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1979 年に初めて TOEIC® Listening & Reading Test が実施されてから、
多くの企業や学校で活用され、企業における海外赴任者選抜、昇進・昇格基準、
学校における推薦入試や単位認定の基準としても利用されています。
なぜ TOEIC® Program がこれほどまでに信頼されているのか。
そこには 5 つの理由があります。

英語力向上の指針として活用できるTOEIC® Programスコア。
企業では新入社員の英語能力測定、英語研修の効果測定や昇進・昇格の要件などに活用されています。

人気企業ランキングで約７割の企業がTOEIC® L&Rを採用！

TOEIC L&Rは2021年卒大学生就職企業人気ランキング（文系・理系の各上位100社）
において約7割の企業で採用
されるなど、社会で広く活用されています。

▶

▶採用企業・団体例（一部のご紹介）※
文系

1. 米国のテスト専門機関が開発
●
●

米国の世界最大のテスト専門機関ETSが開発および制作
言語学者、統計学者などさまざまな分野の専門家が携わり、高品質を維持

2. 世界共通語としての英語能力を公平に評価

TOEIC ® Listening & Reading Test 、TOEIC Bridge ® Listening & Reading Tests

＊2

テストは英文のみで構成されており、英文和訳・和文英訳といった設問はない
＊3
＊4
● TOEIC ® Speaking & Writing Tests 、TOEIC Bridge ® Speaking & Writing Tests
ネイティブスピーカーのように流暢ではなかったり、
スペルミスがあったとしても、
意思の疎通に問題がなければ採点には影響しない

4. ぶれのないスコアで評価
TOEIC ® Listening & Reading Test、TOEIC Bridge ® Listening & Reading Tests
常に評価基準を一定に保つためにスコアの同一化（Equating）
と呼ばれる
統計処理を行いスコアを算出
● TOEIC ® Speaking & Writing Tests、TOEIC Bridge ® Speaking & Writing Tests
採点の訓練を受けた者が複数名で採点し、ETSの統計の専門家がすべての
採点結果を分析・検証
●

5. グローバルスタンダード
● TOEIC Program

は160カ国、
約14,000の企業・団体が活用

＊1 TOEIC ® Listening & Reading Test（以下、TOEIC L&R）
＊2 TOEIC Bridge ® Listening & Reading Tests（以下、TOEIC Bridge L&R）
＊3 TOEIC ® Speaking & Writing Tests（以下、TOEIC S&W）
＊4 TOEIC Bridge ® Speaking & Writing Tests（以下、TOEIC Bridge S&W）

ソニー
富士通
サントリーグループ
トヨタ自動車
カゴメ
明治グループ（明治・Meiji Seika ファルマ）
日立製作所

https://www.iibc-global.org/toeic/
corpo/case/com/saiyo̲dantai.html
※TOEIC L&R採用企業(2019年度)
※
「マイナビ・日経 2021年卒大学生就職企業人気ランキング
（文系総合ランキング、理系総合ランキング）」上位100社より

新入社員採用時に企業が期待するTOEIC L&Rスコアは535点。学校での受験者
平均スコア450点に対し85点の差があります。企業が期待するスコアを参考に、
社会で使える英語力を目指しましょう。

3. 実践的なコミュニケーション能力を測定
＊1

理系

ＪＴＢグループ
全日本空輸(ＡＮＡ)
日本航空（JAL）
伊藤忠商事
ソニー
ニトリ
ソニーミュージックグループ

新入社員に期待するTOEIC® L&Rスコアは535点

特定の国の歴史や文化に左右されない、国際的に通用する
英語コミュニケーション能力を測定
● 特定の国のみで使われている単語や言い回しは含まれない
●

●

TOEIC Program採用企業の最新情報は
公式サイトでご覧いただけます。(一部のご紹介)

＊1「TOEIC Program DATA & ANALYSIS(2020)」
より2019年度団体特別受験制度
（IP : Institutional Program、
以下IPテスト）受験者平均スコア
＊2「英語活用実態調査【企業・団体/ビジネスパーソン】2019」
より
※TOEIC L&Rは5点刻みで算出しているため、
この単位に合わせて四捨五入している

