サンプル問題

TOEIC ® Speaking Test の問題形式
問題数

： 計１１問

・実際のテストはパソコン上で行われるため、このテスト案内に掲載されて

テスト時間 ： 約２０分

いるデザイン・レイアウトとは異なります
・本 文 中で「 音 声 マーク

［テストの構成］
内容
Read a text aloud
（音読問題）

Describe a picture
（写真描写問題）

Respond to questions
（応答問題）

Respond to
questions using
information provided
（提示された情報に
基づく応答問題）

Propose a solution

（解決策を提案する問題）

Express an opinion

（意見を述べる問題）

解答時間

２

各問４５秒
（準備時間
各４５秒）

アナウンスや
広告などの
内容の、短い
英文を音読する

・発音
・イントネーション、 ０〜３
アクセント

１

４５秒
（準備時間
３０秒）

写真を見て内容
を説明する

上記の事柄
すべてに加えて
・文法
・語彙
・一貫性

０〜３

１５秒または
３０秒
（準備時間
なし）

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

上記の事柄
すべてに加えて
・内容の妥当性
・内容の完成度

０〜３

３

課題概要

評価基準

採点
スケール

問題数

）内の日本語はすべて参考

のために表記されたもので、実際のテストでは日本語の解説はありません

Questions 1-2

Questions 1-2はアナウンスや広告など、英 文を音読する問題です。問題
ごとに、
ディレクションと音読問題のテキストが画 面に表示されます。ナレー

３

１

６０秒
（準備時間
３０秒）

メッセージなどを
聞き、
その内容を
確認した上で、
問題の解決策を
提案する

上記の事柄
すべて

０〜５

６０秒
（準備時間
１５秒）

あるテーマに
ついて、
自分の
意見とその理由
を述べる

上記の事柄
すべて

０〜５

ターのディレクションをよく聞いてください。
1問につき４５秒 の準 備時間が
０〜３

与えられます。 “Begin reading aloud now.”（ 読み始めてください）
という
音声が聞こえたら、
テキストを音読してください。解答は録音されます。以下
はサンプル問題です。

１１の設問があります。
TOEIC ® Speaking Test は6つの問題形式からなり、
次ページより各問題形式に関する説明とサンプル問題（上記１１問より１０問
を抜粋）が掲載されています。
試 験中はヘッドセット（ヘッドホンとマイクのセット）を装 着します。出題され
る各問題のディレクション（解答方法）はすべて英語で、画面に表示されるか
音声で流れます。その指示に従って解答してください。なお、問題形式・問題
文・名称などは変更になることがあります。

ETS, the ETS logo, PROPELL, TOEIC and TOEIC BRIDGE are registered trademarks of Educational Testing Service, Princeton, New Jersey,
U.S.A., and used in Japan under license.
Portions are copyrighted by Educational Testing Service and used with permission.
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・各問題形式に関する説明とDirectionsの（

Read a text aloud（音読問題 2問）

提示された
１５秒または
資料や文書
上記の事柄
３０秒
（スケジュールなど）
すべて
（準備時間
に基づいて、
なし）
設問に答える

１

」がついてい る問 題 文や 解 答 例 の 音 声は、

TOEIC ® 公 式 サイト に掲載のサンプル問題でご確認いただけます

Directions: In this part of the test, you will read aloud the
text on the screen. You will have 45 seconds to prepare.
Then you will have 45 seconds to read the text aloud.
ディレクション ： この問題では画 面に音 読するテキストが 表 示されます。準 備
時間は４５秒です。指示があったら、
４５秒で画面に表示されたテキストを音読して
ください。

サンプル問題
If you’re shopping, sightseeing and running around every minute,
your vacation can seem like hard work. To avoid vacation stress,
come to the Blue Valley Inn on beautiful Lake Meed. While
staying at our inn, you’ll breathe clean country air as you view
spectacular sights. With its spacious rooms, swimming pool, and
many outdoor activities, the Inn is the perfect place for a vacation
you won’t forget.

