TOEIC® テスト

20 分間集中学習法

●

600 点コース

Course Guide

■ 学習方法
各 Round は、 3 ページずつ 2 回に分けて学習できるしくみになっています。

4. Putting it into practice

1 〜 11 週目

学習テーマに沿った応用問題です。実践場面に近い
会話や文書、写真やイラストで、学習ポイントを実
用面から理解していきます。正解とスクリプト・訳
は巻末に掲載されています。

1 〜11 週目、 TEXTBOOK 1 〜 TEXTBOOK 3-Chapter3 の構成は次の通りです。
以下のように学習を進めてください。

● Round 1 〜 4（各週の第 1 〜 4 日目の学習）

1. 今日の学習テーマ
学習の冒頭に、毎回の学習内容とテーマを確認します。
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1 正解を導くための基本を押さえる

Round

CD-7

これから下の写真に写っている父子3人についての描写文を2つ聴
1 正解を導くための基本を押さえる

Round

Round

2 位置関係を示す基本的な

2 位置関係を示す基本的な前置詞・副詞句

きます。それを聴いて、A〜Cの人物の名前を下から選びましょう。

1.

同じ写真を見て、 4 つの文を聴いてみてください。どれが正解で
しょうか。

A

B

C

D

今日の学習テーマ
L e a r n

こんな具合にテストされま

in、 out、 on、 under、 behind、 in front of、 next to など、位置

す。位置関係を写真の中で

関係を示す前置詞・副詞（句）は、次々と思い浮かびそうですね。中学

チェックしているうちに、次

校で学習した一見易しそうな語句ですが、 Part 1「写真描写問題」で

の文が聞こえてくるという感

は、2つ以上の物や人の位置関係を、聴いただけで瞬時に把握しなけれ

じです。この問題では位置関

ばなりません。焦らず集中して聴きましょう。

係を見ればよいという心の準

T o

写真を見ながら音声を聴き、写真を最も適切に描写している文を(A)
〜(D)の中から1つ選びましょう。

ます複雑です。ちょっと、挑戦してみましょう。

前置詞・副詞句

W h a t

CD-8

Exercise

（正解とスクリプト・訳は P.133 ）

Chapter

2 位置関係を示す基本的な前置詞・副詞句

C

Michael
Richard
Charles

A

B

備がありましたが、実際のテ
CD-5

ストではどこに焦点があたっ
ている問題かわかりません。いろいろな問題で練習して、自然に物の

Step 1 (A)〜(D)を聴いて、写真を最も正しく描写している文を選
びましょう。
A B C D

位置がイメージできるように慣れておきましょう。

すべての文が There are
four flags ... と始まっていま
すから、位置を示す語句に集
中することができたでしょ
う。 (A) の A behind B は
「 B の後ろに A 」、 ( B ) の A

next to B は「Bの横にA」、
(C)の A in front of B は「B
の前にA」、(D)の A between B は「Bの間にA」という意味です。正
解は(D)です。
CD-6
Step 2 位置関係を示す語句を聴くときに注意しなければならない
点は、AとBのどちらがどちらの位置にあるかを正確に理解すること
です。例えば、in front of 〜 を「〜の前に」と意味だけを覚えていた
のでは、B in front of A のようにAとBが入れ替わるとすぐにイメー
ジできません。さらに、 4つの文が違う構文で聞こえてくると、ます

使って身につける
お金なら使ったらなくなりますが、英語の知識は使うほど身
につきます。特に位置関係を示す前置詞や副詞（句）
のように、
その語自体の意味を把握するというより他の語との関係が非常
に重要である語句は、文脈、つまりある場面の中で丸ごと理解
したり、また自分がその語を使って相手に理解させる経験を何
度も繰り返すことが大切です。道順を聞かれたときに英語で説
明できますか。何か遠くにある物を取ってもらいたいときに、
英語で頼めますか。日常生活のいろいろな場面で、ふと英語を
思い出して表現する習慣をつけてください。簡単だと思ってい
ることもいざ英語で言おうとすると、案外難しいものです。
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(D)
(A) There are four flags behind
the buildings.
(B) There are four flags next to
the buildings.
(C) There are four flags in
front of the buildings.
(D) There are four flags between the buildings.
(A) 建物の後ろに4つの旗がある。
(B) 建物の横に4つの旗がある。
(C) 建物の前に4つの旗がある。
(D) 建物の間に4つの旗がある。

Step 2

(C)
(A) Two buildings between the
flags are big.
(B) The flags of different countries are behind the buildings.
(C) Four flags stand between
the two buildings.
(D) There are two buildings in
front of four flags.
(A) 旗の間の2つの建物は大きい。
(B) 異なる国々の旗が建物の背後

10

＊リスニングセクションで録音されてい
る文や表現については CD のマークが
ついています。 CD を使って音声と一緒
に学習しましょう。

C

D

2.