学校での受験者 企業が期待する
平均スコア＊1
スコア＊2

就活はもちろん、入社後も！TOEIC® Program活用事例

就活やキャリアアップでもTOEIC Programのスコアが活用されています。

▶企業の活用事例
双日株式会社

LR TOEIC L&Rスコア

海外赴任要件の基準：

730 点

LR

S

130 点

W

S TOEIC Speakingスコア

W TOEIC Writingスコア

140 点

▶国家試験、各種採用試験の活用事例
全国通訳案内士＊3
国家公務員
採用総合職試験＊3
【東京都】
教員採用試験＊4

LR

S

W

900 点
600 点
730 点

160 点

170 点

900

＊3 2020年12月現在、IIBC調べより

活用内容
いずれかで英語筆記試験が免除
最終合格者決定の際に、総得点に15点加算
最終合格者決定の際に、総得点に25点加算

点 かつSpeaking

160

東京都英語教科の場合、指定された日時に提出、
内容確認の上、
実技試験を免除 ※Speaking はTOEIC S&Wを受験したスコアでも可

点

＊4 「TOEIC Tests 教員採用試験における活用状況（2019）」
より

※活用方法などの詳細は、必ず各団体・自治体が発行する試験要項などでご確認ください。

TOEIC® L&RとTOEIC® S&W 両方のスコアを書いて、英語の即戦力をアピール！

〈採用応募フォームへのスコア記入例〉

語学力・資格
応募
フォーム

英語力 TOEIC L&R
その他
語学

730

点

TOEIC S&W（S 140点・W 150点）

1 資格欄の空欄はNG！まずは多くの企業に導入されている

TOEIC L&Rスコア取得を目指そう！

書く」
力を測定できるTOEIC S&W。
2 「話す、

TOEIC L&RとTOEIC S&W両方のスコアを書いて、
ビジネスですぐに役立つ英語力をアピールしよう！

企業だけではなくさまざまな場面で活用されています

TOEIC ® Program は企業、学校で幅広く活用されています
あなたのキャリアアップに役立つ英語力を

TOEIC ® Programと一緒に

10年目〜

身につけよう！

3〜5年目
新入社員

昇進・昇格要件
内定者・新入社員
レベルチェック
入 試

クラス分け

大学院入試・
就職対策

社内の語学研修・効果測定
配属の参考・海外要員の選定

単位認定・成績評価・
卒業要件

レベルチェック・モチベーション 向上・目標設定・学習効果測定
中学校・高校
４

大学・大学院

社会人
５

TOEIC ® Programには、
TOEIC ® TestsとTOEIC Bridge ® Tests があります。

お選びください

TOEIC ® Tests

TOEIC ® Program

TOEIC ® Listening & Reading Test

TOEIC Bridge ® Tests

TOEIC ® Tests

ご自身の英語能力や、
目的・目標にあわせて、

テスト
形式

マークシートによる
一斉客観テスト

テスト
時間／
問題数

リスニング・・・・約45分／100問
リーディング・・・・75分／100問
トータル ・・・・ 約2時間／200問

リスニング・・・・・・・5〜495点

テスト リーディング・・・・・5〜495点
結 果 トータル ・・・・・・ 10〜990点
※スコアは5点刻み

TOEIC ® Speaking & Writing Tests ＊1
Listening

Reading

Speaking

Writing

Listening

Reading

Speaking

Writing

テスト
形式

パソコンを
使用して実施

テスト
時間／
問題数

スピーキング ・・・約20分／11問
ライティング・・・・・約60分／8問
トータル ・・約1時間20分／19問

テスト
結果

スピーキング ・・・ 0〜200点
ライティング・・・・ 0〜200点
※スコアは10点刻み

＊1 TOEIC S&Wはスピーキングのみ(公開テスト/IPテスト)、
ライティングのみ
（IPテスト）
もご受験いただけます。

TOEIC ® Tests は、日常生活やグローバルビジネスにおける
活きた英語の力を測定する、世界共通のテストです。

聞く・読む力を測るTOEIC L&Rと、話す・書く力を測るTOEIC S&Wにより、
４技能（聞く・読む・話す・書く）全ての英語コミュニケーション能力がわかります。
日常生活やグローバルビジネスでの場面を想定した幅広い出題内容となっており、
企業での昇進・昇格要件のほか、進学、就職などの指標として活用されています。

TOEIC Bridge ® Tests は、英語学習初級者から中級者を対象とした、

日常生活における活きた英語の力を測定する、世界共通のテストです。
聞く・読む力を測るTOEIC Bridge L&Rと、話す・書く力を測るTOEIC Bridge S&Wにより、
４技能（聞く・読む・話す・書く）全ての英語コミュニケーション能力がわかります。
英語を基礎から学びたい方や、TOEIC Testsへの架け橋としてとても効果的です。

６

TOEIC Bridge ® Tests
TOEIC Bridge ® Listening & Reading Tests
テスト
形式

マークシートによる
一斉客観テスト

テスト
時間／
問題数

リスニング・・・・・・約25分／50問
リーディング・・・・・・35分／50問
トータル ・・・・・約1時間／100問

テスト
結果

リスニング・・・・・・ 15〜50点
リーディング・・・
・ 15〜50点
テストスコア・・・30〜100点
※スコアは1点刻み

TOEIC Bridge ® Speaking & Writing Tests ＊2
テスト
形式

パソコンを
使用して実施

テスト
時間／
問題数

スピーキング ・・・・約15分／8問
ライティング・・・・・約37分／9問
トータル ・・・・・・・約52分／17問

テスト
結果

スピーキング ・・・ 15〜50点
ライティング・・・・ 15〜50点
テストスコア・・・30〜100点
※スコアは1点刻み

＊2 TOEIC Bridge S&Wはスピーキングのみ、
ライティングのみもご受験いただけます
（IPテストのみ）。

７

結果通知と評価基準について

TOEIC ®
Listening & Reading Test

テスト結果は合格・不合格ではなく、スコアで評価します。
リスニング

5~ 495 点

●

「聞く」
「読む」
の英語能力を測るなら

リーディング

トータル

10~990点

5~495 点

5点刻みで評価

OFFICIAL SCORE CERTIFICATE（公式認定証）サンプル

TOEIC L&Rは日常生活やグローバルビジネス
で活きる“英語で聞く・読む能力”を測定する
テストです。
スコアで評価される特長を活か

Your Score

総合的なコミュニケーション英語運用能力を、
リスニングスコ
ア・リーディングスコア、
およびトータルスコアで示しています。

Percentile Rank

ご自身のスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めている
かをリスニング、
リーディング別にパーセントで示しています。

Score Descriptors
レベル別評価

リスニング、
リーディングそれぞれのスコアレンジごとに、一
般的に受験者に見られるコミュニケーション場面での長所に
関する傾向を示しています。

Abilities Measured

リスニング、
リーディングそれぞれの英語能力の測定項目ごと

スコア

し、多くの企業における海外赴任者選抜や昇

パーセンタイルランク

進・昇格基準、学校における単位認定基準の
指標として活用されているほか、英語研修や
授業の効果測定、
自己啓発の目安にも利用さ
れています。
あなたの目標設定や英語力の証
明にぜひ活用してください。

項目別正答率

の正答率と、
受験者全体の平均正答率を示しています。
同じ
テスト問題の受験者同士でのみ、
比較することができます。

※団体特別受験制度（IP:Institutional Program、以下IPテスト）の受験者にはスコアレポートを発行します。公開テストとIPテストの結果（スコア）の意味は同じですが、公式認定証が必要な場合は
公開テストを受験してください。

問題と解答の形式
TOEIC L&Rはリスニング
（約45分間・100問）
、
リーディング
（75分間・100問）
、
合計約2時間で200問に答えるマークシート
方式の一斉客観テストです。出題形式は毎回同じで、解答はすべて問題用紙とは別の解答用紙に記入します。テストは
英文のみで構成されており、英文和訳・和文英訳といった設問はありません。

Part
Part
Part
Part

1

2

3

4

写真描写問題 Photographs
応答問題 Question-Response
会話問題 Conversations (with and without a visual image)
説明文問題

Talks (with and without a visual image)

6問

写真を見て、
その写真を適切に描写しているものを選ぶ

25 問

質問または発言を聞き、
その質問または発言に対して
最もふさわしい答えを選ぶ

39 問
30 問

８

会話を聞き、
質問に対して最もふさわしいものを選ぶ
アナウンスやナレーションなどの説明文を聞き、
質問に対して最もふさわしいものを選ぶ

75分間・100 問

Reading Section

受験者数

Listening

Reading

新入社員は各年4月1日から5月31日まで、
内定者は前年の10月1日から12月31日までのIPテストの受験者を対象に集計したデータです。

約45 分間・100 問

Listening Section

過去3年間の新入社員／内定者受験者数推移と平均スコア

Part

5

短文穴埋め問題 Incomplete Sentences

30 問

文書を完成させるために、
最もふさわしいものを選ぶ

Part

6

長文穴埋め問題 Text Completion

16 問

文書を完成させるために、
最もふさわしいものを選ぶ

Part

7

1つの文書 Single passages
複数の文書 Multiple passages

29 問
25 問

いろいろな文書を読み、
質問に対して最もふさわしいものを選ぶ

内定者

新入社員

（スコア）

700

35,540

36,734

35,552

600
500
400

485

489

488

35,000

700

30,000

600

25,000

500

20,000

400

300

15,000

300

200

10,000

200

5,000

100

100

222

223

（人数）

（人数） （スコア）

217

262

266

271

2017

2018

2019

（年度）

12,540

539

11,563

12,000

547

538
8,892

244

250

255

10,000
8,000
6,000
4,000

295

287

293

2017

2018

2019

2,000

（年度）

※
「2019年度 新入社員 TOEIC Listening & Reading 最新データ」
より

９

TOEIC ® Listening & Reading Test サンプル問題
ここではTOEIC L&Rのサンプル問題を紹介します。

https://www.iibc-global.org/toeic/test/lr/about/
format/sample01/

リーディングセクションは3つのパートに分かれています。
リスニングセクションは4つ、
このサンプル問題ではパートごとに日本語で出題形式を表記していますが、
実際の問題用紙には英語で表記されており、日本語の解説はありません。

