
新式 TOEIC 解体新書～リスニング編～ 

 

 

 新式ＴＯＥＩＣ解体新書  

～ リスニング編 ～ 

 

 

ついに TOEIC がリニューアルされましたね！  

リスニングセクションの最もやっかいな変更点は、米国・英国・カナダ・オーストラリア

（ニュージーランドを含む）の発音が採用される点でしょう。各発音の出題の割合は２

５％ずつなのですが、これまで私たちの英語教育は、ほとんどアメリカ式の発音に基

づいたものでした。一般の英会話教材では、英国・カナダ・オーストラリア（ニュージー

ランド）式の発音に触れる機会はめったにありません。ふだんアメリカ式以外の発音

を聞き慣れていない人にとっては大きな不安要素ですよね。 

 

～その他、各セクションのおもな変更点～ 

 PartⅠ【写真描写問題】  ２０問→１０問に削減される。 

 PartⅢ【会話問題】  各会話に対する設問の数が１問ずつ→３問ずつになる。 

 ＰａｒｔⅣ【説明文問題】  各トークに対する設問の数が２～４問→３問ずつになる。 

 ＰａｒｔⅣ【説明文問題】  ２０問→３０問に増加する。 

 

これらの変更によって、全体的にはレベルアップしたと思います。 

とくにＰａｒｔⅢは、これまでひとつのポイントに絞って聞き取ればよかったのが一度に３
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つになるわけですから、かなりのスピードと集中力を要します。 

リスニングセクションはＰａｒｔⅠ～Ⅳの４つのパートから成っていますが、それぞれの

パートの特徴、Directions（各パートの最初に、問題に関する説明が流れます）の時間、

およその目標解答時間を記しておきます。 

 

■ リスニングセクション基本データ ■ ※赤字は変更点 

ＰａｒｔⅠ【写真描写問題】１０問 Directions：８０秒 解答時間：５秒 

各写真に関する４つの説明文を聞き、最も的確に写真を描写しているものを選ぶ。 

選択肢は問題用紙に書かれていない。載っているのは写真のみ。 

ＰａｒｔⅡ【応答問題】３０問 Directions：６０秒 解答時間：５秒 

質問に続いて３つの応答例が流れる。その中から最も的確な応答を選ぶ。 

質問・選択肢ともに問題用紙に書かれていない。すべて耳で聞き取って解答する。 

このパートのみ、選択肢の数は３つ。 

ＰａｒｔⅢ【会話問題】３０問 Directions：３０秒 解答時間：５秒 

２人の人物による会話が流れる。問題用紙にその会話に関する質問と選択肢が印

刷されているので、最も的確なものをひとつ選ぶ。質問は読み上げられる。 

ひとつの会話につき質問は３つで、選択肢は各質問に対して４つずつ。 

ＰａｒｔⅣ【説明文問題】３０問 Directions：３０秒 解答時間：５秒 

ひとりの人物によるアナウンスが流れる。問題用紙にそのトークに関する質問と選択

肢が印刷されているので、最も的確なものをひとつ選ぶ。質問は読み上げられる。 

ひとつのアナウンスにつき質問は３つで、選択肢は各質問に対して４つずつ。 

 

以上のデータより、多くの人にとってＰａｒｔⅠが最も点を取りやすいパートだと思います。

それなのに・・・Directions の時間がやたら長いと思いませんか？ 
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リスニングセクションではどういった問題が出るか、ＰａｒｔⅠはどのような問題かという

説明が流れたあと、ごていねいに「Example（例題）」の選択肢まで読み上げ、「この場

合、解答はＡなので、マークシートのＡをマークしてださい」と説明してくれます。 

逆に、多くの受験者にとって時間が不足しがちなＰａｒｔⅢとⅣ、ここの Directions は半

分以下の時間しかないんです！ 

 

