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は じ め に
2016 年 5 月から TOEIC テストの試験形式と内容が改訂されました。本書は、新

形式の TOEIC に対応したテストのスコアを上げることを目標としています。
形式や内容が変わっても、英語力の基礎としての単語と文法、英語コミュニケー

ション能力の基盤となる 4 技能の底力もしっかり身につけておかなければ、TOEIC
のスコアを上げることが容易ではないことに変わりはありません。

本書は、英語力全体を UP することで、新形式に対応することが可能な TOEIC
総合テキストとして編まれています。

本書には 5 つの特長があります。
	その 1　TOEIC	Part	1 から Part	7 まで全ての Part	をカバーしている。
	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る。
	その 3　段階的に学習ができるよう工夫を施している。
		 ※Part	1,	Part	2 および Part	5 は全章に Stage	1 と Stage	2 がある。
		 	 Part	3 と Part	4 は第 1 章から第 6 章まで Stage	1、その後はすべて Stage	2。
		 	 Part	6 と Part	7 は、章を進むごとに徐々にレベルを上げている。
	その 4　問題の種類を多めにし、さまざまな角度から練習できるようにしている。
	その 5　コラムの種類（各章 6 つ）と内容が充実している。
本書を生み出すに当たり、企画当初から有益な助言と励ましを、成美堂編集部長

の菅野英一氏よりいただきました。編集・校正など具体的な作業では、小亀正人氏
のお世話になりました。この場をお借りして、感謝の意を表したいと思います。

本書を執筆するに当たって、全章の Part	4 および Part	6 を松村が、第 2、6、8、
10、12、14 章の Part	1,	Part	2,	Part	3,	Part	5,	Part	7 を山口が、第	3,	5,	7,	9,	11,	13
章の Part	1,	Part	2,	Part	3,	Part	5,	Part	7 を岩田が、全章の校閲を Ciunci が、全章
の 1 ページ目と 5 ページ目、第 4 章（但し Part	4 と Part	6 を除く）、全章のコラム
および全体の監修を石井が担当しました。

本書を通して、新改訂 TOEIC テストにおけるスコアの上昇と同時に、英語力そ
のものの向上に少しでも役立てば、著者としてこの上ない喜びです。

	 監修者　石井　隆之
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各章の構成と各Part のテーマ
●各章のページ構成

PRE-	

TOEIC

学習

コラム 1

Part	1 Part	2

コラム 2

コラム 3

Part	3

Part	4

文法学習

コラム 4

Part	5

コラム 5

Part	6

コラム 6

Part	7

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

注 1：第 10 章〜第 14 章の Part	7 はトリプルパッセージ

注 2：PRE-TOEIC 学習は、その章の TOEIC 練習問題に出る語（句）をチェックします。

注 3：コラムは次の 6 種類があります。

	 	 コラム 1　英語力を高めるコツ

	 	 コラム 2　TOEIC リスニング攻略のコツ

	 	 コラム 3　語法のチェック

	 	 コラム 4　一歩進んだ文法学習

	 	 コラム 5　一歩進んだ単語学習

	 	 コラム 6　TOEIC リーディング攻略のコツ

※	上記以外に、Part	1 の問題の前 ,	Part	2 の問題の前 ,	Part	3 と Part	4 をまとめた問題の前、

さらに Part	5 および Part	7 の問題の前に「解答のコツ」がある。

注 4：各章の TOEIC 問題対策には、Stage	1 と Stage	2 があります。Stage	1 は第 1 段階の

練習です。Stage	2 は基本的には本番と同じ TOEIC 問題の解き方をします。なお、Part	6

と Part	7 は、段階的にレベルが上がっていく形をとっているので、Stage	1 と Stage	2 の

設定はありません。Stage	1 の練習形式を示しておきます。

・Part	1　選択肢の文の（					）を埋める形式、1 つの文に 2 カ所空所がある。

・Part	2　各章のテーマに応じた空所補充問題ののちに解答。

・Part	3 と Part	4　1 章〜6 章	Stage	1、7 章〜14 章 Stage	2

	 Stage	1 は各問の出題意図を選ぶ 2 択問題ののちに解答。

・Part	5　答えを選ぶためのキーワードに下線を引いて、解答。
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● Listening Section におけるテーマ

章 Part 1 Part 2 Part 3 Part 4

1 空港 WH疑問文［基礎］ フライトの予約 旅客のマナー
2 鉄道の駅 WH疑問文［応用］ 道を尋ねる 鉄道博物館案内
3 デパート 一般疑問文 客と店員の会話 ネット通販
4 レストラン 選択疑問文 食生活に関する話 料理の歴史の話
5 ホテル 否定疑問文 フロントでの会話 ホテルの紹介
6 病院 付加疑問文 予約の変更 医師のアドバイス
7 銀行 間接疑問文 客と行員の会話 ネットバンキングⅠ
8 職場 肯定文と否定文 上司と部下の会話 人事異動の連絡
9 スポーツクラブ 提案への応答 健康の話題 健康プログラム
10 観光 依頼への応答 道を尋ねる 観光案内
11 国際会議 勧誘への応答 出張中の出来事 講演
12 コンピュータ 感謝・謝罪への応答 SNS広告 スマホ vsガラケー
13 採用 意外な応答 1 就活の話題 就活アドバイス
14 研修 意外な応答 2 新入社員の会話 研修内容の説明