各パートにある「ワンポイントアドバイス」は実際の問題用紙にはありません
色文字の部分は実際の問題用紙には印刷されていません

Listening Section
Part

1

写真描写問題

6問

1枚の写真について 4 つの短い説明文が 1 度だけ放
送されます。説明文は印刷されていません。 4つの
選択肢のうち、写真を最も適切に描写しているもの
を選び解答用紙にマークしてください。
例題 1

約45 分間・100 問

例題 2-1

※いずれも音声のみ・実際の問題用紙には何も印刷されていない

How well does Thomas play the violin?
（A）Sure, I really like it.
（B）Oh, he’s a professional.
（C）I’ll turn down the volume.
例題 2-2

※音声のみ・それぞれの説明文は
実際の問題用紙には印刷されていない

※いずれも音声のみ・実際の問題用紙には何も印刷されていない

（A）They’re moving some furniture.
（B）They’re entering a meeting room.

Martin, are you driving to the client meeting?
（A）Oh, would you like a ride?
（B）Nice to meet you, too.
（C）I thought it went well!

（C）They’re sitting at a table.
（D）They’re cleaning the carpet.

ワンポイントアドバイス

Oh, Iʼm sorry to hear that. Our warranty
covers products for up to a year. Do
you know when you bought it?
（Woman） Iʼve had it for a little over a year, so the
warranty has probably just expired.
This is so disappointing.
（Man）
Well, I ʼ ll tell you what we can do.
Although we canʼ t replace it, since
youʼre a valued customer I can offer
you a coupon for forty percent off
your next purchase.
（Man）

設問 ※問題用紙に印刷されている・音声も放送される

Why is the woman calling?
※印刷のみ

（A）To cancel an order
（B）To complain about a product
（C）To redeem a gift card
（D）To renew a warranty

※印刷のみ

設問 ※問題用紙に印刷されている・音声も放送される

What does the man ask the woman about?
※印刷のみ

会話問題

39 問

会話が 1 度だけ放送され、
そのあと設問が続きます。
会話は印刷されていません。
問題用紙の設問（設問
は放送されます）
と選択肢を読み、4 つの選択肢の中
から最も適切なものを選び解答用紙にマークして
ください。
各会話には設問が 3 問ずつあります。

ワンポイントアドバイス
公式サイト上で音声を聞くことができます。
放送されるスピードに慣れましょう。

（A）A model name
（B）A brand of coffee
（C）A catalog number
（D）A date of purchase

2

応答問題

設問 ※問題用紙に印刷されている・音声も放送される

ワンポイントアドバイス
設問に留意し、どのような場面で展開されているやり
とりなのか、想像力を膨らませながら聞き取りましょう。

例題 3
25問

1つの質問または発言と、3 つの応答がそれぞれ1度
だけ放送されます。質問も応答も印刷されていません。
質問に対して最も適切な応答を選び解答用紙にマーク
してください。
１
０

（Woman） Hello. I ʼ m calling about a coffee
machine I purchased from your
Web site. It stopped working
even though I haven ʼ t had it for
very long. I expected it to last
much longer than this.

Part

4

説明文問題

（A）Their failure to meet deadlines
（B）Their problems with staffing
（C）Their request to revise a contract
（D）Their focus on cost cutting

What does the man mean when he says,
“Hereʼs the thing”?

※音声のみ・実際の問題用紙には何も印刷されていない

Part

So I called this meeting to discuss our contract with
Torland Advertising and to decide whether we should
… ahm … should continue to use them to develop
our radio advertising materials. I had a discussion
with their people yesterday and I have to say, Iʼm a
little concerned. They seem much more focused on
cutting their costs than they are on providing good
quality advertising for us. //Hereʼs the thing.// If we
decide to end this business relationship, weʼll need
to pay them for anything theyʼve already developed.
Please take a minute to look at this contract with me.
Youʼll see thatʼs part of the agreement we made.
設問 ※問題用紙に印刷されている・音声も放送される

設問中の5W1Hに注目しましょう。基本的なやりとり

3

例題 4
※音声のみ・実際の問題用紙には何も印刷されていない

What bothers the man about Torland Advertising?

のパターンを数多く覚えましょう。

Part

切なものを選び解答用紙にマークしてください。各
説明文には設問が3問ずつあります。

※印刷のみ

（A）He will demonstrate a product.
（B）He has forgotten a word.
（C）He has found what he was looking for.
（D）He will introduce a point to consider.

30 問

アナウンスやナレーションなどの説明文が1度だけ
放送され、そのあとに設問が続きます。説明文は印刷
されていません。問題用紙の設問（設問は放送され
ます）と選択肢を読み、4つの選択肢の中から最も適

ワンポイントアドバイス
設問に留意し、どのような場面で展開されているアナ
ウンスやナレーションなのか、想像力を膨らませなが
ら聞きましょう。

例題の正解：1 C

2-1 B

2-2 A

3 B, D

4 D, D

１
１

Reading Section
Part

5

短文穴埋め問題

30 問

不完全な文を完成させるために、4つの選択肢の中か
ら最も適切なものを選び解答用紙にマークしてくだ
さい。
例題 5

Customer reviews indicate that many modern
mobile devices are often unnecessarily -----.
（A）complication

75 分間・100 問

例題 7-1

①
（A）interest
（B）interests
（C）interested
（D）Interesting

②
（A）develop
（B）raise
（C）open
（D）complete

（B）complicates
（C）complicate
（D）complicated

③
（A）After all
（B）For

ワンポイントアドバイス
文法・語句・構文の知識をつけましょう。

（C）Even so
（D）At the same time

Part

6

長文穴埋め問題

16 問

不完全な文書を完成させるために、4つの選択肢の中
から最も適切なものを選び解答用紙にマークして
ください。
例題 6
To : Project Leads
From : James Pak
Subject : Training Courses

設問

④
（A）Let me explain our plans for on-site staff training.
（B）We hope that you will strongly consider joining us.
（C）Today’s training session will be postponed until Monday.
（D）This is the first in a series of such lectures.

Thank you for your support.
James Pak
Pak Designs

１
２

What is suggested about Mr. Bach?

（D）He works for Fly Right Airlines.