解答例（ TOEIC公式サイトでご確認いただけます。）
6

解答は各採点スケールの採点ポイントに基づいて評価されますが、ポイント

のすべてを網羅していなければならないというわけではなく、総合的に評価

サンプル問題

されます。

音読問題：発音
採点スケール

採点ポイント

3

些細なミスや、
他の言語の影響がわずかにあるものの、非常にわかりやすい

2

いくつかのミスや、他の言語の影響が多少あるものの、概ねわかりやすい

1

わかりやすいところもあるが、他の言語の影響が大きいため、適切な話し
方が妨げられている

0

無 解答、
もしくは解答の中に英語が含まれていない、またはテストと全く
関係ないことを答えている

音読問題：イントネーション・アクセント
採点ポイント

採点スケール
3

強調されるべき部分、間の取り方、音の高低が適切である

2

いくつかのミスや、他の言 語 の影 響が多少あるものの、強 調されるべき
部分、間の取り方、音の高低は全 体的によい

1

強 調されるべき部分、間の取り方、音 の高 低 が 適 切でなく、他 の言 語 の
影 響がかなり見られる

0

無 解答、
もしくは解答の中に英語が含まれていない、またはテストと全く
関係ないことを答えている

解答例 （

TOEIC 公式サイトでご確認いただけます。）

解答は各採点スケールの採点ポイントに基づいて評価されますが、ポイント

のすべてを網羅していなければならないというわけではなく、総合的に評価

されます。

写真描写問題

Question 3

Describe a picture（写真描写問題 1問）

Question 3 は写真を見て内容を描写する問題です。 ディレクションと写真
が画面に表示されます。ナレーターのディレクションをよく聞いてください。

採点スケール

採点ポイント

3

写真の特徴が描写されている
・聞き手が理解しづらい場合もあるが、概ねわかりやすい
・適切な語彙・語句と構文を使っており、言いたいことが首尾一貫した形
で表現されている

2

写真と関連はあるものの、意味があいまいな箇所がある
・聞き手が理解しづらい箇所がある
・語 彙・語 句や構文が限 定されており、全 体として意味 の理 解を妨げる
ことがある

1

写真と関連はあるものの、聞き手が理解しやすいように話す能力は、非常
に限定されている
・聞き手はかなり理解に苦労する
・適切な語彙・語句や構文を使用する能力が非常に限定されている、
また
は、
それにより意味の理解が著しく妨げられてしまう

0

無 解答、
もしくは解答の中に英語が含まれていない、またはテストと全く
関係ないことを答えている

準備時間は３０秒です。 “Begin speaking now.”（話し始めてください）と
いう音声が聞こえたら、
写真について説明してください。解答は録音されます。
以下はサンプル問題です。

Directions: In this part of the test, you will describe the
picture on your screen in as much detail as you can. You will
have 30 seconds to prepare your response. Then you will
have 45 seconds to speak about the picture.
ディレクション ： この問題では画 面に写真が表 示されます。写真をできるだけ
詳しく描写してください。準備時間は３０秒です。指示があったら、
４５秒で写真を
描写してください。

7

8

サンプル問題

Questions 4-6

Respond to questions（応答問題 3問）

Question 6: Describe your favorite television program.

Questions 4-6 では、同じトピックに関する３つの短い設問に答えます。ディ

解答例 （ TOEIC公式サイトでご確認いただけます。）

レクションが画面に表示されます。ナレーターのディレクションをよく聞いて
ください。次に、
イントロダクションとQuestion 4が画 面に表示されます。
「ビープ音（ブザ ー
ナレーターが両方を読みます。Question 4を読み終えると
のような音）」が聞こえますので１５秒で解答してください。次にQuestion 5
が表示され、ナレーターが読みます。
「ビープ音」の後、
１５秒でQuestion 5
に解答してください。次にQuestion 6が表示され、ナレーターが読みます。
「ビープ音」の後、
３０秒でQuestion 6に解答してください。 いずれも解答は
録音されます。以下は、
Question 4、
5、
6のサンプル問題です。

解答は各採点スケールの採点ポイントに基づいて評価されますが、ポイント

のすべてを網羅していなければならないというわけではなく、総合的に評価

されます。

応答問題
採点スケール

採点ポイント

3

解答は質問に対して十分で、関連性があり、
社会的にも適切な応答ができて
いる。提示された情報に基づく課題に対しては、資料や文書の情報も正確に
答えている
・聞き手はすんなりと理解できる
・適切な語彙・語句を使っている
・課題に合った構文を使って答えている

2

質問に対してはある程 度 適切に答えているが、完 全ではなく、適 切でない
部分もある。また、提示された情報に基づく課題には、正確に答えていない
部分がある
・聞き手が理解しづらい箇所があるが、概ね理解できる
・全体的な意味ははっきりしているものの、語彙・語句が限定されていたり、
やや適切でない場合がある
・構文の使 用が 不適切なため、聞き手が理 解するためには多少の努力を
要する
・提示された情報に基づく課題に関しては、資料や文書から関連した情報
を見つけることができるが、
それらを関連のない情報と区別したり、聞き
手が理解しやすいように言い換えることはできない

1

質問に対して十分に答えていない。関連する情報が十分に伝わっていない
・聞き手は理解するのにかなり苦労する
・語彙・語句が不正確であったり、設問と同じ内容を繰り返す
・構文の使用が不適切なため、意味の理解が妨げられてしまう

0

無 解 答、
もしくは解 答 の中に英 語が含まれていない、またはテストと全く
関係ないことを答えている

Directions: In this part of the test, you will answer three
questions. For each question, begin responding immediately
after you hear a beep. No preparation time is provided. You
will have 15 seconds to respond to Questions 4 and 5 and
30 seconds to respond to Question 6.
ディレクション：ここでは、
３つの設問があります。ビープ音の後、
すぐに解答して
ください。準備時間はありません。 Question 4、5には１５秒で、 Question 6に
は３０秒で解答してください。

