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はじめに

　「TOEIC600点」を謳った対策本があふれる中，本書を手におとりいただきありが
とうございます。

　本書は，私自身の毎回の受験経験と，TOEIC専門校エッセンス イングリッシュ ス
クールでの講師経験をもとに，600点を突破するために必ずおさえておくべき出題パ
ターンを凝縮しています。さらに，皆さんにスコアアップのポイントを確実に身につ
けていただけるよう，解説をひとつひとつ丁寧に，心をこめて書いています。

　英語は使わないけれど会社や学校からスコアを求められている，という方にとって，
本書は TOEICの頻出パターンをまとめておさえるのに最適です。また，英語を使っ
た仕事がしたい，という方にとって，本書はその夢を実現するツールになります。

　TOEICに出てくる表現は，英語圏での日常生活やビジネスの場面で毎日のように使
うものばかりです。「TOEICを勉強しても英語はできるようにならない」と嘆く声を
最近よく耳にしますが，TOEICの学習が「使える英語」を身につけるのに直結すると
いうことを，本書を通じて実感していただけると思います。「英語が使えるようになっ
ていく自分」を，学習の中でぜひ感じとってください。そうすれば，勉強そのものが
楽しくなり，学習量に比例してスコアも必ず上がっていきます。

　本書を利用される皆さんが目標スコアを達成し，さらなる目標や夢に向かって歩ま
れることを心から願っております。

　最後に，常にインスピレーションをくれるエッセンスの同僚講師陣，学習者の視点
で鋭いフィードバックをくれるエッセンスのスタッフ，英語の本質を伝える大切さを
教えてくれた中村紳一郎学校長と Susan Anderton副学校長，そして最後の最後まで
本書の校正に尽力してくださった（株）語研の田尻さんに，この場を借りて感謝いた
します。

2013年 6月
加藤 優
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本書の使い方

本書の構成

　本書は，TOEICで 600点突破を目指すための総合対策教材です。初めて TOEICを
受験する方にも，スコアアップを目標にしている方にも使いやすく，わかりやすい内
容になっています。本書は，大きく分けて 1. TOEIC® TESTについて，2. リスニング
テスト対策，3. リーディングテスト対策という３つの章で構成されています。

本書の使い方

TOEIC® TESTについて
　まずは TOEICの概要や受験方式，出題形式などの基本的な知識を身につけます。
TOEICとはどのようなテストで，どのような問題が出るのか，またどのように申し込
むのかなどを説明しています。

パートの学習に入る前に
　TOEICのリスニングに見られる「発音の注意点」やリスニング力を養う「シャドー
イングの仕方」を紹介していますので，各パートの学習に入る前に，確認してください。

学習プログラム
　推奨する学習スケジュールを 9ページに掲載しています。21日間で本書を終える無
理のないスケジュールにしてありますが，自分の学習に当てられる時間によって，一
日の学習項目を半分にしたりするなど，推奨スケジュールを参考にしながら学習を進
めてください。また，学習した内容を確実に定着させるには，同じ問題を繰り返し解
くことが不可欠です。「初回＋ 1週間後＋ 1か月後」など，日をあけて必ず解き直すよ
うにしてください。

リスニングテスト対策・リーディングテスト対策
　リスニングテスト対策では Part 1～ Part 4を，リーディングテスト対策では Part 5～ 

Part 7の問題パターンや攻略法を学習します。本書は例題と練習問題を合計 200問超
用意しています。

問題パターン
　各パートで頻出する問題パターンをユニット別にまとめています。600点突破に
必要な問題パターンだけを扱っていますので，むだのない効率的な学習ができます。
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問題パターン別攻略法
　問題パターンに対応した必須英文法，頻出の正解例や攻略法などをわかりやすく
解説しています。どこに注目して何をヒントに解けばよいのか，またよく使われる
ひっかけなども細かく説明していますので，例題を解きながらしっかり解説を読み
ましょう。

見てわかる・読んでわかる解説
　例題の解説には図解を使った「見てわかる・読んでわかる」講義スタイルを再現
しています。一目で大事なポイントや注目点がわかるので，視覚的イメージでも問
題のパターンやポイントをとらえることができます。単に正解を述べるだけの一方
的な解説ではなく，どのようにして答えを導いていくか，という解答法が身につく
ようになっています。

解答リズム
　各問題に解き方のステップとして「解答リズム」を表示しています。これは，本
番の公開テストで時間内にテンポよく200問を解き終えられるようになるためのも
のです。それぞれの問題パターンに対応した「解答リズム」を紹介していますので，
何度も問題を解いて身につけてください。

ポイント！
　問題のひとつひとつに解答のカギとなるポイントを入れていますので，ここでテ
スト戦略やテクニックを整理しましょう。

語句注
　TOEICに頻出する語句を選んでいますので，覚えるまで繰り返し確認しましょう。

練習問題
　各パートの最後に練習問題を用意しています。例題で学習した攻略法や解法をこ
こで実践し，わからない問題があれば，その問題の攻略法を読み返しましょう。

スラッシュリーディング練習
　本書に掲載している Part 7のメール，メモ，レターの本文でスラッシュリーディン
グの練習ができます。音声に合わせて繰り返し練習することで，読むスピードが速く
なります。

