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　｜　TOEIC Speaking Test　｜

TOEIC® Speaking and Writing Tests（以下、TOEIC SWテスト）は、発
信型英語能力判定の信頼しうる試験を求める声に応えて、ETS（Educational 
Testing Service）が 2006年に開始しました。以来、受験者の数は毎年増えつ
づけていて、一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC）の発
表によりますと、2015年には 2万 6300人が受験しています。これは、現代の
ビジネスの場で「英語で話す力、書く力」を測るニーズが高まっていることに
よると考えられます。
また、2016年 1月より TOEICスピーキング・テスト公開テストが開始され、

スピーキング・テストのみの受験も可能になりました。
TOEIC® Listening and Reading Test（以下、TOEIC L&Rテスト）とあわ

せて、TOEIC SWテスト、TOEICスピーキング・テストの受験者数は、今後
さらに増えると思われます。
ただ、日本人のみなさんには、TOEIC SWテスト、特にスピーキング・テス

トは、TOEIC L&Rテストよりはるかにむずかしいようです。TOEIC L&Rテス
トでかなりの高得点をあげている人が、SWテストでは予想よりもはるかに低
いスコアを取ってしまい、ひどくがっかりした、という話をよく聞きます。
これはどういうことなのか、実際にこのテストを受験した方たちに話を聞い

てみると、日本人の受験者のみなさんは 2つの問題を抱えていることがわかり
ました。

1つには、日本人のみなさんは英語 4技能（リスニング、リーディング、スピー
キング、ライティング）の中で、スピーキング力の向上をはかるのがいちばん
むずかしいようです。確かに、リスニングやリーディングは毎日コツコツ勉強
することで確実に力がつきますが、スピーキングはいわば音楽の演奏やスポー
ツ競技のように「パフォーマンス」が求められますので、この技術を向上させ
るにはやはりかなり時間がかかります。
もう 1つ、TOEIC SWテストおよびスピーキング・テストはまだ歴史が浅

く、L&Rテストに比べると、この試験の参考書もそれほど多くない上に、対策
を体系的に講じられる組織や講師も少ないということがあるかもしれません。

はじめに
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TOEICスピーキング・テストにも、TOEIC L&Rテストやライティング・テス
ト同様、試験傾向があるので、高得点を取るには、何といってもそれをしっか
り分析した上で、対策を練らなければなりません。
本書『TOEIC® SPEAKINGテスト問題集』は、今後 TOEICスピーキング・

テストを受ける方たちに効果的な対策をはかっていただくことを考え、「日本人
のみなさんが、この試験を受けるためにはこうした学習が必要」とわれわれネ
イティブ 2人が考えることをできる限り盛り込みました。その上で本番試験を
徹底分析し、実際にみなさんが試験会場で目にするのとかなり近いと思われる
模擬テストを 5セット用意しました。
また『TOEIC® WRITINGテスト問題集』も同時刊行しました。SW対策に

は本書とあわせてぜひこちらもご利用ください。
本書『TOEIC® SPEAKINGテスト問題集』がみなさんの TOEIC SWテスト

やスピーキング・テスト対策にお役に立てば、著者としてこれほどうれしいこ
とはありません。

                                                               ロバート・ヒルキ（Robert Hilke）
  　　　　　　　　                         デイビッド・セイン（David A. Thayne）
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　｜　TOEIC Speaking Test　｜

まず、TOEIC スピーキング・テストはどんなものか、確認しておこう。

 TOEIC スピーキング・テストとは？
TOEICスピーキング・テストは、英語で効果的にコミュニケーションを行な

うのに必要な会話の力を測定するテストである。聞き取りと読み取りの能力を
測定する従来の TOEICテストを補完する目的で 2006年に開始された。TOEIC
テストと同じく、アメリカの非営利テスト開発機関 ETS（Educational Testing 
Service）が問題を作成し、採点も行なっている。日本での TOEICスピーキ
ング・テストの運営・実施は、TOEICテスト同様、一般財団法人国際ビジネ
スコミュニケーション協会（IIBC: The Institute for International Business 
Communication）が行なっている。

