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TOEIC Writing Test

｜

はじめに

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
づけており、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、テストの受験者は今後さらに増加すると思われます。

TOEIC SW テストは発信型の試験であり、TOEIC® Listening and Reading
Test（以下、TOEIC L&R テスト）とは違った対策が必要となります。実際に自
分で英語を話し、書いてみなければいけませんし、それを客観的に見つめるこ
とも求められます。
特にライティング・テスト対策では、以下の 5 点を考えていただく必要があ
ります。

1 自分で答案を書いてみる
2 各問題に対する答案を作る上で、効果的と思える表現をできる限り覚える
3 自分が作った答案を、信頼できるネイティブ・スピーカーによる、「高得
点を取るために必要な情報を盛り込んだ模範解答」と照らし合わせてみる

4 本番試験に近いと思われる問題にできる限り挑戦し、試験の傾向をつかむ
5 1 〜 4 を何度も繰り返す
著者ロバート・ヒルキと英語便は、読者のみなさんが今後 TOEIC ライティン
グ・テスト対策を効果的に進めていただけるよう、この 5 つの点を十分に意識
しつつ、本書『TOEIC® WRITING テスト問題集』を執筆、編纂しました。
「TOEIC ライティング・テスト受験にあたっては、これだけは知っておきたい」
「高得点を取るためには、この表現は使えるようにしたい」と思われる情報をで
きる限り詰め込みました。さらに本番試験を徹底分析して、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試験を 5 セット用意しまし
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た。読者のみなさまには、ぜひ本書で効果的な TOEIC ライティング・テスト対
策をはかっていただきたいと思います。
ま た『TOEIC® SPEAKING テ ス ト 問 題 集 』 も 同 時 刊 行 し ま し た。TOEIC

SW 対策、そして TOEIC スピーキング・テスト対策には、ぜひこちらをご利用
ください。
本書『TOEIC® WRITING テスト問題集』がみなさんの TOEIC SW テストの
ライティング・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）
英語便（www.eigobin.com）
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ABOUT THE TOEIC WRITING TEST

TOEIC® Writing テスト
について
まず、TOEIC ライティング・テストはどんなものか、確認しておこう。
TOEIC ライティング・テストとは？

TOEIC ライティング・テストは、英語で効果的にコミュニケーションを行な
うのに必要な文章作成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
ライティング・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
このテストは書く力を見るライティング・テスト（3 部構成で 8 問、約 60 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。ライティング・テストは画面の指示に従い、文章をキー
ボードでタイプして解答する。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

Proficiency Level Descriptors（能力レベル別評価）が 9 段階で表示される。
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。
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採点基準
ライティング・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 ライティング・テスト

1. 平易な文でも複雑な文でも、適切な語彙・語句を使用し、文法的に正しい
文を作成できる

2. 簡単な情報、質問、指示、話などを伝えるために複数の文で構成される文
章を作成することができる

3. 複雑な考えを表わすために、状況に応じて理由、根拠、詳しい説明などを
述べながら複数の段落から構成される文章を作成することができる
ライティング・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 ライティング・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。
＜ライティング・テストの形式＞

問題数：8 問

テスト時間：約 60 分

問題数

解答時間

課題概要

採点
スケール

Write a sentence
based on a picture
（写真描写問題）

5

5 問で 8 分

与えられた 2 つの語（句）を使い、写
真の内容に合う一文を作成する

0〜3

Respond to a written
request
（E メール
作成問題）

2

各問 10 分

25 〜 50 語程度の E メールを読み、
返信のメールを作成する

0〜4

Write an opinion
essay
（意見を
記述する問題

1

30 分

提示されたテーマについて、自分の意
見を理由あるいは例とともに記述する

0〜5

内容

8
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Questions 1-5: Write
｜ TOEIC®
a Sentence
Writing
Based
テストについて
on a Picture ｜
｜