ワンポイントアドバイス

設問

空欄の前後もよく読み、文脈に合う選択肢を選びま
しょう。文法・語句・構文の知識を身につけましょう。

To all Pak Designs project leaders:
In the coming weeks,we will be organizing several training
①
sessions for ------employees. At Pak Designs, we
believe that with the proper help and support from our
senior project leaders, less experienced staff can quickly
②
------a deep understanding of the design process.
③
------, they can improve their ability to communicate
effectively across divisions. When employees at all
experience levels interact, every employee’s competency
level rises and the business overall benefits. For that
reason, we are urging experienced project leaders to
attend each one of the interactive seminars that will be
④
held throughout the coming month. ------.

設問

（A）He has been to Kansai more than once.
（B）He currently works in Beijing.
（C）He is on a business trip.

At 12:15, what does Mr. Otani mean when
he writes, “Sure thing”?

（A ）He has confirmed the arrival time of a flight.
（B）He is certain he will be able to find a parking place.
（C）He agrees to wait at the door near the customs area.
（D）He knows Mr. Bach must pass through customs.

Part

7

1つの文書

29 問

複数の文書

25 問

いろいろな内容・形式の、
1 つもしくは複数の文書に
関する問題が出題されます。
設問を読み、4 つの選択
肢の中から最も適切なものを選び解答用紙にマーク
してください。
※1つの文書を読んで解答する設問が29問、複数の文
書を読んで解答する設問が25問あります。

例題 7-2

In the advertisement, the word “top” in
paragraph 1, line 2, is closest in meaning to

（A）maximum
（B）favorite
（C）important
（D）upper
設問

What is most likely true about order #3397 ?

（A）It arrived within two business days.
（B）It included an extra sample.
（C）It was shipped in February.
（D）It contained four gallons of paint.
設問

What problem does Mr. Phan mention in
his e-mail?
（A）He received the wrong item.
（B）He was charged the wrong price.
（C）The delivery time was too long.
（D）The instructions were too confusing.
ワンポイントアドバイス
文書の目的をしっかりと把握し設問に取り組みましょう。

Eメールや文書のフォーマットに慣れましょう。

例題の正解：5 D 6 C, A, D, B

7-1 C, C

7-2 B, A, A

１
３

TOEIC ®
Speaking & Writing Tests

結果通知と評価基準について
テスト結果は合格・不合格ではなく、スコアで評価します。

TOEIC SpeakingTest
スピーキングスコア

0~200 点（10 点刻み）

「話す」
「書く」
の英語能力を測るなら

発音
3 段階 Low~High

能力レベル別評価

Level 1~8

イントネーション・アクセント
3 段階 Low~High

TOEIC Writing Test
ライティングスコア

TOEIC S&W は日常生活やグローバルビジネスで活きる

0~200 点（10 点刻み）

“英語で話す・書く能力” を測定するテストです。パソコンで
受験した解答データを ETS 認定の複数の採点者が採点し、

能力レベル別評価

Level 1~9

OFFICIAL SCORE CERTIFICATE（公式認定証）サンプル

ネイティブや英語に堪能なノンネイティブスピーカーに通じ
るかどうかをスコアで示します。実際に英語が使われる場面
を想定した問題形式になっているので、仕事で使える英語
での発信力を証明できます。

スピーキング・ライティング
の各スコアは0〜200点
（10点刻み）
で表示します。

問題と解答の形式

発音、イントネーションとアクセント
TOEIC Speaking Testでは自分で客観的に判断す
るのが難しい
「Pronunciation（発音）」
「
、Intona-

tion and Stress（イントネーションとアクセント）」
についてもそれぞれ3段階で評価します。

TOEIC S&WはTOEIC Speaking Test（約20分間・11問）とTOEIC Writing Test（約60分間・
※団体特別受験制度（IP:Institutional Program 、以下IPテスト）の受験者にはスコアレポートを発行します。公開テストとIPテストの結果（スコア）の意味は同じですが、公式認定証が
必要な場合は公開テストを受験してください。

8問）
で構成されています。
途中、
休憩はありません。
パソコンを使って受験します。
受験者
はヘッドセットを装着し、
パソコン画面の指示に従って音声を吹き込んだり、文章を入力

＊
TOEIC Speaking Test とTOEIC Writing Test 、それぞれ単独での受験も可能です。

して解答します。

＊TOEIC Writing Test は1Pテストのみ

約20 分間・11 問

TOEIC Speaking Test
音読問題 Read a text aloud

2問

アナウンスや広告などの内容の
短い英文を音読する

写真描写問題 Describe a picture

2問

写真を見て内容を説明する

3問

身近な問題についてインタビューに
答えるなどの設定で、設問に答える

提示された情報に基づく応答問題 using information provided

3問

提示された資料や文書（スケジュールなど）
に基づいて、設問に答える

意見を述べる問題 Express an opinion

1問

あるテーマについて、
自分の意見と
その理由を述べる

応答問題 Respond to questions
Respond to questions

約60 分間・8 問

TOEIC Writing Test
写真描写問題 Write a sentence based on a picture

5問

与えられた2つの語（句）を使い、
写真の内容に合う1文を作成する

Eメール作成問題 Respond to a written request

2問

25〜50語程度のEメールを読み、
返信のメールを作成する

意見を記述する問題 Write an opinion essay

1問

提示されたテーマについて、
自分の
意見を理由あるいは例とともに記述する

TOEIC S&W受験者のTOEIC L&Rスコア
〜395

400〜495
14,684人
（8.5％）

TOEIC S&Wは、TOEIC L&Rスコア

10,787人
（6.2％）

500〜595

が高い層の受験者だけではなく、
幅広い層の人が受験しています。

900〜

22,043人
（12.7％）

「聞く・読む」
力を測るTOEIC L&Rと合

20,834人
（12.0％）

800〜895
600〜695
32,523人

（18.8％）

173,261人
700〜795

35,157人

（20.3％）

わせて
「話す・書く」
力を測るTOEIC

S&Wを受験、学習することで、社会が
求める英語力をバランスよく身につけ
ることができます。

37,233人

（21.5％）

※
「TOEIC Program DATA & ANALYSIS（2020）」
より
TOEIC L&Rスコア別TOEIC S&W受験者数（公開テストは2007年1月から2020年3月まで、IPテストは2008年6月から2020年3月までの累計）

TOEIC ® Speaking & Writing Tests サンプル問題
ここでは TOEIC S&W のサンプル問題を紹介します。

TOEIC Speaking Testは6つ、TOEIC Writing Testは3つのパートに分かれています。

https://www.iibc-global.org/toeic/test/sw/about/
format/sampletest/

実際のテストは、パソコン上で行います
問題はすべて英語で画面に表示されるか音声で流れます
各パートにある「ワンポイントアドバイス」は実際の画面にはありません
色文字の部分は実際の画面には表示されません