よくわかる新TOEIC®テスト総合対策 ためし読み → Webページへ

https://www.goken-net.co.jp/catalog/card.html?isbn=978-4-87615-258-2


9

学習スケジュール
学習ユニット 学習日1回目 学習日2回目 学習日3 回目

Part 1　写真描写問題

1日目
Unit 1q人のいる写真（ひとり）  月 日  月 日  月 日

Unit 2q人のいる写真（複数）  月 日  月 日  月 日

2日目
Unit 3q人のいない写真  月 日  月 日  月 日

練習問題  月 日  月 日  月 日

Part 2　応答問題

3日目
Unit 1qWh- 疑問文  月 日  月 日  月 日

Unit 2q疑問詞のない疑問文  月 日  月 日  月 日

4日目
Unit 3q慣用的な疑問文（提案・依頼・許可など）  月 日  月 日  月 日

Unit 4q発言  月 日  月 日  月 日

5日目 練習問題  月 日  月 日  月 日

Part 3　会話問題

6日目 Unit 1q日常会話  月 日  月 日  月 日

7日目
Unit 2qビジネスの会話（社内）  月 日  月 日  月 日

Unit 3qビジネスの会話（電話）  月 日  月 日  月 日

8日目 練習問題  月 日  月 日  月 日

Part 4　説明文問題

9日目

Unit 1q電話メッセージ  月 日  月 日  月 日

Unit 2qアナウンス  月 日  月 日  月 日

Unit 3q広告  月 日  月 日  月 日

10日目

Unit 4qトーク（会議・研修・ツアーなど）  月 日  月 日  月 日

Unit 5q紹介  月 日  月 日  月 日

Unit 6qラジオ放送  月 日  月 日  月 日

11日目 練習問題  月 日  月 日  月 日

Part 5　短文穴埋め問題

12日目

Unit 1q品詞  月 日  月 日  月 日

Unit 2q代名詞  月 日  月 日  月 日

Unit 3q動詞形ー態・主述の一致・時制  月 日  月 日  月 日

よくわかる新TOEIC®テスト総合対策 ためし読み → Webページへ
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13日目

Unit 4q動詞形ー不定詞・動名詞・分詞  月 日  月 日  月 日

Unit 5-1q前置詞  月 日  月 日  月 日

Unit 5-2q前置詞 vs. 接続詞  月 日  月 日  月 日

14日目

Unit 6q関係代名詞  月 日  月 日  月 日

Unit 7q比較・強調・数  月 日  月 日  月 日

Unit 8q語彙・慣用表現  月 日  月 日  月 日

15日目 練習問題  月 日  月 日  月 日

Part 6　長文穴埋め問題

16日目
Unit 1q文脈型ーつなぎ言葉  月 日  月 日  月 日

Unit 2q文脈型ー時制と語彙  月 日  月 日  月 日

17日目 練習問題  月 日  月 日  月 日

Part 7　読解問題

18日目
Unit 1qリスト・フォーム  月 日  月 日  月 日

Unit 2qビジネス文書（メール・手紙・社内連絡）  月 日  月 日  月 日

19日目

Unit 3qお知らせ・広告  月 日  月 日  月 日

Unit 4q記事  月 日  月 日  月 日

Unit 5qダブルパッセージ  月 日  月 日  月 日

20日目 練習問題  月 日  月 日  月 日

模試（ダウンロード）

21日目 模試200問  月 日  月 日  月 日
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Part 1

 2.  正解  q (D)

10

1

2

解答リズム

1写真を見る→ひとり（女性）

2何をしているのかをチェック

(A) The woman is folding up a newspaper.

(B) The woman is touching a monitor.

(C) The woman is opening a desk drawer.

(D) The woman is examining some documents.

ポイント！「動作」が一致していても気をゆるめず，後ろの名詞（目的語）を聞き取ろう。

女性が書類に目を通している様子を言い表した (D)が正解です。examineは「～を
入念に調べる」という意味で，Part 1に頻出します。

(A)の folding up（～を折りたたんでいる）は holding（～を手に持っている）と発
音が似ていますが，newspaper（新聞）が聞き取れれば写真と合わないことがわかり
ますね。(B)は touchingは一致しますが，monitor（画面）ではありません。(C)の a 

desk drawer（机のひきだし）は開いた状態になっているので，opening（～を開けて
いるところだ）という動作が間違いです。

訳

�$��ਙमৗୂ॑ീॉञञ॒दःॊ؛
�%��ਙमએपඡोथःॊ؛
�&��ਙमၱभऱऌटख॑৫ऐथःॊ؛
�'��ਙमછథ॑োप৹सथःॊ؛

語句

ٸ fold up ...َ॑عീॉञञिُ
ٸ touchَ॑عඡॊُ
drawerَऱऌटखُٸ
োप৹सॊُ॑عexamineَٸ
documentَછథُٸ
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Part 2

 1. 正解  q (C)

24

When will you be back from the meeting?

(A) At the head office.

(B) With an important client.

(C) Sometime before lunch.

 時間

解答リズム

1冒頭に集中する→When

2時を答えている選択肢を選ぶ

ポイント！ 冒頭の疑問詞を絶対に忘れないようにしよう。

ここでは，Whenで「いつ会議から戻ってくるの？」と尋ねる相手に対し，戻るタ
イミングを伝えている (C)が正解ですね。解き方として，各選択肢が流れる前に頭の
中でWhenをリピートしておくことが，聞き取った疑問詞を忘れないコツです。

(A)は head office（本社）という「場所」を答えているので，Whereに対する応答です。
(B)は important client（重要顧客）という「人」を答えているので，Whoに対する応
答です。

訳

ःणভ৮ऊैರढथऎॊदघऊ؛
�$��মददघ؛
�%��ਏ൹धदघ؛
�&��୫भपम؛

語句

be backَರॊُٸ
head officeَম，মٸ ُٙق headquartersك
clientَ൹，ॡছॖ॔থॺُٸ
sometimeَःणऊُٸ

解 き て方 みを よ見 う
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Part 3

60

英文を見てみよう

Questions 7 through 9 refer to the following conversation.

