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。
「 準 中 級 編 」 の 本 書 は、TOEIC Listening & Reading Test（ 以 下、TOEIC

L&R テスト）でスコア 500 点をめざすための教材です。著者自身が TOEIC
L&R テストで 500 点を目指す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、500 点を取るために必要なことが無駄なく無理なく盛り込まれています。

TOEIC L&R テストの 500 点とは、「基礎力の証明」です。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ので、
よく出るジャンルのビジネスや日常の場面に即した学習が可能です。また、各ユ
ニットで取り上げるトピックに関連した頻出単語とフレーズ 15 個が、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。さらに、基礎力をつけるためにも、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。PART 3（会話
問題）、PART 4（説明文問題）、PART 7（読解問題）についても基本的に 100
語程度で構成されていますので、負荷がかかりすぎない学習が可能です。
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リスニング・トレーニングやリーディング・
トレーニングを実施できる構成になっています。これらのトレーニングを通して、
知識を増やすだけでなく、スキルを高められます。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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1

Travel
学習目標



・旅行に関する語句・表現を覚える
・名詞を学ぶ（数えられる名詞・数えられない名詞）
頻出パターン



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

Step 1
TOEIC Vocabulary & Phrases
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。
DL 002
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1. □ aisle seat

□ 通路側の席

2. □ available

□ 空いている

3. □ behind schedule

□ 予定より遅れて

4. □ book a tour

□ ツアーを予約する

5. □ conﬁrm

□ 確認する

6. □ delay

□

7. □ depart

□ 出発する

8. □ destination

□ 目的地

9. □ due to ...

□ …が原因で

名 遅延

動 遅らせる

10. □ ﬂight

□（飛行機の）便

11. □ itinerary

□ 旅程表

12. □ luggage

□ 手荷物

13. □ present a ticket

□ チケットを提示する

14. □ reserve

□ 予約する

15. □ travel agent

□ 旅行代理店業者

CD1-02
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Step 2
TOEIC Grammar
Quick Check!
（

）内の正しい選択肢を選んで文を完成させましょう。

1. All aisle ( a. seat / b. seats ) are still available for now.
2. The final ( a. destination / b. destinations ) is printed below.
3. Every passenger needs to present a train ( a. ticket / b. tickets ) when boarding
the train.

品詞①：名詞

・ 名詞とは「人」「もの」「こと」を表す語で、主語や目的語や補語になります。
・ 主語になる場合は、その名詞が単数形か複数形かによって対応する動詞の形が決まります。
A traveler books a tour.（単数形の主語 traveler に対応して動詞は books）
Travelers book a tour.（複数形の主語 travelers に対応して動詞は book）
・ 名詞には数えられる名詞（可算名詞）と数えられない名詞（不可算名詞）があり、traveler
のような可算名詞の場合、単数なら a traveler、複数なら travelers となります。また、上
の例文の目的語である tour は可算名詞の単数形なので a が付いています。
・ He is a traveler. や They are travelers. のような場合、traveler や travelers はそれ
ぞれ He と They の補語になっています。（He = a traveler、They = travelers）

Practice!
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。

1. The ------- to Oxford runs every one hour.
(A) train

(B) trains

(C) trained

2. The ------- has already departed for its destination.
(A) air

(B) airplane

(C) airplanes

3. The ------- for the trip was confirmed by the travel agent.
(A) reserve

(B) reservation

(C) reservations

4. Mr. Newman has to make a final ------ on the itinerary by tomorrow.
(A) decide

(B) decisions

(C) decision
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TOEIC Listening
Practice!
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。
DL 003~006

A

B

C

D

1.

2.

3.

CD1-03 ~

CD1-06

4.

Question-Response
応答を聞いて、空所の語句を書き取りましょう。

1.
Q:

DL 007

did you

A: A

after

yesterday?

.

2.
Q: Has the
A: No, there’s a delay

DL 008

CD1-08

to Dover departed?
a heavy storm.

3.
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CD1-07

DL 009

CD1-09

Q:

are behind schedule?

A:

for now.
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Conversation
次のポイントを確認してから会話を聞いて、質問に答えましょう。

DL 010

CD1-10

Point 1 概要を聞き取る
1. Where does the conversation take place?（会話はどこで行われていますか）
2. Who most likely is the man?（男性は誰だと考えられますか）

Point 2 詳細を聞き取る
1. When does the woman want to depart?（女性はいつ出発を希望していますか）
2. Which seat does the woman request?（女性はどの席をリクエストしていますか）

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。
DL 010

M: Hi, welcome to Starlight

CD1-10

.
?

W: I’d like to reserve a flight to Paris on

.

M: Let me see. We have a direct flight at 11:00. Will that do?
W: Sure. Can I book an

?