TOEIC Speaking Test

約20 分間・11 問

Question 5-7

応答問題

3問

身近な話題についてインタビューに答えるなどの設定
で、同じトピックに関する3つの短い設問に答えてくだ
さい。ディレクションに続きイントロダクションと設問
が画面に表示され、音声も流れます。ビープ音が鳴った
ら解答してください。解答時間は1問目と2問目が15秒、

Question 1-2

音読問題

2問

Question 3-4

写真描写問題

2問

アナウンスや広告などの内容の短い英文を音読してくだ

写真を見て内容を描写してください。ディレクションに

さい。ディレクションに続いて、問題ごとに音読問題の

続いて写真が画面に表示されます。各設問につき、準

テキストが画面に表示されます。各設問につき、準備時

備時間45秒、解答時間30秒です。

例題 1 ※画面に表示される

3問目が30秒です。

例題 3 ※画面に表示される・音声も放送される
Introduction:
Imagine that a Canadian marketing firm is doing

research in your country. You have agreed to participate

間45秒、解答時間45秒です。

in a telephone interview about television viewing.

例題 2 ※画面に表示される
設問1

If youʼre shopping, sightseeing and running around every

設問2

minute, your vacation can seem like hard work. To avoid
vacation stress, come to the Blue Valley Inn on beautiful

設問3

Lake Meed. While staying at our inn, youʼll breathe clean
country air as you view spectacular sights. With its spacious

How often do you watch television?
What kinds of programs do you usually
watch?
Describe your favorite television program.
ワンポイントアドバイス

rooms, swimming pool, and many outdoor activities, the

言葉が明瞭で、英語でアナウンスしているように聞こ
の話し方に近づけてみましょう。

Date: May 27
Location: Bristol Office Building
Seminars: 9:00 A.M. "Financing Your Business," Room
210 - Martha Ross, Certified
Public Accountant
11:00 A.M. "How to Promote Your Own
Business," Room 312- Howard
Brown, Brown Publishers
OR
11:00 A.M. Planning for Profit, Room 318 John Phillips, Phillips Associates
1:00 P.M. Lunch*
2:00 P.M. Sales Techniques Workshop,
Room 246 - Helen King, West
Side Consultants
4:00 P.M. General Discussion
Registration Fee: Individuals, $95.00
Members of the Business Information
Center, $75.00

*Not included in registration fee

えられるように練習しましょう。

えることが大切です。ラジオやテレビのアナウンサー

STARTING AND MANAGING YOUR OWN BUSINESS

基本的なやりとりのパターンを数多く覚え、すぐに答

Inn is the perfect place for a vacation you wonʼt forget.

ワンポイントアドバイス

例題 4 ※画面に表示される

ワンポイントアドバイス
写真を見ていない人にも伝わるように、「左側には、
右側には…」といった言い方を交えるなどし、情景を
効果的に伝えましょう。

Question 8-10 提示された情報に基づく応答問題

メッセージ ※音声のみ・実際のテストでは画面に表示されない

3問

提示された情報（スケジュールなど）に基づいて、3つ
の設問に答えてください。情報は3つの設問に解答中、
ずっと画面に表示されていますが、設問は音声のみで画
面に表示されません。情報を45秒で読んだ後、ビープ
音が鳴ったら解答してください。解答時間は1問目と

2問目が15秒、3問目が30秒です。

Hello, Iʼm calling about a conference on May 27
I saw advertised in the newspaper. Itʼs about
starting your own business. I was hoping you
could give me some information.
設問1
設問2
設問3

Could you tell me what time the conference
starts and how long it will last?
How much does conference attendance
cost?
I may not be available for the full day. Could
you give me information about the activities
in the morning, before lunchtime?
ワンポイントアドバイス

情報を 45 秒で読んだ後、設問を正しく聞き取り、
解答に必要な情報をすぐ見つけ、答えられるように
練習しましょう。

１
６

１
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Question 11

意見を述べる問題

1問

TOEIC Writing Test

約60 分間・8 問

あるテーマについて、自分の意見とその理由を述べてく
ださい。ディレクションに続いて、設問が画面に表示さ
れ、
音声も流れます。準備時間30秒、
解答時間60秒です。

Question 1-5

写真描写問題

5問

Dale City Welcome Committee
New Dale City Residents
Welcome to your new home!
July 23, 4:32 P.M.

与えられた2つの語（句）を使い、写真の内容に合う1文

FROM:
TO:
SUBJECT:
SENT:

Some people prefer to take a job that does not pay well

を作成してください。語
（句）
は変化形を用いてもよく、

but does provide a lot of time off from work. What is

使用の順序は問いません。解答時間は5問で8分間です。

Welcome! We would like to be the first to welcome

例題 6 ※画面に表示される・音声も放送される

your opinion about taking a job with a low salary that
has a lot of vacation time? Give reasons for your opinion.

you to Dale City. We know that there are many things
to do when you move, from finding your way around

例題 1 ※画面に表示される

town to setting up your utilities. Please contact us if
you need any help at all.

ワンポイントアドバイス

ワンポイントアドバイス

設問を正しく理解しましょう。準備時間が 30 秒ある

設問をよく読み、課題に合った返信メールを作りま

ので、その間に自分の意見とその理由を含めて構成

しょう。

を考えましょう。

Question 8

意見を記述する問題

1問

提示されたテーマについて、自分の意見を理由あるいは

airport terminal / so

例とともに記述してください。解答時間30分です。

例題 3 ※画面に表示される

ワンポイントアドバイス
8 分間で 5 問解くので、答えやすい問題から取り組
みましょう。

There are many ways to find a job: newspaper advertisements, Internet job search Web sites, and personal
recommendations. What do you think is the best way to
find a job? Why? Give reasons or examples to support
your opinion.

Question 6-7

Eメール作成問題

2問

25 〜 50 語程度のEメールを読み、返信のメールを
作成してください。
各設問につき、
解答時間10分です。

ワンポイントアドバイス
30 分で 300 語以上書くことを目指しましょう。自分
の意見を伝えるためには、どのような例を挙げれば良
いか、構成も含めて考えて書きましょう。

例題 2 ※画面に表示される
Respond as if you have recently moved to a new city.
In your e-mail to the committee, make at least TWO
requests for information.

