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1週間でTOEIC 600点突破！
ニラサキ・メソッド

Part 1は何パターン？
• Part 2は何パターン？
• Part 3は何パターン？
• Part 4でまず最初にやるべきことは？
• Part 4で流される4つのトークに注⽬！

• Part 5でよく聞かれる品詞は？
• Part 5の問題、他のパートに活⽤できる？
• Part 6のリーディングで意識すべき「図形」

とは？
• Part 6はどのパートと似てる？
• Part 7の攻略にはPart?とPart?
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01 リスニング編

02 リーディング編



01 TOEICの構成

<Listening> <Reading>

Part 1 写真描写
Part 2 応答問題
Part 3 会話問題
Part 4 説明⽂問題

Part 5 短⽂⽳埋め問題
Part 6 ⻑⽂⽳埋め問題
Part 7 ⻑⽂読解問題

TOEICはリスニングセクションが4パート、リーディン
グセクションが3パートの計7パートから構成されてい
ます。

それぞれのパートには決まったパターンが存在していま
すので、それにあったテクニックを習得し、600点突破
を図りましょう。



Day 1 Part 1 写真描写

このパートの問題は、写真の描写に関して、最
も適したものを4つの選択肢の中から選ぶとい
うものです

出題傾向は、⼤きく分けてたったの3パターン
しか存在しません

その3パターンとは、1. ⼈、2. 物、3. ⾵景です

それでは、それぞれのパターンの聞き取りのポ
イントを⾒ていきましょう



1. ⼈のパターン

⼈が写っているパターンの場合、注⽬すべきは
次の3点です。

何をしているか（動作）

何を持って（⾝に付けて）いるか（持ち物）

「〜している」（現在進⾏形）

The man is looking out of the windows.
男性は窓の外を⾒ている。=> 動作

The woman is wearing a scarf.
⼥性はスカーフを⾝に付けている。=>持ち物
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次のような選択肢が正解になる傾向があります。

ex

ex

得点UP！
主語とbe動詞はどの選択肢も同じことが多いの
で、そのあとに来る動詞と⽬的語などに注意し
ましょう



2. 物のパターン

物が中⼼的に写っているパターンの場合、注⽬
すべきは次の3点です。

どういう様⼦か（状態）

どこにあるか（位置関係）

前置詞 (at, in, in front of, behind, above, under. . .)

The table in the room is prepared for lunch.

部屋にあるテーブルは昼⾷の⽤意ができている。
=>状態
The desk is placed next to the wall.

机が壁の隣に置かれている。=>位置関係、
前置詞
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次のような選択肢が正解になる傾向があります。

ex

ex

得点UP！
受動態の現在進⾏形（be+being+過去分詞）は

聞き取りが少し難しいので要注意！

ex. The window is being cleaned. 窓が掃除され

ている。

=>beingは無視しても意味は同じ！



3. ⾵景

このパターンでよく問われるのは、以下の3つ
の点です。

全体の情景

状態

場所

Some dogs are running in the park.
⽝が数匹、公園で⾛っている。=> 全体の情景

Cars are parked along the street.
⾞が通りに沿って駐⾞されている。=>状態

People are eating outside the café.
⼈々はカフェの外で⾷事をしている。=>場所
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次のような英⽂が正解になります。

ex

ex

得点UP！
⼈物が複数写っている時は、共通した動作か、
⽬⽴つ⼈物の⾏動に注⽬！

ex



Day 2 Part 2 応答問題

こちらのパートは流れされる英⽂に対して、最
も適切な受け答えをしている英⽂を3つの中か
ら選ぶという問題です

⼤きく分けて5つのパターンが存在します

Wh-/ How Question
Yes/No Question
選択疑問⽂
付加疑問⽂
平叙⽂

それでは、それぞれのパターンの聞き取りのポ
イントを⾒ていきましょう
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1. Wh-/ How Question

このパターンでは、what, when, which, who, 
where, howで始まる疑問⽂が流されます。

What time does the first train leave for New 
York? 

(ニューヨーク⾏きの電⾞は何時に出ます
か？）

Yes, it is.

At 5:00.

No, it leaves for Chicago.

A

Q

得点UP！
今回の例題のように、whatで聞きながら、実際
には時間（whenに相当）を答えさせるような、
斜めのキャッチボールには要注意！

How about going to see a film tomorrow?
By train.

On foot.
Sounds good!

*How about~?「〜してはどうですか」
Howで尋ねてはいるが、⼿段を聞いているわけ
ではなく、提案をしている。Sounds Good!「よ
さそうですね」などが答えになりやすい。

B

C

A B At 5:00.

Q

A
B
C

A C Sounds good!



2. Yes/No Question

YesもしくはNoで答えられる、Do you ~?やIs 
this ~?の疑問⽂が使われます。

Do you like eating out?
(外⾷は好きですか？）

Yes, it is.
Iʼd like chicken.
I sure do!

