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TOEIC第 210回公開テスト（2016年 5月 29日実施）より、出題形式が一
部変更された。新形式のテストにおいても難易度は変わらないとされているが、
やはり対応策の修正は必要かもしれない。
しかし、結論から言えば、基本的には従来の対応策＋αで十分に高得点が狙える。

そのためには、本番前に TOEICの公式問題や模擬問題を解いてみる必要がある。
正解できなかった問題についてはなぜ間違えたかをしっかり認識し、次回同じよ
うな問題が出てきた時には必ず正解できるようにしなければならない。
われわれロバート・ヒルキとデイビッド・セインは、実際に新形式 TOEICテ

ストを受けた上で、テストの特徴と傾向を反映した模擬問題を 2セット作成した。
そして解説には「テスト作成者／ネイティブ・スピーカーの視点」から、「なぜこ
の問題が出題されるか？」「英語を母語としない人たちにはここでどんなことが問
われているか？」といったことや、さらには「出題される可能性の高い、似たよ
うな問題」や「ぜひ覚えておきたい英語表現」をスペースが許す限り盛り込んだ。
ぜひテスト本番前に本書収録のこの 2セットの問題を解き、答え合わせをして、
解説をじっくり読み込んでほしい。それによって、みなさんのスコアは大幅にアッ
プするはずだ。

2セットの問題を解いていただく前に、新形式 TOEICテストで高得点を上げ

テスト作成者が教える
新形式TOEICはこう解け！

ロバート・ヒルキ（Robert Hilke）
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る上でぜひ知っておいてほしいことを Partごとに以下に簡単にまとめた。問題に
取り組む前に必ず目を通していただきたい。

Part 1（写真描写問題）

問題形式

問題冊子にある写真の内容を描写した 4つの文を聞いて、写真の内容をもっと
もよく表わしているものを (A), (B), (C), (D)の 4つの選択肢の中から選び、マー
クシートにマークする。

新形式問題導入による変更点

・問題数が 10問から 6問に減った。
・問題数が減ったことにより、難易度が上がったと思われる。

対応策

１．説明文を聞く前に、写真の中に出てくるものや人に注目する
まず、写真の中にどんなものがあるか、またどんなことをしている人がいるか
確認しよう。たとえば次のようなものに注目する必要がある。
建物、車、道具（工事用のものなど）、機械（パソコン、コピー機、オーブンなど）、
植物、印刷物（新聞、雑誌など）、商品、人が身に付けているもの（シャツ、ネクタイ、
靴、アクセサリーなど）

２．写真に写っているものはどんな目的で使われているか、人は何をしているか
確認する

たとえば、次のような写真を目にすることがあるはずだ。
（1）スカーフをした女性が、書店で本を 1冊手に取っている。
（2）店の外にいくつか靴が展示されている。
（3）本を読んでいる女性と、スマートホンを操作している男性が、同じテーブル

で向かい合って座っている。

３．予想外の表現に注意する
引っかけの選択肢に惑わされないようにしないといけない。「これが正解だろう」
と思っていると、意外な表現が正解である場合もある。
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たとえば（1）の描写であれば、正解が The lady is wearing a scarf.であ
るとすると、おそらく次のような引っかけの選択肢が読み上げられると思う。

The lady is holding [grabbing] several books.

（2）の描写であれば、次のような間違いの選択肢が読み上げられることもあるだ
ろう。

Some shoes are being sold inside a store.

A pair of shoes is being exhibited outside.

これに対して、正解は次のようなものだったりする。
Merchandise is being displayed outside.
（3）の描写であれば、次のようなことが表現されるのではないかと予測してしま
うのではないだろうか？ 

A woman is reading books.

A man is using his smartphone.

