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　｜　Questions 1-2 : Read a Text Aloud　｜

のあいだには、ポーズは置かれない。ここでも Good morning everyone
は一気に発音される。

② d で終わる単語のあとに t ではじまる語が来る場合、d はほとんど聞こ
えないぐらい弱く発音される。この問題では we recommend taking a 
detour today. に注意すること。

③冠詞 a の前に子音があれば、そこでリエゾンが発生するので、意識して音
読しよう。

④ The parade will feature a marching band, dancers, and clowns
の 3 つの並列表現は Questions 1-2 のどちらも必ず出てくる。A(↗ ), 
B(↗ ), and C(↘ ) の抑揚をつけて読むこと。

この問題は次のように読めばいいだろう。
　QUESTIONS 1-2  REVIEW ▶︎ 003

Good morning ⌒ everyone, /and thank ⌒ you for listening to 
Beach FM↘. / /  If your drive to work follows Main Street↘,/
we recommend taking ⌒ a detour today↘./ /  The first ⌒ annual 
Seaside Parade will be held ⌒ at 10 A.M. today, and the street will 
be closed from 8 A.M. on↘./ /  The parade will feature a marching 
band↗,/dancers↗,/and clowns↘. / / For those watching, /we 
recommend finding ⌒ a spot early to beat the crowds↘./ /

TOEIC® Speaking テスト
Questions 1-2 の頻出表現はこう音読せよ！

では、Questions 1-2 によく出てくる表現で、ネイティブ・スピーカーが日
本人の英語の音読を確認する上で注意すると思われる表現を盛り込んだ文を以
下に示す。ダウンロード音声のネイティブの音読をよく聞いて、まねてみよう。
各文のあとには、つづいて読んで練習できるようにポーズが入れてある。シャ
ドウィング（聞こえる音［声］とほぼ同時もしくは少し遅れて再現する）やオー

バーラッピング（聞こえる音［声］と同時に話す）してみるのもいいだろう。
すでに述べたとおり、「練習あるのみ！」だ。

 あいさつ、紹介文　　　　　　 　QUESTIONS 1-2  REVIEW ▶︎ 004

1 Welcome to the 29th annual video games exhibition conference!  
 Please be sure to sign in at reception.
 第 29 回ビデオゲーム展示会年次大会へようこそ。受付で登録するのを忘れないようにしてくだ

さい。

2 Attention, Sky Resort guests; the snowboarding and ski slopes are 
now free to use.

 スカイ・リゾートのお客さまにご案内いたします。スノーボードとスキーのゲレンデは現在、無
料でご利用いただけます。

3 Ladies and gentlemen, I am pleased to announce the recipient of this 
year’s award for the most exceptional employee.

 みなさん、今年の最優秀従業員賞を謹んで発表いたします。

4 Join us as we unveil our new device this Tuesday, October 4th. 
 今週火曜日、10 月 4 日に、われわれの新しい機器を発表しますので、おこしください。

5 Thank you for calling the Boyd Art Theatre. 
 ボイド・アート・シアターへお電話をいただき、ありがとうございます。
 ［※固有名詞は数通りの読み方があることが多い。だが、こうだと思った読み方を自信を持って発音しよう］

6 You’ve reached the hotel’s business center. 
 ホテルのビジネス・センターにお電話いただいております。

 日時、時間、固有名詞　　　　　 　QUESTIONS 1-2  REVIEW ▶︎ 005

1 Today, we have your favorite celebrity, Chef McPhalen cooking his 
famous Lamb Stew.

 今日は、みなさまに大人気のセレブシェフ、マクファーレンさんに、名物料理「ラムシチュー」
を作っていただきます。

2 Next week, Fairmont Business Institute will have a guest speaker in 
conference room A to give a talk about productivity. 

 来週、フェアモント・ビジネス研究所は、会議室 A にゲスト講演者をお招きして、生産性につ
いてお話しいただきます。

3 Every Wednesday, from 12 P.M. to 2 P.M., there will be free yoga 
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　｜　Question 3 : Describe a Picture　｜