W: Q7 Have you decided on which truck to 

buy for our shipping department? I was 

speaking to Mr. Tipton, and he wanted to 

know when we’ll get one.

M: Well, Q7 I’ve already looked at some 

vehicles at a dealership downtown.  

Q8 They all look suitable, but the prices are 

a little higher than I expected. I’m not sure 

if we can afford any of them.

W: Q9 Why don’t you check Autofinder then? 

It’s a great Web site. Most of the vehicles 

they offer are used, but the prices are 

great.

解答リズム

1設問文をチェック 
Q7 トピック 
Q8 男性の心配事 
Q9 女性の提案

2ポイントを聞き取る

3 3問目の設問文の読み上げが始
まるまでにすべてにマークする

4次のセットの先読みに入る

語句

ৠघॊُؙ॑عَ... decide onٸ shipping departmentَଛُؙٸ vehicleَଭॉ，ُٸ
ٸ lookٔઍဨَعपৄइॊُؙ suitableَిखञ，ऴऔॎखःُؙٸ େअඥऋँॊُ॑عaffordَٸ
भऺध॒नُؙعَ... most ofٸ mainlyَपُؙٸ अُؙ౻॑عhireَٸ deadlineَഁीજॉ，ُٸ
qualityَସُؙٸ advertisementَઁઔُؙٸ ٸ refer to ...َ॑عසघॊُؙ supplierَವোُٸ
supervisorَఘ，ிભُٸ

英文訳

��� भਝਖमઃभভਵपঢ়घॊुभदघ؛
ਙ؟ଛ৷पनभॺছॵॡ॑େअऊৠीऽखञऊ؛ॸॕউॺথऔ॒धਵखथःञभदघऋ，ःणোॊभऊੴ

ॉञऋढथःऽखञ؛
੬ਙ؟ॲक़থॱक़থपँॊਲ਼द୦ऊৄथऌऽखञ؛नोुेऔजअटढञभदघऋ，ઓढञेॉुகऋ

खৈःभदघ؛प়अऊनअऊॎऊॉऽच॒؛
ਙ؟ड़شॺই॓ॖথॲৄ॑شथाॊधःःदघे؛ःःक़ख़ঈ१ॖॺदघऊै؛ਲ਼खथःॊभमऺध॒नऋ

রଽदघऋ，તमऊऩॉুႃदघे؛

解 き て方 みを よ見 う
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Part 3

 7. 問題タイプ：基本情報｜ 正解  q (A)

What are the speakers mainly discussing?
→トピック

(A) Buying a vehicle
(B) Hiring a new worker
(C) Shipping an order
(D) Transferring to another department

訳

ਵैमप୦॑ਵख়ढथःऽघऊ؛
�$��॑භোघॊऒध
�%��ৗো৩॑౻अऒध
�&��ିધષ॑ଛॊऒध
�'��ऺऊभ౧प౮घॊऒध

ポイント！ まずは基本情報を問う「最初の 1問」を確実に正解できるようにしよう。

冒頭で女性が Have you decided on which truck to buy ...?（どのトラックを買うか
決めましたか）と尋ね，男性が I’ve already looked at some vehicles（何台か見てきた）
と答えているので，(A)が正しいトピックです。vehicle（乗り物）は car/truck/busな
どの言い換えとして TOEICに頻出します。

 8. 問題タイプ：基本情報｜ 正解  q (D)

What is the man concerned about? →男性の心配事

(A) The location
(B) The deadline
(C) The quality
(D) The cost

訳

੬ਙम୦पणःथੱଦखथःऽघऊ؛
�$��ৃਚ
�%��ഁीજॉ
�&��ષସ
�'��ત

ポイント！ 問題や心配事は，but（しかし），My concern is ...（私の心配事は～），The problem is ...（問題 
は～）などから始まる「マイナス情報」に注目する。

男性の心配事は，必ず男性の発言の中に出てきます。車に関して They all look 

suitable（どれもよさそうだ）と前置きをしたうえで，but the prices are a little 

higher than I expected（値段が思ったよりも少し高い）と懸念を伝えているので，
pricesを costに言い換えた (D)が正解です。

 9. 問題タイプ：細かい情報｜ 正解  q (B)

What does the woman suggest? →女性の提案

(A) Placing an advertisement
(B) Referring to a Web site
(C) Calling the supplier
(D) Speaking with a supervisor

訳

ਙम୦॑੧खथःऽघऊ؛
�$��ઁઔ॑ൗचॊऒध
�%��क़ख़ঈ१ॖॺ॑અपघॊऒध
�&��ஔपਗ਼ਵघॊऒध
�'��ఘधਵघऒध

ポイント！ Why don’t you ...?（～したらどうか）は提案を示す重要フレーズ。

女性の発言に意識を集中し，その中の提案表現を聞き取ります。すると，Why 

don’t you check Autofinder then?（オートファインダーを見たらどうか）と勧め，
Autofinderについて great Web site（いいウェブサイトだ）と説明しているので，(B)

が適切です。refer to ...は「～を参照する」という意味で，ここでは checkの言い換
えになっていますね。
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71

英文を見てみよう

Questions 7 through 9 refer to the following advertisement.

Drop by McCormick’s and help us celebrate 

our tenth anniversary. To mark this occasion, 

Q7/Q8 if you buy any sofa, bed, or any other 

item from our showroom this weekend, we’ll 

offer you free delivery. Our popular products 

earned praise in last month’s issue of Urban 

Interiors Magazine for being Q7 easy to 

assemble and having Q7 appealing designs. 