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。

｜
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HOW TO USE THIS BOOK

本書の使い方
｜

Questions 6-7: Respond to a Written Request

｜

TOEIC® Writing テスト
Questions 6-7 はこう解け！

Questions 6-7 の各問題に答えるにあたって、ぜひ次の 5 点を考えてほしい。

① TOEIC ライティング・テストの
各問題の解き方を詳しく解説

1
2
3
4
5

メール文をよく読む
ディレクションを読んで、タスクを確認する
メール文中に答えるべき情報がないか確認する
解答メールは基本フォーマット通りに作成せよ
この英文法、語法に注意せよ

では、実際に問題を使って解答方法を見ていこう。

Questions 1-5, Questions 6-7, Question 8 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。

Exercise
練習問題

Questions 6-7 では、以下のようなディレクションがディスプレイに表示さ
れる。

Directions: In this part of the test, you will show how well you can
write a response to an e-mail. Your response will be scored on
・the quality and variety of your sentences,
・vocabulary, and
・organization.

You will have 10 minutes to read and answer each e-mail.

｜

Questions 6-7: Respond to a Written Request

この問題では、E メールのメッセージに対していかにうまく返信できるかが問われます。作成し
た解答は、以下に基づいて採点されます。
・文章の質と多様性
・語彙・語句
・構成
解答時間は各 10 分間です。
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TOEIC® Writing テスト
Questions 6-7 の答案作成で注意すべきこと

｜
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では、Questions 6-7 の答案作成で注意すべきことを以下にまとめた。本番
前に確認してほしい。

「ていねいさ」を考えよう
英語のメールには、ていねいさに段階がある。たとえば、
「〜していただけま
すか？」という言い方だけでも、ていねい度によっていくつか言い方が考えら
れる。たとえば、以下の表現をご覧いただきたい。

Can you (please) 〜 ?
ていねい
Could you (please) 〜 ?
かなりていねい
Would you mind if I ask you to 〜 ?
ものすごくていねい
状況に応じて、それぞれ使いこなしたい。

TOEIC ライティング・テストは、Question 6, 7 の問題も含めてビジネスに
関することであるため、
基本的にていねいな言い方を心がける必要がある。ただ、

②各問題の答案作成で「注意すべきこと」
Questions 1-5, Questions 6-7, Question 8 の各問題の答
案を作成するにあたって「注意すること」をまとめました。

ていねいな言い方を高度に使いこなせる自信がないのであれば、試験ではそれ
に過度にこだわらず、シンプルで間違いのない言い方を心がけよう。
実際のビジネスメールでも、社内の連絡と同じように、社外の人たちに対し
ても Can you ...? を使っても失礼にはあたらない。
使いやすい文を覚えておこう。

語数に注意

Questions 6-7 は、Question 8 と違い、解答の語数は推奨もしくは指定され
ていない。不必要な情報を書く必要はないが、適切なメール文にするために、
タスク以外の部分の書き足しが必要になることもあるだろう。正しいメールの
フォーマットで必要な内容を適切に含めると、たいてい 90 〜 100 語程度にな
る。慣れないうちは、この語数を目安にして練習を重ねるといいだろう。

Practice
送信者と受信者の関係を正しくとらえる

実践問題

すでに説明したとおり、E メール問題では送信者と受信者の関係を正しくと
らえることが重要だ。送信者と受信者の関係が混乱しやすい問題も多い。
TOEIC Writing

｜
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Question 1

HELP

B CK
BACK

NEXT

⬅
HIDE TIME

00:08:00

Directions: Write ONE sentence based on the picture. Use the TWO
words or phrases under the picture. You may change the forms of the
words and you may use them in any order.

