
はじめに

『SCORE BOOSTER FOR THE TOEIC® L&R TEST』シリーズは、「語彙」「文
法」「英文」の３つの柱で難易度の差を「見える化」した画期的なレベル別教材で
す。「初級編」の本書は、TOEIC Listening & Reading Test（以下、TOEIC 
L&Rテスト）でスコア 400点をめざすための教材です。著者自身が初級レベル
の大学生を教えていること、また TOEIC L&Rテストの受験経験が豊富なこと
から、本書は「学びやすく、教えやすい教材」をめざし、「徹底的な基礎作り」の
ためのコンテンツが盛り込まれています。

　本書は、Travelや Entertainmentなどのトピック別に 15のユニットで構成
されています。各ユニットで取り上げるトピックに関連した頻出語句 10個は、ユ
ニットを通して繰り返し登場しますので、「学習を進めながら語句の復習ができ
る」という仕掛けがあります。老子の言葉に「千里の道も一歩から」とあるよう
に、「上達の道も一語から」です。また、すべての道がローマに通ずるように、す
べての単語は英語力アップにつながります。英文の長さは原則として最長 15語に
制限しているため、複雑な構文は使われていません。また、PART 3（会話問題）、
PART 4（説明文問題）、PART 7（読解問題）も基本的に 80～ 100語程度で作
られています。シンプルな構造の英文に触れることで、英語の語順にも慣れるこ
とができます。さらに、ディクテーション用の音声スピードもNormalと Slow
の２種類用意してありますから、「速すぎてついていけない」ということもありま
せん。

　あたりまえですが、健康診断を受けただけでは健康にならないのと同じように、
問題を解くだけでは英語力は上がりません。本書ではすべてのユニットを通して、
確実に英語基礎力を身につけるためのトレーニングを実施できる構成になってい
ます。そして、最後に本番同様の形式の問題に取り組むことで、伸ばした英語力
をテストに対応できる力へとチューニングできる流れになっています。

　本書が学生のみなさんの英語力向上および TOEIC L&Rテストのスコアアッ
プのお役に立てることを願っています。

シリーズ著者を代表して
早川幸治
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Travel

UNIT 1

音声を聞いて発音と意味を確認しましょう。その後で、自分で書いてみましょう。

 1. □ arrive □ 到着する

  2. □ brochure □ パンフレット

  3. □ confirm □ 確認する

  4. □ delay □ 名  遅延　動  遅らせる

  5. □ departure □ 出発

  6. □ flight □ （飛行機の）便

  7. □ luggage □ 手荷物

  8. □ passenger □ 乗客

  9. □ reservation □ 予約

 10. □ travel agency □ 旅行代理店

・旅行に関する語句・表現を覚える

・名詞を学ぶ（単数形・複数形）

リスニング：旅行会社や係員との会話、機内や列車内でのアナウンスなど

リーディング：旅行会社やホテルからの Eメールなど

学習目標

頻出パターン

TOEIC Vocabulary

Step 1

DL 002 CD1-02 
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Unit 1 Travel

TOEIC Grammar

Step 2

 1. Many tourists visit Kyoto every day.

 2. Please read our brochure for more places.

 3. You can make a reservation by phone or by e-mail.

次の文の意味を考えて、名詞に線を引いてみましょう。

Quick Check!

A ヒントを参考にして、日本語の意味になるように空所に英語を書いてみましょう。

B  空所に入る名詞を選んで文を完成させましょう。その後で、根拠となる個所を  で囲んでみましょ

う。

Practice!

品詞①：名詞
・touristsや Kyoto、brochureや placesのように、「モノ」や「概念」を指す単語を名詞と
呼びます。

・名詞の中には「1つ」「2つ」と数えられるものがあります。1つの場合は a trainや an 
airplaneのように aや anがつき、2つ以上の場合には trainsや airplanes、busesや
passesのように sや esがつきます。

・単数形・複数形が主語になる場合は、対応する動詞にも注意しましょう。

 1. 3冊のパンフレット（brochure）

 2. 札幌への 1つの便（flight）   to Sapporo

 3. 4件の予約（reservation）

 4. 100人の乗客（passenger）

 5. いくつかの旅行代理店（travel agency） Some 

 1. Some ------- are delayed for about 20 minutes.

(A) train (B) trains

 2. You can get a new ------- at the counter.

(A) brochure (B) brochures

 3.  ------- need to have their tickets at all times.

(A) A passenger (B) Passengers
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TOEIC Listening

いくつかの語句がセットで読まれます。1～ 4の音声を聞いて、最も合うイラストを A～ Dから選びま 

しょう。

A B C D

 1.  2.  3.  4. 

Practice!