にある。

(C) 4 つの旗は 2 つの建物の間に

A

B

C

D

立っている。
ある。
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5. 正解・スクリプト・訳

Let’s get ready! の正解・スクリプ
今日の学習テーマに沿って、考え方
のプロセスを踏みながら、段階を
追って解いていきます。解説を読み
ながらコツを押さえましょう。

B

(D) 2 つの建物が4つの旗の正面に
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2. Let’s get ready!

A

正解・スクリプト・訳
Step 1

3. Tips for learning
各回のポイントがわかりやすくまと
められています。ここに挙げられて
いる内容をよく理解して、今後の学
習に役立てましょう。

ト・訳です。最後に確認しましょう。

6. Exercise
後半の 3 ページはその日の前半で学
習したことを確認しながら TOEIC
形式の問題を解いていきます。学習し
た事柄にポイントをしぼってありま
すので、わからない場合は前半の学習
内容に戻ることによって理解できる
ものになっています。
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● Round 5（各週の第 5 日目の学習）

8. Scene

Round 5 の前半 3 ページは日常生活やビジネスで実際に出会うシーンの中で、実践
1 正解を導くための基本を押さえる

Round

正解

2 位置関係を示す基本的な前置詞・副詞句

(D)

スクリプト

A

B

C

D

ANSWERS
1.

正解

(C)

スクリプト

訳

(A) The eyeglasses are sitting
directly on top of the wood
of the desk.
(B) There are many pens and
pencils sitting on top of the
desk planner.
(C) A pair of glasses, a pen and
a calculator are on some
papers on the desk.
(D) There’s a calculator to the
left of the eyeglasses and
pen.

(A) めがねは机の上の木の部分に
じかに置かれている。
(B) 卓上日誌の上にはたくさんの
ペンと鉛筆が置かれている。
(C) 机の書類の上にはめがねとペ
ンと計算器がある。
(D) ペンとめがねの左に電卓があ
る。

 めがねは紙の上に置かれていますので(A)は除外できます。卓上日誌の上
には鉛筆はないので(B)も誤りです。写真では、電卓はめがねの右側にあり
ますので(D)は to the left の部分が間違いです。正解は(C)です。
語句

desk planner 「卓上日誌」、 calculator 「電卓」

訳

(A) The glasses above and next
to the counter are all exactly the same shape.
(B) There are no glasses on the
counter, but several glasses
hanging above the sink.
(C) There are two glasses in
the sink and three glasses
on the counter next to it.
(D) There are glasses hanging
above and sitting on the
counter next to the sink.

(A) カウンターの上の方にあるグラ
スとカウンターのグラスは全く
同じ形である。

(B) カウンターの上にはグラスはな
いが、流しの上の方にはいくつ
かグラスがぶら下がっている。
(C) 流しの中にはグラスが 2 つあ
り、その横のカウンターには3
つある。
(D) 流しの上の方にはグラスがい
くつかぶら下がっていて、そ
の横のカウンターにもいくつ
かグラスが置かれている。

 (A)上の方にあるグラスとカウンターのグラスの形は違います。(B)は
no glasses on the counter「カウンターの上にグラスはない」が誤りで
す。(C) グラスは in the sink 「流しの中」にはありません。

3.

正解

(A) There are several cones on
the floor near the showcase.
(B) A cone with caution messages has been placed behind
the fruit and vegetables.
(C) There is a single cone with
caution messages on the
floor.
(D) Several cones with caution
messages are in front of the
soft drink display.

1 正解を導くための基本を押さえる

Round

& Weekly Review

CD-20

では、地図を見て、You are here.から線で道順を追い、135番地
まで行きましょう。

今日の学習テーマ
W h a t

T o

L e a r n

TOEIC® テストで使われる英語は実生活の場面で一般に使われている
英語です。そこで、Round 5では、テストの形式から少し離れ、実際の
シーンで学習した英語を活用してみましょう。

Scene 1

道順を聞く

しいと、地図を見せて説明を受けても何が何だかわからなくなりま

訳

(A) 陳列棚の近くの床の上には、
円錐標識がいくつかある。
(B) 注意書きのある円錐標識が果
物と野菜の背後に置かれてい
る。
(C) 床の上には注意書きのある円
錐標識が1つある。
(D) 清涼飲料水の陳列台の前には
注意書きのある円錐標識がい
くつかある。

す。数字や方角もたくさん出てきます。何ブロック行くのか、左と
右、どちらに曲がるのかなど、すぐに理解できないとついていけま
せん。では、135番地に行きたいあなた、実際に地図を見ながら道順

17

Cedar Street

を聞いてみましょう。

Chestnut Street

 写真には円錐標識は 1 つしか写っておらず、置かれているのは何かの
パック品が陳列されている棚なので、正解は(C) となります。
16

5 説明の内容を正確にキャッチする

5 説明の内容を正確にキャッチする

道順は、聞くのも説明するのも大変ですね。特に通りの名前が難

(C)

スクリプト

Chapter

Round

Thompson Drive

2.