 実施方法
このテストは話す力を見るスピーキング・テスト（6部構成で 11問、約 20分）

である。受験者は試験会場に用意されたパソコンにインターネットを通じて配
信される問題に答える。スピーキング・テストでは、画面の表示とヘッドホン
から聞こえる指示にしたがって、音声を吹き込む。途中休憩はなく、メモをと
ることはできない。解答は厳重に不正防止策を施したシステムによって ETSに
送信され、ETSの認定を受けた採点者が厳格な採点基準にしたがって採点する。

 採点結果
採点結果は 200点満点で、10点刻みのスコアで示され、それをもとに

Profi ciency Level Descriptors（能力レベル別評価）が 8段階で表示される。
これとは別に、Questions 1-2: Read a Text Aloud（音読問題）のみ、「発音」
ならびに「イントネーションとアクセント」がそれぞれ High, Middle, Lowの
3段階で判定される。そしてテスト終了後 30日以内に、判定を記した公式認定
証が各受験者に発送される。インターネットでテスト結果確認を登録すると、
その約 1週間前に IIBCのサイトで結果が確認できる。

　｜　TOEIC Speaking Test　｜

TOEIC® Speakingテスト
について

ABOUT THE TOEIC® SPEAKING TEST
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 採点基準
スピーキング・テストで判定される能力は、ETSおよび国際ビジネスコミュ

ニケーション協会の公式サイトに以下のように書かれている。

・TOEIC スピーキング・テスト
1. 英語のネイティブスピーカーや英語に堪能なノンネイティブスピーカーに理
解しやすい言葉で話すことができる

2. 日常生活において、また仕事上必要なやりとりをするために適切に言葉を選
択し、使うことができる（たとえば、指示を与えたり受けたり、情報や説明
を求めたり与えたり、購入、挨拶、紹介ができる、など）

3. 一般的な職場において、筋道の通った継続的なやりとりができる

TOEICスピーキング・テストの出題内容は日常生活やビジネスの場面に基づ
いているが、特殊なビジネス英語の知識や、特定の業界や特定の国の文化に関
する知識が必要な問題は含まれておらず、誰でも一般的な英語能力の判定に利
用することができる。

 構成と問題形式
TOEICスピーキング・テストの問題形式は、ETSおよび国際ビジネスコミュ

ニケーション協会の公式サイトに、次のように記載されている。

＜スピーキング・テストの形式＞　問題数：11問　テスト時間：約20分

内容 問題数 解答時間 課題概要 採点
スケール

Read a text aloud
( 音読問題 ) 2 各問 45秒

( 準備時間 各 45秒 )
アナウンスや広告などの内容の、
短い英文を音読する 0～ 3

Describe a picture
( 写真描写問題 ) 1 45 秒

( 準備時間 30 秒 ) 写真を見て内容を説明する 0～ 3

Respond to questions
( 応答問題 ) 3 15 秒または 30秒

( 準備時間なし )

身近な問題についてのインタ
ビューに答えるなどの設定で、設
問に答える
または、
電話での会話で、設問に答える

0～ 3

Respond to questions 
us ing informat ion 
provided
( 提示された情報に基づ
く応答問題 )

3 15 秒または 30秒
( 準備時間なし )

提示された資料や文書 ( スケ
ジュール等 ) に基づいて、設問に
答える

0～ 3
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Propose a solution
( 解決策を提案する問
題 )

1 60 秒
( 準備時間 30 秒 )

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

または、
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

0～ 5

Express an opinion
( 意見を述べる問題 ) 1 60 秒

( 準備時間 15 秒 )
あるテーマについて、自分の意見
とその理由を述べる 0～ 5

 試験の申込とサンプル問題
2017年 4月現在、スピーキング・テストは年 24回、土曜または日曜の午前・

午後に 1回ずつ実施されている。受験の申込は公式サイト（www.toeic.or.jp/
sw）から行なえる。このサイトにはテスト内容などに関する詳しい情報などが
掲載され、また実際のテスト画面に近いデザイン・レイアウトでサンプル問題
も確認できる。