● Reading Section におけるテーマ

章 Part 5 Part 6 Part 7

1

文
法
問
題

動詞の形 ビジネス Eメール フライトの案内表示
2 準動詞 乗客の安全対策 ツアーのスケジュール表
3 5文型 セールのチラシ デパートのセール案内
4 関係詞と接続詞 顧客へのお知らせ レストランのメニュー
5 助動詞と仮定法 改装のお知らせ ホテルの予約依頼の携帯メール
6 前置詞と冠詞 外来受付時間変更 病院での昇進に関するチャット
7 否定と比較 ネットバンキングⅡ 新商品の案内
8

語
彙
問
題

接頭辞共通 コピー機の契約 年次会議について
9 接尾辞共通 無料体験登録 スポーツクラブへの問い合わせ
10 派生語（複数の品詞） 観光地の案内 観光名所について
11 派生語（形容詞） 講演者の紹介 国際会議のスケジュール
12 類似語 スマホの虹彩認証 スマホの機能について
13 同音異義語 履歴書添状 求人案内と応募メール
14 綴りが似ている単語 e-worker研修 社内研修プログラムとメール

※ 7 章から 9 章の Part	7 はダブルパッセージ。
※ 10 章から 14 章の Part	7 はトリプルパッセージ。
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TOEIC の新形式問題について
変更の箇所をイタリックで示します。

従来の TOEIC 新 TOEIC

Part	1	写真描写問題	 10 問 Part	1	写真描写問題	 6 問
Part	2	応答問題	 30 問 Part	2	応答問題	 25 問
Part	3	会話問題	 30 問
　パターンは 1 つで、基本的に
　WMWM または MWMW
　※各セット 3 設問

Part	3	会話問題	 39 問
　パターンは 4 つ
　・従来の WMWM または MWMW
　・WMWMWM という長ターン問題
　・3 人による会話問題
　・visual	image 付きの会話問題
　　※各セット 3 設問

Part	4	説明文問題	 30 問
　パターンは 1 つで、基本的に
　1 人のスピーチ、アナウンスなど。
　※各セット 3 設問

Part	4 説明文問題	 30 問
　パターンは2 つ
　・従来のパターン
　・visual	image 付きの説明文問題
　　※各セット 3 設問

Part	5	短文穴埋め問題	 40 問
Part	6	長文穴埋め問題	 12 問
　※各セット 3 設問
　※各セット選択肢は本文内

Part	5	短文穴埋め問題	 30 問
Part	6	長文穴埋め問題	 16 問
　※各セット 4 設問
　※各セット選択肢は本文下
　各セット 1 設問のみ文を選択させる

Part	7	読解問題	 38 問
　パターンは 2 つ
　・Single	Passage 問題
　　→各セット 2〜4 設問	 計 28 問
　・Double	Passage 問題
　　→各セット 5 設問× 2	 計 10 問

Part	7	読解問題	 54 問
　パターンは3 つ
　・Single	Passage 問題
　　→各セット 2〜4 設問	 計 29 問
　　　SNS ＆チャット問題を含む
　・Double	Passage 問題	 2 セット
　　→各セット 5 設問× 2	 計 10 問
　・Triple	Passage 問題	 3 セット
　　→各セット 5 設問× 3	 計 15 問

※M=Man（男性の会話）、W=woman（女性の会話）
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特記事項：

（1）	Part	3 と Part	4 と Part	7 で新傾向の表現意図を問う問題が出されている。

	 例：	Why	does	the	woman	say,	“if	you	wouldn’t	mind”?

	 	 	 What	does	the	woman	mean	when	she	says,	“I	have	a	meeting	soon”?

	 	 	 What	does	the	speaker	imply	when	she	says,	…?

	 	 	 At	12:15,	what	does	Mr.	Otani	mean	when	he	writes,	“Sure	thing”?

（2）	Part	7 で、一文が入る適切な位置を問う問題があります。（第 3 章で扱う）

	 例：		In	 which	 of	 the	 positions	 marked［1］，［2］，［3］，and［4］does	 the	 following	

sentence	best	belong?

