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はじめに

本書は、TOEIC® を初めて受けようとしている学習者や、400 〜 500 点のスコアの学習者を対
象に編まれたものです。

初学者やこれからスコアを伸ばしたい学習者にとっては、TOEIC® というテストの出題形式や
意図、解答ストラテジー（＝解法）に慣れることが何よりも大切です。形式やストラテジーに
ある程度慣れたならば、次は、同じような問題を繰り返し解いてストラテジーを定着させて、
自信をつけていくことも重要になります。そこで、本書では、

	 １）		TOEIC® の出題形式や意図を理解する
	 ２）		解答ストラテジーのポイントをおさえる
	 ３）		解答ストラテジーを使ってみる
	 ４）		ストラテジー定着のため、同じような問題を繰り返し解く
	 ５）		進捗状況を確認する

という流れを導入して、各チャプターとチャプター内の問題を構成していきました。このため、
従来の教科書にありがちな「余暇」、「ビジネス」、「旅行」のようなトピック別（あるいは状況別）
の構成を採らない、ユニークな教科書となりました。

また、ボキャブラリーや重要構文を定着させるためには、同じ単語や構文が教科書中に繰り返
し出現することが大切ですが、このことも踏まえ、本書では意図的に、同じような語句や構文
（ひいては場面や状況）が何度も現れるように構成しました。「あれ？この問題、どこかで見たよ」
と皆さんが思うようになれば、本書の意図通り学習が進んでいることを意味するのです。

さらに、学習の進捗状況を実感していただくために、Mini–TOEIC®	Test ２回分を巻末に配置
しました。

このような特徴を持つ本書での学習を契機にして、より高い	TOEIC® のスコアを１人でも多く
の学習者の皆さんが手に入れられますよう、編著者一同、祈ってやみません。

Good	luck!

最後になりましたが、本書の編集にご尽力いただいた、（株）成美堂の菅野英一さん、佐藤
公雄さんに、心より感謝します。

2009 年盛夏
編著者一同
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A Tip for Part 1 人物の動作や状態を的確にとらえよう

1

下の写真に関する描写文が５つ聞こえてきます。よく聞いて１～５の（　　）の中を適語で埋めましょう。

その後、もう一度聞いて、それぞれの文の真偽を［   ］の中に○×で書き入れましょう。

次の英文を聞き、（　）を埋めましょう。その後、時制に注意しながら意味も考えてみましょう。

1. [      ]  The girl is (             ) glasses.

2. [      ]  The girl is (             ) watching TV. 

3. [      ]  The girl is (             ) to someone.

4. [      ]  The girl is (             ) something outside.

5. [      ]  The girl (             ) curly hair. 

6.	 (	 	 	 )	fixed	that	machine? 

 【意味】 

7.	 (	 	 	 )	is	this	TV	set	going	to	be	repaired? 

 【意味】 

Tips for Success in Listening Section

A Tip for Part 2 問題の冒頭部分（疑問詞など）を聞き取ろう

2

3
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以下の８～１1の英文の意味に相当する日本語の文を（ア）～（エ）の中からひとつ選んで[　]の中に答え

を書き入れましょう。

8.	 [						]		Where	are	the	speakers?

9.	 [						]		What	will	the	speakers	do	next?

10.	 [						]		Where	is	this	conversation	taking	place?

11.	 [						]		What	is	the	main	purpose	of	this	conversation?

（ア） この会話は何についてですか？ （イ） 話し手はどこにいますか？
（ウ） 話し手はこの次に何をしますか？ （エ） この会話はどこでされていますか？

Mark your answer on your answer sheet.3. 

Mark your answer on your answer sheet. 4. 

Mark your answer on your answer sheet.5. 

Mark your answer on your answer sheet.6. 

LISTENING TEST

Part 1

Part 2

1. 2.

〔それぞれの写真に対して4種類の描写文が流れてきます〕写真の描写文として最も適切なものをひ
とつ選びましょう。                                       

〔ひとつの質問文に対して3種類の答えが流れてきます〕質問に対する答えとして最も適切なものを
ひとつ選びましょう。

A B C D A B C D

A B C

A B C

A B C

A B C

A Tip for Parts 3/4  よく出てくる設問文をおさえよう

5

4
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Chapter  1

7.	 What	are	the	speakers	discussing? 
 (A) Directions  
 (B) A book 
 (C) Visitors  
 (D) Strangers                                                                                  

8.	 Where	is	the	woman	heading? 
 (A) Victoria Street 
 (B) Victoria station 
 (C) Victoria School 
 (D) A map shop

9	 What	will	the	woman	probably	do	next? 
 (A) Get a map at the stationery store 
	 (B)	Take	the	next	train	at	the	station 
 (C) Say “thank you” and take the map 
 (D) Go straight down the street and turn left

10.	 Where	is	this	announcement	being	made? 
 (A) At Heathrow airport  
 (B) On an airplane  
 (C) At a boarding gate 
 (D) At the Japan Airlines counter   

11.	 Who	made	this	announcement? 
 (A) An accountant 
	 (B)	The	captain	of	the	flight 
 (C) Boarding gate staff 
	 (D)	A	flight	attendant																	

12.	 What	is	the	temperature	in	London	expected	to	be? 
 (A) 23 degrees 
 (B) 13 degrees 
 (C) 20 degrees 
 (D) 11 degrees       