 ~ CD1-03 CD1-06 DL 003~006

Question-Response

TOEIC+α Activities

次のポイントを確認してから 3つの会話を聞いて、質問に答えましょう。

ペアを組んで、上の英文を使って会話をしてみましょう。WH疑問文を使って、旅行に関する質問をし

たり、答えたりしてみましょう。

Point　概要を聞き取る
1の会話では何について話していますか。 

2はどこでの会話ですか。

3の会話では何について尋ねていますか。

例：Where did you go last year? / When did you go? / How did you go?

 ~ CD1-07 CD1-09 Normal DL 007~009

 ~ CD1-10 CD1-12 Slow DL 010~012

もう一度会話を聞いて空所の語句を書き取り、ポイントの答えを確認しましょう。

 1. 

 Q:  do you want to ?

 A: Somewhere in .

 2. 

 Q:  does the next train ?

 A: At .

 3. 

 Q:  can I  my ?

 A: Just  the  .

Normal DL 007 CD1-07 Slow DL 010 CD1-10 

Normal DL 008 CD1-08 Slow DL 011 CD1-11 

Normal DL 009 CD1-09 Slow DL 012 CD1-12 
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Unit 1 Travel

TOEIC Reading

次の文書を読んで質問に答えましょう。

Practice!

Point 1　概要を読み取る
Brightonさんが働いているのはどんな業種ですか。

Point 2　詳細を読み取る
 1. Lopezさんはどこに行きますか。

 2. 何が送られてきますか。

 3. 送られてくるものにはどんな情報が含まれていますか。

 4. 予約を変更したい場合はどうすればよいですか。

TOEIC+α Activities

ヒントを参考にして、次の空所に入る語句を上の英文から見つけて書いてみましょう。

 1. PDSトラベルをお選びいただき、誠にありがとうございます。

T   y   v   m   f  choosing 

PDS Travel.

 2. 予約を変更する必要がある場合は、私どもにご連絡ください。

I   y   n   t   c   

y   r , please contact us.

Dear Mr. Lopez,

Thank you very much for choosing Cozy Travel for your upcoming trip to 

Singapore. We received your payment this morning. We will send you a travel 

plan including flight and hotel information and package tour information. If 

you need to change your reservation, please contact us by April 20.

Sincerely,

Nancy Brighton
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Step 3
TOEIC Mini Test

 1.  2. 

DA B C DA B C

 ~ CD1-13 CD1-14 DL 013~014

PART 1
写真を表す最も適切な選択肢を選びましょう。

PART 2
最も適切な応答の選択肢を選びましょう。

PART 3
質問に対する最も適切な選択肢を選びましょう。

PART 5
最も適切な選択肢を選んで文を完成させましょう。

 ~ CD1-15 CD1-19 DL 015~019

 ~ CD1-20 CD1-21 DL 020~021

 8. Where is the conversation most likely taking place?

(A) At an airport (B) On a bus (C) At a travel agency (D) On a ship

 9. What does the man suggest?

(A) Staying one more day (B) Taking a bus tour

(C) Arriving earlier (D) Buying a ticket

 10. How much will the woman probably pay?

(A) $50 (B) $60 (C) $70 (D) $80

 11. This brochure introduces more than one hundred -------.

(A) place   (B) placed   (C) places   (D) to place

 4. 

 7. 

A B C

A B C

 5. A B C 3. 

 6. 

A B C

A B C
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Unit 1 Travel

 12. You can make a ------- online or at the counter.

(A) reserve (B) reservation (C) reservations (D) reserved

 13. If you have time, we recommend you join a -------.

(A) tourists (B) tourist (C) tour (D) tours

 14. Flight ------- are already sold out.

(A) ticket (B) ticketed (C) tickets (D) ticketing

 15. LC Travel helps foreign tourists to make travel ------- in Japan.

(A) planning (B) plan (C) planned (D) plans

PART 7
次の文書を読んで最も適切な選択肢を選びましょう。

 16. What is the purpose of the e-mail?

(A) To change a schedule (B) To confirm a reservation

(C) To ask for payment (D) To give a map

 17. What is attached with the e-mail?

(A) A ticket (B) A schedule (C) A map (D) A brochure 

 18. According to the e-mail, what can Mr. Gonzales do in Tokyo?

(A) Rent a car (B) Attend a conference (C) Join a tour (D) Use the Internet

To: j.gonzales@listingconnect.com
From: Fines Grand Travel
Subject: Business trip

Dear Mr. Gonzales,

This is to confirm your reservation for your business trip to Tokyo. The 
departure time is 10:00 A.M. on April 3, and you will arrive at your destination 
at 11:50 A.M. local time. Please take a look at the travel schedule that is 
attached with this e-mail. It has information about the flight and hotel. You can 
reserve our tours after you arrive in Tokyo.

If you have any questions, please feel free to contact us. Thank you very much 
for choosing us.

Fines Grand Travel
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