Practice
実践問題

　QUESTION 3 PRACTICE REVIEW ▶︎ 001-003

PREPARATION TIME 

00:00:45

volumeTOEIC Speaking
Question 3 of 11

RESPONSE TIME 

 00:00:45

TOEIC® Speaking テスト
Question 3 にはこれが出題される！

Question 3 では、とにかくあらゆる写真が出題されるので、どんなものにも
対応できるようにしておかなければならない。以下、予想できる「場面」「人物

カラー写真は口絵 ii ページ
解答例は別冊 3 ページ

の容貌、服装」「動作や行為」をまとめたので、本番前にイメージ・トレーニン
グしておこう。

▶︎室内
・オフィス内、会議室、講堂、エレベータ前のスペース
・工場、作業場、空港
・レストラン、喫茶店、書店、雑貨屋、スーパーマーケット、食料品店、

洋品店

▶︎屋外
・広場、公園、キャンプ場
・通り、建物や店の前のスペース
・浜辺、埠頭
・飛行場、バス停

▶︎人物の容貌や服装
・眼鏡をかけている、帽子をかぶっている
・長髪である、短髪である、パーマがかかっている、ひげをのばしている
・スーツを着ている、カジュアルな服を着ている、ジーンズ、チノパンを

穿いている

▶︎人物の動作や行為
・人と話している、複数の人の前で話している、電話している
・何か作業をしている、物を直している
・何かを見ている、指している、手にしている、作っている
・立っている、座っている、歩いている、走っている、握手している
・食べている、飲んでいる、並んでいる
・本を読んでいる、ギターを弾いている、コンピュータやコピー機などの

機械を使っている
・車、オートバイ、自転車に乗っている
・子供やペットを連れている
・物を探している、店内を歩いている
・清掃している、物を運んでいる、物を何かに詰めている
・お客に対応している
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Question 7 と Question 8 には 15 秒で、Question 9 には 30 秒で解答してください。準備時
間はありません。

そのあと、以下のような資料が表示される。つづいて、それに目を通す時間
が 30 秒与えられる。（この画面は Question 9 が終了するまで表示されたまま）

Digital Marketing Conference 2017
Greenlake City Convention Center

Sunday November 12th 9:00 A.M.−8:00 P.M.

Schedule:
9:00 A.M. Judy Rain, Firebird Inc. Marketing Executive: “Overview 

of Digital Marketing”
11:00 A.M. Pat Smith, Bluewave Advertising: “Online Advertising 

Strategy”
1:00 P.M. Lunch
2:00 P.M. Vanessa Brown, best-selling author: “Social Media Trends”
4:00 P.M. James Green, Head of Faculty of Media, Greenlake 

University: “Markets and Strategies”
6:00 P.M. Gina Lee, MyStore.au CEO: “Strategies for Online Business”

Note: There will be a $15 charge for non-members to attend the conference. 
Attendance is free for members.

 デジタルマーケティング会議 2016
グリーンレイク・シティ会議場

11 月 12 日日曜日　午前 9 時－－   午後 8 時

スケジュール：
午前 9 時 ファイヤーバード社マーケティング担当役員ジュディー・レイン氏：「デジタル・

マーケティングの概観」
午前 11 時 ブルーウェーブ広告会社パット・スミス氏：「オンライン広告戦略」
午後 1 時 昼食
午後 2 時 ベストセラー作家ヴァネッサ・ブラウン氏：「ソーシャルメディアのトレンド」
午後 4 時 グリーンレイク大学メディア学部長ジェームズ・グリーン氏：「市場と戦略」
午後 6 時 MyStore.au 社 CEO ジーナ・リー氏：「オンラインビジネスにおける戦略」

注記：非会員の方は会議への参加費が15ドルかかります。会員の方の参加は無料です。

では、Questions 7-9 の傾向と対策を具体的に考えてみよう。

68　｜　 　｜　69

　｜　Questions 7-9: Respond to Questions Using Information Provided　｜

TOEIC® Speaking テスト
Questions 7-9 はこう解け！

Questions 7-9 を答えるにあたっては、ぜひ以下の 6 点を考えてほしい。

1　各問題の傾向を把握し、効果的にメモを取り、質問を予想して待ち受
　  ける
2　資料はポイントを絞って目を通しておく
3　問い合わせのメッセージと各質問は確実に聞き取る
4　文法的に正しい構文、語法的に正しい表現を使い、わかりやすく、
　  自信をもって答える
5　必要な情報だけを答えれば、時間いっぱい話す必要はない
6　むずかしそうな語の発音は、準備時間中に口に出して練習しておく

では、練習問題に挑戦しながら、Questions 7-9 の傾向と対策を考えてみよう。

Exercise
練習問題

まず、以下のようなディレクションが流され、ディスプレイに表示される。

   QUESTIONS 7-9 REVIEW ▶︎ 001

Directions:  In this part of the test, you will answer three questions 
based on the information provided. You will have 45 seconds to 
read the information before the questions begin. You will have three 
seconds to prepare after you hear each question. You will have 
15 seconds to respond to Questions 7 and 8 and 30 seconds to 
respond to Question 9. 
ここでは、提示された情報に基づいて、3 つの設問に解答してください。設問に解答する前に、
提示された情報を 30 秒で読んでください。各質問を聞いたあと、3 秒の準備時間があります。
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　｜　Questions 4-6: Respond to Questions　｜

