
はしがき

　TOEIC（Test of English for International Communication）は現在世界約 60 カ国
で実施されています。英語によるコミュニケーション能力を評価するテストとし
て、最近では、社会人のみならず、大学でも英語能力試験の一部として導入する
学校が増えています。
　TOEIC は、リスニング 100 問（45 分間）とリーディング 100 問（75 分間）から
なり、2時間で 200 問に答えるテストです。読み聞きする英語を和訳を通さず瞬
時にそのまま理解する能力を測ることができます。

〈TOEIC®リスニングの問題形式〉

Part 1 Photographs（写真描写問題） 4 択式 10 問
Part 2 Question ̶ Response（応答問題） 3 択式 30 問
Part 3 Short Conversations（会話問題） 4 択式 30 問
Part 4 Short Talks（説明文問題） 4 択式 30 問

　本書は、TOEIC テストの中でもリスニングの強化を目的として作成された副
教材です。大学の英語クラスで、TOEIC のリスニングテスト問題を授業の一環
に簡単に取り入れ、学習者が毎回 10 分から 15 分ほどで TOEIC のスタイルに慣
れ、リスニングのレベルアップをすることができるように作られています。

　TOEIC 受験には、日常の英会話のみならずビジネス英語の習得が必要です。
そのため、本書ではさまざまな分野の職業で用いられる、仕事に役立つ英語表現
と会話を載せています。学習者は、各職場で使われるミニ会話に触れ、さまざま
な職業を疑似体験しながら、楽しくリスニングとスピーキングのスキルを向上さ
せることができるように構成されています。

本書の特徴

① TOEIC のリスニングセクション全域（Part 1 ～ 4）をカバー
②全 20 課と 4課の復習ミニテストから構成
③各課は 2ページで構成され、半期でも通年でも使用可
④全 20 の職業（10 分野において各 2つの職業）でキャリア体験が可能
⑤各職業で用いられる会話をMini ̶ Dialogues として導入
⑥各分野の仕事に役立つ英語表現をリスト
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⑦巻末の解答用紙は、Unit ごとに切り離すことが可能
　（各Unit の問題や復習テストも切り離して使用可）

各Unit の構成　（Unit 1 ～ Unit 20）

⑴Mini ̶ Dialogues
⑵各分野の職業で用いられる仕事に役立つ英語表現リスト
⑶ TOEIC リスニング（新 TOEIC 対応 Part 1, 2, 3, 4）問題
　　　　　　　　　　　　＋

4 つの Review Test :

Review 1 ＝ Unit 1 ～ Unit 5 Review 2 ＝ Unit 6 ～ Unit 10
Review 3 ＝ Unit 11 ～ Unit 15 Review 4 ＝ Unit 16 ～ Unit 20

ディクテーションと音読練習

　各Unit には 3つのMini ̶ Dialogues（ミニ会話）が導入されています。1つ目の
会話の応答部分は 1箇所の空欄、2つ目の会話の応答部分は 2箇所の空欄、そし
て 3つ目の会話の応答部分は 3箇所の空欄があります。
⑴CDを聞いて 3つのMini ̶ Dialogues 応答部分の空欄の書き取りをします。
⑵書き取りの答え合わせを行った後、会話文を見ながらCDに続いて声に出して
反復練習を行います。

⑶テキストを見ずにCDに続いて会話文の音読練習を行います。
⑷学生のレベルに応じて会話文のシャドーイング練習をすることもできます。
⑸会話文をクラスでロールプレイすることも実践的で効果的です。
　ネイティブの発音や、イントネーション、アクセント、英語の自然なスピード
を習得するためには、声に出して会話を反復練習することが大切です。

　この TOEIC 副教材を利用することにより、学習者がビジネス英語のリスニン
グスキルの向上を目指すと共に、さまざまなキャリア体験をすることによって、
実際の仕事に役立つ英語表現も楽しく身につけていくことができることを願って
います。
　最後に本書を作成するにあたり数々のご助言をいただきました㈱成美堂の菅野
英一氏に心より感謝いたします。
 著者　
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Dining Out

Unit1  Are you ready to order?
Mini-Dialogues: Dictation　 1-02

CD を聞いて書き取りをした後、次の会話を反復練習しましょう。

1. A : Are you ready to order?
 B : Well, I need a little more （　　　）.

2. A : Would you like something to drink?
 B : Yes, I’d like a （　　　） （　　　） orange juice, please.

3. A : Would you like an appetizer?
 B : Yes, I’d like some onion rings （　　　） （　　　） （　　　）.

レストランのウェイター・ウェイトレスがよく使う英語表現
・How many in your party? 何名さまですか？
・Today’s special is ～ . 今日の特別メニューは～です。
・How would you like your steak? ステーキの焼き加減はいかがなさいますか？

Part 1 : Photographs　 1-03

1. 2.