１
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TOEIC Bridge ®
Listening & Reading Tests

OFFICIAL SCORE CERTIFICATE（公式認定証）サンプル

TOEIC ® L&Rの入門編として

各技能のスコア

リスニングスコア・リーディングスコア、
およびテストスコアを示しています。

スコアレンジ別評価

リスニング、リーディングそれぞれの英語運用能力を、
取得したスコアに応じて４段階で示しています。

Abilities Measured

リスニング、
リーディングの各4項目における正答率を
示しています。

項目別正答率

TOEIC Bridge L&Rは英語学習初級者から中級者を対象とした、

日常生活における活きたコミュニケーションに必要な、“英語で
聞く・読む能力”を測定するテストです。
TOEIC L&Rよりも「日常的
で身近」
「試験時間が短い」
といった特長を活かし、企業・大学・
高校などにおいてレベルチェック、
モチベーション向上、学習の進
捗測定などに幅広く活用されています。
日常的なシーンにおける
英語コミュニケーション能力の測定や、TOEIC L&R受験に向けた
準備として利用すると、
とても効果的です。

Listening

Reading

適切な応答

語彙

短い対話や会話

文法

短いトーク

要点や述べられた事実の理解

要点や述べられた事実の理解

情報を伝える短い文書

※団体特別受験制度（ IP:Institutional Program 、以下 IPテスト）の受験者にはスコアレポートを発行します。 公開テストとIPテストの結果（スコア）の意味は同じですが、公式認定証が
必要な場合は公開テストを受験してください。

TOEIC Bridge ® Listening & Reading Tests サンプル問題

問題と解答の形式
TOEIC Bridge L&Rはリスニング
（約25分間・50問）、
リーディング
（35分間・50問）、合計約1時間で100問に答えるマーク
シート方式の一斉客観テストです。
テストは英文のみで構成されており、和文英訳・英文和訳といった設問はありません。
解答方法の指示も英文のみです。リスニングの出題スピードはTOEIC L&Rよりゆっくりで、
ネイティブスピーカー（英語を
母国語とする人）
が
「注意深く」話す際のスピードです。
約25 分間・50 問

Listening Test
6問

応答問題 Question-Response

20 問

質問や発言を聞いて、
4つの選択肢の中から、
応答として最も適切なものを選ぶ

会話問題 Conversations

10 問

2者間の短い会話を聞いて、
会話に関する2つの設問に解答する

14 問

1人の話し手による短いメッセージやお知らせなどを
聞いて、
その内容に関する2つの設問に解答する

● 各パートにある「ワンポイントアドバイス」は実際の問題用紙にはありません
● 色文字の部分は実際の問題用紙には印刷されていません

Listening Test
Part

35 分間・50 問

Reading Test
短文穴埋め問題 Sentence Completion

15 問

語や句が1カ所抜けている文を読んで、
それを完成させるのに最も適切な選択肢を選ぶ

長文穴埋め問題 Text Completion

15 問

語や句または文が3カ所抜けている文章を読んで、
それを完成させるのに最も適切な選択肢を選ぶ

読解問題

20 問

1つの文書を読んで、
それに関する2つか3つの設問に解答する

Reading Comprehension

リスニング

15~50点
●

1点刻みで評価

1

画像選択問題

6問

4つの絵が出題され、短い句または文が1度だけ放
送されます（放送文は印刷されていません）。4つの
絵の中から、放送文を最もよく描写しているもの
を選び、解答用紙にマークしてください。
例題 1

※音声のみ・放送文は実際の問題用紙には印刷されていない

A man wearing headphones

結果通知と評価基準について
テスト結果は合格・不合格ではなく、
スコアで評価します。

https://www.iibc-global.org/toeic/test/
bridge_lr/about/format/sample01.html

句や文を聞いて、
4つの絵の中から、
その句や文を
最もよく表す絵を選ぶ

画像選択問題 Four Pictures

説明文問題 Talks

ここではTOEIC Bridge L&Rのサンプル問題
を紹介します。
Listening Testは４つ、Reading Testは３つ
のパートに分かれています。
このサンプル問題ではパートごとに日本
語で出題形式を表記していますが、
実際の
問題用紙には英語で表記されており、
日本
語の解説はありません。

リーディング

15~50点

テストスコア

30~100 点

ワンポイントアドバイス
公式サイト上で音声を聞くことができます。
放送されるスピードに慣れましょう。

約25分間・50 問

Part

2

応答問題

20問

Reading Test

What does the man say about his class?

質問や発言が1度だけ放送されます（印刷はされて
いません）
。
それぞれの質問や発言の後に4つの応答
を聞いて、選択肢を読み、最も適切なものを選び
解答用紙にマークしてください。

※印刷のみ

（A）The teacher is excellent.
（B）The room is small.
（C）The students are lazy.

Part

（D）The textbook is useful.

例題 2

※音声のみ・実際の問題用紙には印刷されていない

会話の目的、場所、話し手の関係をつかみましょう。

※問題用紙に印刷されている・音声も放送される

（A）It’s three o’clock.
（B）Several times.
（C）Near the hotel.

1

短文穴埋め問題

15 問

不完全な文を完成させるために、4つの選択肢の中
から最も適切なものを選び解答用紙にマークして
ください。

ワンポイントアドバイス

What time is it?

35 分間・50 問

例題 1
Do not ________ on the grass.

（D）Yes, it is.

ワンポイントアドバイス
話し手の意図をつかみ、自然な応答を考えましょう。

4

説明文問題

14問

短いトークが1度だけ放送され、そのあと2つの設問
が続きます。会 話は印 刷されていません。問 題用紙
の設問（設問は放送されます）
と選択肢を読み、4
つの選択肢の中から最も適切なものを選び解答用
紙にマークしてください。

Part

ワンポイントアドバイス
基本的な文法・語句・構文の知識をつけましょう。

例題 4

3

会話問題

10問

短い会 話が1度だけ放 送され、そのあと2つの設 問
が続きます。会話は印刷されていません。問 題用紙
の設問（設問は放送されます）
と選択肢を読み、4つ
の選択肢の中から最も適切なものを選び解答用紙
にマークしてください。
例題 3

※音声のみ・実際の問題用紙には印刷されていない

（Woman） Hi, Joe. You look happy.
Hi, Amy. I just had a really interesting
（Man）
class.
（Woman） Lucky you!
（Man）
The teacher is wonderful, and the class
is such fun.

Hello? My name’s Peter Anderson. I’m calling because
I was at the library this morning, and now I can’t find
my wallet. I think I left it at the library. It’s a black wallet.
It has my driver’s license inside, and about ten dollars in
cash. It may be near the computers. If you find it, could
you call me? My number is 555-0198. Thanks.

What has the speaker lost?

（B）Sleepy.
（C）Sorry.
（D）Happy.

（A）A book.
（B）A phone.
（C）A wallet.
（D）A laptop.
ワンポイントアドバイス
トークの目的、状況、話し手の立場をつかみましょう。

２２

例題の正解：1 D

2 A

3 D, A 4 B, C

長文穴埋め問題

読解問題

20 問

いろいろな内容の文書に関する問題が出題されま
す。設問を読み、最も適切なものを選び解答用紙に
マークしてください。

15 問

不完全な文を完成させるために、4つの選択肢の中
から最も適 切なものを選び解 答用紙にマークして
ください。
例題 2

設問1

What does the store sell?

（A）Food
（B）Clothing
（C）Books
（D）Furniture

（A）At a bank.
（B）At a library.
（C）At a store.
（D）At a café.