 TOEIC スピーキング・テストのみの受験も可能に
2016年 1月より TOEICスピーキング・テスト公開テストが開始され、スピー

キング・テストのみの受験も可能になった。年 48回（毎月日曜、午前 2回／午
後 2回）、専用会場で受験できる。
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本書の使い方
HOW TO USE THIS BOOK

②「定型解答表現」と「頻出質問パターン」を
　  豊富に収録

TOEIC スピーキング・テストの各問題の解答に使うと効果的
な「定型解答表現」をできる限り収録しました。Questions 
4-6, Questions 7-9 には「頻出質問パターン」もあわせて盛
り込みました。すべてダウンロード音声を用意してあります
ので、何度も聞き込み、繰り返し練習しましょう。

54　｜　

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®スピーキング・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...?

①TOEIC スピーキング・テストの各問題の解き方を詳しく解説
Questions 1-2, Question 3, Questions 4-6, Questions 7-9, Question 10, 
Question 11 の各問題の傾向を詳しく説明しつつ、その答え方と注意すべきこ
とを、要点を押さえて解説しました。
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　｜　Questions 1-2 : Read a Text Aloud　｜

2 いくつかのミスや、他の言語の影響が多少あるものの、概ね
わかりやすい

1 わかりやすいところもあるが、他の言語の影響が大きいため、
適切な話し方が妨げられている

0 無解答、もしくは解答の中に英語が含まれていない、または
テストと全く関係ないことを答えている

音読問題：イントネーション・アクセント

採点スケール 採点ポイント

3 強調されるべき部分、間の取り方、音の高低が適切である

2 いくつかのミスや、他の言語の影響が多少あるものの、強調
されるべき部分、間の取り方、音の高低は全体的によい

1 強調されるべき部分、間の取り方、音の高低が適切でなく、
他の言語の影響がかなり見られる

0 無解答、もしくは解答の中に英語が含まれていない、または
テストと全く関係ないことを答えている

Questions 1-2 の英文を音読する、そしてそのための準備をするにあたって
は、ぜひ以下の 6 点を考えてほしい。
1　大事なのは、伝える気持ち➡大きな声で音読しよう！
2　ナレーターになり切れ！
3　棒読みはだめ➡意味のかたまりで切りつつ、抑揚を意識しよう！
4　必ず出てくる表現は少し大げさに！
5　練習あるのみ！
6　45秒の準備時間を有効に使おう！

では、実際に練習問題で音読しながら、この問題を考えてみよう。

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 1-2  REVIEW▶001

Directions:  In this part of the test, you will read aloud the text
on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then you will
have 45 seconds to read the text aloud.
 
この問題では画面に音読するテキストが表示されます。準備時間は45 秒です。指示があったら、
45秒で画面に表示されたテキストを音読してください。

つづいて、Question 1のテキストが表示される。

 　QUESTIONS 1-2  REVIEW▶002

Attention, shoppers. We would like to thank you for visiting 
Greenbrook Supermarket today. This week, we are holding a 
special promotion. All full-size chocolate bars are 20% off. And 
that’s not all. Each chocolate bar comes with a chance to win a 
trip to Hawaii to stay at a luxury hotel, take a helicopter ride, and 
swim with dolphins. Please note that mini-sized chocolate bars 
are not part of this promotion.