A

Q

得点UP！
このパターンでもまた、Yes/Noで答えさせるよ
うな質問⽂が出されながら、答えはYes/No以外
のものになるという、斜めのキャッチボールが
よく出ます！

Can I pay by credit card?
Yes, I am.
He paid it.
Sorry, we only accept cash.

Q. は「クレジットカードで⽀払えますか？」と
聞いていますが、Yes/Noではない「すみません、
現⾦でしかお⽀払いいただけません」が正解と
なります。

B

C

A C I sure do!（もちろん！）

Q

A
B
C

A C Sorry, we only accept cash.



3. 選択疑問⽂

AかBかを答えさせる問題です。このパターン

で特に注意しなければならないのは、疑問⽂
に対して疑問⽂で答えることが正解になるこ

とがあるということです。

Do you want to stay here or leave now?

(ここにいたいですか、それともいま出発した

いですか？）

Just three hours.

Shall we get going?

Yes, I do.

A

Q

得点UP！
Shall we ~?から始まる選択肢は正解になること

が多く、と同時に、こういった問題で正答率が

ガクッと低くなる傾向もあるので、取りこぼし

のないように気をつけていきましょう。

B

C

A B Shall we get going?（出発しましょうか）



4. 付加疑問⽂

念を押すための表現が付加疑問⽂です。~, isn't 
it? や ~, aren't you?といったものです。

最後の念押しのところは無視すればよいので、
特に難しく考える必要はありません！

The movie was great, wasnʼt it?

(映画は素晴らしかったですよね。）

No, I didnʼt. Did you?

I love movies.

Yes, it was fantastic.

A

Q

得点UP！
このパターンの出題頻度はあまり⾼くないので、
他の疑問⽂の対策をしておいたほうが有益です。
出た時でも、最後の部分は気にしなければ正解
を選べる確率は⾼くなります！

B

C

A C Yes, it was fantastic.
（はい、素晴らしかったです）



5. 平叙⽂

• 「〜は…する」といった⼀般的な⽂を平叙⽂と
⾔います。つまり、S+Vの形で質問され、それ
に対して最適の答え⽅を選ぶというものです。

I need to finish this homework today.
(この宿題を今⽇中に終わらせなければならな
い）

Can I help you?
I love it.
Did you finish it?

A

Q

得点UP！
頻出度でいうと、このタイプの問題はあまり出さ
れないのですが、⼤きく得点に差が⽣まれやすい
ところでもあります。確実に600点越えを⽬指す
のであれば、少なくとも知識として仕⼊れておく
必要があるでしょう。

B

C

A A Can I help you?
（⼿伝おうか。）



Day 3 Part 3 会話問題

試験中、このパートに到達したら、まず最初に
しなければならないのは問題⽂の先読みです

時間的に余裕があれば選択肢まで、そこまでの
余裕がなくとも最低限質問⽂だけでも読んでお
きましょう

問題⽂を先読みする理由は、どのパターンに当
てはまる問題が出題されるのかを知り、どのテ
クニックを駆使すべきかを理解するためです。

質問には4つのパターンが存在します

マクロ問題
ミクロ問題
意図問題
図表問題
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1. マクロ問題

この種の問題では、会話の全体に関わる質問が
流されます
次のような質問が出題されますので、押さえて
おきましょう

Who most likely is the man?  
男性は誰だと思われますか？=> 話し⼿の職業

Where are the man and woman?  
男性と⼥性はどこにいますか？=>会話の場所

What are the man and woman discussing?
男性と⼥性は何について話し合っていますか？
=> トピック

3

1

2

次のような英⽂が流される傾向があります。

ex

ex

ex

話し⼿の職業

会話の交わされている場所

トピック



2. ミクロ問題

このパターンでは、次のような質問が出題され
ますので、押さえておきましょう「問題点」
「原因」「要求」「解決策の提案」が問われま
す。

What problem does the woman have?  
⼥性はどのような問題を抱えていますか？
=> 問題点
What change does the man request?  
男性はどのような変更を求めていますか？
=>要求
What option does the woman suggest?
⼥性はどのような選択肢を提案していますか？
=> 解決策の提案
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次のような英⽂が流される傾向があります。

ex

ex

ex

問題点

原因

要求

解決策の提案4



3. 意図問題

この問題では、会話の⼀⽂が抜き出され、話し
⼿がどうしてそのような発⾔をしたのかという
意図が問われます
会話の⽂脈の理解が問われる問題です。

Look at the map. Which way will the 
woman take?
図を⾒てください。⼥性はどの道を選びま
すか？
=> 地図の問題