しかし、予測に反して、次のような表現が正解であったりする。
Some people are sitting at the same table.
こうした問題が新形式の TOEICの Part 1でも出題されることが多いので、注

意しよう。

４．進行形の受動態に注意する
たとえば、きれいに刈り込まれた木々の前の階段を人々が上がっていく写真が
あるとする。その木々に目がいっているときに、進行形の受動態を使った (A) The 

tree branches are being trimmed.というようなアナウンスを聞いてしまう
と、思わずそれをマークしてしまう受験生も少なくないようだ。しかし、これは「木
の枝は（今現在）剪定されている」ということであり、もしこの描写が正しいと
すれば、植木職人やそのための道具が写っていなければならない。こういった問
題では、(D) People are moving in the same direction.（人々はみな同じ
方向に移動している）といった文が正解である場合もある。このように、進行形
の受動態には注意が必要だ。



〈中 略〉



〈中 略〉
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《本書の使い方》

ネイティブが教える新形式
TOEICの傾向と対策
デイビッド・セイン（David A. Thayne）

　ロバート・ヒルキとともに実際に新形式TOEICテストを受験し、その特色と傾
向を分析・理解した上で、できるかぎり本番に近い問題を２セット（400問）作
成しました。ロバート・ヒルキによる「テスト作成者が教える　新形式TOEICは
こう解け！」を読んだあと、ぜひチャレンジしてみてください。

①本番さながらの問題400問
TOEICテストは世界各国で多くの人々が受験し

ていますが、特に日本と韓国の受験者が非常に多
いと聞きます。
たとえばリスニングの Part 2には、「いかにも

イギリス英語」という会話やアナウンスも流され
ます。日本人のみなさんはこうした英語の聞き取
りに苦労されるかもしれません。リスニング・テ
ストには、日本人英語学習者が苦手とすると思わ
れる問題も本試験と同程度盛り込みました。
リーディング・テストにも、長く日本で英語を
教えてきたネイティブ・スピーカーの視点から、
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日本人が間違えやすい表現を問う問題を適度に入れつつ、穴埋め問題や読解問題
を作成しました。
リスニング、リーディングとも本試験の難易度と分量にできるかぎり近づけま
した。

②テスト作成者／ネイティブ・スピーカーの
　視点
ここには問題の解き方だけでなく、「この
問題で受験者は何を問われているか？」「ど
うしてこれが日本人英語学習者にはむずかし
いか？」といったことをできるかぎり盛り込
みました。さらに各問題に出てくる「TOEIC

必須表現」や「関連して覚えておきたいこと」
なども紙幅が許す限り盛り込みました。すべ
て「テスト作成者／ネイティブ・スピーカー
の視点」からアドバイスしています。

③新形式問題も完全収録
リスニング、リーディングとも、新形式問
題を盛り込みました。一目でわかるように、
解説の番号表示を変えてあります。②の「テ
スト作成者／ネイティブ・スピーカーの視点」
に、その傾向と対策を詳しく記しています。

※リスニング音声は試験用、Part別、復習用の 3種類！　無料ダウンロード！
音声は TEST 1, 2とも、本試験対策用として 45分間通してご利用いただける
もののほか、Partごとにまとめたもの、そして復習用として問題ごとにトラック
分けしたものをご用意しました。すべて研究社のホームページから無料ダウンロー
ドできます（詳しくは 2ページをご覧ください）。
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LISTENING TEST

In the Listening test, you will be asked to demonstrate how well 

you understand spoken English. The entire Listening test will last 

approximately 45 minutes. There are four parts, and directions are 

given for each part. You must mark your answers on the separate 

answer sheet. Do not write your answers in your test book.

PART 1

Directions: For each question in this part, you will hear four 

statements about a picture in your test book. When you hear the 

statements, you must select the one statement that best describes 

what you see in the picture. Then find the number of the question 

on your answer sheet and mark your answer. The statements will 

not be printed in your test book and will be spoken only one time.

Statement (C), “They’re sittng at a table,” is the best description of 

the picture, so you should select answer (C) and mark it on your 

answer sheet.
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