お買い物中のみなさま。本日はグリーンブルック・スーパーマーケットにお越しいただき、誠に
ありがとうございます。今週は特別キャンペーンを行なっています。フルサイズのチョコレート
バーがすべて 20%オフです。それだけではありません。チョコレートを 1つお買い上げいただ
くごとに、抽選でハワイに行って豪華ホテルに宿泊する、ヘリで遊覧する、イルカと泳ぐといっ
たことができる旅が当たります。ミニサイズのチョコレートバーはキャンペーンの対象に含まれ
ないことにご注意ください。

1　大事なのは、伝える気持ち！➡大きな声で音読しよう！
まず、何といってもみなさんにお願いしたいのは、恥ずかしがることなく、

自信を持って、大きな声で音読してほしい、ということだ。テスト会場に入っ

TOEIC® Speaking テスト
Questions 1-2 はこう音読せよ！

10　｜　
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　｜　TOEIC Speaking Test　｜

③ 仕上げは「実践問題」で

各問題を学習したあとは「実践問題」で仕上げましょう。
本番さながらの問題で力だめしをしてください。
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　｜　Question 10: Propose a Solution　｜

TOEICスピーキング・テストの Question 10によく出題されると思われる
問題設定を以下にまとめた。本番前にイメージ・トレーニングしておこう。

▶何か問題が発覚し、その対処を求められる
　これがいちばん多いと思われる。たとえば、各種サービス業やメーカー
で問題が発生し、その対処法を求められる。
・レストラン、カフェなどで問題が発生、どうしたらいい？
・ ホテルの部屋や会議室が使えない、予約などが取れない、どうしたらいい？
・イベントでトラブル発生、どうしたらいい？
・スタッフや時間が足りない、どうしたらいい？
・ある商品を受け取ったが、注文通りではない、どうしたらいい？
・顧客とのトラブル発生、どうしたらいい？
　➡留守番電話のメッセージの形式で伝えられ、その人物の上司もしく信
　　頼できる同僚として意見を求められる。
　➡留守番電話のメッセージの形式で伝えられ、そのビジネスの関係者と
      して答えることもある。

▶どうすれば、業績や売上などを「上げられる」？　
　店の売上を上げる、新しい店舗やサービスを立ち上げるにあたって人々
に認知してもらう、登録者や申込者を増やすといった相談を受ける。
・レストランやカフェ、販売店の売り上げを伸ばしたい、どうしたらいい？
・ある店やサービスの会員を増やしたい、存在をもっと多くの人に認知さ
  れたい、どうしたらいい？
・新しいビジネスやプロジェクトを立ち上げたが、人々に知ってもらう、
   あるいは効果的に販促するにはどうしたらいい？
　➡留守番電話のメッセージ形式で伝えられ、相談を受けた上司もしくは
       信頼できる同僚として意見を求められる。
　➡会議の内容を聞く形式で伝えられ、その会話者の 1人にのちほど意見
      を伝えるという設定の時もある。

TOEIC® Speaking テスト
Question 10にはこれが出題される！
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Practice
実践問題

　QUESTION 3 PRACTICE REVIEW▶001-003

PREPARATION TIME 

00:00:30

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

5
TOEIC® Speaking Test

模擬テスト5

⑤ 本番さながらの模擬テストを5セット収録

限りなく本番に近いと思われる問題を 5セット用意しま
した。ダウンロード音声には本番テストと同じように解
答時間を取ってあるものも用意しました。繰り返し解い
てみましょう。ダウンロード方法は、口絵 v-vi ページを
ご覧ください。

④ 予想問題も！

TOEIC スピーキング・テストを何度も受験し、本番テス
トを徹底分析し、今後の試験に出ると思われる情報をま
とめました。本番前にイメージ・トレーニングしましょう。
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解答例 1解答例 1 　TEST 3  REVIEW▶038

I think the best way to keep employees healthy is to give them time to 
exercise. 
　First, people work long hours, and don’t have time to exercise before 
or after work. Therefore, if you give employees time to exercise at work, 

futsal team that meets during lunch every day. In my department, we’re all 

terrible players. But eventually most of us lost weight and gained energy. 
　Also, we got to know each other better, and it improved the mood of the 