●各章の問題の種類と設問数について

章 Part	1 Part	2 Part	3 Part	5 Part	7

1
2
3

全章各 2 問 1
問目は stage	
1、2 問 目 は
Stage	2

全章各 5 問
最初の 3 問
は stage	1、
後の 2 問は
Stage	2

通常の問題 全章各 5 問
最初の 2 問
が stage	1、
後の 3 問が
stage	2

Single	Passage
これまでの問題
設問数各 3 問

4
5
6

MWMWMW..
形式の問題 Single	Passage

SNS問題　設問数各2問

7
8
9

3 人会話の問題 Double	Passage
（7〜9 章）
設問数各5問（9章は3問）

10
11
12
13
14

図表＋会話問題 Triple	Passage
（10〜14 章）
設問数各 5 問

注：	Part	3 は各章 1 セット、各セットそれぞれ設問数は 3。	
Part	4 は第 9 章以降全て新形式（図表＋説明文）問題。	
表現意図を問う問題は Part	3、Part	4、および Part	7 について次の章で扱う。

　　　Part	3　10、14
　　　Part	4　2、3、5、6、8
　　　Part	7　5、6
　　Part	6 は全章新形式問題。
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Airport1

★TOEIC では、場面が空港である写真問題、機内アナウンス、フライトスケジュールに関する
問題など、エアポート関連の問題も多く出題されます。どんな状況での問題であるかをしっか
りと見極めましょう。

PRE-TOEIC STUDY
Questions	 1 	 次の英文に施されている下線部の意味を下の枠内から選びましょう。	

	 ［ただし動詞は原形の意味］

( 1 ) John is too busy to be available for the meeting.

( 2 ) I have to submit the sales report by the end of this week.

( 3 ) Mary is a staff member of the marketing section in the securities firm.

( 4 ) They are directing their efforts toward the completion of their work.

（a）貿易会社 （b）証券会社 （c）提出する （d）服従する
（e）指揮する （f）向ける （g）利用可能な （h）出席可能な

Questions	 2 	 次の英文の（					）内の単語のうち、正しい方を選びましょう。

( 5 ) One of my friends’ seat was on the ( isle / aisle ).

( 6 ) Please ( remember / remind ) me to mail this letter when I leave the office.

( 7 ) Jack had some difficulty ( handling / dealing ) the situation.

( 8 ) Let’s start now if it is ( suited / convenient ) for you.

Questions	 3 	 次の英文の空所に当てはまる単語を記入しましょう。

( 9 ) How long did it ( ) you to bring the negotiation to a successful result?

	 	 その交渉を成功に導くのにあなたはどれくらい時間がかかりましたか。

(10)  My superior took a 7 o’clock ( ) to be in time for the annual conference.

	 	 私の上司は年次大会に間に合うように 7 時の便に乗りました。

英語力を高めるコツ 1
「名量動質」…「名量動質」とは、名詞は量で、動詞は質。つまり、名詞はたくさんの量を覚
えているとよいが、動詞は質、つまり、使い方を理解していることが重要です。つまり、動
詞は、それが使用されている文と一緒に覚えることが、英語力向上のコツであると言えます。
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LISTENING SECTION

Part 1
Part1 は写真描写問題です。描写に必要な動作動詞や状態の表現に使われる単
語に注目しましょう。

次の写真について、それぞれ 4 つの文が読まれます。（　）内に聞
こえた単語を記入し、4つの中から最も適切な描写を選びましょう。

1.

 　

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

(A) People are ( ) in ( ) at the counter.

(B) A person is ( ) ( ) the counter.

(C) A wheelchair is in ( ) of the ( ).

(D) Passengers are ( ) at Gate ( ).

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。

2.

 　

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

解答の
コツ

1STAGE 02

2STAGE 03



3

Part 2
Part2 は応答問題です。この章では WH 疑問文で始まる文の最初の 1 語、つまり、
通例、疑問詞を聞きとることが、正しい応答を選ぶのに重要な役割を演じます。

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。

 3. Mark your answer on your answer sheet.    最初の疑問詞（		　　　		）	 Ⓐ Ⓑ Ⓒ
 4. Mark your answer on your answer sheet.    最初の疑問詞（		　　　		）	 Ⓐ Ⓑ Ⓒ
 5. 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。

 6. Mark your answer on your answer sheet.　　　　　　Ⓐ Ⓑ Ⓒ
 7. Mark your answer on your answer sheet.　　　　　　Ⓐ Ⓑ Ⓒ

解答の
コツ

1STAGE 04

2STAGE 05

	 1	 ＜ in ＋無冠詞の名詞＞で状態を表す
stand	in	line（列の状態で立つ→立って並ぶ）
be	in	stock（保存された状態→在庫がある）反対は be	out	of	stock（在庫切れ）
in	demand（要求の状態→需要がある）cf.	on	demand は「請求あり次第」
　注：＜ in ＋数詞＋時間の単位を表す名詞＞は「今から〜後」の意味になります。
　　→ in	30	minutes［＝ in	half	an	hour］（30 分後に、30 分経てば）

語法のチェック

TOEICリスニング攻略のコツ 1
疑問詞を頭の中で繰り返そう！

Part2 の設問では疑問詞 When/Where/What/Who/Why/How で始まる疑問文が
多く出題されます。これに対処するため、日々の学習では、最初の疑問詞が聞けたら、
それを解答終了までしっかりと頭の中で繰り返しましょう。「いつ、いつ、いつ…」とか、

「だれ、だれ、だれ…」などです。すると、答えの選択肢を選ぶとき、その疑問に答え
ているものを選択すればよいのです。
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Part3 と Part4 について、設問は音声を聞く前に読んでおくことが重要です。
すると、どういうことを本文から聞き出せばよいかがわかるからです。

設問を先に読んで、質問の意図を確認しましょう。［	　　］内の正しい方に
下線を引きましょう。そのあとで会話や説明文を聞いて、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。

Part 3
 8. Why couldn’t the man go to Chicago?