Visit our showroom and see why McCormick’s 

is the city’s leading Q7 home furnishings outlet. 

We’re conveniently located just south of the 

Riverside Shopping Mall on Granite Avenue, 

and Q9 we’re open from 10 A.M. to 8 P.M. seven 

days a week.

解答リズム

1設問文をチェック 
Q7 業種  
Q8 今週末に起こること 
Q9 閉店時間

2トークの種類を聞き取る 
→広告

3ポイントを聞き取る

4 3問目の設問文の読み上げが始
まるまでにすべてにマークする

5次のセットの先読みに入る

語句

पয়ठఞॊُؙعَ... drop byٸ helpٔযٔਉဨٸ घॊभ॑ஃऐॊُؙعऋكযَق ໑अُ॑عcelebrateَٸ
anniversaryَ੶，੶ມُؙٸ ੶घॊ॑عmarkَٸ ُٙق celebrateؙك occasionٸ ਃভُكશऩ્َق
ٸ free deliveryَ૮મଦُؙ earn praiseَูඑ॑ਭऐॊُؙٸ ٸ issue ಀُكৗୂभ؞හَق
assembleَੌाয়थॊُؙٸ appealingَྟৡऩ，ੱप୪इॊُؙٸ ٸ leadingَਏऩ，भُ
home furnishingsَॖথॸজ॔ੇُؙٸ conveniently locatedَਹऩৃਚपँॊُٸ
भવડपُؙعَ... south ofٸ seven days a weekَٸ �，ُؙ घॊ്ُ॑ع，ઔघॊઁ॑عadvertiseَٸ
ٸ furnitureَੇُؙ branch੍َُٸ

英文訳

��� भਝਖमઃभઁઔपঢ়घॊुभदघ؛
��ఢফ॑ಶइञঐ॥شॵॡ५॑໑अञीपछऱउয়ठఞॉऎटऔः؛ਊदमऒो॑੶खथ，০ଜप，

९ই॓ृঋॵॻऩन३ঙشঝشपँॊૹષ॑उେःऑभ্प૮મଦଛ॑ःञखऽघ؛ਊभযਞૹષम，
াभِ॔شংথॖথॸজ॔६؞ঐफ़४থّद，ੌाয়थऋලऩअइ，ઓॎङඟखऎऩॊॹ२ॖথधखथูඑ
॑ਭऐथःऽघ؛३ঙشঝشपउ௭खपऩॉ，ঐ॥شॵॡ५ऋਊदभॖথॸজ॔ੇਲ਼दँॊ৶
॑उનऊीऎटऔः؛ਊम，ॢছॼॖॺৢॉपँॊজংش१ॖॻ؞३ঙॵআথॢঔشঝभघएવभਹऩৃ
ਚपँॉऽघ؛ଏ ��ৎऊैଏ �ৎऽद，खथःऽघ؛

解 き て方 みを よ見 う
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 7. 問題タイプ：基本情報｜  正解  q (B)

What kind of business is being advertised? →業種

(A) A design college
(B) A furniture store
(C) An art gallery
(D) A bookstore

訳

नभेअऩரऋ്औोथःऽघऊ؛
�$��ॹ२ॖথ৾ૅ
�%��ੇਲ਼
شॺॠকছজش॔��&�
�'��છ

ポイント！ 業種のヒントはトーク全体にある。

2文目の sofa/bed/showroom，中盤の easy to assemble（組み立てやすい），
appealing designs（魅力的なデザイン），後半の home furnishings（インテリア家具）
などから，(B)が正解とわかります。ちなみに，furnitureがいわゆる「家具類」を意味
するのに対し，furnishingsは家具，カーテン，照明用品といった「インテリア商品」
全般を指す語です。
 8. 問題タイプ：細かい情報｜  正解  q (C)

According to the speaker, what will happen this 
weekend? →今週末に起こること

(A) A branch will be opened.
(B) A magazine will be published.
(C) Free shipping will be offered.
(D) Items will be discounted.

訳

ਵपेॊध，ऒभଜप୦ऋକऌऽघऊ؛
�$��๘ऋड़شউথघॊ؛
�%��හऋলගऔोॊ؛
�&��૮મदଛखथुैइॊ؛
�'��ૹષऋસਬऔोॊ؛

ポイント！ 1問目と 2問目のヒントが近いパターンに注意。

設問文の this weekendというキーワードに注意すると，2文目で ... this weekend, 

we will offer you free delivery（今週末は無料配送を提供します）とオファーをしてい
るので，delivery（配達）を shipping（発送）に言い換えた (C)が正解です。1問目の
ヒントと同じ文に答えがあるので，聞き逃してしまった方もいると思います。1問目
はヒントが全体に出てくるので，最後に回すのもひとつの手ですよ。
 9. 問題タイプ：細かい情報｜  正解  q (B)

What time does the business close? →閉店時間

(A) At 7 P.M.

(B) At 8 P.M.

(C) At 9 P.M.