　So, I think the best thing employers can do is to give employees 
opportunities to exercise. (140 words) 
　従業員の健康を保つ最良の方法は、運動する時間を与えることだと思います。
　まず、人びとは長時間働いているため、仕事の前後に運動する時間はありません。したがって、
仕事場で運動する時間を従業員に与えれば、運動する人の数を増やすことができます。私の職場では、
フットサルチームを作って毎日昼休みに集まっています。うちの部署はみな中年で、多くの人が何
年も運動していなかったので、はじめのうちはとても下手でした。しかし、最終的には、ほとんど
の人が体重を落とし、活力を手に入れることができました。
　また、今までよりおたがいのことをよく知るようになったので、職場の雰囲気もよくなりました。
チームへの参加は、私がこれまで健康のためにしてきた中でもっともよいことでした。
　よって、雇用者ができる最良の方法は、従業員に運動の機会を与えることだと思います。（140語）

解答解答例 2解答例 2解答例 2 　TEST 3  REVIEW▶039

I think the best way to keep employees healthy is to give them time to 
rest. 
　For one thing, many people work a lot of overtime. Because of that, 
they don’t sleep enough, and it’s dangerous. A few years ago, my father 
was driving home from work and he fell asleep for a moment and had an 
accident. Luckily, he wasn’t badly hurt, but I think lack of sleep increases 
the risk of accidents. 
　I also think lack of sleep is bad for employees’ mental health. At a 

friends often, and when I saw them, they said I looked miserable. I realized 
I needed to change jobs for my mental health. 
　That’s why I think employers should give their employees time to rest. 
(137 words) 

⑥「こう答えれば、高得点が取れる」という
　  情報を盛り込んだ模範解答

TOEIC スピーキング・テストを何度も受験し、本番テス
トを徹底分析し、スコアも確認した上で、信頼できるネイ
ティブ・スピーカーによる「こう答えれば、高得点が取れる」
と思われる模範解答を用意しました。Question 11 には複
数の解答例も用意してあります。

別　冊

12　｜　
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　｜　Questions 1-2 : Read a Text Aloud　｜

Questions 1-2: 
Read a Text Aloud

（音読問題）の傾向と対策

■問題形式と解答時間
Questions 1-2 は Read a Text Aloud（音読問題、以下Questions 1-2）だ。

受験者はパソコンの画面に表示される 50 語から 60 語程度の英文を音読する。
出題される英文は、店内の宣伝、駅や空港での案内、天気予報、交通情報、ラ
ジオ放送、さらには誰かを紹介するアナウンス、社内でのお知らせ、留守番電
話のメッセージなど、英語圏の日常生活でよく耳にすると思われるものである。
Question 1, Question 2とも、45秒の準備時間が与えられ、45 秒で音読する。

■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、

Questions 1-2は以下の 2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

この音読する語の「発音」および「イントネーション・アクセント」が、とも
に 3 段階（High, Middle, Low）で判定される。
採点項目と評価基準は以下のように記されている。

音読問題：発音

採点スケール 採点ポイント

3 些細なミスや、他の言語の影響がわずかにあるものの、非常
にわかりやすい
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2 いくつかのミスや、他の言語の影響が多少あるものの、概ね
わかりやすい

1 わかりやすいところもあるが、他の言語の影響が大きいため、
適切な話し方が妨げられている

0 無解答、もしくは解答の中に英語が含まれていない、または
テストと全く関係ないことを答えている

音読問題：イントネーション・アクセント

採点スケール 採点ポイント

3 強調されるべき部分、間の取り方、音の高低が適切である

2 いくつかのミスや、他の言語の影響が多少あるものの、強調
されるべき部分、間の取り方、音の高低は全体的によい

1 強調されるべき部分、間の取り方、音の高低が適切でなく、
他の言語の影響がかなり見られる

0 無解答、もしくは解答の中に英語が含まれていない、または
テストと全く関係ないことを答えている

Questions 1-2 の英文を音読する、そしてそのための準備をするにあたって
は、ぜひ以下の 6 点を考えてほしい。
1　大事なのは、伝える気持ち➡大きな声で音読しよう！
2　ナレーターになり切れ！
3　棒読みはだめ➡意味のかたまりで切りつつ、抑揚を意識しよう！
4　必ず出てくる表現は少し大げさに！
5　練習あるのみ！
6　45秒の準備時間を有効に使おう！

TOEIC® Speaking テスト
Questions 1-2 はこう音読せよ！
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　｜　Questions 1-2 : Read a Text Aloud　｜

では、実際に練習問題で音読しながら、この問題を考えてみよう。

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 1-2  REVIEW▶001

Directions:  In this part of the test, you will read aloud the text
on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then you will
have 45 seconds to read the text aloud.
 