※印刷のみ

※印刷のみ

2

※印刷のみ

設問1 ※問題用紙に印刷されている・音声も放送される

（A）Angry.

Part

設問1 ※問題用紙に印刷されている・音声も放送される

How does the man look?

3

例題 3

Where was the speaker this morning?

設問2 ※問題用紙に印刷されている・音声も放送される

（C）shopped
（D）shopping

文章全体の意味を把握し、空欄の前後もよく読み、
文脈に合う選択肢を選びましょう。

（B）keep
（C）walk
（D）have

※音声のみ・実際の問題用紙には印刷されていない

Part

（B）shops

ワンポイントアドバイス

（A）find
Part

（ 3）
（A）shop

設問2

（1）
（A）We
（B）Us
（C）Our
（D）Ours
（2）
（A）Please ask for help.
（B）Red is a bright color.
（C）They will arrive today.
（D）Put them on my desk.

What time does the store close on
Tuesday?

（A）At 7:00 P.M.
（B）At 8:00 P.M.
（C）At 9:00 P.M.
（D）At 10:00 P.M.
ワンポイントアドバイス
文書の目的を把握し、設問に取り組みましょう。
チラシや広告、インスタントメッセージ（チャット）
などにも慣れましょう。

例題の正解：1 C

2 A, C, D

3 A, C

２３

TOEIC Bridge ®
Speaking & Writing Tests

OFFICIAL SCORE CERTIFICATE（公式認定証）サンプル
各技能のスコア

スピーキングスコア・ライティングスコア、
およびテストスコアを示しています。

スコアレンジ別評価

スピーキング、ライティングそれぞれの英語運用能力を、
取得したスコアに応じて４段階で示しています。

４技能化でより実用的に
TOEIC Bridge S&Wは英語初級者から中級者を対象とした、日常生活における活き
たコミュニケーションに必要な、
“英語で話す・書く能力”を測定するテストです。
日常
会話はもちろん、
メール、
SNS、
ビデオ通話といった現代のコミュニケーションシーン
など、
実際の場面に即した英語能力が測定できます。
自身の弱点や学習に向けての
ポイントを把握しやすく設計されており、
中上級レベルへのステップアップに向けたス
ムーズな英語学習をサポートします。
TOEIC Testsへの架け橋としてとても効果的です。

※団体特別受験制度（ IP:Institutional Program 、以下 IPテスト）の受験者にはインターネットでの閲覧と、PDF形式ダウンロードによる印刷が可能なテスト結果（スコア）を発行します。
公開テストとIPテストの結果（スコア）の意味は同じですが、公式認定証が必要な場合は公開テストを受験してください。

TOEIC Bridge ® Speaking & Writing Tests サンプル問題

問題と解答の形式

TOEIC Bridge S&WはTOEIC Bridge Speaking Test(約15分間・8問）
とTOEIC Bridge Writing
Test(約37分間・9問)で構成されています。
パソコンを使って受験します。受験者はヘッドセット
を装着し、
パソコン画面の指示に従って音声を吹き込んだり、文章を入力して解答します。
約15 分間・8 問

TOEIC Bridge Speaking Test
音読問題 Read a Short Text Aloud

2問

短い文章を音読する

写真描写問題 Describe a Photograph

2問

写真を見て内容を説明する

聞いたことを伝える問題 Listen and Retell

1問

ある場面のメッセージやお知らせなどを聞いて、
その趣旨や要点を第三者に伝える

短い応答問題

1問

メモなどの資料に基づいて、
情報の要求、
依頼、
申し出、
提案、
招待などをする

1問

一連の絵に基づいて、
ストーリーを
順序立てて述べる

1問

比較対照できる選択肢について示された情報を
用いて、
自分が薦める選択肢とその理由を述べる

Short Interaction

ストーリー作成問題 Tell a Story
Make and Support

アドバイスをする問題 a Recommendation

約37 分間・9 問

TOEIC Bridge Writing Test
文を組み立てる問題 Build a Sentence

ストーリー記述問題

Question 1-2

音読問題

2問

掲示された短い文章を音読してください。準備時間
25秒、解答時間30秒です。

3問
1問

短いメッセージ（例：インスタントメッセージ）を
読んで、
示された2つの要件を満たす返信を作成する

And now it’s time for the local weather report. It will

1問

指示された内容に基づいて、ストーリーを記述する

Friday. However, we expect it to rain all day on

1問

長文メッセージ（例：Eメール）を読み、
指示に従って返信を作成する

Respond to an

長文メッセージ返信問題 Extended Message

結果通知と評価基準について

２４

TOEIC Bridge Speaking Test

提示された2つの語や句を両方用いて、
写真の内容を説明する1つの文を作成する

Write a Narrative

スピーキング

15~50点

●

実際のテストは、パソコン上で行います
問題はすべて英語で画面に表示されるか音声で流れます
各パートにある「ワンポイントアドバイス」は実際の画面にはありません
色文字の部分は実際の画面には表示されません

ばらばらに並んだ語や句を並べ替えて、
文法的に正しい文を作る

Respond to
a Brief Message

テスト結果は合格・不合格ではなく、
スコアで評価します。

https://www.iibc-global.org/toeic/test/
bridge_sw/about/format/sample01.html

3問

写真描写問題 Write a Sentence
短文メッセージ返信問題

ここでは TOEIC Bridge S&Wのサンプル
問題を紹介します。
TOEIC Bridge Speaking Testは6つ、TOEIC
Bridge Writing Testは5つのパートに分か
れています。

15~50点

テストスコア

30~100 点

写真描写問題

2問

掲示された写真を見て内容を描写してください。準備
時間30秒、解答時間30秒です。

例題 2 ※画面に表示される
例題 1 ※画面に表示される

be warm and sunny on Wednesday, Thursday, and
Saturday. So don’t forget to take your umbrella!

ワンポイントアドバイス
ライティング

Question 3-4

約15分間・8 問

英語のリズム、イントネーション、アクセントを意識
しましょう。読み直しも可能です。

ワンポイントアドバイス
写真の特徴が伝わるよう場所と人物の行動を描写
しましょう。

1点刻みで評価

２５

Question 5

聞いたことを伝える問題

1問

提示された情報（ある場面のメッセージやお知らせな
ど）に基づいて、その趣旨や要点を他の人に伝えてく
ださい。準備時間15秒、解答時間30秒です。

例題 3 ※画面に表示される・音声も放送される
You are at a staff meeting. The company president

Question 7

ストーリー作成問題

1問

一連の絵を見て、自分の言葉でそのストーリーを述べ
てください。絵の中でどんなことがなぜ起きたのかを
説明し、場所、人々、行動、感情を描写しましょう。
準備時間45秒、解答時間60秒です。

例題 5 ※画面に表示される

例題 4 ※画面に表示される・音声も放送される
You have been invited to Carla’s party, but you lost
the invitation.