Introduction: Imagine that a Canadian marketing firm is
doing research in your country. You have agreed to
participate in a telephone interview about television viewing.
サンプル問題
Question 4: How often do you watch television?
解答例 （ TOEIC公式サイトでご確認いただけます。）

Questions 7-9

Respond to questions using information provided

サンプル問題
Question 5: What kinds of programs do you usually
watch?
解答例 （ TOEIC公式サイトでご確認いただけます。）

（提示された情報に基づく応答問題 3問）

Questions 7-9では、 画面に表示された各種の情報を読んで３つの設問に
答えます。ディレクションが画面に表示され、読み上げられます。次に、ある情
報が画面に表示されるので３０秒でよく確認してください。その後、ナレーター
が話をしてから最初の質問を読み、
さらに「ビープ音」が聞こえます。相手と
話すかのように、
この質問に１５秒で解答してください。次に、
２番目の質問が
読まれます。ビープ音の後、
１５秒で解答してください。次に、
３番目の質問が

9

読まれます。ビープ音の後、
３０秒で解答してください。いずれも解答は録 音

10

されます。すべての質問は表示された情報に関連があり、情報は３つの質問

解答例 （ TOEIC公式サイトでご確認いただけます。）

の解答中ずっと画面に表示されていますが、質問は画面に表示されません。
以下は、
Question 7、
8、
9のサンプル問題です。

サンプル問題 （実際のテストでは設問は画面に表示されません）

Directions: In this part of the test, you will answer three
questions based on the information provided. You will have
30 seconds to read the information before the questions
begin. For each question, begin responding immediately
after you hear a beep. No additional preparation time is
provided. You will have 15 seconds to respond to Questions
7 and 8 and 30 seconds to respond to Question 9.

Question 8: How much does conference attendance
cost?
解答例（ TOEIC公式サイトでご確認いただけます。）

ディレクション：ここでは、提示された情報に基づいて、
３つの設問に解答してくだ
さい。設問に解答する前に、提示された情報を３０秒で読んでください。各問題とも、
ビープ音の後、
すぐに解答してください。準備時間は与えられません。Question７
とQuestion 8には１５秒で、Question９には３０秒で解答してください。

サンプル問題 （実際のテストでは設問は画面に表示されません）
Question 9: I may not be available for the full day. Could
you give me information about the activities in the
morning, before lunchtime?
解答例（ TOEIC公式サイトでご確認いただけます。）

May 27
Bristol Office Building
“Financing Your Business,” Room 210
9:00 A.M.
̶ 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
Date:
Location:
Seminars:

解答は各採点スケールの採点ポイントに基づいて評価されますが、ポイント

のすべてを網羅していなければならないというわけではなく、総合的に評価

されます。

提示された情報に基づく応答問題
採点スケール

採点ポイント

3

解答は質問に対して十分で、関連性があり、
社会的にも適切な応答ができて
いる。提示された情報に基づく課題に対しては、資料や文書の情報も正確に
答えている
・聞き手はすんなりと理解できる
・適切な語彙・語句を使っている
・課題に合った構文を使って答えている

2

質問に対してはある程 度 適切に答えているが、完 全ではなく、適 切でない
部分もある。また、提示された情報に基づく課題には、正確に答えていない
部分がある
・聞き手が理解しづらい箇所があるが、概ね理解できる
・全体的な意味ははっきりしているものの、語彙・語句が限定されていたり、
やや適切でない場合がある
・構文の使 用が 不適切なため、聞き手が理 解するためには多少の努力を
要する
・提示された情報に基づく課題に関しては、資料や文書から関連した情報
を見つけることができるが、
それらを関連のない情報と区別したり、聞き
手が理解しやすいように言い換えることはできない

1

質問に対して十分に答えていない。関連する情報が十分に伝わっていない
・聞き手は理解するのにかなり苦労する
・語彙・語句が不正確であったり、設問と同じ内容を繰り返す
・構文の使用が不適切なため、意味の理解が妨げられてしまう

0

無 解 答、
もしくは解 答 の中に英 語が含まれていない、またはテストと全く
関係ないことを答えている

*Not included in registration fee

（３０秒後、ナレーターの声が聞こえます。実際のテストでは画面に表示されません）

(Narrator): Hello, I’m calling about a conference on May 27
I saw advertised in the newspaper. It’s about starting your
own business. I was hoping you could give me some
information.
サンプル問題 （実際のテストでは設問は画面に表示されません）
Question 7: Could you tell me what time the conference
starts and how long it will last?
11

12

解答例（ TOEIC公式サイトでご確認いただけます。）

Question 10

Propose a solution（解決策を提案する問題 1問）
Question 10 は「解決 策を提 案する」問題です。 ディレクションが 画 面に
表 示されます。ナレーターのディレクションをよく聞いてください。次に、
あるメッセージが聞こえます。メッセージ 後、
３０秒 の準 備時間が 与えられ
ます。解答画面には「 Respond as if you ・
・
・」という文が表示され、受験
者がどのような立場で解答すべきかが指示されます。 “Begin speaking