技術が重要ですが、すべての人がいいコンピュータを持てるわけではありません。図書館で、年
輩の方がコンピュータの使い方を学べて、子供たちはそれで学校の宿題ができるのです。ネット
上に情報がたくさんありますから、本の重要性は薄れています。
▶︎注　□ in this day and days  今は、この時代になって

Question 6 も 3, 4 センテンスで 60 語くらいで話せれば十分だと思う。た
とえ時間が 5 秒から 10 秒ぐらい余ってしまっても、いろいろ話そうとして早口
になり、文法・語法的なミスを重ねてしまい、そのうえ時間内にまとめられな
いようなことになるのであれば、そのぐらいの分量で簡潔に答えるのがよい。

確 認 す る と、Question 4, 5 は 2 セ ン テ ン ス で 20 ～ 30 語 く ら い、
Question 6 は 3, 4 センテンスで 60 語くらいで十分と考えよう。本書収録の
問題を解き、そのあと一度自分の答えを書き出して、語数を数えてみよう。そ
れで感覚がつかめるはずだ。

繰り返しになるが、ここでも「自分が使える表現で答える」「文法・語法的に
正しい表現を使う」ことを考えよう。

では、以上のことを頭に置いた上で、以下の「TOEIC® Speaking テスト
Questions 4-6 の頻出質問パターンと定型解答例」で具体的な対策を練ってほ
しい。

TOEIC® Speaking テスト
Questions 4-6 の頻出質問パターンと定型解答例

■ Question 4 と Question 5 の頻出質問パターンと定型解答例
Question 4 と Question 5 は質問が 1 つの場合と 2 つの場合があるので

注意が必要だ。

○ 質問が 1 つの場合
時間、場所、頻度、方法、経験、嗜好、習慣や理由などを聞く問題がよく出

題される。

When do you usually...?
Where do you like to...?
How often do you...? / How do you usually...?

How long does it take to...?
Have you ever...(instead of...)?
Do you have a desire to...?

 Sample Questions & Answers 　 　QUESTIONS 4-6 REVIEW ▶︎ 012

When do you usually watch TV?
➡ I usually watch it while eating breakfast.

普段はいつテレビを観ますか？
➡大体朝食を食べながら観ます。

Where do you like to read books?
➡ I like to read in my bedroom.

どこで本を読むのが好きですか？
➡寝室で読むのが好きです。

How often do you visit the local library?
➡ About once a week.

地元の図書館にどれくらいの頻度で足を運びますか？
➡大体 1 週間に 1 度です。

How do you usually get there?
➡ I usually go by bus.

どうやってそこに行きますか？
➡大体バスで行きます。

How long does it take to get to the closest station from your office?
➡ It takes about five minutes to walk from my office.

あなたの会社からいちばん近い駅まで、どれくらい時間がかかりますか？
➡会社から歩いて 5 分くらいです。

Have you ever studied abroad?
➡ Yes, I studied abroad when I was in college.

留学経験はありますか？
➡はい、大学生の時に留学しました。

Do you have a desire to do this type of work?
➡ Yes, Iʼd love to do it.

この種の仕事をしたいと強く望まれますか？
➡はい、ぜひしてみたいです。
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　｜　Question 10: Propose a Solution　｜

Question 10: 
Propose a Solution

（解決策を提案する問題）の傾向と対策

■問題形式と解答時間
Question 10 : Propose a Solution（解決策を提案する問題、以下 Question 

10）は、メッセージや対話からどんな問題が発生していて、それについて自分に
何が求められているかを理解し、その解決策を提案する。メッセージや対話が活
字としてディスプレイに表示されることはない。TOEFL iBT のようにメモを取
ることも許されない。

メッセージや対話を聞いたあと 45 秒の準備時間が与えられ、そのあと 1 分で
話す。

■問題形式の変更
2015 年 5 月の公開テストから、Question 10 の問題形式に一部変更があった。

ETS および国際ビジネスコミュニケーション協会のサイトには、以下の情報が
掲載されている。

Propose a solution (Question 10)
＜現行＞　メッセージなどを聞き、その内容を確認した上で、問題の解決
策を提案する
＜新形式＞　会議の内容を聞き、その内容を確認した上で、問題の解決策
を提案する
注意点：
2015 年 5 月の公開テスト以降、＜現行＞と＜新形式＞のどちらが出題さ
れるかは実施日時により異なり、事前に受験者の皆様に通知されません。
＜現行＞と＜新形式＞のどちらが出題されても、問題数、解答時間、難易度、
評価基準、採点スケールなどは全く同じで、有利・不利はございません