	 	［シカゴへ行けなかった理由	/	シカゴに行かなかった日］

  (A) His flight took longer than expected. (B) He didn’t have an entry visa.

  (C) The airport in Chicago was closed. (D) He picked the wrong airline.

 9. What is the woman’s occupation?　［女性の性格	/	女性の職業］

  (A) Secretary (B) Flight crew (C) Travel agent (D) Ticket agent

10. What does the man want for the upcoming flight?　［男性の希望	/	女性の希望］

  (A) He needs an exit-row seat. (B) He wants a window seat.

  (C) He needs a business-class seat. (D) He wants an aisle seat.

Part 4
11. Who is this talk directed to?　［話し手は誰か	/	聞き手は誰か］

  (A) Flight attendants (B) Passengers

  (C) Pilots  (D) Cabin crew chiefs

12. What should first be done about unruly passengers?　
  ［最初に何をすべきか	/	最後に何をすべきか］

  (A) They should be disembarked. (B) They should be asked to stop.

  (C) The supervisor should be told about it.　 (D) All crew should be informed.

13. Who did the speaker say are using the restrooms wrongly?

	 	［誰がトイレの使用法を間違っているのか	/	誰が間違っていると言ったのか］

  (A) Crew (B) Couples (C) Children (D) The elderly

解答の
コツ

1STAGE

06

07
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READING SECTION

GRAMMAR STUDY
Questions	 1 	 次の（					）内の動詞の形のうち、正しい方を○で囲みましょう。

( 1 ) John ( study / studies ) Japanese for one hour every day.

( 2 ) Mary ( goes / went ) on a picnic last Friday morning.

( 3 ) Tom and Lucy ( is / are ) both students at Oxford University.

( 4 ) The mountain is ( covering / covered ) with snow all year round.

Questions	 2 	 次の（					）内の動詞を正しい形に直しましょう。

( 5 ) All staff members of our section ( be ) off the day before yesterday.

( 6 )  Some participants in the conference were ( lie ) on the sofa during the intermission.

( 7 )  They seem to have ( traffic ) with a notorious company in the construction 

industry.

( 8 ) I wanted to be ( inform ) that the event was rescheduled.

Questions	 3 	 次の（					）内の単語を並べ替えて、英文を完成させましょう。

( 9 ) 私は 5 年間ずっと英語を一生懸命学んでいます。

   I ( hard / been / English / studying / have ) for five years.

(10)	その件に対し細心の注意が払われていたかどうか調べてください。

   Would you check if the ( close / was / paid / attention / to / matter ) or not?

	 1	 SVOが受動態になるとは限らない
John	has	the	book. → × The	book	is	had	by	John.
　逆に SVO 構文でなくても受動態は可能です。
Mary	went	into	the	matter. → ○ The	matter	was	gone	into	by	Mary.
　メアリーはその件を調べた。	 ○その件はメアリーによって調べられた。
　とはいえ、同じ go	into でも、次の場合は通例、不可になります。
Jack	went	into	the	house. → × The	house	was	gone	into	by	Jack.
　上記のようなことが起こる理由は、「動詞や前置詞の目的語になる名詞句が何らかの
影響を受ける場合に受動態が可能」というルールがあるからです。
　the	 matter は調べられると全貌が明らかになるので、影響を確実に受けますが、家
は入られたぐらいでは変化はなく、本も所有されたぐらいでは変化はありません。

一歩
文 法 学 習進んだ

一歩一歩
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Part 5
Part5 には正しい動詞の形を問う問題がよく出題されます。主語と動詞の一致、
動詞の時制が過去・現在・未来のどれか、動詞の構文が進行形か受動態かを見
極めて、答えをできる限り早く導き出しましょう。

答えを導くのに決め手となる表現を、問題文の中で見つけて、その部分に
下線を引き、答えを選びましょう。

 1. My boss . . . . . . . me to submit the sales report by the 15th yesterday evening.

  (A) tells (B) told (C) will tell (D) has not told

 2.  The securities firm . . . . . . . near the city hall three years after the earthquake 

occurred.

  (A) established  (B) was established

  (C) is established  (D) has been established

選択肢（A）〜（D）のうち、正しいものを選びましょう。

 3.  The acting manager almost never . . . . . . . the bullet train when he leaves Osaka 

for Tokyo.

  (A) use (B) uses (C) has been used (D) is using

 4.  My younger brother, who is president of a trading company, . . . . . . . to Sydney on 

business thirteen times before.