(D) At 10 P.M

訳

ऒभम୦ৎप൷ऽॉऽघऊ؛
�$��ଏ �ৎ
�%��ଏ �ৎ
�&��ଏ �ৎ
�'��ଏ ��ৎ

ポイント！ 時刻は絶対に聞き逃さない。

営業時間は，広告の最後に出てきます。ここでは，we’re open from 10 A.M. to 8 P.M.（午
前 10時から午後 8時まで営業）とあるのを聞き逃さないようにし，閉店時間である (B)

を選びます。ほかに，We’re open until 8 P.M.（午後 8時まで営業しています）という
言い方もできます。
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8QLW��q�ࠋ

選択肢に care/careful/carefully/caringなど，形の似た語尾だけが異なる単語
が 4つ並んでいれば，名詞・形容詞・副詞といった正しい「品詞」を選ぶ問題です。
品詞の問題は毎回 10～ 12問と文法問題の中でもっとも出題数が多く，Part 5

全体の約 3割を占めています。基本をしっかりおさえておけば，おもしろいほ
どサクサク解けるようになります。ここで，品詞の役割と頻出パターンを確認
しておきましょう。

名詞
主語・補語・目的語といった文に欠かせない要素になるのが名詞です。

主語Sになる ⇒ Instructions are given.　（指示が与えられる）

補語Cになる ⇒ They are experts.　（彼らは専門家だ）

目的語Oになる ⇒We offer advice.　（私たちはアドバイスを提供する）

また，前置詞の後ろにも名詞（前置詞の目的語）が必要です。

前置詞の目的語になる ⇒ in celebration of the anniversary　（記念日をお祝いして）
 前置詞 名詞 前置詞 名詞

可算名詞 vs.不可算名詞
名詞には，数えられる名詞（可算名詞）と，数えられない名詞（不可算名詞）

があります。「人とモノは個別に考えられるから可算，それ以外は不可算」とざっ
くり考えれば大丈夫です。可算名詞は，単数であれば冠詞（a/an/the）や所有
格（my/yourなど）が必ず前につき，複数であれば後ろに -sがつきます。

We need an assistant. →単数形（可算） （アシスタントが必要だ）

We need assistants. →複数形（可算） （アシスタントたちが必要だ）

We need assistance. →不可算 （助けが必要だ）

形容詞
形容詞は名詞と同様，be動詞の後ろに置いて補語になります。

補語Cになる ⇒ The car is expensive.　（その車は高価だ）
 名詞 be 形容詞

 ＝
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また，名詞の前に置いて，その名詞に補足説明を加える（＝修飾する）役割
があります。
 

冠詞＋形容詞＋名詞 ⇒ a popular magazine　（人気のある雑誌）
 形容詞 名詞

副詞
名詞以外はなんでも修飾できるのが副詞です。

形容詞を修飾

 

be ＋副詞＋形容詞 ⇒ The car is extremely expensive.　（その車は極めて高価だ）
 be 形容詞

 

副詞＋形容詞＋名詞 ⇒ completely new designs　（まったく新しいデザイン）
 形容詞 名詞

動詞を修飾

 

主語＋副詞＋動詞 ⇒We usually meet on Mondays.

 主語 動詞 （私たちは普段月曜日に集まる）

 

動詞＋副詞 ⇒He speaks quietly. （彼は静かに話す）
 動詞

 

動詞＋名詞（目的語）＋副詞 ⇒She answers questions politely.
 動詞 名詞 （彼女は質問に丁寧に答える）
 

be ＋ -ed（受動態）＋副詞 ⇒Goods are packed carefully.

 

 ⇒Goods are carefully packed. （商品は慎重に梱包される）

文を修飾

 

副詞 , ＋文 ⇒Surprisingly, he resigned. （驚いたことに彼は辞職した）
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❖品詞のカタチ❖

品詞問題では，単語そのものを知らなくても，語尾を見れば品詞が特定でき
ることがほとんどです。以下は，品詞の代表的なカタチ（接尾辞）です。練習
問題を解きながら，ひとつひとつ確認していきましょう。

名詞

-tion/-sion construction　（建設） -th growth　（成長）

-gy apology　（お詫び） -ance/-ence performance　（業績）

-cy efficiency　（効率） -sis diagnosis　（診断）

-al arrival　（到着） -er/or employer　（雇用主）

-ity necessity　（必需品） -ee employee　（従業員）

-ment improvement　（改善） -ist specialist　（専門家）

-ness willingness　（意欲） -ant/-ent applicant　（応募者）
※「人」のカタチ

形容詞

-ive active　（積極的な） -ful helpful　（役立つ）

-ous famous　（有名な） -ic specific　（特定の）

-al general　（一般の） -able/-ible reliable　（信頼できる）

-less careless　（不注意な） -ant/-ent important　（重要な）

副詞

形容詞＋ -ly actively　（積極的に）　　generally　（一般的に）
動詞

-ate hesitate　（ためらう） -ize organize　（～をまとめる）

-fy satisfy　（～を満足させる） en-
-en

enlarge　（～を拡大する）
shorten　（～を短くする）

例外

-iveで終わる名詞

representative　（担当者）　　objective　（目標）　　perspective　（見解）

-lyで終わる形容詞

weekly　（毎週の）　　timely　（タイミングの合った）　　costly　（コストのかかる）

※
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 1. 問題タイプ：品詞̶名詞｜ 正解  q (D)

 2

------- (for paid holidays) must be submitted to 
 S V

human resources at least one month in advance.