要するに、これまでは留守番電話にメッセージが残される形であったが、新

形式では「複数の人（2 人の時もあれば、3 人の時のもある）が参加する会議に
自分もいて、そこで提示された問題に対して、解決策を述べる」というものだ。
これにより、これまでは TOEIC L&R の Part 4 に近い設定（留守番電話にメッ
セージが残される）であった問題設定に、Part 3（複数の人の会話）に近い状
況も加わったと言えるだろう。

しかし、注意したいのは、2017 年 4 月現在で、完全に留守番電話のメッセー
ジ形式がなくなり、すべて会議の内容を聞くものに変わったというわけではな
い、ということだ。留守番電話のメッセージ形式は今も残っているし、むしろ
そちらが出題されるほうが多いように思う。

 「一部変更」とされているとおり、両者に大きな違いはないし、対策も大き
く変える必要はない。ただ、どちらのパターンかわかったほうが安心できるだ
ろうから、まずはそれを判断するようにしよう。流される内容でもわかるし、
ディスプレイに映される写真でもすぐに判断できる。電話の写真が出てくれば、

「留守番電話のメッセージ形式」であり、数名の人がテーブルに着いている写真
であれば、「会議の内容」を聞くものとなる。

さらに 2019 年 6 月の公開テストから準備時間が 30 秒から 45 秒に変更され、
メモが取れるようになった。

今回の変更によって、おそらく Question 10 がいちばん大きな対策変更が
必要になったと思われる。

■採点項目と採点基準
ETS および国際ビジネスコミュニケーション協会のガイドラインによると、

Question 10 は以下の 7 点について採点される。

・発音
・イントネーション、 アクセント
・文法
・語彙
・一貫性
・内容の妥当性
・内容の完成度

解答は以下の採点ポイントによって 0 ～ 5 で評価される。
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　｜　Question 11: Express an Opinion　｜

Question 11 で上記以外に使える表現を以下にまとめた。こちらも覚えてお
こう。

I would prefer...（…のほうがよいと思います）
I would support...（…を支持します）
I would oppose...（…に反対です）
I am in favor of...（…に賛成です）
I am against...（…に反対です）
My opinion on...（…に関する私の意見は）
My opinion is...（私の意見は…です）
I would rather...（どちらかといえば…）
I tend to think...（私は…と考えるほうです）
I personally would...（個人的には…です）
If I had to choose, ...（どうしても選ぶなら…）

The final reason is...（最後に挙げる理由は…）

では、実践問題に挑戦しよう。
なお、Question 11 の模範解答は、実践問題のほか模擬テスト 1 ～ 5 まで、

すべてそれぞれに各選択肢を支持するものを用意した。すなわち、「…について
賛成か、反対か？」という問題に対しては「賛成」の意見と「反対」の意見の
両方を、また「…には何が必要か？　次の A, B, C から選べ」という問題の場
合は、A, B, C それぞれを支持する解答例を示した。読者のみなさんには各解答
例をじっくり読んでいただき、それぞれの問題に対するいろいろな見方を養う
と同時に、英語の表現力を増強していただければ幸いである。

 QUESTION 11  PRACTICE REVIEW ▶︎ 001-005

PREPARATION TIME 

00:00:30

volumeTOEIC Speaking

Do you agree or disagree with the following statement? Company 
executives can establish close relationships with their subordinates.

Question 11 of 11

RESPONSE TIME 

00:01:00

Practice
実践問題

解答例は別冊 9-10 ページ

TOEIC® Speaking テスト
Question 11 にはこれが出題される！

Question 11 には、以下のような問題が出題されると思われる。意外に思わ
れるかもしれないが、ビジネスに関するものだけでなく、広く教育、社会、文
化、個人としての生き方に関して意見を述べる問題も時々出題される（まさし
く TOEFL iBT のスピーキング・テストの Question 2 に見られるような問題だ）。
よって、試験場で慌てないためには、どんな問題にも対応できるようにしてお
かなければならない。以下のリストでイメージ・トレーニングをしておこう。
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　｜　TOEIC Speaking Test 6：Sample Answers　模範解答　｜

あれば、どうかまたお電話ください。それでは。（181 語）
▶注　

［メッセージ］□ help 人 out　人を手伝う、Ａに手を貸す　　□ down the street　通りの先の　　
□ drastically  劇的に　　□ rack one’s brains　一生懸命考える、脳みそ　　□ come up with  ( 解決策
など ) を考え出す、見つける　　□ customer traffic 顧客数、顧客規模