  (A) has been (B) goes (C) may go (D) is being

 5.  I was told by my superior that my report contained errors; I . . . . . . . up early in 

order to check it once more before submitting it.

  (A) will have gotten  (B) would have gotten

  (C) may have gotten (D) should have gotten

解答の
コツ

1STAGE

2STAGE

	 1	「代理・助役」などの表現
「部長代理」は acting	manager、「課長代理」は acting	section	chief と訳せます。
acting	 manager は deputy	 manager とも表現できます。deputy も「代理」の意味
をもちます。deputy を使った表現に、deputy	governor（副知事）、deputy	mayor

（［市の］助役）、deputy	stationmaster［＝assistant	stationmaster］（［駅の］助役）
があります。

一歩
単 語 学 習進んだ

一歩一歩
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Part 6
次の文章を読んで、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。

Dear William,
I am planning to book your flight for the upcoming business meeting in 
Montreal.  The price of the ticket is far higher than I expected.  I am not sure if 
the flight is usually so expensive or if this is due to the - - - 6 - - -- summer travel 
season.
Whatever the case, luckily, our business partner, Sillocco Co., Ltd., has plenty of 
funds for travel expenses and is offering to - - - 7 - - - the entire cost of this business 
trip.  So may I suggest - - - 8 - - - you in business class?  I shouldn’t have to remind 
you that the fully reclining seats are comfortable and spacious with more 
legroom, which will surely help you relax before the meeting.
In addition, you will enjoy other in-flight perks unavailable in economy class.   
These include personal television monitors, a wider selection of films and video-
on-demand programs, Internet access, more generous baggage allowances, 
luxurious amenity kits, better refreshments, splendid meals, and much more.
For further information, you can check out the website. - - - 9 - - -
Sincerely Yours,
John

 6. (A) summit (B) top (C) best (D) peak

 7. (A) offset (B) cover (C) spend (D) reduce

 8. (A) book (B) booked (C) booking (D) to book

 9.  (A) Would it be possible to cancel your business trip?

  (B) May I put you on the waiting list?

  (C) However, I suggest flying economy this time.

  (D) Let me know as soon as you make a decision.

TOEICリーディング攻略のコツ 1
Part6 の形式の変更に注意

Part6 の形式が従来とは異なり、選択肢が文章の後に置かれ、当てはまる文を選ぶ問題
が増え、合計 4 設問になりました。落ち着いて解答することが大切です。
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Part 7
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
的分かりやすい図表問題から見てゆきましょう。

次のフライトの案内表示を読んで、後の設問に答えましょう。

DOMESTIC FLIGHT SCHEDULE (Nov. 1 to Nov. 30, 2016) 

Narita Airport Flight Schedule Website

All schedules are subject to change without notice. Please confirm the status of 

your flight with your airline before making any travel plans or reservations.

<DEPARTURE> <ARRIVAL>

FL. No. Narita → Osaka FL. No. Osaka → Narita

SA133 14:55 16:20 SA125 8:15 9:40

CA210 15:55 17:20 SA234 9:25 10:50

CA102 18:35 20:00 CA108 10:20 11:45

SA450 20:15 21:40 CA221 16:05 17:30

　 : : : 　 : : :

◆  Note 1: SA stands for Stardust Airline; CA stands for Crystal Airline 
Note 2: The airport in Osaka is Kansai International Airport.

10.  How should the passenger check whether there has been a change in the flight 

schedule?

  (A) View the website (B) Telephone the airport

  (C) Ask the airline  (D) E-mail the travel agency

11.  Which flight is the most convenient for meeting someone at Kansai International 

Airport at 5:30 p.m.?

  (A) SA133 (B) CA210 (C) SA125 (D) CA221

12. When will the Crystal Airline flight that leaves Osaka earliest arrive at Narita?

  (A) 11:45 a.m. (B) 10:20 a.m. (C) 9:40 a.m. (D) 2:55 p.m.

解答の
コツ
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Sightseeing⓾

★観光は TOEIC のトピックとして典型的ではありませんが、旅行関係の案内やガイドの言葉な
ど、問題のテーマとなるものも豊富にあり、実用的です。

PRE-TOEIC STUDY
Questions	 1 	 次の英文に施されている下線部の意味を下の枠内から選びましょう。	

	 ［ただし動詞は原形の意味］

( 1 ) Mr. Jackson called in sick this morning; therefore, I will handle the job for him.

( 2 ) We were behind schedule, so we had to deal with the rest of the work quickly.

( 3 )  The extraordinary theater actor was designated as a living national treasure.

( 4 ) New scientific discoveries tend to be quickly commercialized.

（a）指示する
（e）商品化する

（b）指定する
（f）宣伝する

（c）入院する
（g）予定に遅れて

（d）病欠の電話をする
（h）時間的に進んで

Questions	 2 	 次の英文の（					）内の単語のうち、正しい方を選びましょう。

( 5 )  The newly employed manager has a ( conserve / conservative ) way of thinking.