（A）　（B）　（C）　（D） （A）　（B）　（C）　（D）

Part 2 : Question-Response　 1-04

3. Mark your answer on your answer sheet.　　（A）　　（B）　　（C）
4. Mark your answer on your answer sheet.　　（A）　　（B）　　（C）

✂
キ

リ
ト

リ
線
✂
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Part 3 : Short Conversation　 1-05

5. How does the woman want her steak?
（Ａ）Medium （Ｂ）Medium-rare
（Ｃ）Rare （Ｄ）Well-done

6. What is the woman going to order with her steak?
（Ａ）Salad （Ｂ）Soup
（Ｃ）Bread （Ｄ）Mashed potatoes

7. How does the woman want her dressing to be served?
（Ａ）On top of the salad （Ｂ）On the potatoes
（Ｃ）On the steak （Ｄ）On the side of the plate

Part 4 : Short Talk　 1-06

8. Why are diners in London going to be happy next month?
（Ａ）Prices at restaurants will fall.
（Ｂ）The event will be free.
（Ｃ）Top chefs will cater for private parties.
（Ｄ）They will be able to taste food prepared by well-known cooks.

9. Why does the speaker say it may be difficult to buy tickets for the event?
（Ａ）The chefs are coming for only one day.
（Ｂ）Demand for the tickets is likely to be very high.
（Ｃ）Most of the tickets will be bought for business clients.
（Ｄ）Only friends will be catered for.

10. How much is the cheapest ticket for one dish?
（Ａ）£550
（Ｂ）£50
（Ｃ）£15
（Ｄ）£5

✂
キ
リ
ト
リ
線
✂
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Unit 1 Are you ready to order?
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Dining Out

Unit 2  Is this to go?
Mini-Dialogues: Dictation　 1-07

CD を聞いて書き取りをした後、次の会話を反復練習しましょう。
 
1. A : Is this for here or to go?
　 B : It’s to （　　　）.

2. A : Anything else?
　 B : Yes, （　　　） （　　　） thing. I’d like a vanilla shake.

3. A : Will that be all?
　 B : Hmm, I’d like （　　　） （　　　） （　　　） of french fries. 

ファーストフードの店員がよく使う英語表現
・Will that be all? 以上でしょうか？
・Is this for here or to go? こちらでお召し上がりですか、お持ち帰りですか？
・Are these together or separate? （お支払いは）一緒ですか別々ですか？

Part 1 : Photographs　 1-08

1. 2.

（Ａ）　（Ｂ）　（Ｃ）　（D） （A）　（Ｂ）　（Ｃ）　（D）

Part 2 : Question-Response　 1-09

3. Mark your answer on your answer sheet.　　（A）　　（Ｂ）　　（C）
4. Mark your answer on your answer sheet.　　（A）　　（Ｂ）　　（C）

✂
キ
リ
ト
リ
線
✂
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Part 3 : Short Conversation　 1-10

5. How much will the order cost?
（Ａ）$30.50 （Ｂ）$30.15
（Ｃ）$13.50 （Ｄ）$13.15

6. How many burgers will have pickles on them?
（Ａ）One burger （Ｂ）Two burgers
（Ｃ）Three burgers （Ｄ）Four burgers

7. How long will it take for the order to be ready?
（Ａ）It’ll take about 2 minutes.
（Ｂ）It’ll take about 4 minutes.
（Ｃ）It's ready to go.
（Ｄ）It's on hold.

Part 4 : Short Talk　 1-11

8. What will you find in any American city?
（Ａ）Big drives （Ｂ）Difficult choices
（Ｃ）Small parking areas （Ｄ）Fast-food restaurants

9. How big is a large cola?
（Ａ）Less than a liter （Ｂ）More than a liter
（Ｃ）Exactly a liter （Ｄ）Half a liter

10. What are many restaurants beginning to offer?
（Ａ）Cheaper prices
（Ｂ）Bigger menus
（Ｃ）Healthier food
（Ｄ）Smaller drinks

✂
キ
リ
ト
リ
線
✂
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Unit 2 Is this to go?
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10

CLASS　　　　NO.　　　NAME