(A) Applies
(B) Apply
(C) Applicable
(D) Applications

解答リズム

1選択肢を見る 
→カタチの似た単語が並ぶ

2空所前後に合う品詞を判断

ポイント！ 主語になるのは名詞。-tionは名詞の代表的なカタチ！

空所の後ろにmust be submitted（提出されるべきだ）という動詞があるので，空
所にはこの文の主語が入ると考え，主語になれる名詞の (D) Applications（申請書）を
選びます。空所直後の forは前置詞で，for paid holidaysという《前置詞＋名詞》で文
を飾る役目を果たすので，カタマリごと取り除いて考えるのがコツです。
名詞の問題には，(A) Appliesのように，動詞に 3人称単数現在（3単現）の sがつ

いたものがひっかけとして混ざっていることがあります。-tionが名詞のカタチである
ことをしっかり覚えておきましょう。

訳

થஔ೬ၿभணடછम，ऩऎधु �ऊাपযহप
লखऩऎथमऩैऩः؛
�$��ணடघॊنဨ؞ਠه
�%��ணடघॊنဨ؞ਉه
�&��ჾਊघॊنઍဨه
�'��ணடછنဨ؞ളਯه

語句

भணடછ，ணછُعَ... application forٸ
paid holidayَથஔ೬ၿُٸ
be submittedَলऔोॊُٸ
human resourcesَযহُٸ
at leastَऩऎधु，ਈदुُٸ
ٸ in advanceَহप，ुढथُ

1

解 き て方 みを よ見 う
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Questions 4-6 refer to the following e-mail.

To: Anders Wilcox <awilcox@malevassociates.net>
From: Jeremy Chou <jjchou@malevassociates.net>
Date: July 5
Subject: Presentation

Anders,

 I’m writing to give you my ------- of your presentation slides. We want our 

 4. (A) impressions
  (B) drafts
  (C) estimates
  (D) results

partners to understand that our focus is on selling to large enterprises, and I think 
you have highlighted that well in your slides. I also like the way you show last year’s 

financial data in the third slide. The chart projects 2 a ------- and positive image.
 形 形 名

 5. (A) clearly
  (B) clearing
  (C) clearness
  (D) clear

 I ------- more detailed feedback from my office. I’m visiting a client today, so 
 S V O

 6. (A) have sent
  (B) send
  (C) sent
  (D) will send

 it will be tomorrow at the earliest before I can get to that.

Best regards,
Jeremy

語句

want ٔযٔ to doٸ खथऺखःधઓअُؙعपكযَق partnerَੈৡ，ુ৽ُؙٸ ٸ focusَඳਡ，ਡُ
ٸ large enterpriseَপ੫ُؙ ਘ৹घॊُؙ॑عhighlightَٸ ॱُشfinancial dataَଃਜॹٸ
chartَॢছই，ُؙٸ projectٸ इॊُؙ॑كऩनഀَق positiveَᆾऩُؙٸ detailedَถखःُٸ
ٸ feedbackَইॕشॻংॵॡ，ਔৄُؙ at the earliestَଫऎधुُؙٸ पधॉऊऊॊُعَ... get toٸ

1

1

1

まずココをチェック

件名（Subject:）と冒頭文を 
チェック 
→「プレゼン」がテーマ

チェック！

チェック！

2

2
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 4. 問題タイプ：語彙̶文脈型｜ 正解  q (A)

解答リズム

1選択肢を見る→名詞が並ぶ（語彙の問題） 2前後の文を読んで解く（文脈型）

空所の一文だけでは正解がしぼれないので，次の文を読み進めます。すると，our 

focus is on selling to large enterprises（当社が力を入れるのは大手企業への売り込み
だ）と述べた後，I think you have highlighted that well（あなたはそれをうまく強調
していたと思う）と感想を伝えています。そこで，「感想」を意味する (A) impressions

を入れれば，I’m writing to give you my impressions（私の感想をお伝えします）とい
うメールの趣旨に合う文が完成します。

(B) drafts（下書き），(C) estimates（見積もり），(D) results（結果）は，いずれも直
後の文と意味がつながりません。
ポイント！ 名詞が並ぶ語彙問題は文脈型がほとんど。冒頭文が語彙問題なら次の文にヒントがある。

 5. 問題タイプ：品詞̶一文型｜ 正解  q (D)

解答リズム

1選択肢を見る→カタチの似た単語が並ぶ（品詞の問題） 2空所前後で解く（一文型）

空所の直後に等位接続詞 andがあることに着目します。等位接続詞は前後に同じ品
詞をつなぐのが基本なので，形容詞 positive（肯定的な）とともに並べるには，同じ
く形容詞の (D) clear（明確な）が適切です。ここでは，ふたつの形容詞が名詞 image

を修飾していますね。
(A) clearly（はっきりと）は副詞，(B) clearing（空き地）と (C) clearness（明確さ）

は名詞です。
ポイント！ andの前後は品詞をそろえるのが基本。

 6. 問題タイプ：時制̶文脈型｜ 正解  q (D)

解答リズム

1選択肢を見る→異なる動詞形が並ぶ（時制の問題）
2前後の文を読んで時制のヒントを探す（文脈型）

空所の後ろにある more detailed feedback（より詳しい感想）を送るのがいつか
をおさえるために，次の文にヒントを探します。すると，it will be tomorrow at the 

earliest before I can get to that（それに取りかかれるのは早くても明日になる）とあ
るので，感想はこれから送るものと判断し，未来形《will＋原形》の (D) will sendを
選びます。
文中の I’m visiting a client today（今日顧客を訪れる予定だ）のように，現在進行

形（am [is/are]＋ ing形）でも予定を表せることを確認しておきましょう（p.180参照）。
ポイント！ 時制の問題は，Part 6でもっともよく出題される文脈型。
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英文訳

��� भਝਖमઃभওشঝपঢ়घॊुभदघ؛

፝ ��॔থॲش५؞क़ॕঝ॥ॵॡ५��DZLOFR[#PDOHYDVVRFLDWHV�QHW!
୷লয ��४ख़ঞ؞شॳঙक़��MMFKRX#PDOHYDVVRFLDWHV�QHW!
હ ��� া �
੯ ��উঞ८থॸش३ঙথ