ＰａｒｔⅢ、ＰａｒｔⅣでは、問題文が流れる前に選択肢に目を通しておくのは鉄則。 

そこで私は、ＰａｒｔⅠのDirectionsの時間を有効活用しています。そう、ＰａｒｔⅢとⅣの

設問にざっと目を通しておくんです。このとき、なにも選択肢を覚えようとする必要は

ありません。１度ながめておくだけでかなり効果があります。 

慣れてくれば、ＰａｒｔⅡの Directions の時間も使えます。ＰａｒｔⅠもＰａｒｔⅡも選択肢が

印刷されていないので、先に目を通しておく必要がないからです。 

時間有効利用のこの技、一度ＴＯＥＩＣの模擬問題集などで試してタイミングをつかん

でみてくださいね。“Now, let us begin Part 1 with question number 1.（では、パート１

の問題１を始めましょう）”が聞こえたら急いでＰａｒｔⅠに戻ってきましょう！ 

 

■ リスニング試験中の注意点 

最近とくに厳しくなっているように感じるのですが、ＴＯＥＩＣでは、問題用紙への書き込

みを一切認めていません。もちろん、リスニング問題でもそうです。 

・・・これってかなりきついと思いませんか？ 

時間が足りなくなってくるリスニング問題では、選択肢に○だけつけておいて、次の問

題の選択肢に目を通したくなるのですが、その程度の書きこみすら許されていませ

ん。 

そこで私は、マークシートに直接しるしをつけるようにしています。 
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私はこれまでに何度も TOEIC を受験し、スコアも今では満点なのですが、それでもＰａ

ｒｔⅢ、ＰａｒｔⅣはあまり余裕がありません（^_^;） 

余裕のないときはマークシートに軽く点だけつけておき、リスニングセクション終了とと

もにグリグリと塗りつぶしています。 

くり返しますが、問題文が流れる前に選択肢に目を通しておくのは鉄則です！ 

問題に置いていかれるのではなく、先回りするくらいのペースで進めてくださいね。 

次に、各パートの傾向と攻略法をご紹介します。 

問題数の増減によって全体的なレベルは上がりましたが、ひっかけ問題、狙われや

すいポイントといったTOEICのクセは、旧式からそのまま引き継がれているようです。 

 

■各パートの傾向と対策 

≪ＰａｒｔⅠ：写真描写問題≫ 

● 人物写真 

＊ 「何をしているか」「何を身につけているか」「何を持っているか」「周りに何が

あるか」に注目！ 

＊ 「動作」と「状態」の違いに注意。 

（例１） 写真に帽子をかぶっている女性が写っていたら・・・“She is putting on her 

hat.”ではなく“She is wearing her hat.”が正解です。put on も wear も

「（衣服などを）身につける」という意味なのですが、進行形になるとそれぞ

れ「身につけようとしている（動作）」「身につけている（状態）」という意味に

なります。つまり、衣服や帽子を身につけている（状態の）人物の写真に

対して、putting on と言っていたら間違いです。 

（例２） 会議室にて、机を取り囲んで議論している様子の人々が写っていたら・・・
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“They’re taking their seats for a meeting.（彼らは会議のために席に着こ

うとしている）”は間違いです。 

 

● 風景写真 

＊ 「どんな目立つ物が写っているか」「どのような場所か」「天気はどうか」「物と

物（人物と物）の位置関係はどうか」「物（人物）の向き、動き」に注目！ 

＊ 「現在進行形」か「状態」か？ 

（例１） “The car is being parked in front of the building.（＝車が止められている

最中）”と“The car is parked in front of the building.（＝すでに車が止めら

れている）”の違いに注意しましょう！ 

（例２） きちんと片付いた、誰もいない部屋の写真だったら・・・“The room is being 

cleaned.（部屋の掃除が今行われている）”は間違いです。 

＊ 写真に写っていない物が出てくる選択肢は排除しましょう。 

 

● 共通 

＊ 似た音を持つ単語の混同に注意！ grass（草）と glass（ガラス）、bag（バッグ）

と back（うしろ、背中）、work（働く）と walk（歩く）、など、似た音を持つ単語を使

用したひっかけ問題に注意しましょう。 

＊ １００％確実であると言い切れないものは避けること！ 「会議がもうすぐ始ま

ろうとしている」「人々は食事を終えようとしている」「男性は契約書に目を通し

ている」など、写真からだけでは断定できない選択肢は排除しましょう。 

＊ 主語の単複（単数か複数か）に注意！ たとえば、ベンチに座っているのは一

人なのに、“People are sitting on a bench.”となっていたら間違いです。 
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≪ＰａｒｔⅡ：応答問題≫ 