③ 仕上げは「実践問題」で
kneel / stroller

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。

Cut

Paste

Undo

Hide Word Count
Update Word Count

カラー写真は口絵 iii ページにあります。

30

10 ｜
｜
10

Redo

｜

0
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Questions 1-5: Write a Sentence Based on a Picture

｜

Question 8: Write an Opinion Essay

｜

｜

TOEIC® Writing テスト
Question 8 にはこの問題が出題される！

TOEIC ライティング・テストを実際に受けてみて、共著者と編集者とじっく
り話し、Question 8 の傾向をあらゆる角度から分析した。そしてわれわれが問

④ 予想問題も！

題を作るとすれば、こうした傾向のものを出題するだろうというものをまとめ
てみた。Question 8 には、次のような問題が出題されると思われる。
意外に思うかもしれないが、TOEIC スピーキング・テストの Question 11:
Express an Opinion（意見を述べる問題）と同じように、このライティングの
Question 8 にもビジネス以外の社会、文化、教育に関連した問題がたくさん出

TOEIC ライティング・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。

題されている。
以下のリストを見て、イメージ・トレーニングしておこう。

1 以下についてどう思うか（What do you think about...?）
▶ビジネス関連
・社員に在宅で仕事をすることを認めている会社が出てきているが、どう
思うか？
・ カスタマーサービス担当者は客にていねいに接するだけなく、自社の商
品、サービスについての十分な知識が必要か？
・いい仕事をするには、同僚よりも、上司とよい関係を築くべきか？
▶社会、文化、教育
・学生が学校にスマートフォンなどを持っていくのをどう思うか？
・教科書は紙の本ではなく、電子書籍にすべきか？

2

賛成か不賛成か？

（Do you agree or disagree with the following statement?）
▶ビジネス関連
・仕事の時間とプライベートの時間の区別がなくなりつつある
・新しい社員を採用する際は、これまでしてきた仕事より、面接で判断す
べきである
・顧客へのサービスが悪いと、売上が落ちる
・同僚といい関係を築くことは昔よりむずかしくなっている

｜
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模擬テスト 5

TOEIC®Writing Test

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。繰り返し解いてみましょう。

Question 8: Write an Opinion Essay
From the following list, which industry has made the biggest
technological advancements in the last decade?

別

・Healthcare
・Banking
・Education

冊

Give reasons or examples to support your opinion.
以下のうち、この 10 年で最も技術的進歩があったのはどの業界ですか？

⑥「こう答えれば、高得点が取れる」という

・医療
・銀行業
・教育
理由や例を示して、自分の意見を裏付けなさい。

情報を盛り込んだ模範解答
TOEIC ライティング・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「こう書けば、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。

解答例 1
解答例

Although technology is advancing in many areas including healthcare,
banking, and education, I think the healthcare industry has seen the
most technological advancement in the past decade.
To begin with, for me, one of the most exciting advancements has been
the emergence of technology allowing for 3-D printing of body parts.
>OLU[HRPUNHTLKPJHSJOLJRSHZ[TVU[O0^HZL_JP[LK[VÄUK[OH[LHYZ
blood vessels and skin cells have already been printed. Even though
this technology is still in the experimental stage, it is very promising.
With enough investment and research, we will eventually be able to
replace failing body parts with ones created synthetically through 3-D
printing.
Another important healthcare development is, I think, gene therapy.
Judging from a news article I’ve read recently, it seems that this involves
[OLTVKPÄJH[PVUVMO\THU+5([V[YLH[KPZLHZL0[ZH`Z[OH[KPZLHZLZ
that can be treated include some cancers, hemophilia and Parkinson’s
disease. In recent years, I’ve heard that hundreds of millions of dollars

46
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Questions 1-5: Write a Sentence Based on a Picture
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Questions 1-5:
Write a Sentence Based on a Picture
（写真描写問題）の傾向と対策

■問題形式と解答時間

Questions 1-5: Write a Sentence Based on a Picture（写真描写問題、以
下 Questions 1-5）では、1 枚の写真が示され、その下に表示される 2 つの語句
を使って、写真の内容に合う文を 1 文書く問題が 5 問出題される。2 つの語句は
状況に応じて変形してかまわない。

8 分のあいだに写真を 5 枚見て、それぞれに 1 つずつ英文を書く。画面の「Next」
や「Back」のボタンを使って、画面を進めたり戻したりすることができる。