( 6 ) He seems to have traveled around the ( globe / global ) when he was young.

( 7 ) The ( palace / palatial ) atmosphere is characteristic of the historical building.

( 8 )  The reporters were ( believed / briefed ) about the president’s plan to buy up 

stock in the company.

Questions	 3 	 次の（					）内の単語を並べ替えて、英文を完成させましょう。

( 9 )	彼女がその申し出を断るとは彼には信じられないことでした。

   It was ( refused / him / to / she / the / incredible / that ) offer.

(10)	私は予定が詰まっていたため、彼の送別会をしてあげることができませんでした。

    My busy schedule ( to / me / farewell / impossible / for / give / it / a / made ) 

party for him.

英語力を高めるコツ⓾　
「少答多問」…ある質問に対してたくさん答えがあることはいいことです。しかし、質問が
全くないという状況では、英語力の進展がないでしょう。色々なことに疑問を持ち、授業
中でも熱心に質問をすることで、語学力が向上します。要は「問題意識を持て！」です。
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LISTENING SECTION

Part 1
人が写っていない写真問題では、何が写っていて、どういう状況なのかを確認し
ておきましょう。選択肢に進行形だけでなく完了形が用いられる場合もあります。

次の写真について、それぞれ 4 つの文が読まれます。（　）内に聞
こえた単語を記入し、4つの中から最も適切な描写を選びましょう。

1.

 　

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

(A) There are many people ( ) around the temple ( ).

(B) There is a ( ) walking ( ) one of the temple buildings. 

(C) All the traditional buildings are ( ) by ( ) and trees.

(D) The monks are cleaning the ( ) from the temple ( ).

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。

2.

 　

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

解答の
コツ

1STAGE 56

2STAGE 57
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Part 2
	Part2 では依頼文がテーマとなる場合がありますが、最初の 3 語を聞き取れば、
何を依頼されているかわかります。とにかく最初の 3 語を聞き取りましょう。

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

 3. Mark your answer on your answer sheet.

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

	 最初の 3 語　（		　　　			）	（		　　　			）	（		　　　			）　　　　　　Ⓐ Ⓑ Ⓒ
 5. Mark your answer on your answer sheet.

	 最初の 3 語　（		　　　			）	（		　　　			）	（		　　　			）　　　　　　Ⓐ Ⓑ Ⓒ

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。

 6. Mark your answer on your answer sheet.　　　　　　Ⓐ Ⓑ Ⓒ
 7. Mark your answer on your answer sheet.　　　　　　Ⓐ Ⓑ Ⓒ

解答の
コツ

1STAGE 58

592STAGE

	 ⓾	 delay
（a）	delay	doing〜するのを遅らせる、延期する
	 	 ⇒ 	Because	 she	 had	 to	 pick	 up	 her	 baby,	 she	 didn’t	 want	 to	 delay	

leaving	 the	 office.（赤ん坊を引き取らないといけなかったから、彼女は職場を
出るのを遅らせたくなかった）

（b）	遅れ ⇒		a	two-hour	delay（2 時間の遅れ）［＝a	delay	of	two	hours］	
subject	to	delays（［仕事などが］遅れがち）

語法のチェック

TOEICリスニング攻略のコツ ⓾
答えをマークしたら、次の設問を読む

Part3 と Part4 の場合、答えだと確信する選択肢を選んで、その記号をマークしたら、
その設問における次の選択肢を読むのではなく、次の設問を読みましょう。時間との闘
いをいかに克服するかが TOEIC 攻略の鍵です。
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今回は Part3 の図表問題を扱います。図表問題は、通常 Look	 at	 the	 graphic.
から始まる設問がありますが、図表だけで答えることができる問題ではなく、
会話内容がわからない限り、答えられない問題である点に注意しましょう。

設問を先に読んで、質問の意図を確認しましょう。会話や説明文の放送後、
4 つの中から正しいものを選びましょう。

Part 3

North Street

Silver Street

Wellington Station Restaurant B

Restaurant A

Restaurant C

Town center
Jeweler

City center
City hall

 8. Why does the woman want to go to the Lotus Garden?

  (A) To entertain her business partners

  (B) To hold a farewell party for her co-workers

  (C) To pick up her clients from China

  (D) To enjoy a meal with her friends

 9. What does the woman mean when she says, “Sorry to disturb you at work”?
  (A) She will call in sick to work.

  (B) The workplace is really noisy.

  (C) She is being mindful of the man’s time.

  (D) She hasn’t heard from the man for days.

10.  Look at the graphic. Which way should the man go after reaching the roundabout 

to get to the destination?