● 質問文中に登場した単語、あるいは発音がよく似た単語が出てくる選択肢は間違

いです！ 

＊ 質問文中の単語がそのまま選択肢中に使われるというのは、問題として簡単

すぎるのでまずありえません。ほぼ１００％ひっかけなので排除しましょう。ま

た、質問文中の単語とよく似た発音の単語もよくひっかけとして使われます。

注意してくださいね。 

（例１） Could you give me a hand with this project? 

 （このプロジェクトを手伝っていただけませんか？） 

(A) Sure, what can I do for you? （もちろんです、何をしましょうか？） 

(B) My left hand is injured. （左手をけがしています） 

(C) This projector costs 30 dollars. （このプロジェクターは３０ドルです） 

正解は(A)で、(B)と(C)はひっかけです。 

  （例２） Have you booked a hotel room?  

（ホテルの予約はしましたか？） 

(A) I’ve already ordered the books. （すでにその本を注文しました） 

(B) No, I couldn’t find good one. （いいえ、いいところが見つからなくて） 

(C) I’ll go to the hotel by bus. （ホテルへはバスで行くつもりです） 

正解は(B)で、(A)と(C)はひっかけです。動詞の book（予約する）という単語は

イギリスでよく使われる単語です。ぜひ覚えておいてください。 

 

⇒ 質問文の意味が理解できなかったときは、同じ単語、あるいは同じに聞こえる 

単語が含まれている選択肢は排除すると正答率が上がります。 
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● ＷＨ疑問文（What, Who, Where, Which, Why, Whose, When, How, How many, How 

much）で始まる疑問文の答えに Yes/No はきません！ 問われているのは「場

所」か「時間」か「数量」か「人物」か？ 最初の疑問詞を聞き逃さないように注意し

てくださいね。 

● 「決まり文句」「あいまいな返事」は正解であることが多いです。 

＊ That’s a good idea.（それはいい考えですね） 

＊ That sounds great!（それはいいね！） 

＊ I’m not sure.（確信がもてないな） 

＊ It depends.（時と場合による） 

＊ Not really.（そうでもないよ） 

＊ Of course.（もちろん） 

＊ Not at all.（まったく～ない） 

＊ I’m sorry to hear that.（それは残念ですね） 

 …などなど。 

● 付加疑問文に対する答えは Yes/No で！ “～, isn’t it?”“～, don’t you?”といっ

た同意や確認を求める文に対しては Yes/No で答えるのが普通です。 

● 助動詞、時制の一致に注意！ 

＊ “Are you going to attend today’s meeting?”という質問に対して“No, I didn’t.”

“Yes, I attended the meeting.”“Yes, I do.”などは間違い。 

● 疑問文 Why～？に“Because～.”はひっかけ！ 

＊ これも、あまりに簡単すぎるため、ＴＯＥＩＣではひっかけに使われやすいです。

たとえば、“Why can’t you come tonight?（どうして今夜来られないの？）”と聞

かれた場合、“Sorry, I have work to do.（ごめん、仕事があるんだ）”といった、

会話として自然な文が答えになることがほとんどです。 
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≪ＰａｒｔⅢ：会話問題≫ 