Crest Avenue

3.

Kenwood Boulevard

Chapter

でも役立つ英語を学習します。イラストや背景説明を読んで、まず自分なりのイメー
ジをふくらませましょう。

CD-19

Evergreen Street

まず、通りの名前に慣れます。発音の練習をして音で名前を覚え
ましょう。

Kenwood Boulevard
Crest Avenue
Thompson Drive

7. ANSWERS

Evergreen Street
Cedar Street
Chestnut Street

30

31

Exercise の解答、解説、訳、語句などです。リス
ニングの場合はスクリプトも確認しましょう。

9. タスク
実際の場面を想定したタスクを行います。自分
がその場面にいるつもりで取り組みましょう。

12
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12. ANSWERS

Review ● Chapter 1 の学習ポイント

Weekly Review の解答、訳、解説、語句です。できなかった問題は、それぞ
れの Round に戻って復習しておきましょう。

●
●

重要語を正確に学習する
TOEIC®テストの勉強を始めるにあたって、最初に押さえておきたい

ポイントは、基本的で重要な語を正確に理解することです。最近の学習
法は、わからない語は飛ばして、あるいは推測して、全体的な要旨を把
握することを強調する傾向にあります。確かに、これは一語一句漏れな
く和訳しなければ気がすまない学習者には、効果的な学習法といえま
Chapter

1 正解を導くための基本を押さえる

Round

ANSWERS
1.

正解

3.

スクリプト

(A) 男 性 は テ ー ブ ル の 向 か い に
座っている人と話をしてい
る。
(B) 男 性 は テ ー ブ ル の と こ ろ に
立って何か食べている。
(C) 男性はテーブル上でゲームを
している。
(D) 男性はテーブルで何か書類を
読んでいる。

 写真の男性の動作を聴き取りましょう。男性は１人でテーブルに座って

語句

Thompson Drive

Kenwood Boulevard

正解

テーブルの上には紙のようなものは見えますが、ゲームはしていないので
(C)も誤りです。男性はテーブルの上の紙に目をやっているので、(D)が正
解です。

1.
2.

正解

訳

Chestnut Street

Evergreen Street

スクリプト

正解

まず、動詞です
（Round1）
。日本語と比較して英語は動作を示す動詞
が豊富です。例えば、日本語は「今朝は芝刈りをしていました」という
ふうに、名詞
（芝刈り）
に「する」という語をつける傾向がありますが、
英語では I was mowing this morning. というふうに、mow という
動詞を使います。誰が「何をした」かを確実に理解するために、基本的
な動作動詞を勉強しておく必要があるのです。
。物と物との位置関係を
次に気をつけたいのは前置詞です
（Round2）
正確に把握するために、語順にも注意する必要があります。a blanket
on a cat（ネコにかけられた毛布）と a cat on a blanket（毛布の上に
いるネコ）では毛布とネコの位置が逆転します。
それから文中のキーワード（Round4）。リスニングの場合は、キー
ワードが強く発音されますから、比較的わかりやすいと思います。疑問
詞もその1つ
（Round3）
です。でも、文頭にくることが多く聴き逃しが
ちですので、練習して聴き慣れてください。
基本的で重要な語が正確にキャッチできれば、会話の場面設定や意図

(C)

(A) 噴水のそばに数台の車が止め
られている。

(B) かなり多くの車が円のまわり
に止められている。

(C) 1台の車が噴水の反対側に止め
られている。

など、言外の情報も複数の重要語の意味から推測できます。TOEIC®

訳

Could I have your frequent
flyer number please?
(A) No thanks, I already have a
frequent flyer number.
(B) If you want to reserve a
flight, you need to call 888555-2000.
A
(C) Sure, it’s 19005534.

Cedar Street

(A) There are a few cars parked
near the fountain.
(B) There are quite a few cars
parked around the circle.
(C) A single car is parked
across from the fountain.
(D) There are a couple of cars
around the circle.

4.

