


本書では、TOEICテストでスコア600を取
るために、リスニング、リーディング、文法・
語法の 3つの面から、それぞれスコアアッ
プに役立つトレーニングを行えます。

Chapter 1（リスニング）では、 ♪をクリッ
クあるいはタップすると、音声を聞くことが
できます。（音声再生機能を持つ PDFリー
ダーにのみ対応）

目標のスコアを到達するために本書のトレー
ニングを繰り返し行い、英語力を付けてい
きましょう。

本書の使い方



Chapter 1　リスニングのトレーニング
Session 1 位置関係を表す表現を覚え

よう！
Session 2 頻出基本フレーズに耳を慣

らそう！
Session 3 応答力を養おう！
Session 4 状況別頻出表現を覚えよ

う！
Session 5 話の流れを方向づける語句を

聞き取ろう！
Session 6 チャンクリスニングで効率よく

聞き取ろう！
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Chapter 2　リーディングのトレーニング
Session 1 頭から読み下そう①
Session 2 頭から読み下そう②
 ［複文に挑戦］
Session 3 頭から読み下そう③
 ［複雑な文に挑戦］
Session 4 語句の言い換えを見抜こう①
 ［人を表す語句］
Session 5 語句の言い換えを見抜こう②
 ［組織・団体を表す語句］
Session 6 語句の言い換えを見抜こう③
 ［事物・出来事を表す語句］
Session 7 フォーマット解剖①
 ［クーポン］
Session 8 フォーマット解剖②［予定表］
Session 9 フォーマット解剖③［明細書］



Session 10 フォーマット解剖④
 ［アンケート］
Session 11 フォーマット解剖⑤［レシピ］
Session 12 フォーマット解剖⑥［手紙］

Chapter 3　文法・語法のトレーニング
Session 1 三大品詞を見極めよう！
Session 2 動詞の活用を見極めよう！①
Session 3 動詞の活用を見極めよう！②
Session 4 動詞の活用を見極めよう！③
Session 5 名詞の数を見極めよう！
Session 6 形容詞と副詞を見極めよう！



Chapter 1
リスニングのトレーニング

Session 1 位置関係を表す表現を覚え
よう！

Session 2 頻出基本フレーズに耳を慣
らそう！

Session 3 応答力を養おう！
Session 4 状況別頻出表現を覚えよ

う！
Session 5 話の流れを方向づける語句を

聞き取ろう！
Session 6 チャンクリスニングで効率よく

聞き取ろう！



　パート 1は、写真を正しく言い表してい
る英文をひとつ選び出す問題です。写真を
描写する音声を聞く場合、その中の人や物が
どんな状態にあるか把握し、その状態を正
しく言い表した英文を聞き取る必要がありま
す。そこで、今回は、人や物の位置関係を
表す基本的な表現を音で覚えてしまうことに
しましょう。

Session 1

位置関係を表す表現を覚えよう！

Listening



上下
on（…の上に）
on top of（…のいちばん上に）
on the bottom of（…のいちばん下に）
underneath（…の表面下に）
beneath（…の下に；…の低いところに）
above（…より上に）
below（…の下方に）
over（…から離れて上に）
under（…の〈真〉下に）

補足説明 aboveは真上、overは覆いか
ぶさるような感じがあります。underは、あ
るものの真下にあることを示すのに対して、
belowは、基準となるものよりも低い位置に
あることを示します。beneathは両者のいず
れの場合にも用いられますが、形式ばった
語です。



♪

A cat is sleeping on top of the TV.

1匹の猫がテレビの上で寝ている。

♪

The document is on the bottom of that 

pile.

書類は、その山積みとなったものの底にある。

♪

There is a helicopter circling above the 

building.

ヘリコプターが建物の上方を旋回している。

♪

The lady's hair falls below her shoulders.

その女性の髪は肩の下まで伸びている。

♪

The painting is hung over the couch.

その絵は長いすの上方に掛けられている。








左右・隣・そば
on the right [left] side of（…の右［左］側に）
to the right [left]（…の右［左］側に）
on the same side of（…と同じ側に）
next to（…の隣に；…のすぐそばに）
beside（…のそばに）
by（…のそばに）
near（…の近くに）

補足説明 byは nearよりも近い場合に用
いられます。

♪

The doorknob is on the right side of the 

door.

ドアノブはドアの右側にある。




♪

People are standing to the left on the 

escalator.

人々はエスカレーターの左側に乗って立っている。

♪

The post office is on the same side of 

the street as the bakery.

郵便局は道路のパン屋と同じ側に面している。

♪

A boy is standing next to the teacher.

ひとりの少年が先生の隣に立っている。

♪

The gloves are beside the hats on the 

shelf.

手袋は棚の上にある帽子の横にある。







製品版を購入するには……

「スコア 600基礎トレ」
http://www.dlmarket.jp/product_info.php/
products_id/185481
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