  (A) Go back (B) Go ahead (C) Turn left (D) Turn right

解答の
コツ

2STAGE

60
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Part 4

11. Where are the listeners likely to be?

  (A) At a tourist information office

  (B) In a hotel lobby

  (C) In line at a bus stop

  (D) Inside a bus

12. What is the talk mainly about?

  (A) Pre-tour instructions about safety precautions and a sightseeing schedule

  (B) An introduction to various tourist attractions in the city

  (C) A briefing on the visit to the National Museum

  (D) The fact that the bus is one hour behind schedule

13. Look at the graphic. Which route are the listeners NOT likely to take?

  (A) Cherry Boulevard

  (B) Plum Avenue

  (C) Lily Avenue

  (D) Azalea Avenue

61
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READING SECTION

GRAMMAR STUDY
Questions	 1 	 次の（					）内の英文を間接話法にしましょう。

( 1 ) John said to me, “My boss is as busy as a bee now.”
	 	 →（	 ）

( 2 ) Mary said to him, “Did you talk with your boss yesterday?”
	 	 →（	 ）

( 3 ) Bob said to me, “Call me back in the afternoon.”
	 	 →（	 ）

( 4 ) Nancy said to him, “Don’t work too hard.”
	 	 →（	 ）

Questions	 2 	 次の（					）内の単語を正しい形に直しましょう。

( 5 ) She said that she ( have ) never visited the country.

( 6 ) He told me that he ( will ) go there the following day.

( 7 ) The teacher said that the earth ( revolve ) around the sun.

( 8 ) The history teacher said that the Civil War ( break ) out in 1861.

Questions	 3 	 次の（					）内に当てはまる単語を入れましょう。

( 9 )	彼女は「あなたはずっと怒っているの」と彼に言いました。

   She asked him ( 　　　　) ( ) ( ) been angry.

(10)	彼は私に「もし私があなたならそこに行くのだが」と言いました。

   He told me ( ) if he ( ) ( ) bird, he would go there.

	 ⓾	 時制の一致の例外
　話法では主節の動詞が過去形になると、従属節内の動詞に時制の一致が適用され、直
接話法において現在なら過去、現在完了や過去なら過去完了、未来なら would（＝will
の過去形）を、間接話法における従属節で用いるのが原則です。しかし、例外もあります。
　例外 1　真理を述べるとき → He	said	that	the	earth	is	round.
　例外 2　事実を述べるとき → He	said	that	he	will	be	back	tomorrow.
　　※話者にとって明日起こることがわかっている場合は tomorrow と表現してよい。
　例外 3　歴史的事実を述べるとき → 過去形のまま（過去完了にしない）
　例外 4　仮定法 → He	said	that	if	he	were	a	bird,	he	would	fly	to	you.

一歩
文 法 学 習進んだ

一歩一歩
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Part 5
語彙問題の中には、派生語の問題があります。同じ単語の語尾が変化し、品詞
が変化します。空所にどんな品詞が入るかがわかれば、答えが見つかります。

答えを導くのに決め手となる表現を、問題文の中で見つけて、その部分に
下線を引き、答えを選びましょう。

 1.  The . . . . . . . candidate will have a few years of sales experience in the computer 

industry.

  (A) succession (B) succeed (C) successful (D) successive

 2. Research on the large-scale monitoring system has been . . . . . . . by the laboratory.

  (A) commissioned (B) commissioning (C) commissioner (D) commission

選択肢（A）〜（D）のうち、正しいものを選びましょう。

 3. Jim Caroline will . . . . . . . a new product exhibition next month.

  (A) organization (B) organic (C) organ (D) organize

 4.  When the new . . . . . . . joined the leading clothing company, he was put on three 

months’ probation.

  (A) employment (B) employee (C) employ (D) employed

 5. We should be . . . . . . . of the tradition handed down from generation to generation.

  (A) respective (B) respectively (C) respectable (D) respectful

解答の
コツ

1STAGE

2STAGE

	 ⓾	 形容詞を作る ial や ic(al)
　economy の形容詞は economic や economical、finance の形容詞は financial、
さらに、nostalgia は nostalgic、palace は palatial と変化します（本章 Part6）。
　ここでは、TOEIC に頻出する単語の形容詞形を少し学びましょう。

（a）	clerk（事務員） → clerical	（事務の）
（b）	manager（管理者、経営者） → managerial（管理の、経営上の、経営者の）
（c）	president（社長、大統領） → presidential（社長の、大統領の）
（d）	class（授業、階級、［口語］上品） → classic（第一級の）、classical（古典の）
	 	 ※	She	has	class.	（彼女は上品だ）/	She	has	a	class.（彼女は 1 つ授業がある）

一歩
単 語 学 習進んだ

一歩一歩
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Part 6
次の文章を読んで、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。

Seoul is the dynamic capital of South Korea, where east and west, traditional and 

modern, meet.  The state-of-the-art 21st century metropolis serves as the 

political, economic, and commercial center of the country, while - - - 6 - - - a tradi-

tional legacy of grandeur and majesty of the dynasties that once reigned in the 

area.  For example, Gangnam on the south side of the Han River is replete with 

high-rise buildings, high-end brand shops, fancy restaurants, cafes, and theaters.  

In - - - 7 - - -, the Jongno District on the north side of the Han River hosts a royal 

palace and the old quarter with traditional shops and art galleries.