スクリプト

(C)

スクリプト

その地域が復旧するまでどのぐら
いかかりますか。
(A) すぐに出発すれば、その地域
には2時間以内に着くことがで
きるでしょう。
(B) サービスはその地域に住んで
いる人だけが利用できます。
(C) 修理の人たちは午後５時まで
に直したいと思って取り組ん
でいます。

Weekly Review
Part 1

across from 〜「〜の向かいの」

に理解することを目標としました。では、どのような語が重要なので
しょうか。

訳

 How long 〜? は「期間・時間」がどのぐらいかということを尋ねると
きに使います。質問は
「復旧までどのぐらいかかるか」という内容なので、
Round 5 説明の内容を正確にキャッチする
(C) が正解になります。 (A) も「２時間以内」
という時間を答えています
CD 21-22
が、質問の内容と合っていないので注意しましょう。

いて話もしていないので(A)は誤り。(B) は男性は座っているので、誤り。
1 正解を導くための基本を押さえる

Crest Avenue

Chapter

でしょうか。そこで、Chapter１では、文意の把握に不可欠な語を正確

(C)

How long will it take to restore
service to the area?
(A) If we leave right away, we
should be able to be in the
area in the next two hours.
(B) The service is only available to those who live in
the area.
(C) The repair people are working on it with the hopes of
correcting it by 5:00pm.

訳

(A) T h e m a n i s t a l k i n g t o
someone sitting across
from him at the table.
(B) The man is eating something standing at the table.
(C) The man is playing a game
on the table.
(D) The man’s reading over
some papers on his table.

正解

スクリプト

(D)

す。しかし、一歩引いて考えてみると、文を理解するために最低限必要
な語の意味をキャッチできなければ、要旨など把握できないのではない

5 説明の内容を正確にキャッチする

お客様の飛行機お得意様番号を教
えていただけますか。
(A) いいえ、結構です。もう飛行
機お得意様番号を持っていま
すから。
(B) 飛行機を予約なさりたければ
888-555-2000 にお電話して
B ください。
C D

テスト本番直前にも、英語の核となるこのような基礎知識を確実に復習
しておくとよいでしょう。

36

(C) いいですよ。19005534です。

(D) 円に沿って2台の車がある。

 Could I have your 〜? は「〜を伺ってもよろしいですか」の意味で
す。 (A) はカードを欲しいかどうか尋ねられたときの答えです。 (B) は
How can I reserve a flight? という問いへの答えで、客側のせりふでは
ありません。Sure「いいですよ」と言って、番号を答えている(C)が正解
です。

 車の数と位置関係を正しく聴き取りましょう。写真には
1台の車しかな 2.
W : Excuse me, could
you tell me how to get to Cedar Street?
a fewon
cars
、quite
a few、a couple of がそれぞれ誤りです。噴
いので
M : Sure. What’s the
number
Cedar
Street?
水の反対側に1台の車があるという(C)が正解です。
W : 135.
M : 135... Okay. Go語句
downquite
to thea end
of this street and
a left.
few「かなり多くの」
、atake
couple
of 〜「2つの〜，2人の」
That’ll put you on Evergreen Street. Take Evergreen two
34
blocks until you hit Crest Ave. Turn right on Crest Ave. Go
about three more blocks and you’ll see Cedar Street. 135
means you’ll have to cross the street and go to your left.
W : Thanks.

13. Review ● Chapter の学習ポイント
各 Chapter の最後には、学習した内容をより
徹底させる、 TOEIC®テスト学習方法について
のコラムが掲載されています。

35

A

B

C

D

3. Mark your answer.

A

B

C

4. Mark your answer.

A

B

C

訳

W : すみませんが、Cedar 通りへの行き方を教えていただけますか。
M : いいですよ。Cedar 通りの何番ですか。
W : 135番です。
M : 135番ですね、わかりました。この通りを突き当たりまで行ったら
左に曲がってください。そうすれば、Evergreen 通りに出ます。
Crest 大通りに出るまで、Evergreen 通りを2ブロックほど行き、
右に曲がります。さらにそこから3ブロックほど行くと Cedar 通り
が見えます。135番なら、通りを渡って左でしょう。
W : ありがとうございます。

Part 2

32
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12 週目
10. 正解・スクリプト・訳
各 Scene で行ったタスクの解答で
す。また、英文のスクリプトや訳も
載せてありますので確認しておき
ましょう。
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11. Weekly Review
その週に学習した内容を、 TOEIC
形式で復習します。

Chapter 4 は仕上げ模擬問題です。 Round 1〜3 を通して行えば、実際の TOEIC®
テストの 4 分の 1（Quarter Test）の問題量を解くことができます。学習の総仕上げと
して、本番の感覚をつかみ、実戦に備えましょう。
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