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● この問題集は以下のアイテムで構成されています。

……アメリカ

……イギリス

TOEIC®テスト 新・最強トリプル模試 2 改訂新版

本書の構成と使い方

● 問題編の冊子には、それぞれ TOEICテスト1回分の模擬試験が収録されています。
リスニング・セクションの音声は対応するCDに収録されています。

……カナダ

……オーストラリア

問題編（第 1回～第 3回） 3冊

解答・解説編 1冊

CD（Disc 1～ 3） 3枚

● 解答・解説編のリスニング・セクションのトランスクリプションには、アメリカ、

イギリス、カナダ、オーストラリアの発音の区別をアイコンで示してあります。

● Answer Sheet（解答用紙）は、各問題冊子の巻末に 3枚ずつ付いています。切り
取ってお使いください。

● 解答・解説編の巻末には、各模擬試験の成績から本番でのスコアを予想できる換

算表が掲載されています。学習進度の確認にご利用ください。

Time Management Scaleの使い方

問題冊子のリーディングセクションには、見開きごとに目標解答時間を示しまし

た。右ページ下部には、実際にかかった時間を書き込む欄が設けられています。

時間配分感覚を磨くためにご活用ください。

リーディング・セクション解答開始時点からの目標タイム（その見開き
の問題を解き終えるまでの時間）を表しています。
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き終えたあとで、鉛筆が止まっている、つまり正解だと思われる選択肢を塗りつぶし

ます。

写真に写っているすべてのものに注意を払います。中心に写っているものが正解にな

る選択肢のテーマだとは限りません。細部の情報まで逐一チェックするようにしてく

ださい。

workingとwalkingなどのように、発音が似ている単語に惑わされないように注意し
てください。

Part 2 応答問題 【30問】

Whyで始まる疑問文にはBecause ...と答えるといった、英会話のテキストなどに
ある形式的な形での出題は少ないことに注意します。

文の「形」によらず、その文の本当のメッセージを聞き取ります。例えば、Wasn’t
that a good movie?という問いは否定の形をしていますが、否定的な意味ではあり
ません。この文のメッセージは、I thought that was a good movie. What did
you think?です。このような質問の場合は、その映画についての感想が正しい応答に
なります。

Who、What、When、Whereなどの疑問詞で始まる問いかけも多いので、問いか
けの最初の語を注意をして聞き取り、1つひとつの選択肢が聞かれていることに答え
を出しているか、あるいは、応答として自然であるかを意識します。

問いかけまたは発言に対する応答として最も適切なものを、読み上げられる(A)
～(C)の選択肢の中から 1つ選びます。

ESSENCE式攻略法

Part 3 会話問題 【30問】

会話を聞き、問題用紙に印刷されている設問と(A)～(D)の選択肢を読んで、答え
を選びます。会話はA→B→A→Bというパターンがほとんどですが、一部A
→B→Aのパターンもあります。設問は会話 1つにつき 3問あり、放送でも読
み上げられます。

ESSENCE式攻略法

3つの設問のうち 1つは全体の内容をつかむ問題なので、会話の流れをしっかりと把
握します。

TOEIC®テスト パート別攻略法
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Part 1 写真描写問題【10問】

(A)から(D)までのすべての選択肢を聞き終わってから答えを選ぶのではなく、1つの
選択肢を聞いたら、その都度、正誤を判断していきます。英語では、これを Instant
Choice Methodと言います。