解答は各採点スケールの採点ポイントに基づいて評価されますが、ポイント

のすべてを網羅していなければならないというわけではなく、総合的に評価

されます。

解決策を提案する問題
採点スケール

採点ポイント

5

全ての部分において確実に課題をこなしており、非常にわかりやすく、継続
的に話し、かつ首尾一貫している
・適 切に自分 の 役 割を理 解し、メッセージの受け手と送り手 の関係 性を
理解している
・課題の状況を明確に理解しており、関連性のある、細部に及んだ解答を
している
・全体的にわかりやすく、ほどよいペースである
・基本的な構文も複雑な構文も（必要に応じて）かなり自由に使える。些細
なミスが時折見受けられるが、意味をわかりにくくするものではない
・多少正確でない部分が見受けられるものの、語彙・語句の使い方は効果
的である

4

全ての部分において課 題に適 切に答えているが、解決 策があまり十 分に
展開されていない。全体的にわかりやすく継続的に話し、ある程 度流暢で
筋は通っているが、時折ミスが見受けられる
・適 切に自分 の 役 割を理 解し、メッセージの受け手と送り手 の関係 性を
理解している
・終始、設問の内容に沿って最低限の関連した情報を伝えている
・発 音、イントネーション、ペースにわずかに問題 があり、聞き手が 理 解し
づらい箇所もあるが、全体の理 解が大きく妨げられることはない
・比較的自由かつ有効に文法を使いこなせるが、使用する構文がやや限定
的である。全 体的な流 暢さに若 干 影 響を与えるものの、意 思の 伝 達を
大きく妨げるものではない
・語彙・語句をかなり効果的に使えるが、不正確・不明確なものもある

3

課題に答えようとはしているものの、全ての課題を達 成できているわけで
はない。概ね理解できるが、話し方や全体的なまとまりに問題があることも
ある
・課 題のロールプレイング 形式を無 視している、またはメッセージの送り
手と受け手の関係性を理解していない
・課題と関連のある情報を伝えているが、明らかに不完全、不正確であり、
課題あるいは設問文の内容を理解しないまま解答している
・話す内容は基 本的にわかるが、発音が不明瞭だったり、
イントネーション
がぎこちない、またはリズムやペースが不規則なため、
ところどころ意味
がはっきりせず、聞き手は理解に苦労する箇所がある
・使える文法に限りがある
・使用できる語彙・語句は限られている

2

話す内容は関連 性があまりなく、また、一貫 性にかけ、話の 大部分は理 解
しづらい
話す内容が限られている理由：
・長い間があいたり、スムーズ な会 話を妨げるような 不 適 切な間があい
たりする
・課題やタスクに対してあまり関連性のあるものではない
話の大部分が理解しづらい理由：
・ぎこちない解答のため聞き手はかなり理解に苦労する
・使える文法が限られている
・使用できる語彙・語句がかなり限られている、
または的確でない

1

課題が全く理解できないことがある。単語のみ、またはフレーズのみ、ある
いは母国語と英 語を 混ぜ て答えることがある。あいまいかつ漠 然とした
解答で、課題と全く関連がないことがある

0

無 解 答、
もしくは解 答 の中に英 語が含まれていない、またはテストと全く
関係ないことを答えている

now .”（ 話し始 めてください）という音 声が 聞こえ たら、
６０秒で 解 答して
ください。解答は録音されます。以下はサンプル問題です。

Directions: In this part of the test, you will be presented
with a problem and asked to propose a solution. You will
have 30 seconds to prepare. Then you will have 60 seconds
to speak.
In your response, be sure to
・show that you recognize the problem, and
・propose a way of dealing with the problem.
ディレ クション： ここで は 、提 示 さ れる1つ の 問 題 につ いて、解 決 策 を 提 案
してください 。準 備 時 間 は３０秒、解 答 時 間 は６０秒で す。
解答にあたっては、必ず
・メッセージの相手の問題を理解していることを示してください
・問題への対処方法を提案してください

Now listen to the voice message.
（実際のテストでは画面に表示されません）

サンプル問題
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（実際のテストでは設問は画面に表示されません）

Question:
Hi, this is Marsha Syms. I’m calling about my bank card.
I went to the bank machine early this morning, you know
- the ATM - because the bank was closed, so only the
machine was open. Anyway, I put my card in the
machine and got my money out, but then my card didn’t
come out of the machine. I got my receipt and my
money, but then my bank card just didn’t come out. And
I’m leaving for my vacation tonight so I’m really going to
need it. I had to get to work early this morning and
couldn’t wait around for the bank to open. Could you call
me here at work and let me know how to get my bank
card back? I’m really busy today and really need you to
call me soon. I can’t go on vacation without my bank
card. This is Marsha Syms at 555-1234. Thanks.
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Question 11

