長文を読んで、選択肢 (A) ～ (D) の中から空所に入る最も適切なものを選びましょう。

Cozy Coffee is moving to the city center

After six years of service in seaside areas, we have ------- to move into a shopping 
 7. (A) decide
    (B) decided
    (C) deciding
    (D) decisive
complex near the subway station. According to the consumer research we have done 
in the last twelve months, we realized that coffee drinkers needed a more convenient 
and bigger location. The new shop will ------- you to drop by and take a break during 
 8. (A) be allowed
    (B) to allow
    (C) allowing
    (D) allow
your work hours and holidays.
So be sure to -------- and visit our new Cozy Coffee shop.
 9. (A) be
    (B) go
    (C) come
    (D) make

単語をもっと知る①　「立ち寄る」の英語
drop by で「立ち寄る」の意味ですが、drop by the store（その店に立ち寄る）な
ど名詞句が後続するのも OK。また、〈drop in at＋場所〉と〈drop in on＋人〉の
表現における前置詞の違いにも気をつけましょう。他に〈stop by＋場所〉や〈stop 
in＋場所〉の表現も「立ち寄る」の意味です。
例文：Please drop in on us.　（どうぞお立ち寄りください）
　　　[=Please come and see us.]
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Unit 1 ◦ Restaurant

Part7

Part7 は読解問題です。難しいと思うかもしれませんが、出題される文章のジャ
ンルとその形式について理解し、設問のパターンを知れば対処できます。比較的

分かりやすい「メニュー」から見ていきましょう。

次の英文を読んで、質問の解答として適切なものを選びましょう。

Angelo
—— Grilled Beef & Chicken ——

Mon-Fri: 12:00-21:00 Sat-Sun: 10:00-20:00
Whether you’re looking for a place for Sunday brunch, or lunch and dinner any day 

of the week, you can find what you’re looking for on Angelo’s menu. Whatever you 
decide, you’ll find there’s always a little something extra in anything you choose.

M　E　N　U

Beef & Chicken Pasta
BBQ Beef ...............................$14.49 Parmesan Pasta .....................$11.49
Chicken Tenders ...................$12.99 Penne Italiano ........................$11.49
Spicy Chicken ........................$11.49 Prime Rib Pasta .....................$10.99

Sandwiches Side Items
Roast Beef Sandwich .............$9.99 Baked Potato ...........................$8.00
Bacon Lettuce Cheese ..........$9.49 French Fries .............................$6.50

All of Angelo’s menu items can be prepared to go.

10. How long does the shop open on Saturdays?
(A) 8 hours   (B) 9 hours (C) 10 hours   (D) 12 hours

11. What is the most expensive food on the menu?
(A) Baked Potato (B) Roast Beef Sandwich 
(C) BBQ Beef (D) Prime Rib Pasta 

12. What information is given on the menu?
(A) A method of cooking (B) A stock price
(C) A means of transportation   (D) Closing time 