The city is brimming with any tourist attraction you can think of.  - - - 8 - - -  Then 

don’t miss out on Changdeokgung Palace, which offers an open-air museum 

with a collection of restored historic architecture in a serene atmosphere.  - - - 9 - - - 

as a UNESCO World Heritage Site, the palatial architecture will take you on a 

nostalgic trip to the era of the dynasties.

 6. (A) boast (B) boasted (C) boasting (D) boasts

 7. (A) constant (B) construct (C) contract (D) contrast

 8. (A)  Therefore, you can enjoy the cutting-edge high-tech facilities such as 

conference halls.

  (B)  Therefore, have you ever visited the high-tech amusement park and 

aquarium?

  (C)  However, the river cruise is most enjoyable and spectacular, especially at night.

  (D) But do you want to retreat from the hustle and bustle of the metropolis?

 9. (A) Designed (B) Designated (C) Inspired (D) Instructed

TOEICリーディング攻略のコツ ⓾
答えが確信できない問題は消去法

Part5 の問題で答えが確信できない場合、これは答えではないと思う選択肢から除いて
いく消去法を採用しましょう。最後に残った選択肢を答えとして、マークしましょう。
マークしたら、未練を持たず、次の問題に進みましょう。
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Part 7
Part7 における新傾向問題の目玉は、Triple	 Passage の問題です。今回は、こ
の 3 つの文書の問題を扱います。Double	 Passage 問題同様、5 問の設問が用意
されています。

次の記事と 2 つの E メールを読んで、後の設問に答えましょう。

Review of tourism in Europe and the Americas

For the last three decades, tourism has really taken off. Travel has been 

commercialized: landscapes, cultures, cuisines, and religions are consumer 

goods displayed in travel brochures.

The Mediterranean shores have a resident population of 130 million, but this 

swells to 230 million each summer due to tourism. In Spain, France, Italy, and 

most of Greece, there is no undeveloped coastline left.

In the Alps, cable cars dominate the landscape. There are 15,000 cable car 

systems and 40,000 kilometers of ski-runs.

American national parks have been operating permit systems for years. By 1981, 

there was an eight-year waiting list to go rafting down the Grand Canyon’s 

Colorado River.

In Costa Rica, hiking is an incredible experience. A rafting trip down a river is a 

favorite of tourists. There are lots of unusual plants and animals that most people 

have never seen.

解答の
コツ
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	 From	  Marvin Keller  Date  July 7

	 To	  Sales staff, Shaneʼs Trek Tours

 Subject  Nature tours

Dear Sales staff,

I am really interested in hiking and camping in nature reserves, as is my family. 
I have two kids who love looking at wild plants and animals, and playing 
around in rivers.

When I looked through the review of tourism in Europe and the Americas, 
descriptions of rafting trips in North and South America caught my eye. This is 
the kind of thing my family and I love.  My kids absolutely adore rafting 
downriver while pointing out all the different animals on the shore.

Iʼd appreciate it if you could send us a brochure detailing the rafting trip.

Regards,
Marvin Keller

	 From	  Lewis Donovan, Sales Manager  Date  July 8

	 To	  Mr. Marvin Keller

 Subject  Rafting trip

Dear Mr. Marvin Keller,

Thank you very much for your interest in our agency. Today, more than 600 
million tourists a year travel the globe. Vast numbers of them want to visit the 
worldʼs most treasured sites.

Considering your request, we highly recommend you visit sightseeing spots in	
South America. Needless to say, there are numerous places rich in nature. 
Taking a rafting trip in Costa Rica would be an unforgettable memory for you.

You can reserve a ten-day stay in Costa Rica at a cottage by a beautiful river. 
A deposit of $200 is required for the reservation. We will do our best to help 
you realize your dream vacation.  Thank you so much for your interest.

Regards,
Lewis Donovan
Sales Manager
Shaneʼs Trek Tours



86

10.  According to the review, which sightseeing spot is supposed to be the least 

crowded ?

  (A) The Alps  (B) The Grand Canyon

  (C) Costa Rica  (D) The Mediterranean beaches

11. What is indicated about the sightseeing review?

  (A) A lot of immigrants have been moving to Western countries.

  (B) European coastlines are still being developed.

  (C) Those who want to take a rafting trip have to wait eight years.

  (D) Costa Rica is supposedly rich in nature.

12. What can we infer about Mr. Keller’s personality?

  (A) He’s conservative.  (B) He’s adventurous.

  (C) He’s easy-going.  (D) He’s talkative.

13. In the 2nd e-mail, the word “deposit” in paragraph 3, line 2, is closest in meaning to

  (A) securities (B) safety (C) entrance fees (D) cash advance

14. What is Mr. Donovan probably going to do next?

  (A)  He will ask Mr. Keller to change the destination from Costa Rica to the 

Grand Canyon.

  (B) He will offer Mr. Keller’s family discount tickets to Costa Rica.

  (C) He will call and book a cottage.

  (D) He will send a tour pamphlet to Mr. Keller.