［解答例］□ competitor  競争相手、ライバル　　□ move in　近寄る　　□ over there　向こうでは、あ
ちらでは、そちらでは　　□ remodel　…を改築する　　□ location　場所、位置　　□ decade  10 年　
□ regional resources   地元の資材［資源］

Question 11: Express an Opinion

 　TEST 6  REVIEW ▶ 035

What do you think is the best way to deal with problems between 
coworkers?  By phone or by talking face-to-face?  Why?  Give reasons or 
examples to support your opinion.
同僚同士の問題を解決する最善の策は何でしょうか？　電話ででしょうか、それとも顔をあわせて
話し合うのがいいいでしょうか？　その理由は？　根拠として理由や例を述べてください。

解答例 1  　TEST 6  REVIEW ▶ 038

I think that it is best to deal with problems over the phone. 
　We have to understand that there are people who are so shy that they 
can’t clearly convey what they want when talking directly to other people. 
My coworker Brian is one of them.  Although he has contributed a lot 
to the company with his creative computer programming, Brian was 
frequently late to our meetings. Our manager Carl needed to tell him to 
correct his behavior.  Knowing Brian’s personality, Carl talked with him 
over the phone.  After that, Brian was never late to our meetings.  We all 
learned that talking on the phone can sometime be better than face-to-
face communication.
　For this reason, I think that dealing with coworker problems over the 
phone is more effective. (128 words)

　電話で話して問題解決をはかるのがいいと思います。
　頭に留めなければいけませんが、ひどい恥ずかしがり屋で、ほかの人を前にして話すと自分が何
を求めているのかはっきり伝えられない人たちもいます。同僚のブライアンはそのひとりです。彼
はクリエイティブなコンピュータ・プログラミングで会社に多大な貢献していますが、会議によく

遅れます。部長のカールはブライアンにこうしたふるまいを改めるよう忠告する必要がありました。
カールはブライアンの性格を知っていたので、電話で話すことにしました。それからブライアンは
一度も会議に遅れていません。そこで私たち全員が学んだのは、電話で話すのは、時に顔を合わせ
てコミュニケーションをはかるよりもいい場合があるということです。
　以上の理由から、電話で話して問題を解決するほうが効果的だと思います。（182 語）

解答例 2  　TEST 6  REVIEW ▶ 039

I think talking face to face is better for dealing with problems. I have an 
example from my own experience.  
　There was a big argument between two employees in my office.  
Because of this, the workplace environment felt oppressive. It was 
terrible, and our working morale dropped.  My manager resolved the tense 
situation by asking those two employees to talk out the problem with him 
in his office.  Both of them talked openly and explained everything they 
didn’t like about the other, and they seemed to feel better after that.  They 
finally reconciled after talking frankly. After that, all of us were much more 
productive. 
　For this reason, I think that dealing with problems face-to-face is better 
than over the phone. (121 words)

　顔を合わせて話しあうほうがよい問題解決策だと思います。自分の経験から一例をあげます。私
の会社で 2 人の同僚が大げんかをしました。そのせいで職場の環境は重苦しくなりました。ひどい
ことになってしまい、私たちの労働意欲も下がりました。部長はこの緊迫した状況を和らげるため
に、自分も同席して 2 人に直接話をさせました。2 人とも腹を割って話し、おたがいのどこが嫌い
かすべて話しましたが、それによって気持ちが和らいだようです。率直に話し合うことで、ついに
仲直りできたのです。それから職場の社員全員がもっと生産的に仕事を進められるようになりまし
た。以上の理由から、電話で話すより直接顔を合わせて問題を解決するのがいいと思います。（121語）

▶注　
［設問］□ deal with　…に対処する　　□ coworker　同僚　　□ face-to-face  面と向かって
［解答例 1］□ contribute　貢献する　　□ behavior  行ない　　□ personality  性格  □ effective　効
果的な

［解答例 2］□ oppressive  重苦しい　　□ terrible  ひどい　　□ working morale  労働［勤労］意欲　
□ openly  腹蔵なく、率直に　　□ reconcile  仲直りする、和解する　　□ frankly  率直に　　
□ productive  生産的な
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Question 11: Express an opinion

Directions:  In this part of the test, you will give your opinion 
about a specific topic. Be sure to say as much as you can in the 
time allowed. You will have 30 seconds to prepare. Then you will 
have 60 seconds to speak.

volumeTOEIC Speaking

Do you agree or disagree with the following statement?
Young people today can’t manage their money well.

Question 11 of 11

PREPARATION TIME 

00:00:30

RESPONSE TIME 

 00:01:00 6
TOEIC® Speaking Test

模擬テスト 6
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