Express an opinion（意見を述べる問題 1問）

解答は各採点スケールの採点ポイントに基づいて評価されますが、ポイント

のすべてを網羅していなければならないというわけではなく、総合的に評価

されます。

Question 11 は「意見を述べる」問題です。 ディレクションが画面に表示さ
れます。ナレーターのディレクションをよく聞いてください。ディレクションの

意見を述べる問題
採点スケール

採点ポイント

5

解答は自分の選択や意見を明確に示しており、
その理由づけは容易に理解
することができ、
また、継続的に話されており、一貫性がある
・理由や詳細、論 拠または例を提 示することで、自分のとった選 択や意 見
に対する裏づけがなされており、
考えのつながりは明確である
・全 体 的にほどよい ペースではっきりと話されている。発 音、イントネー
ションに些細なミスやわずかな問題はあるが、全体の理解を妨げるもの
ではない
・基本的な構文も複雑な構文も（必要に応じて）自由に使うことができる。
些細なミスが時折見受けられるが、意味をわかりにくくするものではない
・語 彙・語 句の 使い方は多 少正 確でない 場 合もあるが、効 果 的に使って
いる

4

解答は明確に自分の選択や意見を示しており、
それらを十分に裏づけまた
は展開できている
・自分 のとった選 択や意 見の理由を説明できているが、説明は十 分には
考えのつながり
展開されていない。ところどころで間違いはあるものの、
はほぼ明確である
・発 音、イントネーション、ペースにわずかに問題 があり、聞き手が 理 解し
づらい箇 所もある。ただし、全 体の理 解が大きく妨げられることはない
・比較的自由かつ有効に文法を使いこなせるが、使用する構文がやや限定
的である
・語彙・語句をかなり効果的に使えるが、不正確・不明確なものもある

3

自分のとった選 択や好み、意 見を提 示できているが、
それらを展開したり
裏づけすることに限りがある
・自分の選択、好み、意 見を支持する理由を最低１つは提示している。
しか
し、詳 細な 説明はほとんどなく、同じ内容の繰り返しにすぎ ない。また、
あいまいではっきりしない
・話す内容は基 本的にわかるが、発音が不明瞭だったり、
イントネーション
がぎこちない、またはリズムやペースが不規則なため、
ところどころ意味
がはっきりせず、聞き手は理解に苦労する
・使える文法に限りがある。うまく流暢に使っているのは基 本的な構文が
ほとんどである
・使用できる語彙・語句は限られている

2

課 題に関連する自分 の 選 択や好み、意 見を 示してはいるが、
その 理由を
提示していない、またはその理由がわかりづらく一貫性がない
・発 音、アクセント、イントネーションに終 始問題 があり、聞き手はかなり
理 解に苦 労する。断片的で 途 切れが ちな 話し方、また 長い間があいた
り、口ごもることがたびたびある
・使用できる文法が非常に限られていて、言いたいことを表現したり、思考
の流れを明確に表現することができない
・使用できる語彙・語句はかなり限られており、繰り返しが多い

1

課題や設問文をそのまま読み上げているだけである。課題が要求する自分
の意 見や選 択、好みを示すことができない。単語 のみ、またはフレーズの
み、あるいは母国語と英語を混ぜて答えている

0

無 解 答、
もしくは解 答 の中に英 語が含まれていない、またはテストと全く
関係ないことを答えている

後、問題が画 面に表示され、ナレーターが問題を読みます。ナレーターが問
題を読み終わると、
１５秒間の準備時間があります。“Begin speaking now. ”
（話し始めてください）という音声が聞こえたら、問題に対する意見を６０秒で
述べてください。解答は録音されます。以下はサンプル問題です。

Directions: In this part of the test, you will give your opinion
about a specific topic. Be sure to say as much as you can in
the time allowed. You will have 15 seconds to prepare. Then
you will have 60 seconds to speak.
ディレクション： ここでは、
特定のトピックについて、
自分の意見を述べてください。
与えられた時間を使ってできるだけ多くのことを解答してください。準備時間は
１５秒、解答時間は６０秒です。

サンプル問題
Question:
Some people prefer to take a job that does not pay well
but does provide a lot of time off from work. What is your
opinion about taking a job with a low salary that has a lot
of vacation time? Give reasons for your opinion.
解答例（ TOEIC公式サイトでご確認いただけます。）
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サンプル問題