流れてくる音声にあわせて、解答用紙にある選択肢を順に鉛筆でたどっていき、正解

だと思う選択肢が出てきたら、そこで鉛筆を止めます。そして、すべての選択肢を聞

読み上げられる (A)～(D)の説明の中から、写真の内容を最も適切に表現してい
るものを 1つ選びます。

ESSENCE式攻略法

リスニング・セクションの問題構成は以下の通りです。

リスニング・セクション

ESSENCE 式

TOEIC®テスト パート別攻略法

リスニング・セクションでは、1つの問題が終わったら、すぐに気持ちを切り
替えて、次の問題に臨む姿勢が大切です。たとえ解答に迷っても気にしないでく

ださい。迷っていつまでも考えていると、あとに続く問題に意識が行かず、落ち

着いて聞けばわかるはずの設問にも答えられなくなってしまいます。リスニン

グ・セクションは全部で 100問ありますので、その迷った 1問が仮に不正解だ
ったとしても、大勢に影響はありません。深追いしないで、1問ずつ冷静に解い
ていきましょう。

Part 1 写真問題 10問

Part 2 応答問題 30問

Part 3 会話問題 30問

Part 4 説明文問題 30問
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Part 1第1回 解答と解説

(A) 彼らは砂の上に横たわっている。

(B) 彼らは水辺のほうを見ている。

(C) 彼らは小川で釣りをしている。

(D) 彼らは鳥を追いかけている。

(A) 彼はオートバイを運転している。

(B) 彼は自転車で角を通りすぎている。

(C) 彼はトラックの後ろに駐車しているとこ

ろだ。

(D) 彼は自転車を組み立てている。

(A) 荷車は積荷を降ろしているところだ。

(B) 箱が荷車に積まれているところだ。

(C) 車が放置されている。

(D) 車は給油のため停車している。

(A) 彼らはらせん状の構造物で遊んでいる。

(B) 彼らは円筒の中に隠れている。

(C) 彼らはボールを投げ合っている。

(D) 彼らは遊具を設置している。

2. (A) They’re lying on the sand.

(B) They’re looking toward the water.

(C) They’re fishing in the stream.

(D) They’re chasing some birds.

3. (A) He’s driving a motorcycle.

(B) He’s riding a bike past the corner.

(C) He’s parking behind a truck.

(D) He’s assembling a bicycle.

4. (A) The cart is dumping its cargo.

(B) Boxes are being loaded onto the cart.

(C) The vehicle has been left unattended.

(D) The car is stopping for fuel.

5. (A) They’re playing on a spiral-shaped structure.

(B) They’re hiding in the cylinder.

(C) They’re throwing a ball back and forth.

(D) They’re installing playground equipment.

1. (A) People are sitting in a horse-drawn carriage.

(B) The man is riding a horse.

(C) A horse is pushing a wagon.

(D) Some people are feeding a horse.

正解 (A) 【正答率】82.7%

□ horse-drawn carriage「馬車、四輪馬車」
□ push「～を押す」（⇔ pull「～を引く」）
□wagon「荷馬車、台車」
□ feed「～に餌を与える」

トランスクリプション CD1-02⇒06 トランスクリプションの訳 正解とポイント

(A) 人々は馬車に座っている。

(B) 男性が馬に乗っている。

(C) 馬が荷馬車を押している。

(D) 馬に餌を与えている人たちがいる。

正解 (B) 【正答率】91.8%

□ lie「横たわる」（活用は lay–lain、現在分詞は
lying）

□ toward ...「…のほうを向いて」
□ fish「釣りをする」
□ stream「小川」
□ chase「～を追う」

正解 (B) 【正答率】72.5%

□motorcycle「オートバイ、単車」
□ past ...「…を過ぎて」
□ park「駐車する」
□ assemble「（機械などの部品）を組み立てる」

正解 (C) 【正答率】41.7%

□ dump「～をどさっと降ろす、捨てる」
□ cargo「積荷」
□ load「～を積む」
□ vehicle「乗り物、車」
□ unattended「持ち主がそばにいない」
□ fuel「燃料、ガソリン」

正解 (A) 【正答率】79.0%

□ spiral-shaped「らせん形の、らせん状の」
□ structure「構造物、建造物」
□ cylinder「円筒、円柱」
□ back and forth「往復して」
□ install「～を設置する」
□ equipment「道具、設備」
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