この問題では画面に音読するテキストが表示されます。準備時間は45 秒です。指示があったら、
45秒で画面に表示されたテキストを音読してください。

つづいて、Question 1のテキストが表示される。

 

Attention, shoppers. We would like to thank you for visiting 
Greenbrook Supermarket today. This week, we are holding a 
special promotion. All full-size chocolate bars are 20% off. And 
that’s not all. Each chocolate bar comes with a chance to win a 
trip to Hawaii to stay at a luxury hotel, take a helicopter ride, and 
swim with dolphins. Please note that mini-sized chocolate bars 
are not part of this promotion.

お買い物中のみなさま。本日はグリーンブルック・スーパーマーケットにお越しいただき、誠に
ありがとうございます。今週は特別キャンペーンを行なっています。フルサイズのチョコレート
バーがすべて 20%オフです。それだけではありません。チョコレートを 1つお買い上げいただ
くごとに、抽選でハワイに行って豪華ホテルに宿泊する、ヘリで遊覧する、イルカと泳ぐといっ
たことができる旅が当たります。ミニサイズのチョコレートバーはキャンペーンの対象に含まれ
ないことにご注意ください。

1　大事なのは、伝える気持ち！➡大きな声で音読しよう！
まず、何といってもみなさんにお願いしたいのは、恥ずかしがることなく、

自信を持って、大きな声で音読してほしい、ということだ。テスト会場に入っ
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たとたん、「ほかの受験者の音読する声が聞こえてきて、みんなあまりにもうま
く感じられ、慌ててしまった」とか、「自分の英語が誰かに聞かれているのでは
ないかと思うと、ひどく恥ずかしくなり、ボソボソ小さい声でしゃべってしまっ
た」といったことを、これまでに何人もの受験者から聞いている。
しかし、そんなことは一切気にしてはならない。この内容を自分の英語でな

んとしても伝えたいという気持ちを強く持たなければならない。そのためには、
まず大きな声で音読しよう。決して安くない受験料を払って受けているのだか
ら、恥ずかしいなんて思ってはいけない。

2　ナレーターになり切れ！
これも大事なことだ。というのは、この Questions 1-2に出題される英文は

「問題形式と解答時間」に示したとおり、店内の宣伝、駅や空港での案内、天気
予報、交通情報、ラジオ放送、さらには誰かを紹介するアナウンス、社内での
お知らせ、留守番電話のメッセージといったものであり、それを伝える人の気
持ちにならないといけない。ナレーターになり切る必要があるのだ。たとえば、
このQuestion 1の音読文を見てみよう。これはスーパーマーケットのアナウン
スで、特別キャンペーンをお客さんにお知らせしている。であれば、このキャ
ンぺーンを伝えるアナウンサーとして、魅力的な読み方をしてお客さんを引き
つけなければならない。まさしく演技力が求められる。

3　棒読みはだめ➡意味のかたまりで切り、抑揚を意識しよう！
どんなに気持ちが入っていても、「一本調子」な読み方ではいけない。日本語

の音声にはあまり抑揚がないといわれる一方で、英語は重要な語は強く発音さ
れ、イントネーションは平叙文では下降調、疑問文は（アメリカ英語では基本
的に）上昇調となる。こうした抑揚をはっきりつけなければならない。また意
味を考えて切るべきところで切りながら読まないと、ネイティブには不自然な
英語と思われてしまい、当然スコアも悪くなる。
早速、この問題で練習してみよう。赤くした語を強く読み、矢印で示した上

昇調、下降調に特に注意して読んでみよう。本書ではこの Questions 1-2の音
声音読は、すべてアメリカ人ナレーターが担当している。
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　｜　Questions 1-2 : Read a Text Aloud　｜