■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 1-5 は以下の 2 点について採点される。
・文法
・写真と文章の関連性
また、以下の 4 段階の採点ポイントで評価される。

写真描写問題
採点スケール

3

採点ポイント
以下の特徴を持つ 1 文で構成されている
・文法的誤りがない
・与えられた 2 つの語（句）を適切に使っている
・写真と関連する内容が記述されている

｜
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以下の特徴を持つ 1 文もしくは複数以上の文で構成されて
いる

2

・文の理解を妨げない程度の文法的誤りが 1 箇所以上ある
・与えられた 2 つの語（句）を使っている。ただし、1 つの
文中でなかったり、語形が正確でない
・写真と関連する内容が記述されている

1

以下の特徴のいずれかを示している
・文の理解を妨げる誤りがある
・与えられた 2 つの語（句）の片方、もしくは両方とも使っ
ていない
・写真と記述内容の関連性がない

0

無解答。英語以外の言語で書かれている。英文で使われる
ことのない記号が使用されている

TOEIC® Writing テスト
Questions 1-5 はこう解け！

Questions 1-5 の各問題を答えるにあたって、ぜひ次の 7 点を考えてほしい。
1
2
3
4
5
6
7

動作に対して、現在進行形を効果的に使う
動作がない「状態」を示す写真の場合は、〈There is [are]...〉や〈A
is [are] 前置詞＋場所〉構文が効果的
接続詞や慣用句を使って、複文を作る
広い意味を持つ一般的な語を効果的に使う
写真から状況を予測して文を作成することもできる
5 問の解答が終了したら、時間が許す限り 5 問をすべて見直す
この英文法、語法に注意せよ

では、実際に問題を解きながら、Questions 1-5 の攻略法を考えてみよう。
次のディレクションが表示される。

14
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Questions 1-5: Write a Sentence Based on a Picture

｜

Exercise
練習問題

Directions: In this part of the test, you will write ONE sentence
that is based on a picture. With each picture, you will be given
TWO words or phrases that you must use in your sentence. You
can change the forms of the words, and you can use the words in
any order. Your sentences will be scored on
・the appropriate use of grammar and
・the relevance of the sentence to the picture.
In this part, you can move to the next question by clicking on
Next. If you want to return to a previous question, click on Back.
You will have 8 minutes to complete this part of the test.
Example

Sample response
The man is writing in a notebook.

write / notebook
This screen will move forward automatically in 60 seconds.
この問題では、写真に基づく 1 つの文を作成します。各写真について、文中で使わなければなら
ない 2 つの単語または句（熟語）が提示されます。単語の形は変えてかまいません。また、これら
の単語はどのような順番で使ってもよいものとします。作成した文は、以下に基づいて採点されます。
・文法
・写真と文の関連性
Questions 1-5 においては画面上の「Next」や「Back」をクリックして、次の問題に進んだり、
前の解答を見直すことができます。解答時間は 5 問で 8 分間です。

｜
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男性はノートに書いている。
この画面は 60 秒後に自動的に変わります。

1. 動作に対して、現在進行形を効果的に使う

TOEIC L&R の Part 1 の写真問題がそうであるように、人物の動作もしくは
様子の描写については現在進行形が使われている。
この Questions 1-5 も同じようにそれを効果的に使って答えることが求めら
れる。
以下の写真はどう描写すべきか？

Question 1

bag / wear
［カラー写真は口絵 i ページ］

The man is wearing a bag.
その男性はバッグを持っている。

A man wearing a bag is walking down to the beach.
バッグを持った 1 人の男性が浜辺へ向かって歩いている。
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｜

人や動物が何かをしている、または物が移動している様子を示す写真を描写
するには、解答例 1 のように現在進行形を使うのが効果的だ。
与えられた単語は形や品詞を変更することができる。wear は解答例 1 では動
詞として使われているが、解答例 2 では a man をうしろから修飾する -ing 形
として使われている。