この問題では会話を聞きながら、図や表の内容
を理解することが求められます
それほど難しい問題ではないので、この段階で
はあまり意識しなくてもよいでしょう

ex

What does the speaker mean when 
she says, "Please give a call back next 
morning"?
（話し⼿の「明⽇の朝、電話をかけ直し
てもらえませんか」というのはどういう
意味ですか？）

ex

4. 図表問題



Day 4 
Part 4 説明⽂（トーク）問題

このパートでは、30秒〜1分程度、ある事柄に
関する説明⽂（トーク）が流されます

膨⼤な量の情報を英語で理解するというのは、
⼤変難しい作業になります

正答率を上げるため、このパートで意識すべき
ことは、 1. 問題⽂の先読みと2.トークの種類を
理解することです



1. 問題⽂の先読み

このパートでもまず最初にしなければならない
のは、問題⽂の先読みです
このパートで流される代表的な問題は、次のよ
うなものです

3

1

2

Where would this message most likely 
be heard?  
このメッセージはどこで聞くことになり
ますか？

What does the speaker ask the 
listeners to do?
話し⼿は聞いている⼈に、何をするよう
求めていますか？

What will the speaker most likely do 
next?
話し⼿は次に何をすると考えられます
か？



1. 問題⽂の先読み（続き）

先ほどの代表的な問題⽂は、テクニックで解く
ことができます

3

1

2

トークの英⽂は、上のような逆三⾓形で構成さ
れています

Where would this message most likely 
be heard?  =>トークの最初の部分
What does the speaker ask the listeners 
to do? => トークの中ほど
What will the speaker most likely do 
next? => トークの⼀番最後

トーク
始め↓

終わり

重要度
⾼

低

得点UP！
はテーマに関わることなので、重要度「⾼」

=> 逆三⾓形の上のところ
は詳細なピンポイントの情報

=> 中盤。Part 3のミクロ問題に相当！
はdo next問題と⾔われるもの

=> 答えはほぼ必ず最後に出てくる！

1

2

3



2. トークの種類

このパートでよく出題されるのは次の種類のも
のです
それぞれの構造と使われるフレーズは⼤体決
まっているので、理解しておきましょう

3

1

2

電話応答メッセージ

アナウンス

告知（お知らせ）

CM（広告）4



1. 電話応答メッセージ

このパターンでよく流される英⽂は、次の通り
です

Hello. You have reached X Travel. We are 
sorry to let you know that we will be closed for 
the next week. We will reopen in March. 
Thank you for calling.

こんにちは。おかけになっているのはX Travel
社です。残念ながら、当社は来週お休みいたし
ます。3⽉から再オープンとなります。お電話
をくださり、ありがとうございました

得点UP！
You have reached「おかけになったのは」と
いう表現だけで、この英⽂が電話応答メッセー
ジだということがわかります

仮にQ. Where would this message most 
likely be heard? 「このメッセージはどこで聞
くことになりますか？」という質問が出てきた
ら、On telephone.「電話で」という選択肢を
すぐに選ぶことができます

最後のThank you for calling「お電話をくださ
り、ありがとうございました」という表現も、
この理解を助けるダメ押しになっています



2. アナウンス

アナウンスの典型例は次のようなものです。

This is an announcement to all employees. 
The electricity bill has been increasing. Let's 
turn off machines when unnecessary. Thank 
you for your understanding.

全従業員にお伝えいたします。電気代が増加し
ております。不要なときには、機器の電源を
切っておきましょう。ご理解いただき、ありが
とうございます。

得点UP！
アナウンスの場合、This is an announcement 
to ~「〜（ひと）にお伝えいたします」という
表現が最初に来ることが多いです。

最後にはサンドイッチする形で、Thank you 
for your understanding.「ご理解いただき、あ
りがとうございます」となる傾向があります

ほかにも、Attention, please.「お知らせいた
します」という表現で始められることもありま
す



3. 告知（お知らせ）

告知（お知らせ）では次のような英⽂が流され
ます。

Notice to Staff: A new job has opened in our 

company's accounting department. For more 
info, call at extension 0000.

スタッフにお知らせです。経理部にて新たに球

児が出ています。詳細は内線0000におかけくだ
さい。

得点UP！
告知（お知らせ）では、Notice to ⼈「〜にお
知らせです」という表現が最初に来ることが多
いです。

最後にはサンドイッチする形で、For more 
info, call ~.「詳細は〜までお電話を」となる傾

向があります

最低限、この⼆つの表現を覚えておくと便利で

す。



4. CM（広告）

この種類のトークでは、次のようなテレビなど
で放送されるCMが流されます。

Coming up on the Garden Channel: how to 
make your garden an organic paradise. That's 
tonight at 20:00. Stay tuned!

「ガーデン・チャンネルで次にお届けするのは、
ご⾃宅のガーデンをオーガニックな楽園に変え
るには、です。今夜20時から放送。チャンネル
はそのまま！」

得点UP！
冒頭ではComing up「次にお届けするのは」
が来ますので、この⼀⽂でトークの内容がCM
だと判断できます

最後にStay tuned!「チャンネルはそのま
ま！」となるパターンが多いので、サンドイッ
チ形式で覚えてしまいましょう

ほかにもラジオで流されるようなCMも出題さ
れます