・Leave a voice message for Carla. Ask her two
questions about the party based on your notes below.

※画面に表示される

you

ワンポイントアドバイス

Question 8

アドバイスをする問題

写真描写問題

3問

例題 2 ※画面に表示される

woman

options below.

clean

ワンポイントアドバイス
キーワードを用い、制限時間内に解答する練習をしましょう。
課題を満たしていれば、長い文を書く必要はありません。

Question 7

短文メッセージ返信問題 1 問

提示された指示と短いメッセージを読み、2つの返答要
件に従って返信を書いてください。解答時間8分です。

例題 3 ※画面に表示される
ワンポイントアドバイス
情報を正しく理解し、資料やメモなどに基づき、
必要な課題に答えましょう。

２６

ワンポイントアドバイス
情報を正しく理解し、それぞれの選択肢の特徴を捉えましょう。
情報を的確に伝え、推薦する理由を説明しましょう。

長文メッセージ返信問題 1 問

例題 5 ※画面に表示される

She has asked for your advice. You found the two

※画面に表示される

Directions: Write a short blog post about a problem
you solved. Tell a story about it, including what the
problem was and how you solved it.
In your story, you can describe people, places,
actions, and feelings.
You have 10 minutes to prepare and write. Write as
much as you can in the time provided.

長文メッセージ
（Eメールなど）
を読み、指示に従って返
信を作成してください。解答時間10分です。

Your friend Liz is looking for an apartment to rent.

・Explain why the option you chose is better than the other

例題 4 ※画面に表示される

Question 9

例題 6 ※画面に表示される・音声も放送される

・Recommend one of the options, and

1問

ワンポイントアドバイス

比較対照できる選択肢について提示された情報を用
いて、自分が薦める選択肢とその理由を述べてくださ
い。準備時間60秒、解答時間60秒です。

information provided

ストーリー記述問題

提示された指示を読み、ストーリーを記述してくださ
い。解答時間10分です。

指示に従って短いストーリーを書きます。
課題を満たすように書きましょう。

1問

・Tell Liz about the two options using ALL of the

指示とメッセージ内容を正しく理解しましょう。課題を
満たしていれば、長い文章を書く必要はありません。

Question 8

写真の下にある2つの語または句を使い、写真の内容を説明
する1つの文を書いてください。語または句は変化形を用い
てもよく、どんな順序でも構いません。解答時間90秒です。

ワンポイントアドバイス

提示された情報（資料やメモなど）
に基づいて、提示された
課題を完成させてください。準備30秒、解答時間30秒です。

like

?

Question 4-6

番号順に絵を確認し、ストーリーを組み立てましょう。
4つの絵それぞれに対し、少なくとも1つは話しましょう。

1問

do

ワンポイントアドバイス

Your coworker was late to the meeting. Tell your

ワンポイントアドバイス

3問

基本的な文法・語句・構文の知識を使い、文を組
み立てましょう。語句の位置は修正も可能です。

※画面に表示される・音声も放送される

情報を正しく理解し、要点をまとめて答えましょう。

kinds of

What

To begin today’s staff meeting, I’d like to give you some
updates about the office move we’re planning. We’ve
found a very convenient new building right in the center
of the city. We plan to move at the end of the month. Let
me say that again: the new office building we’ve found is
more centrally located. The move is scheduled to take
place at the end of this month.

coworker what the company president said.

文を組み立てる問題

ばらばらに並んだ語や句を並べ替えて、適切な文を作成して
ください。文の冒頭は表示されています。解答時間60秒です。

movies

※音声のみ・実際のテストでは画面に表示されない

短い応答問題

Question 1-3

約37分間・9 問

例題 1 ※画面に表示される

makes an announcement.

Question 6

TOEIC Bridge Writing Test

Directions: Respond clearly and fully to the message from
your friend Chris. You have 8 minutes to prepare and write.
・Suggest one dish you like, and

・Briefly explain to Chris how to make it

Directions: Respond to this e-mail from Pamela Sorani.
In your response, be sure to answer all of Pamela’s
questions. You have 10 minutes to prepare and write.
To: You
From: psorani@RPEmployers.com
Subject: Survey about jobs
Hello,
Thank you for agreeing to answer some questions I
have for an article I’m writing about jobs and work.
First, at what age do people in your country usually
begin to work, and at what age do they typically retire?
Also, what types of training or education do you think people
will need to get well-paid jobs in the future? Why?
Thank you in advance for your comments.
Pamela Sorani

ワンポイントアドバイス

指示とメッセージの内容を正しく理解し、
順序立てて質問に対する回答を書きましょう。

２７

TOEIC®公式サイトで英語力アップ！
1 毎週1回メールで英語問題を配信！
「穴埋めエクササイズ」

2 スキマ時間の学習に最適！
英語学習サポートコンテンツ
TOEIC®公式Twitter
@TOEIC_japan

テストの申込受付開始・締切日や英語学習に
役立つ情報をツイートしています。

TOEIC®公式YouTubeチャンネル
TOEICjapan
YouTubeでしか見られないオリジナル
コンテンツを配信中！

① 継続学習をサポート！
② 間違えやすい問題を厳選して配信！
③ 簡潔な解説で疑問もクリア！

スマートフォンアプリ

TOEIC® presents English Upgrader®

ビジネスや日常など、
さまざまなシチュエーション
で使われる英会話のスキットが満載！

※ご利用いただくには、会員登録が必要です。
「会員登録」画面で
「穴埋め
エクササイズ更新のお知らせ」
を
「希望する」
にチェックしてください。

公開テスト受験に便利な会員向けサービス
1

公式認定証の発送予定日よりも、
早くテストの結果を確認できます
（TOEIC L&R、
TOEIC S&Wのみ）
。

2

3

1年後の同月から3カ月間に実施する公開テストの
うち1回が、
割引価格で受験可能
（TOEIC L&Rのみ）。
定期的に実力を測って、
英語力向上にお役立てください。

公式教材ラインアップ

充実のラインアップで英語学習をサポート！

テスト申込受付開始や締切案内は
もちろん、英語学習に役立つ情報を
メールでお知らせします。

公開テスト受験案内

●受験料（税込）

TOEIC® Listening & Reading公開テスト：
TOEIC® Speaking & Writing公開テスト※：

※スピーキングのみは6,930円
TOEIC Bridge® Listening & Reading公開テスト：

TOEIC Bridge® Speaking & Writing公開テスト：

7,810円
10,450円
4,950円
9,350円

●公開テストスケジュール
※上記は一部です。
詳細や最新情報は公式サイトをご確認ください。

最新情報は公式サイトをご確認ください。

https://www.iibc-global.org/toeic/

〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル
TEL：03-5521-6033 FAX：03-3581-4783 （土・日・祝日・年末年始を除く10：00〜17：00）
IIBC公式サイト https://www.iibc-global.org
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