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はじめに

　TOEICのリスニングセクションの試験時間は45分。誰

にもこの時間を変えることはできません。でもその45分

の捉え方はあなたの認識ひとつで変えることができます。

1分×45回と捉えるのです。それができるようになると45

分間の過ごし方が変わります。たとえ時計の針が刻む試験

時間は変えられなくても、です。

　すでにTOEICを受けたことがある人は、最初に受けた

ときのことを覚えていますか。流れてくる音声を必死に聞

き取ることに精一杯で、あっという間に終わってしまった

のではないでしょうか。試験時間が45分のかたまりとし

て意識されていた証拠です。

　では、リスニング試験中に1分×45回を感じるにはどう

すればいいのでしょうか。日頃のトレーニングから1分を

意識することです。1分で何ができるか？ 1分で何問解け

るか？　など常に1分、2分といった細切れの時間を意識

して使うことが、1問1問を丁寧に解く習慣につながり、

試験中の集中力や余裕を生むのです。高得点を狙えば狙う

ほど、この習慣が必要になるのは言うまでもありません。

　未知のものや目新しい対象に向き合っているときは実際

の時間よりも短く感じられ、慣れたものや自分の能力を十

分に発揮できる対象を目の前にすると落ち着いて物事をこ
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なし、時が止まったように感じられるほどの集中力を発揮

することができます。

 

　本書では細切れの時間に学習しやすいように、第1部の

「攻略のツボ」では、見出しを細かく入れ、また、あえて

日本語の説明部分を多くし、読み物風に解説しました。第

２部には、すきま時間で実践練習ができる「1分間トレー

ニング」を収録しました。本書に取り組むことで、試験中

に音声を聴いた瞬間に問題のパターンを思い出せるような

時間感覚を身につけてほしいと思います。

　ビジネスの世界でよりシビアに成果が問われる時代にな

り、書店のビジネス書コーナーには、仕事術、時間管理の

本がたくさん並んでいます。現代人は忙しくて、大変です

よね。でも「大変だから勉強ができない」というのは言い

訳でしかありません。成果を出している人の多くは、忙し

い中、時計の刻む1時間、1分の間に集中して思考能力を

発揮し、現実的な数値としての結果を出すことのできる人

だからです。

　忙しい人を応援したい、忙しい人に読んでほしいと思い

ながら、本書を執筆しました。さまざまな制約の中で、

TOEICで結果を出して、ぜひ新しい自分を感じてほしい

と思います。TOEIC学習における経験が未来の大きな財

産となると信じています。

　2010年5月

 松本 恵美子　
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●「攻略のツボ」を厳選
　数ある出題ポイントの中から、絶対おさえておかなけれ
ばならない得点アップのポイントを「攻略のツボ」とし
て、まとめました。見出しを見た瞬間に内容がイメージで
きるぐらい何度も読み込むことが大事です。

●時間感覚が養える「1分間トレーニング」
　第2部では、攻略のポイントを確認するだけでなく、「1
分間で何問とけるか」「すべて正答するために何分かかる
か」など、今の実力をもとにした時間感覚を養うことがで
きます。自分のスピードを知っておくことは、今後の学習
計画やTOEICの受験戦略を立てる際に必要なことです。
ぜひ時間を意識して問題に取り組んでみましょう。

１分間マスター シリーズの特長

　「新TOEIC®TEST1分間マスター」は〔リスニング編〕
（2010年5月発売）と〔リーディング編〕（2010年6月発売）
の2冊で構成されています。リスニング編はPart 1～4、
リーディング編はPart 5～7に対応しています。

●すきま時間で学習できる
　すきま時間やちょっとした空き時間を有効に使うこと
は、忙しい人が成功するために不可欠な条件。まとまった
時間がとりにくい日常生活の中、1分程度の短い時間でも、
学習が進められるように学習の単位を短くしました。短時
間でも、集中して繰り返し学習すれば、成果は必ず表れま
す。TOEICの勉強はすきま時間に終わらせてしまいまし
ょう。

●携帯に便利なハンディサイズ！　音声はダウンロード
　本書はハンディサイズなので、いつでもどこでも学習が
可能。ポケットやバックに常に入れておけば、細切れの時
間を有効活用できます。
　なお、〔リスニング編〕の音声は、新刊JPのウェブサイ
ト（http://www.sinkan.jp/1master/）からダウンロード
してください。ダウンロード方法は12ページをご覧くだ
さい。

●２部構成
　第1部は「攻略のツボ」、第2部は「1分間トレーニング」
を収録。第1部で培った「攻略のツボ」の理解度を第2部
「1分間トレーニング」で確認することができます。
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＊ 本シリーズでは各Partの指示文を日本語で表記していますが、本番
のテストでは英文で表記されています。ご注意ください。