TOEIC+α Activities
上の会話を音読してみましょう。その後でペアを組んで、役割を交代しながら会話をしてみましょう。
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TOEIC Reading
Practice!
次の文書を読んで質問に答えましょう。

To:
Jack Barns
From:
ITB Services
Subject: Updates
Dear Mr. Barns,
As you requested in your e-mail, we have booked a tour to go around San
Francisco. The single-day tour starts at 9:00 A.M. on the second day of your
trip. A local attendant will pick you up at Bright Hill Hotel. Attached is the
updated itinerary for your trip from August 20.
Please make a final payment by July 21. Once your payment is completed,
we will send your tickets.
If you have any inquiries, please do not hesitate to contact me by e-mail.
Sincerely,
ITB Services
Point 1 概要を読み取る
What type of business is ITB Services?（ITB Services の業種は何ですか）

Point 2 詳細を読み取る
1. What did Mr. Barns request?（Barns さんは何をリクエストしましたか）
2. What is attached to this e-mail?（この E メールには何が添付されていますか）
3. When is Mr. Barns’ payment deadline?（Barns さんの支払期限はいつですか）
4. Why might Mr. Barns contact ITB Services?
（なぜ Barns さんは ITB Services に連絡するかもしれないのですか）

TOEIC+α Activities
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. ご要望通り、最新の旅程表を同封いたします。
, I enclose the latest itinerary.
2. ご遠慮なく手伝いをお求めください。
18

ask for help.
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Step 3
TOEIC Mini Test
PART 1

7. How often does the bus depart?

写真を表す最も適切な選択肢を選びましょう。
DL 011

CD1-11

1.

(A) Every 10 minutes
(B) Every 20 minutes
(C) Every 30 minutes
(D) Every 40 minutes

PART 4
質問に対する最も適切な選択肢を選びましょう。
CD1-17 ~

A

PART 2

B

C

D

最も適切な応答の選択肢を選びましょう。
DL 012~014
CD1-12 ~
CD1-14

DL 017~018
CD1-18

8. Where is the announcement being
made?
(A) At a store
(B) At a travel agency

2. A

B

C

(C) On a plane

3. A

B

C

(D) At an airport lounge

4. A

B

C

9. What does the speaker ask listeners
to do?

PART 3

(A) Place luggage under the seat

質問に対する最も適切な選択肢を選びましょう。

(B) Conﬁrm the seat number

CD1-15 ~

DL 015~016
CD1-16

5. Where is the woman?

(C) Present the ﬂight ticket
(D) Turn the seat to its original
position

(A) At a bus terminal
(B) At an airport
(C) At a train station
(D) At a taxi stand
6. What is the problem?
(A) Some luggage has been lost.

10. How long does it take to reach the
destination?
(A) About two hours
(B) About three hours
(C) About four hours
(D) About ﬁve hours

(B) The reservation cannot be
conﬁrmed.
(C) All of the aisle seats are
unavailable.
(D) Some mechanical trouble has
occurred.
19

PART 5
最も適切な選択肢を選んで文を完成させましょう。

11. The ------- of ﬂight information is helpful for travelers.
(A) screen

(B) screens

(C) screened

(D) screening

12. Travelers should know that ticket ------- are subject to change without notice.
(A) price

(B) prices

(C) pricing

(D) priced

13. You have to make a ------- because seat availability is limited.
(A) reserve

(B) reserves

(C) reservation

(D) reservations

PART 6
最も適切な選択肢を選んで文を完成させましょう。

To:

Maria Bloom

From:

Rainbow Resort Front Desk

Subject: Reservation conﬁrmation
Dear Ms. Bloom,
Thank you for choosing the Rainbow Resort Hotel in Cannes. This e-mail is to
confirm your reservation for March 23-27. -------. During your stay, we hope
14.
that you will enjoy our free facilities and fitness programs. For more ------15.
about the programs, please visit our Web site.
If you would like to do sightseeing, our concierge will ------- a tour for you. We
16.
hope your ------- is comfortable and enjoyable.
17.
Sincerely,
Rainbow Resort Hotel Front Desk
14. (A) You can reserve a room online.
(B) Your conﬁrmation number is 376234.
(C) Unfortunately, no rooms are available.
(D) Please ﬁll out a customer satisfaction survey.
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15. (A) inform

(B) informed

(C) informative

(D) information

16. (A) cancel

(B) travel

(C) delay

(D) book

17. (A) meal

(B) stay

(C) seat

(D) luggage
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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。

To:

Maple Airlines

From:

Tomas Johnson

Subject: Refund
Dear Sir,
I have been flying with Maple Airlines frequently for the last three decades.
This is the first time to have a problem with you.
My flight from Toronto to Montreal on April 12 was canceled due to engine
trouble. It was the last flight of the day, so I presented my ticket at the
Maple Airlines counter to process the refund. After that, I rented a car and
drove to the destination myself.
I have found that I have not received the money in my bank account yet.
Please confirm the current situation and contact me.
Sincerely,
Tomas Johnson

18. How long has Mr. Johnson been a user of Maple Airlines?
(A) For 3 years

(B) For 12 years

(C) For 30 years

(D) For 36 years

19. What did Mr. Johnson ask Maple Airlines to do on April 12?
(A) Book a tour

(B) Conﬁrm an itinerary

(C) Refund his ticket

(D) Provide him with a coupon

20. How did Mr. Johnson go to Montreal on April 12?
(A) By plane

(B) By train

(C) By bus

(D) By car
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