● しつこいようですが、必ず問題文が流れる前に選択肢に目を通すようにしましょう。

問題に置いていかれるのではなく、常に「先回り」する感覚で臨んでください。 

＊ ＰａｒｔⅠのDirectionsの時間も有効利用すると、時間的に楽になります。 

＊ ＰａｒｔⅢの Directions が始まったら、即、はじめの３つの設問に目を通す→聞

き取るべきポイントを把握する。 

聞かれているのは【会話が行われている場所】か？  

【会話をしている人物の職業】か？ 

【会話のテーマ、トピック】か？ 

【話し手たちの行動に関する理由】か？ 

【話し手たちの次の行動、予定】か？ 

【話し手の意見、感情】か？ 

→その部分にフォーカスして聞き取る！！ 

＊ わからない問題に時間をかけないこと。 

適当にマークしてさっさと次の設問に移りましょう！  

３問すべて解く自信のない方は、３つのうちのどれか１つか２つにしぼり、 

そこを確実に聞き取るようにするとよいでしょう。全問解くことより、解ける問題 

をひとつでも多く、確実に解くように心がけてください。 

＊ 【話し手たちの次の行動、予定】では、話の流れ、展開をしっかり追うことが大

切です。たとえば、次のような問題では注意が必要です。 

A: Is it possible to postpone today’s meeting until Monday afternoon? 

B: I’m afraid all meeting rooms are booked on that day. 

How about Tuesday afternoon or Wednesday morning? 
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A: Well, I’ll be on a business trip from Tuesday.   

OK, I’ll try to make it today then. 

問題： When will the meeting be held? 

(A) Today. 

(B) Monday afternoon. 

(C) Tuesday afternoon. 

(D) Wednesday morning. 

このように状況が二転三転する場合、最後まで油断しないように！  

「今日の会議を月曜の午後にしてもらえませんか？」「あいにく月曜日は会議

室が満室です。火曜の午後か水曜の午前はいかがですか？」「火曜日から

は出張なんです。わかりました、なんとか今日都合をつけます」 

・・・結局、会議は予定通り今日行われるということになりますね。 

(A)が正解です。 

 

≪ＰａｒｔⅣ：説明文問題≫ 

● ＰａｒｔⅢと同じく、問題文が流れる前に選択肢に目を通しましょう。 

＊ ＰａｒｔⅠのDirectionsの時間も有効利用すると、時間的に楽になります。 

＊ Directions が始まったら、即、初めの３個の設問に目を通す→聞き取るべきポ

イントを把握する→その部分にフォーカスして聞き取る！！ 

● 出題はほぼ問題文の順番どおり。 

＊ １つ目の設問は、アナウンスの冒頭に答えがあることが多いので、絶対に聞

き逃さないように！ 

＊ アナウンス中に登場した単語、フレーズがそのまま出てくる選択肢はひっか

けであることが多いです。 
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● アナウンスの題材は、主に広告、ラジオ番組、天気予報、スピーチなど。 

 

最後に、ＰａｒｔⅢとⅣで問われるポイント、質問文をチェックしておきましょう。 

★ＰａｒｔⅢ： 問われるポイントＢＥＳＴ５！ 

第１位： 話し手の次の予定、行動・・・（18.3%） 

（例） What does the man plan to do? 

 「男性は何をする予定ですか？」 

     What is the man planning to do next week?  

「男性は来週何をする予定ですか？」 

     What will the woman do first? 

    「女性はまず何をするでしょうか？」 

     Where will the man probably stay? 

    「男性はどこに滞在すると考えられますか？」 

第２位： 話し手の職業・・・（13.3%） 

（例） What is the man’s occupation? 

 「男性の職業は何ですか？」 

 What type of business does the man have? 

 「男性はどんな仕事をしていますか？」 

What type of company do the speakers most likely to work for? 

「話し手たちはどのような会社で働いていると考えられますか？」 

Where does the woman probably work? 

「女性はどこで働いていると考えられますか？」 

第３位： 会話のテーマ・・・（11.7%） 

（例） What are the speakers discussing? 
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 「話し手たちは何について話し合っていますか？」 

 What are the man and woman talking about? 

 「男性と女性は何について話していますか？」 

第４位： 何が起こったか・・・（10.0%） 

（例） What happened to the man? 

 「男性に何が起こりましたか？」 

 What is the problem? 

 「問題は何ですか？」 

第５位： 会話の目的・・・（8.3%） 

（例） What is the purpose of the woman’s call? 

 「女性の電話の目的は何ですか？」 

 Why does the woman call the man? 

 「女性はなぜ男性に電話をしていますか？」 

What does the man ask the woman to do? 

「男性は女性に何をしてくれと頼んでいますか？」 

 

★ＰａｒｔⅣ： 問われるポイントＢＥＳＴ１０！ 

第１位： トピックに関する詳細・・・（40.0%） 

（例） What does the speaker say about the dessert? 