問題に挑戦
実際と同形式の問題を解いて
みましょう。使用する音声フ
ァイル（分割版）は13ペー
ジをご覧ください。

関連問題
前著『新TOEIC®TEST必達
550点〔リスニング編〕』に
収録されている類似問題の番
号を示しました。

本書の構成と特長

第１部　攻略のツボ
各「攻略のツボ」は原則として「攻略のツボ→攻略のツボ
の解説→TOEIC形式を日本語で確認→問題に挑戦」の流
れで構成されています。ステップを踏んでいるので無理な
く理解できます。

Part 1 （写真描写）　23

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
１ （
写
真
描
写
）

問題に挑戦

次の写真について、それぞれ4つの説明文が読まれま
す。その中から最も適切な描写を選びなさい。

A B C D

Part 1

ツボ 11.

A B C D

2.

Part 1 （写真描写）　25

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
１ （
写
真
描
写
）

2.
正答 (B)

解説 風景写真の描写問題です。
(A)の「木々」も、(C)の「ビル」も写真
の中に見えますが、動詞部分が違います
ね。(D)は主語の「人々」が写真の中に
写っていませんので、間違いです。

トランスクリプト

(A) Trees are transplanted from small pots.

(B) Windows are positioned regularly.

(C) Buildings are closed late at night.

(D) People are waving from the window.

訳

(A) 木々が小さい鉢から植え替えられている。
(B) 窓が規則的に並んでいる。
(C) ビルは夜遅くに閉まる。
(D) 人々は窓から手をふっている。

Word List

pot （名）　鉢植え　　regularly （副）　規則的に　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

□1.／□2.／□7.
●関連問題●　必達550 〔リスニング編〕

第２部　１分間トレーニング
「攻略のツボ」ごとに本番
と同形式の練習問題を収
録しました。短時間で知
識の定着を図ります。

158

Part 1

ツボ 1

攻略のツボ 1 Part 1

次の写真について、それぞれ4つの説明文が読まれ
ます。その中から最も適切な描写を選びなさい。

A B C D

1．□ □ □

A B C D

2．□ □ □

巻末　得点アップに効く
学習のコツ
目標設定や学習継続、目
標達成のコツをまとめま
した。

得点アップに効く

巻 末

学習のコツ
TOEIC学習に対する心がまえを目標設
定のコツ、学習継続のコツ、目標達成の
コツとしてまとめました。学習の指針と
してお役立てください。

攻略のツボ
リスニングセクション攻略
のポイントを20に厳選し
ました。

攻略のツボの解説
攻略のポイントをわかりやすく、
会話形式で説明しました。ここを
読めば、最重要ポイントをおさえ
ることができます。試験直前に読
み返すのも効果的です。

18

攻略のツボ 1

主語と動詞を聞き分けよう

1　   月　   日  2　   月　   日  3　   月　   日

Part 1は、問題用紙に写真と問題番号のみが掲載されて
いて、音声で流される選択肢の中から写真と一致する文章
を選ぶ「写真描写問題」です。
「写真描写問題」というからには「写真に写っていない
もの」は正答になりませんよね。英文の主語、動詞、目的
語のすべてが写真と一致しているものを確実に選ぶため、
まず、主語と動詞をしっかりと聞き分けましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
写真のどこに注意すればいいの？

1. 写真に人物が写っている場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
① 主語に注意
まずその人物と数を確認します。
例えば写真に女の人が1人しか写っていない場合、主語

が「彼」や「人々」などの語が聞こえたら、必ず間違いです。

(A) He is...
(B) She is...
(C) They are...
(D) Several people are...

TOEIC形式を日本語で確認
TOEICの問題を日本語で解説し
ました。攻略のツボが試験で使え
ることがよりイメージしやすくな
るでしょう。 Part 1 （写真描写）　21

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
１ （
写
真
描
写
）

(A) Cars are parked under a bridge.
(B) Cars are parked by a police officer.
(C) Cars are parked in a factory.
(D) Cars are parked in a line.

正答は (D)です。車は (A)「橋の下に」あるわけでも、
(B)「警官によって」駐車されているわけでも、(C)「工場
に」あるのでもなく、「一列に」駐車されています。

TOEIC形式を日本語で確認

ここまで、主語、動詞、目的語、修飾語句に注意して練
習しました。TOEICではこれらが混ざって出題されます。

1. 人物の写真

(A) 何人かの人々がスプーンで食べている。
(B) 彼女はコンピュータを使っている。
(C) 彼は道を歩いている。
(D) 彼らは互いに話をしている。

(A) Several people are eating with a spoon.
(B) She is using a computer.
(C) He is walking down the road.
(D) They are talking with each other.

主語と動詞と目的語が適切な (B)が正答ですね。

月 日日日日日