॔থॲش५औ॒，

ँऩञभউঞ८থॸش३ঙথभ५ছॖॻपणःथஎभ୳॑उइखऽघુ؛লৱपम，ਊऋপু੫ष
भਲ਼ॉापৡ॑োोॊधःअऒध॑৶ੰखथःञटऌञःधઓढथःऽघऋ，ँऩञभ५ছॖॻदमजोऋअ
ऽऎਘ৹औोथःञधઓःऽघ؛ऽञ，� ූ৯भ५ছॖॻपँॊઆফभଃਜॹشॱभৄच্ुଐऊढञदघॢ؛
ছইमॎऊॉृघऎ，উছ५ॖওش४ऋॎॉऽघ؛
ेॉถखः୳मड़ইॕ५पರढथऊैଛॉऽघ؛০म൹पভअभद，ॉऊऊोॊभमଫऎथुपऩ
ॉऽघ؛

ร
४ख़ঞش

設問・選択肢訳

� ���ँ ऩञभউঞ८থॸش३ঙথभ५ছॖॻपणःथஎभ୳॑उइखऽघ؛
� ��$��୳ഀ؞
� ��%��ৣછऌ
� ��&��ৄुॉ
� ��'��ટ

� ���ॢ ছইमॎऊॉृघऎ，উছ५ॖওش४ऋॎॉऽघ؛
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� ��%��૬ऌنဨه
� ��&��નऔنဨه
� ��'��નऩنઍဨه
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� ��$��ਠവ
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Questions 3-5 refer to the following form.

Transline  Moving,  8000  Wilton  Boulevard,  Scarborough,  ON   M1B  3G8

Moving Estimate for: Vina Palkhivala

From: Victoria, British Columbia Total Distance: 4,549 kilometers

Q3 To: Toronto, Ontario Estimated Weight: 1,200 kilograms

Loading Date: June 24 Estimated Value of  Goods: $40,000.00

Delivery Date: July 24 (subject to change)

Estimated Moving Costs
Unit Cost Units Charge

Transportation fees $85.00 per 50 kilograms 1,200 kilograms $2,040

Basic insurance $200 per $50,000 in value 1 $200

Q4 Additional insurance $10 per $1,000 in value 35 Q4 $350

Storage $300 per month Q3 1 month $300

Total $2,890

Note: This estimate is based on the customer’s description of  the items to be 

moved. Q5 

by Transline Moving.

Q3 Quotation Prepared by: Jake Trent Phone: 418-961-2624

E-mail: jtrent@transline.com

まずココをチェック

文書タイプ→フォーム

太字・表のタイトルを読む 
→業者の見積もり

語句

movingَਬढ௭खُؙٸ estimateَৄुॉُؙٸ
ٸ loadingَाُؙ deliveryَଦُؙٸ
subject to changeَಌभ૭ચਙُؙٸ distanceَُؙٸ
valueَகُؙٸ goodsَ，ૹષُؙٸ
ٸ transportation feeَઈଛમُؙ पणऌُؙعperَٸ
ٸ insuranceَ৳૫ُؙ storageَ৳ଵ，ಠಛُؙٸ
प੦तःथःॊُؙعَ... be based onٸ actualَৰभُؙٸ
َ... as measured byٸ पऔोञधउॉُؙع quotationَٸ ৄછُؙ
destinationَষऌ，৯ُؙٸ ؙُكષقshipmentَଦଛٸ
supply Aٔٸ toٔযَ$॑ �য � पஔघॊُؙ
ৠघॊ，ਖ਼घॊُؙ॑عdetermineَٸ

解 き て方 みを よ見 う

チェック！

チェック！

チェック！

チェック！
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 3. 問題タイプ：NOT問題｜ 正解  q (D)

What information is NOT indicated on the form?

(A) The transported goods will be stored for one month.
(B) The estimate was calculated by Jake Trent.
(C) The destination of the shipment is Toronto.
(D) The customer has requested packing service.

解答リズム

1設問文を読む 
→ NOT問題

2選択肢をひとつずつ本文
と照らし合わせる

NOT問題は，各選択肢のキーワードを本文から探し，内容の一致する 3つの選択肢
を消去していくのが基本です。(A)は表の Storage（保管）の項目の右側に 1 monthと
あります。(B)の Jake Trentという名前は表の下の Quotation Prepared by（見積書作
成者）の部分にあり，(C)のトロントはフォーム上部の To: Toronto, Ontarioから到着
地であることがわかります。一方，(D)の packing service（梱包サービス）の情報は
見当たらないので，これが正解です。quotation（見積もり）＝ estimateという言い
換えは必ず覚えておきましょう。
ポイント！ NOT問題は消去法で解いていく。

 4. 問題タイプ：キーワード検索型｜ 正解  q (C)

How much will the customer pay for extra insurance 
coverage?

(A) $10
(B) $200
(C) $350
(D) $1,000

解答リズム

1設問文を読む 
→キーワード検索型

2キーワードを本文で探し，
その一文を精読する

設問文の extra insurance coverage（追加保険）を手がかりに本文を検索します。
すると，表に Additional insuranceの項目があり，Charge（料金）に関して一番右に
$350とあるので，(C)が正解です。設問文では，additionalを extra（追加）に言い換
えています。
もし Basic insurance（基本保険）の料金が問われていれば，(B) $200が正解になり

ますね。Part 7のミスの多くは「細部の情報を読み違えること」なので，設問文や本
文の該当箇所は慎重に読むようにしましょう。(A)と (D)については追加保険料の項目
にありますが，Unit cost（単価）の情報なので不適切です。
ポイント！ 細部の情報を読み違えないように注意する。
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 5. 問題タイプ：キーワード検索型｜ 正解  q (D)

According to the form, what will Transline Moving do 
before issuing the final bill?