TOEIC ® Writing Test の問題形式
問題数

・実際のテストはパソコン上で行われるため、
このテスト案内に掲載されて

： 計８問

いるデザイン・レイアウトとは異なります

テスト時間 ： 約６０分

・各解答 例は実際に解答されたサンプルを使 用しているため、スペルミス

［テストの構成］
内容
Write a sentence
based on a picture
（写真描写問題）

Respond to
a written request

（Eメール作成問題）

Write an opinion
essay

（意見を記述する問題）

問題数

５

２

課題概要

５問で８分

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

・文法
・写真と文章
の関連性

０〜３

各問１０分

２５〜５０語程度の
Eメールを読み、
返信のメールを
作成する

・文章の質
と多様性
・語彙
・構成

０〜４

３０分

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

・理由や例を
挙げて意見を
述べているか
・文法
・語彙
・構成

０〜５

１

評価基準

採点
スケール

解答時間

・各解答例に掲載している「解説」は、評価の基準を説明するためのもので、
実際のテスト結果には含まれません
・各問題 形式に関する説明とDirectionsの（

）内の日本語はすべて参 考

のために表記されたもので、実際のテストでは日本語の解説はありません

Questions 1-5

TOEIC ® Writing Test は３つの問題形式からなり、８つの設問があります。
次ページより各問題 形式に関する説明とサンプル問題（上記８問より３問を
抜粋）が掲載されています。
出題される各問題のディレクション（解答方法）はすべて英語で画面に表示
されます。その指示に従って解答してください。なお、問題形式・問題文・名称
などは変更になることがあります。
TOEIC Writing Test には音声による問題はないため、ヘッドセットを装着
する必要はありません。

などもそのまま再現しています

Write a sentence based on a picture

（写真描写問題 5問）

TOEIC Writing Test の Questions 1-5は、いずれも同じ形式の問題です。
各問題ごとに、 画 面に写真が表示されます。 写真の下に２つの語（句）
が 表 示されます。
２つ の 語（句）を 使って1つ の文 章を 作成し、表 示され た
写真について説明してください。文法の法則にしたがって２つの語（句）の形
を変えてもかまいません。ただし、必ず 何らかの形で２つの語（句）を使って
ください。
５つの問題に８分で解答してください。以下はサンプル問題です。

Directions: In this part of the test, you will write ONE sentence that
is based on a picture. With each picture, you will be given TWO
words or phrases that you must use in your sentence. You can
change the forms of the words, and you can use the words in any
order. Your sentences will be scored on
・the appropriate use of grammar and
・the relevance of the sentence to the picture.
In this part, you can move to the next question by clicking on “ Next.”
If you want to return to a previous question, click on “ Back.”
You will have 8 minutes to complete this part of the test.
ディレクション ： この問題では、
写真に基づく1つの文章を作成します。各写真について、文章
中に使わなければならない２つの単語または句（熟語）が提示されます。単語の形は変えて
かまいません。また、
これらの単語はどのような順番で使ってもよいものとします。作成した
文章は、以下に基づいて採点されます。
・文法
・写真と文章の関連性
Questions 1-5においては画 面上の「Next 」や「Bac k」をクリックして、次の問題に進 ん
だり、前の解答を見直すことができます。解答時間は５問で８分間です。
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サンプル問題

Questions 6-7

Respond to a written request

（Eメール作成問題 2問）

Questions 6-7は、
「Eメール 作成」問題です。 ディレクションとEメールの
メッセージが 画 面に表 示されます。ディレクションに従い、Eメールを読み、
それに対 する返信のEメールを 作成してください。制限 時間は１０分です。
Question 7に進んだ後、Question 6を見直すことはできません。 以下は
サンプル問題です。

airport terminal / so
解答例（採点スケール 3）
There are so many cars parked at the airport terminal.
解説 この解答には文法の誤りが一切なく、
２つの語（句）が適切に使用されており、内容も
写真と一致しています。

解答例（採点スケール 2）
THIS AIRPORT TERMINAL SO CONJUSTICED THAT SOME
CARS CANT PARK.
解説 文には２つの語（句）が含まれており、内容も写真と一致しています。ただし、文法上の
誤り
（be動詞の「is」が抜けている）などがあります。

解答は各採点スケールの採点ポイントに基づいて評価されますが、ポイント

のすべてを網羅していなければならないというわけではなく、総合的に評価

されます。

写真描写問題
採点スケール
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Directions: In this part of the test, you will show how well you can
write a response to an e-mail. Your response will be scored on
・the quality and variety of your sentences,
・vocabulary, and
・organization.
You will have 10 minutes to read and answer each e-mail.
ディレクション ：この問題では、Eメールのメッセージに対していかにうまく返信できるかが
問われます。作成した解答は、以下に基づいて採点されます。
・文章の質と多様性
・語彙・語句
・構成
解答時間は１０分間です。

サンプル問題
Read the e-mail below and write an e-mail that responds to the
information. 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.

