
-- cont. from the left
　 　 　 います。ですが、なかなかその通りにはいきませんね。Part７など終盤問題の10

問くらいは余らせてしまいます。
M：　時間との戦いですよね。

M：　Part６は文章中に選択問題が含まれる形になりましたがいかがですか？
　　　（2ページ目の『新TOEIC‐Part6‐』参照）
T ：　 文書の形をとってはいますが、文章全てを読まなくても解けるようになっているん

ですよ。ですので全部は読まずに必要な箇所のみを読んで解きました。

M：　Part７についてはいかがでした？
T ：　 メモを２つ読まなければならない問題が新たに追加されました。慣れてないので

時間がかかり、苦労しましたね。

M：　 テクニック的な話になりますが、問題を先に読んだ方がいいでしょうか？それとも
記事を先に読みますか？

T ：　私はですが、全ての文に目を通さなくてすむ様に問題から先に読みますね。

M：　それではリーディング全体についての感想をお願いします。
T ：　以前と比べて、使用されている単語や文章の難易度は同じだと思いますが、読む

量が多くなった分、難しくなった気がします。日頃から英文に目を通し、速読する
練習が必要だと改めて感じました。TOEICテストは今までトレーニングをきちんと
積んできたかどうかが、はっきりと現れますね。

M：　TOEICを学習する上で皆様へのアドバイスをお願いします。
T ：　 TOEICでは、勉強した時間に比例して点数が徐々に上がっていくというのではな

く、しばらく点数は停滞しても、あきらめずに努力していると、やがて点数がぽこっ
と上がるという人が多いようです。やはり忙しい毎日の中で、少しでも英語に触

れる時間をくつり出すということがコツなのではないでしょうか。

M：　今日はありがとうございます。早速ですが、何月にテストを受けられたんですか？
T ：　 ５月の第一回目に受けました。改定されてすぐのテストです。

M：　その前に受けたのはいつでした？
T ：　TOEICテストは４、５回受けた事がありまして、最後に受けたのは半年前です。

M：　ちなみに高見澤さんの苦手項目は…？
T ：　リーディングですね。リスニングと比べると１００点ぐらい点数に差があるんですよ

長文に時間がかかってしまって…

M：　リスニングはアメリカアクセントの他に、色々な国のアクセントが導入されましたよ
ね？どう感じられました？

T ：　 「あ、変わったな」というのは分りましたが、特段やり辛いということは感じません
でした。

M：　 それはもしかしたら職業柄というのもあるのかもしれませんね。高見澤さんの場
合、色々な国からの先生と会話しますものね。

T ：　そうですね～。確かにCDだけ聞いて学習していた人からは聞き取りづらかったと
聞いていますね。

M：　 以前はなかったと思いますが、Part３、４の問題が読み上げられますよね？楽に
なりました？

T ：　いや、以前と比べ問題が長くなったことがきわだって、そうは思えませんでした。

M：　そうですか。ではリスニング全体についての感想をお願いします。
T ：　リスニングではShort　Conversationの部分が多くなって、難しくなった感じがありま

す。集中力を持続させるのが課題になると思います。

M：　次にリーディングについてですが、時間配分はどうされました（Part５，６，７）？
T ：　旧テストを受ける時と一緒で、文法などは一問３０秒を目標に解くようにはして

- cont. on  the right

GLOBAL TALK

新TOEICテストが開始されてから5ヶ月が経ちます。新テストは噂通り難しく
なったのでしょうか？テストを受けたJames英会話仙台校の高見澤さんに感
想を聞いてみました。（Interviewer: Maki  ）
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お薦めＤＶＤ

Maki Sugawara
/ James English School

新TOEIC-Part6-
～ 感じをつかもう ～

TOEIC運営委員会のサイトからPart６のサンプルテストを
抜粋してみました。以下の手紙を読み、正解と思われるもの
に○をつけてみましょう。時間は２分くらいが目安です。

新TOEICサンプルテスト
http://www.toeic.or.jp/toeic/new/new02.html

ＴＯＥＩＣ公式サイトから、新ＴＯＥＩＣテ
ストのサンプル問題が試せるページ
の紹介です。実際の問題量の1/5のミ
ニテスト。Ｒｅａｄｉｎｇはもちろん、Ｌｉｓｔｅ
ｎｉｎｇテストも体験できます。ちょっとし
た時間を活用し、新テストの感じをつ
かんで見ましょう。

September 20, 2006
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I am          to confirm our offer of part-time employment at Western Enterprises.  In your role as
       1  (A) pleased
           (B) pleasing
           (C) pleasant
           (D) pleasure
 research assistant, you will report to Dr. Emma Walton, who will keep you informed of your specific
duties and projects.  Because you will be working with confidential information, you will be expected
to          the enclosed employee code-of-ethics agreement.
      2 (A) follow
         (B) advise
         (C) imagine
         (D) require
As we discussed, you will be paid twice a month          the company’s normal payroll schedule.  As

              3  (A) accords
                                (B) according

                  (C) according to
                  (D) accordance with

 an hourly employee working fewer than twenty hours per week, you will not be          to receive paid
                              4 (A) tolerable

          (B) liberal
          (C) eligible
          (D) expressed
 holidays, paid time off for illness or vacation, or other employee benefits.  Your employment status
will be reviewed in six months.
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Longman New TOEIC
・Introductory Course (200～500点向け)
・Intermediate Course (300～600点向け)

Jamesでも使用しているTOEIC対策
用テキスト。テスト形式の内容で、リス
ニング、リーディング、全てを網羅。使
用される単語はＴＯＥＩＣでよく目にする
ものばかり。Introductory Courseは新
TOEICに適応しておりますが、
Intermediateは１２月に出版予定です。

このテストからの
抜粋問題！

このテストからの
抜粋問題！

～ 色々なアクセントに慣れよう ～

ＬＯＳＴ
http://www.toeic.or.jp/toeic/new/new02.html

新ＴＯＥＩＣテストのリスニングパートには、従来
のアメリカアクセントに加え、イギリス、オースト
ラリアなど異なった国々のアクセントが採用さ
れます。そこでこのドラマ。登場人物はカナダ、
オーストラリア、イギリス、韓国など様々。一度
に色々なアクセントに触れ、楽しんで学ぶこと
ができます。

Difficult（難しい）はネガティブな表現、より積極的に
challenging（やりがいのある）を使いましょう

With contributions by
Maki Sugawara, Yoshikazu Takamizawa

James English School- Kitakami
ジェイムズ英会話　 0120-30-4911

http://www.james.co.jp