Part 3

Part 4

〔少し長いダイアログが流れてきます〕このダイアログに対して３つの質問が出題されています。質問
に対する答えとして最も適切なものをそれぞれひとつ選びましょう。質問と選択肢はあらかじめ印刷
されています。

〔少し長いモノローグが流れてきます〕このモノローグに対して３つの質問が４択形式で出題されて
います。質問に対する答えとして最も適切なものをそれぞれひとつ選びましょう。質問と選択肢はあら
かじめ印刷されています。

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

6

7



4

Tips for Success in Reading Section

下記の単語を辞書で調べて(１)加算名詞 （数えられる名詞）、(２)不加算名詞 （数えられない名詞）、に
分け表に書き入れましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

advice（助言） information（情報） hour (時間) knowledge（知識） 

office (事務所) insurance（保険） worker (仕事をする人) behavior（行動） 

health（健康） work（作業） homework（宿題） message (メッセージ) 

progress（進歩） equipment （装備） furniture（家具） director (重役) 

applicant (志願者) weather（天候） baggage/luggage（手荷物）  

mail/ post （郵便物） cash（現金）

加算名詞 不加算名詞

数えられる名詞の場合、前に【a/an/the】が、複数個ある場合は後ろに【s】がつきます。

以下の表のトピックを考えましょう。

Japanese	Food	Party	for	International	Visitors	

Imperial Hotel Hotel Hong Kong Central City Hotel

Phone: 03-3504-1111

Hours: 10:00-16:00

Closed: Sun. 

Fee: ¥5,500

Phone: 03-3582-0111 

Hours: 11:00-16:00

Fee: ¥3,050 (card acceptable)

Phone: 03-3265-1111 

Hours:11:00-12:00

13:00-16:00 (Thu. and Sat.)

Fee: ¥ 7,300 (cash only)

この表のトピック （         ）

A Tip for Parts 5/6  加算名詞と不加算名詞を知ろう

A Tip for Part 7 トピックや目的を理解しよう
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Chapter  1

Part 5

Part 6

〔短文穴埋め形式の語彙・文法問題です〕4つの選択肢から最も適切なものをそれぞれひとつ選びましょう。

〔長文穴埋め形式の問題です〕4つの選択肢から最も適切なものをそれぞれひとつ選びましょう。

13. He had wonderful 	in	his	office. 
 (A) furniture        (B) a furniture        (C) much furniture         (D) funitures

14. Few students have enough  about geography. 
 (A) knowledges        (B) knowledged        (C) knowledge        (D) a knowledge

15.  Please click here for further . 
 (A) information (B) informations (C) an information    (D) some informations

16.  The doctor gave some  about the treatments. 
 (A) advise (B) advice (C) an advise (D) advices

17.  Make sure you have all necessary safety  before going to the  
 disaster area.  
 (A) the equipment     (B) equipments     (C) equipment     (D) an equipment

Attention

Thank you for coming to the RBR Movie Theater. For you to have a pleasant 

and enjoyable , some  should be noted here. 

 18. (A) time 19. (A) rule

  (B) times           (B) rules

  (C) a time          (C) a rule 

  (D) timing          (D) informations

First, smoking is prohibited in this theater. If you wish to smoke, please go to 

the smoking lounge outside of the building. Second, please watch your personal 

 carefully. If you need further , please come to the service

20. (A) belong           21. (A) informations

 (B) belonging      (B) information

 (C) belongings                        (C) a information

 (D) belongs      (D) invitation

counter.

READING TEST
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Part 7
〔長文読解問題です〕ひとつ、もしくは2つの長文や表、グラフがあり、それに対して複数の質問が4択形式
で出題されます。本文の内容から質問に対する答えとして最も適切なものをそれぞれひとつ選びましょう。

22.	 What	is	this	article	about? 
 (A) A dance party at the hotels  
 (B) Japanese food parties for foreigners 
 (C) Tea ceremonies at the hotels 
 (D) Japanese food parties for domestic travelers 

23.	 Which	plan	is	the	most	expensive? 
 (A) Imperial hotel 
 (B) Hotel Hong Kong  
 (C) Central City Hotel 
 (D) Imperial Hotel and Central City Hotel

24.	 What	is	NOT	mentioned	in	the	information? 
 (A) Credit cards can be used at the Imperial Hotel. 
 (B) Reservations are required at the Hotel Hong Kong. 
 (C) The Central City Hotel requires reservations for more 
  than seven people. 
 (D) The Central City Hotel does not offer the party on  
  Sundays.

A B C D

A B C D

A B C D

Japanese	Food	Party	for	International	Visitors
Imperial Hotel Hotel Hong Kong Central City Hotel

Phone: 03-3504-1111

Hours: 10:00-16:00

Closed: Sun. 

Fee: ¥5,500

Time required: approx. 

2 hours.

Note: Prior reservation 

is necessary. 

Phone: 03-3582-0111 

(switchboard)

Hours: 11:00-16:00

Closed: Sun., National Holidays

Fee: ¥3,050 (card acceptable)

Time required: approx. 3 hours.

Note: Prior reservation is nec-

essary. 

Phone: 03-3265-1111 

(switchboard)

Hours: 11:00-12:00, 13:00-16:00 

(Thu., Fri. and Sat.)

Fee: ¥ 7,300 (cash only)

Time required: approx. 2.5 hours.

Note: Reservation is required for a 

group of over 7 persons. 