　QUESTIONS 1-2  REVIEW▶002

Attention, /shoppers↘ . / /  We would like to thank⌒you for 
visiting Greenbrook Supermarket today↘ ./ /  This week,/we⌒ 
are holding⌒a special promotion↘ ./ /  All full-size chocolate 

bars are 20% off ↘ ./ /  And that’s not⌒all↘ ./ /  Each chocolate 
bar/comes with⌒a chance to win⌒a trip to Hawaii/to stay at⌒
a luxury hotel↗,/take⌒a helicopter ride↗,/and swim with 
dolphins↘ ./ /   Please note/that mini-sized chocolate bars⌒are 
not part⌒of this promotion↘ ./ /

この音読文を細かく見てみよう。以下のことにご注意いただきたい。
① 平叙文の末尾は下げ調子で読み、そこで文が終わることを示している。
② 前の単語が子音で終わり、その次の語が母音ではじまるときは、liaison（リ
エゾン、連結発音）が起こり、音声がくっついているように聞こえる。

③ Attentionのあとには短いポーズが置かれる。これにより、聞いている
お客さんの注意を引く効果がある。ここにポーズを置かないと、people 
shopping for attention.（注意を引くために買い物をしている人）のよう
に聞こえてしまう。

④ This week など「時」を示す句のあとには、ポーズが置かれる。
⑤ to stay at⌒a luxury hotel,/ take⌒a helicopter ride,/ and swim with 

dolphins.//のような 3 つの並列表現がQuestions 1-2 には必ず含まれ
るが、その場合は A↗ , / B↗ , / and  C↘ / / となる。　　　　

4　必ず出てくる表現は少し大げさに！
上の①～⑤でも紹介した「リエゾン」や「並列表現」などは、このQuestion 1, 

Question 2 のどちらにも必ず含まれている。このあたりは少し大げさに表現
するのがよいと思うし、それでスコアも上がるだろう。

19ページの「TOEIC® Speakingテスト　Questions 1-2 の頻出表現はこう
音読せよ！」にはこのあたりの表現を豊富な例文とともに示しているので、ぜ
ひそちらで練習してみよう。
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5　練習あるのみ！
 Questions 1–2に関しては、これに尽きると思う。頭で考えていてもしかた

ない。ネイティブ・スピーカーの音読音声を何度も聞いて、それをひたすらま
ねて読んでみるしかない。

6　45秒の準備時間を有効に使おう！
45秒の準備時間では以下のことを考え、準備しよう。
・ 全体を音読する➡早すぎても、遅すぎてもよくない。35秒から45秒くら
いで音読し終えるイメージをつかむ

・ 固有名詞、年、日にち、時間、数字などには特に注意し、発音できるよう
にしておく

・ 強調すべき語のほか、リエゾンなども確認する
・ A(↗ ), B( ↗ ), and C( ↘ )の 3つの並列表現をうまく読めるようにしておく

ダウンロード音声には、準備時間 45秒を設けてあるバージョンもあるので、
それを使って練習してみてほしい。
では、Question 2の問題に挑戦しよう。

Good morning everyone, and thank you for listening to Southern 
California 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.

みなさんおはようございます、サザン・カリフォルニア FMをお聴きいただきありがとうござい
ます。メイン・ストリートを通って通勤している方は、今日は回り道をすることをお勧めします。
今年が初回となるシーサイド・パレードが今日の午前 10時から開催されるため、その通りは午
前８時から封鎖されます。パレードにはマーチングバンド、ダンサー、ピエロも参加します。パ
レードを見に行くのであれば、混雑する前に早めの場所取りをお勧めします。

この音読文では、以下のことに注意しよう。
①Good morning..., Good evening..., Hello...といったあいさつのあとに、
人名もしくは呼び掛けている人びとの総称が来る場合、両者のあいだには、
すなわち「あいさつの言葉」と「人名もしくは呼び掛けている人びとの総称」
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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 fi nding⌒ 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
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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 