採点ポイント

3

以下の特徴を持つ１文で構成されている
・文法的誤りがない
・与えられた２つの語（句）を適切に使っている
・写真と関連する内容が記述されている

2

以下の特徴を持つ１文もしくは複数以上の文で構成されている
・文の理解を妨げない程度の文法的誤りが１箇所以上ある
・与えられた２つの語（句）を使っている。ただし、
１つの文中でなかったり、
語形が正確でない
・写真と関連する内容が記述されている

1

以下の特徴のいずれかを示している
・文の理解を妨げる誤りがある
・与えられた２つの語（句）の片方、
もしくは両方とも使っていない
・写真と記述内容の関連性がない

0

無 解答。英語以 外の言語で書かれている。英 文で使われることのない
記号が使用されている

FROM: Dale City Welcome Committee
TO: New Dale City Residents
SUBJECT: Welcome to your new home!
SENT: July 23, 4:32 P.M.
Welcome! We would like to be the first to welcome you to Dale
City. We know that there are many things to do when you move,
from finding your way around town to setting up your utilities.
Please contact us if you need any help at all.
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解答例（採点スケール 4）
Dear Sir or Mam, I have just moved here, Dale City. Since I have
little knowledge about this city, I may have to ask you for some
information. First, I need a house not far from the company I have
been assigned to. I am not asking you to find me a place to live
in. I need a contact number for a real estate agency which I can
trust. With your recommendation to a reliable agency, I can find a
place at a reasonable price. Also, I want some information on
rental car. I may not use a car that often, but I need one by next
week to giva ride to my uncle at the airport. Thank you for your
help in advance.
解説 この解答はすべての課題を達成しており、構成も論理的で、適切な接続詞が使用され
ています。相手を考慮した言い回しも適切です。文法や言葉の使い方に誤りがいくつかあり
ますが、書き手の言おうとしている意味は明確です。

解答は各採点スケールの採点ポイントに基づいて評価されますが、ポイント

のすべてを網羅していなければならないというわけではなく、総合的に評価

されます。

Eメール作成問題
採点スケール

採点ポイント

4

すべての課 題を的確にこなし、設問で要求された情報、指 示、質問を複 数の
文を使って明確に伝えている
・筋の通った文章にするために一貫した論理構成で文章を構築する、または、
適切な接続語を使用する、
のうち、片方または両方がなされている
・文体や言葉遣いが返信先にふさわしい
・文法や語法の誤りが２、
３あるが、言いたいことがわからなくなるほどではない

3

解答例（採点スケール 2）
Dear Dale City Welcome Committee Thank for your conderning.
I’m satisfied in my new home and there are so interesting thing
around. Before i came here i’m warried that how can i live new
city. I think, I don’t need to worry about that. Yesterday, i found
some great place where cafetaria, laundry room, band, big
supermarket just near hear. I can buy goods anytime and have
dinner at the great restaurant. All of them are so nice, but i have
one concerding. I could’t find the cinema. One of my favourit is
watch the movie. So, Could you give the city map for me? All in
all, it’s wonderful place. If i need your help i’ll contact with you. I’m
appreciated you.
解説 この解答は文法や言葉の使い方の誤りによって、
いくつかの文の意味があいまいになっ
ています（「 Yesterday, i found some great place…」、
「Could you give the city
map for me?」、
「 Iʼm appreciated you 」など）。また、解答には複数の課題が反映され
ていません。書き手は情報をリクエストしようと試みてはいますが、
どのリクエストも適切に
完結しておらず、初めてこの町に来たことに力点が置かれています。さらに、
考えのつながり
もあいまいで、
つながりが全くない箇所もあります。
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解答内容はよくできているが、
設問で要求された課題の1つが基準に達していない
・課題のうちの1つを抜かしたり、
うまく答えていなかったり、解答が完 結して
いない
・少なくとも部分的には論理的な文章構成を試みたり、接続語も適切に使用
している
・返信する相手のことが一応念頭にある
・文 法や語法に目立った誤りが見られる。誤りがあるために言いたいことが
わからなくなる1文がある

2

いくつか不十分な点がある
・1つの 課 題にしか 答えていないか、２つまたは３つの 課 題に対応している
ものの、いずれの課 題も不十 分もしくは完 結していない解 答である
・考えがうまく関連付けられていない、
もしくは関連が明確でない
・返信する相手のことをほとんど意識して書いていない
・文法や語法に誤りがあるため、
言いたいことがわからなくなる文が２文以上ある

1

重 大な問題があり、設問で要求された情報、指示、質問をほとんど、
もしくは
全く伝えていない
・設問と関連のある内容を少し含むものの、課題を１つもこなしていない
・考えがうまく関連付けられていない、
もしくは関連が明確でない
・文体や言葉遣いが返信する相手に適切でない
・文法や語法の誤りが頻繁にあり、ほとんどの場合、言いたいことが理解できない

0

設問に出てくる言葉をそのまま写している。テーマを無視している、あるいは
テーマと関連していない解答である。英語以外の言語で書いている。意味の
ない記号を使用している、
または、無解答

