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はしがき

　英語は世界の共通語として、地域により多様化しつつ、コミュニケーションの手
段としての役割をますます高めています。グローバル化が加速する社会で生活して
いくうえで英語は身につけておきたい言語の一つです。その英語力を客観的に証明
する手段としては TOEIC Ⓡが広く利用されています。
　TOEIC はリスニングとリーディングから成り、それぞれ 100 問を合計 2 時間で解
く、かなりハードなテストです。特にリスニングは出題形式に慣れていないと、英
文を聴いて正解を選ぶことに集中することすらできず、戸惑っているうちに次の英
文が流れてきてしまい、実力を発揮できないまま終わってしまうケースもよく耳に
します。
　本テキストは TOEIC への導入及びリスニング力の向上を目標として製作されまし
た。出題の分野は TOEIC で多く取りあげられるビジネスとしましたので、ビジネス
英語への導入としても活用できます。リスニングの 4 つの Part のすべてに導入とし
て Warm-up を配置しました。この練習を通して自然に TOEIC 問題に取り組めると
思います。
　英語の多様化の流れを受けて TOEIC にも複数国の英語が登場します。本テキスト
でも音声は米国、英国、カナダ、オーストラリアの 4 カ国のネイティブスピーカー
によって読みあげられます。
　本テキストにより TOEIC リスニングの出題形式に慣れてスコアアップにつながる
とともにビジネス英語にも馴染んでもらえることを願います。
　最後になりましたが、本書は成美堂の中澤ひろ子氏の熱心なお声かけで企画が始
まりました。菅野英一氏には構成などご意見をいただき、鈴木賢司氏にも編集など
大変お世話になりました。ここに深く感謝申し上げるとともに出版できましたこと
を共に喜びたいと思います。



ii

本書の使い方

Part 1 写真描写問題

Warm-up

写真描写問題への導入です。語句と写真を結びつける作業でボキャブラリーを確認
し、その中の語句を使って英文を完成させます。その後、確認のために英文を聴き
ます。
TOEIC

TOEIC 形式の写真描写問題です。英語で選択肢が 4 つ読み上げられます。

Part 2 応答問題

Warm-up

質問にふさわしい応答文との組み合わせを作ります。特に最初の語句に注目するよ
うにしましょう。
TOEIC

TOEIC 形式の応答問題です。英語で質問と選択肢が 3 つ読み上げられます。問題数
は 3 問です。

Part 3 会話問題

Warm-up

印刷されている会話スクリプトを目と耳で確認します。重要な箇所が 3 つ空白になっ
ていますので語を補充し、会話全体を理解してください。完成した会話文について
内容を問う問題があります。
TOEIC

TOEIC 形式の会話問題です。英語で会話と質問が読み上げられます。

Part 4 説明文問題

Warm-up

Part 3 の Warm-up と同様ですが空白箇所が 4 つになっています。
TOEIC

TOEIC 形式の説明文問題です。英語で文章と質問が読み上げられます。

Mini-test

すべて TOEIC 形式の問題です。5 レッスンごとに全部で 4 つの Mini-test がありま
す。

☆　 解答はページごとに記入し Score を記入することもできますし、巻末の切り離
し可能な解答用紙を利用することもできます。
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Lesson 1
Getting Ready for a Business Trip

出張準備

　海外出張の準備をします。パスポート (passport)、旅行保険 (travel insurance)、ク
レジットカード (credit card) は必携です。査証 (visa) が必要になる場合もあるので、
忘れずに確認を。旅行中の注意事項などについて経験者にアドバイスを聞いておく
とよいですね。

Part 1 	 写真描写問題

Warm-up  1-02

1.  次の語句から適当なものを選び、写真を説明
する文を完成させましょう。
suitcase umbrella

slippers hair-dryer

(1) The (   ) is open.

(2) There is a (   ) on top of the T-shirt.

2. CD を聴いて、正しい説明文が作れたか確認しましょう。

TOEIC   1-03 (A) (B) (C) (D) 

Part 2 	 応答問題

Warm-up 1-04

(1)～(3) の質問に対する応答文として適当なものを、(a)～(c) から選びましょう。
(1) Where will you be staying?   (a) The sales manager at ZA Inc.

(2) Have you packed your suitcase yet?   (b) At the ABC Hotel.

(3) Who are you meeting with?   (c) Yes, I have.

TOEIC   1-05
(1) Mark your answer on your answer sheet.   (A) (B) (C)

(2) Mark your answer on your answer sheet.  (A) (B) (C)

(3) Mark your answer on your answer sheet.   (A) (B) (C)
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Class No. Name Score /20

Lesson 1 Getting Ready for a Business Trip　出張準備

Part 3 	 会話問題

Warm-up  1-06

1. 会話を聴いて空所を埋めましょう。
Man:  When will you leave for your business trip?

Woman:  Tomorrow night, but I still have many things to do.

Man:  Can I help you with anything?

Woman:  Thank you. Will you (   ) (   ) (   ) for me?

2. 会話に関する質問に対して、より適当な答えを選びましょう。
Question: What does the woman want the man to do?

(A) Take a photo of the documents  (B) Take photocopies

TOEIC   1-07
Question: What does the woman tell the man to do?

(A) Take a flight  (B) Come home by 8:30 p.m.

(C) Go to the airport at 10:30 p.m.   (D) Leave home at 6:30 a.m.

Part 4 	 説明文問題

Warm-up  1-08

1. 英文を聴いて空所を埋めましょう。
Hello. This is Gary Black. Just  (   ) (   ) (   ) (   ) tomorrow in 

Portland, Oregon. I should be there by 9 p.m. I’m taking the 7:10 p.m. train from 

Seattle, but there is some construction work being done on the line, so I might be 

delayed.

2. 英文に関する質問に対して、より適当な答えを選びましょう。
Question: What’s the purpose of this call?

(A) To make sure of their appointment (B) To confirm that the train is late

TOEIC   1-09
Question: What does Jack want to tell Sam about?

(A) A change in the meeting place

(B) A change in the bus time

(C) A change in their meeting time

(D) A change in their flight number