2 動作がない「状態」を示す写真の場合は、〈There is [are]...〉や〈A is
[are] 前置詞＋場所〉構文が効果的

Questions 1-5 の 5 枚の写真のうち、1 枚もしくは 2 枚は人物が写っていな
い写真が出てくることが多い。そこには何か目を引く「物」があるので、それ
を描写すればよいが、その場合は〈There is...〉や〈There are...〉, もしくは〈A

is 前置詞＋場所〉,〈A are 前置詞＋場所〉の構文で対応するのがよい。

Question 2

parasol / many
［カラー写真は口絵 i ページ］

There are so many parasols.
たくさんの傘がある。

Many parasols are in the garden.
たくさんの傘が庭にある。

｜
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この写真には人物の動作がなく、使わなければならない出題単語も parasol
（名詞）と many（形容詞）であり、動詞が含まれていない。このように動作が
ない「状態」を示す写真の場合は、解答例 1 のように〈There is [are]...〉の構文、
または解答例 2 のように〈A is [are] 前置詞＋場所〉の構文を使うのが効果的だ。
では、次の問題はどうだろうか？

Question 3

sit / across
［カラー写真は口絵 ii ページ］

The people are sitting across from each other.
この人たちは、互いに向かい合って座っている。

Two people sitting are across from each other.
座っている 2 人の人はたがいに向き合っている。

この問題では、sit across from each other の形で答えるのが効果的だ。
この問題は Question 1 で紹介した「現在進行形」に加えて、Question 2 で
示した〈A is [are] 前置詞＋場所〉の構文で対応すればいい。sit は解答例 1 で
は動詞として、解答例 2 では形容詞（後置修飾）として用いられている。
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接続詞や慣用句を使って、複文を作る

Questions 4-5 では、as, while, when, after, before, until といった接続詞
や in order to といった慣用句が提示され、それを使って複文を書かなければな
らないことが多い。
次の写真はどう描写すればよいか？

Question 4

wear / when
［カラー写真は口絵 ii ページ］

The man usually wears a mask when he saws something.
この男性は何かをのこぎりで切るときはいつもマスクをつける。

The man usually wears a mask when he works.
この男性は仕事をするときはいつもマスクをつける。

この問題では、when を使って複文を作成する必要がある。主語を同じ表現で
繰り返すと、やや単調で不自然な英語に思われてしまうかもしれないので、解答
例のように The man と he のように代名詞を使って言い換えるといいだろう。
あるいは主節の主語と一致する場合は、次のように従属節の主語と be 動詞
を省略することもできる。

｜
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While the woman is holding a book, she is talking on the phone.
➡ While holding a book, the woman is talking on the phone.
女性は本を持ちながら、電話で話している。

As people are walking down the street, they are carrying their luggage.
➡ As walking down the street, people are carrying their luggage.
人びとは通りを歩きながら、鞄を運んでいる

4

広い意味を持つ一般的な語を効果的に使う

TOEIC は ビ ジ ネ ス 英 語 の 試 験 で あ り、oﬃce worker だ け で な く、bluecollar の人たちの仕事の様子が Questions 1-5 などで示されることもある。
たとえば、上の写真のように、何か機械を使って作業している写真が出題さ
れることもある。
その場合、解答例 1 のように、saw（のこぎりで切る）という動詞を使えれ
ばより細かく描写ができるが、こうした動詞や、あるいは「電動のこぎり」を
示す power saw といった言い方が思いつかないのであれば、解答例 2 のよう
に work（働く）といった広い意味を持つ一般的な語で言い表わすこともできる。
このように、機械やオフィスで使う文房具の名前や動作の英語表現がわから

machine（機械）や document（書類）, check（チェッ
なくて戸惑ったときは、
クしている）といった単語で表現できるし、それでまったく問題ない。

5

写真から状況を予測して文を作成することもできる

TOEIC スピーキング・テストの Question 3: Describe a Picture（写真描写
問題）も同じだが、このライティング・テストの Questions 1-5 でも状況から
予測できることを表現してかまわない。そして、それをしないとなかなか適切
な答えにならないこともある。
次の問題を見てみよう。
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