 「話し手はデザートについてはどう言っていますか？」 

 Who will provide advice on investments? 

 「投資に関してアドバイスをするのは誰ですか？」 

What special offer are the ticket holders given? 

「チケット所有者にはどのような優待がありますか？」 
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How has the service the company provides changed? 

「会社の提供するサービスはどのように変わりましたか？」 

第２位： 話し手の次の行動、予定・・・（16.7%） 

（例） What will happen next? 

 「次に何が起こりますか？」 

 What will the speaker do next? 

 「話し手は次に何をしますか？」 

When will the change take place? 

「変更はいつ行われますか？」 

When will the program be broadcast? 

「そのプログラムの放送はいつ行われますか？」 

第３位： 聞き手は誰か・・・（8.3%） 

（例） Who is being addressed? 

 「誰に向かって話していますか？（誰が話しかけられていますか？）」 

 Who is the intended audience for this talk? 

 「この話は誰を対象に行われているでしょうか？」 

Who is the speaker probably addressing? 

「話し手は誰に向かって話していると考えられますか？」 

第３位： 話し手の職業・・・（8.3%） 

（例） Who is the speaker? 

 「話し手は誰ですか？（何をしている人ですか？）」 

 Who is the woman’s current position? 

 「女性の現在の仕事は何ですか？」 

Who is Marc? 「マークとは誰ですか？（何をしている人ですか？）」 
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第３位： トークやアナウンスの目的・・・（8.3%） 

（例） What is the purpose of the speech? 

 「スピーチの目的は何ですか？」 

 What is the main purpose of the talk? 

 「このトークの主な目的は何ですか？」 

 

以上が新式 TOEIC リスニングセクションの分析結果です！ いかがでしたか？  

新式TOEICでハイスコアをとるためには、小手先のテクニックだけに頼るのではなく、

本物の実力をつけることが大切です。TOEICに特化した勉強ばかりするのもどうかと

思いますが、職場や学校でTOEICスコアが必要な方は、ぜひ効率よく、傾向やポイン

トをおさえながら過去問や模擬問題集を解いてみてくださいね！ 

 

なお、より詳しいパート別攻略法（リーディングセクションを含む）は、新 TOEIC 対策講

座－3 ヶ国音声付メールセミナー【TOEIC 英文法 30 日間集中プログラム！】でご紹介

しています。また、メンバー限定メルマガでは TOEIC 頻出ボキャブラリーも随時配信

中！ 早くご参加いただいた方がより得をするしくみになっていますので、ご興味のあ

る方はぜひ案内をご覧ください。 

30 日間、アメリカ人・イギリス人・オーストラリア人の音声＆日本語解説音声が毎日届

く、とってもお得なセミナーです。 

http://www.romyscafe.com/toeic-top/
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新式 TOEIC 解体新書～リスニング編～ 

最後に、このレポートは、TOEICのテスト制作機関であるＥＴＳの『TOEICテスト新公式

問題集』 http://tinyurl.com/lvk44 に基づいて制作しました。 

新TOEICテストの説明及びこれまでのTOEICテストとの相違点、新テストの問題形式

に沿った TOEIC 練習テストが 2 回分（400 問）収録されています。TOEIC を受験される

前にぜひ入手し、実際に解いてみてくださいね。 

 

Practice makes perfect.  

Good luck! 

 

このレポートを読んでくださった全ての方が、実力を出し切りハイスコアを取れるよう、

陰ながら応援しています。 

 

 

Romy’s English Cafe ＊ http://www.romyscafe.com/

メール ＊ romy@romyscafe.com 

どんなささいなことでもかまいません。ご意見、ご感想大歓迎です！ 

 

メルマガ大賞 2006 語学部門第一位受賞！ 

『同僚と差がつく！毎朝 10 秒のビジネス英語習慣』 

平日朝６時に、厳選ビジネスフレーズ２センテンスと、 

私の日記や最新英語エピソードをお届けしています♪ 

登録は無料ですので、ぜひお試しください☆ 

http://www.mag2.com/m/0000142753.html
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