(A) Supply boxes to the customer
(B) Provide a description of the goods to the customer
(C) Schedule the loading date of the goods
(D) Determine the exact weight of the customer’s cargo

解答リズム

1設問文を読む 
→キーワード検索型

2キーワードを本文で探し，
その一文を精読する

the final bill（最終的な請求書）という設問文のキーワードをもとに本文を探すと，
表の下に The final costという語句がありますね。この一文で，The final cost will be 

based ... as measured by Transline Moving.（最終的な料金は，Transline Moving社
が測定する実際の荷物の重量に基づく）とあることから，「顧客の荷物の正確な重量を
確定する」と述べた (D)が適切だとわかります。Note（注意書き）には読み手が注意
すべき重要な情報が記載されるので，この部分がよく問われることをおさえておきま
しょう。

(B)の descriptionという単語は前の文に出てきますが，選択肢の内容とは一致しま
せん。
ポイント！ 表の問題では Noteの部分がよく問われる。

英文訳

��� भਝਖमઃभ੶ো৷पঢ়घॊुभदघ؛

ॺছথ५ছॖথਬ௭ভ，क़ॕঝॺথৢॉ����，५ढ़شংছ，ड़থॱজड़ପؙ0�%��*�
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งା؟ॺটথॺ，ड़থॱজड़ପ� ৄुॉ1؟,��� य़ট
ൗ؟� া ��� उभৄुॉக40؟,��� ॻঝ
ଦ؟� া ��قಌभ૭ચਙँॉك
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 ਯ મস
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୯ਸ৳૫મ उभக �,��� ॻঝपणऌ ��ॻঝ 35 ��� ॻঝ
৳ଵમ � ऊা ��� ॻঝ �ऊা ��� ॻঝ

়ੑ 2,���ॻঝ
，ਈીऩમসम؛ऒभৄुॉम，उਬ௭खभपঢ়घॊउभओହप੦तऎुभदघି؟
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ওشঝ؟jtrent@transline.com
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� ��$��ઈଛऔोञम �ऊা৳ଵऔोॊ؛
� ��%��४ख़ॖॡ؞ॺঞথॺऋৄછभੑ॑ষढञ؛
� ��&��मॺটথॺपଛैोॊ؛
� ��'��ऒभ൹मᔳෆ१شঅ५॑ൌखञ؛

� ���൹म୯ਸ৳૫મ॑ःऎै੍௸ःऽघऊ؛
� ��$���� ॻঝ
� ��%����� ॻঝ
� ��&����� ॻঝ
� ��'���,��� ॻঝ

� ���ইज़شपेॊध，ॺছথ५ছॖথਬ௭ভम，ਈીऩடછ॑ষघॊप୦॑खऽघऊ؛
� ��$��൹पຢ੍॑ஔघॊ
� ��%��पঢ়खथ൹पହघॊ
� ��&��भൗ॑ਝघॊ
� ��'��൹भभਫનऩ॑નघॊ

よくわかる新TOEIC®テスト総合対策 ためし読み → Webページへ

https://www.goken-net.co.jp/catalog/card.html?isbn=978-4-87615-258-2


287

スラッシュリーディング

① スラッシュごとに意味を確認し，音声に合わせてリピートする 82

Questions  8-9  refer  to  the  following  memo.

As  part  of  our  ongoing  project  /  to  improve  the  appearance  /  of  the  third  floor,  /  

 進行中のプロジェクトの一環として 外観を良くする 3階の

we  will  be  renovating  conference  rooms  D  and  E  /  during  business  hours  /  

 会議室DとEを改装する予定です 営業時間の間に

on  Tuesday,  March  20th  /  and  Wednesday,  March  21st.  //  Other  meeting  rooms  /  

 3月20日火曜日と 3月21日水曜日の ほかの会議室は

on  the  same  floor  /  are  available  for  use  /  on  these  days,  /  but  please  understand  /  

 同じ階の 使用できます 両日とも ご了承ください

that  adjacent  rooms  may  be  affected  /  by  the  noise  from  the  work.  //  

 隣接する部屋は影響を受けるかもしれません 工事の騒音による

The  crew  will  try  to  work  /  as  quietly  as  possible,  /  

 作業員は働く予定です できるだけ静かに

but  the  sound  may  still  be  a  distraction.  //  If  this  is  a  concern  to  you,  /  please  refrain  /  

 それでも騒音で気が散るかもしれません この件についてご心配の方は 避けてください

from  scheduling  meetings  /  to  take  place  on  those  days  /  or  hold  your  meetings  /  

 会議の予定を組むことを これらの日に開催するよう または会議を開いてください

on  the  second  floor  instead.  //  Thank  you  for  your  cooperation.  //

 代わりに2階で ご協力お願いします

 

② 全文を 10回音読する 83

renovating  conference  rooms  D  and  E  during  business  hours  on  Tuesday,  March  20th  

use  on  these  days,  but  please  understand  that  adjacent  rooms  may  be  affected  by  the  

noise  from  the  work.  The  crew  will  try  to  work  as  quietly  as  possible,  but  the  sound  may  

still  be  a  distraction.  If  this  is  a  concern  to  you,  please  refrain  from  scheduling  meetings  

for  your  cooperation.

※内容が頭に入らない部分があれば，①の文章で確認し，再度挑戦してください。
 

③ 最後に黙読し，トレーニングの効果を実感する
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