Question 8

Write an opinion essay（意見を記述する問題 1問）

Question 8は、
「意 見を記述する」問題です。 ディレクションと 質問が画 面
に表示されます。以下はサンプル問題です。

Directions: In this part of the test, you will write an essay in
response to a question that asks you to state, explain, and support
your opinion on an issue. Typically, an effective essay will contain a
minimum of 300 words. Your response will be scored on
・whether your opinion is supported with reasons and/or examples,
・grammar,
・vocabulary, and
・organization.
You will have 30 minutes to plan, write, and revise your essay.
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ディレクション：この問題では、質問に対して自分の意見を記述します。自分の意見を述べ、
説明し、根 拠を挙げ てください。効果的な解 答を作成するには少なくとも３００語以 上 必要
でしょう。作成した解答は、以下に基づいて採点されます。
・理由や例を挙げて意見を述べているか
・文法
・語彙・語句
・構成
構成を考え、書き、見直すための解答時間は３０分間です。

サンプル問題
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.
解答例（採点スケール 5）
Nowadays, there are many ways to find a job. What is the best
way to find it? I think it depends on the kind of work you are
looking for. I mean, if you want to become journalist, you want to
write articles on a newspaper or a magazine, you’ll have more
chance to find it on newspapers. If you are a helpdesk, a server
administrator or you are looking for a job in information systems,
you’ll find it easier on your computer via web sites. You just need
to register you CV on the web and firms will contact you quickly.
At last but not least, i’m convinced in if you’ve personal
recommendations for any job, you’ve got more chance than
anybody to take it. Today, it’s essential to have personal
recommandations because the human ressources and the others
don’t have enough time to receive lots of candidates, to search
the most relevant person who will do the best work.
解説 解答はテーマに沿っており、また課題を的確に達成しています。構成も適切で、様々な
言葉の使い方や構文が含まれています。

解説 要求された課題を、例を示してある程度達成しています。
しかし、解答は、文の構成や
語彙の選択が適切なところと不適切なところがあって、使われている構文も限られています。

解答例（採点スケール 1）
i think internet job search web sites many companies want visiting
its web site and they receive only internet resume so many
emploees find web site sometimes they go to the off-line job
festival. i submit my resume many compony. some compony
require visiting submition. this is spending time and money.
解説 この解答は、文章の構成及び展開が全くできていません。構文や言葉の使い方の重大
な誤りが各所に見られます。

解答は各採点スケールの採点ポイントに基づいて評価されますが、ポイント

のすべてを網羅していなければならないというわけではなく、総合的に評価

されます。

意見を記述する問題
採点スケール

採点ポイント

5

テーマと課題に正確に取り組んでいる
・適切な説明、例、詳細を明確に示し、よく構成され、展開されている
・全体がよくまとまり、論理の発展性、一貫性がある
・一貫して言 語 運 用能 力がある。語 彙・語 句や文 法 の 些 細なミスはある
ものの、多様な構文、適切な語彙・語句、慣用的な語法を使っている

4

十分に説明されていない点は多少あるが、テーマと課題に正確に取り組ん
でいる
・適切な説明、例、詳細を十分に示し、構成も展開も概ねよい
・同じ内容が繰り返されたり、話が脱線したり、
つながりがあいまいな箇所
がいくつかあるが、全体がよくまとまり、論理の発展性、一貫性がある
・言語運用能力があり、
多様な構文を使い、
幅広い語彙・語句もある。
しかし、
文の組み立てや語形変化、慣用的な語法に、理解を妨げない程度の些細
な誤りが時折見られる

3

ある程度は効果的に、説明、例、詳細を示し、
テーマと課題に取り組んでいる
・話の関連性が不明瞭な箇所があるが、内容にまとまり、発展性、一貫性が
ある
・正しい文を作成したり語 彙・語 句を使う力が一定しておらず、
その 結果、
意味が不明瞭になる箇所がある
・構文、語彙・語句は正確だが、使えるものに限りがある

2

テーマや課題を十分に展開させていない
・全体の構成も話の関連性も十分ではない
・課題に対する結論の根拠や説明に必要な例、説明、詳細の示し方が適切
でない、かつ不十分である
・語彙・語句の選び方、語形が適切でない
・構文、語法の誤りも非常に多い

1

詳 細な 説 明が全く、
もしくはほとんどなく、あったとしても的 外 れであり、
課題に関係があるかどうか判断しかねる対応をしている
・全体のまとまり、話の展開とも全くない
・構文や語法の重大な誤りが頻繁にある

0

設 問からそ のまま言 葉 を写してい る。テーマを 無 視してい る、あるいは
テーマと関連していない解答である。英語以外の言語で書いている。記号
を使用している、または、無解答

解答例（採点スケール 3）
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I think that Internet job search Web sites is the best. Because
there are three reasons. First, you can find job anywhere, anytime.
For example, you can do it 3:00 a.m. If you try to meet a job
advertiser, you might could not do it. Second, there are a lot of
informations. so you can find a job that you adopt the best. In the
end, you can get much newer informations about jobs than that
from a newspaper advertisements or personal recommendations.
So I think that Internet job seach Web sites are the best way to
find a job.
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