
みんなでTOEIC® Ondoku! 



本日のゴール 
 

・音読を中心とした効果的な自己学習方法を学びます。 

・ひとりだと長続きしない音読練習を仲間と一緒に取り組みます。 

 



レッスンの流れ 

      ① はじめに・・（音読の効果について） 

    ② 問題演習（5分） 

     ・テーマとなる英文の聞き取り+問題演習 

    ・講師による解答・解説 

    ③ ディクテーション練習（10分） 

   ・ディクテーション練習→音法等の説明+弱点分析 

    ④ 音読練習（15分） 

   ・音読・音読筆写練習 

    ⑤ 音読発表・フィードバック（5分） 

   ・個別で音読の発表、講師によるフィードバック 

 



■はじめに・・ 



■音読の効果 

ブローカー中枢 

＝言語運用領野 

ヴェルニッケ中枢 

＝言語理解領野 

 講談社インターナショナ：英会話・ぜったい音読 入門編より 

 



■概要把握  会話を聞き、概要を把握しましょう 
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■問題演習  会話を聞き、質問の答えとして適切なものを選びましょう    

Q. 1  What kind of business do the 

         speakers work for? 

 

         (A) A car manufacturer 

         (B) A newspaper 

         (C) An art museum 

         (D) A furniture store 

Itinerary 

 Monday Arrive in Korea 

 Tuesday Factory tour 

 Wednesday Meeting with design team 

 Thursday Back to Japan 

Q. 2  Look at the graphic below.  

         When will the speakers probably  

         have lunch with the employees?   

        

         (A) On Monday 

         (B) On Tuesday 

         (C) On Wednesday 

         (D) On Thursday 

Q. 3  What does the man say he will do? 

 

         (A) Make a phone call 

         (B) Cancel a reservation 

         (C) Reserve a ticket 

         (D) Send an e-mail 
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■ディクテーション  再度会話を聞きましょう 

Man      : Patricia, here’s the itinerary for the upcoming business trip.  

               It’s nice to have a chance to meet with our car designers? 

Woman: That’s good to know, John. Hmm, I wonder when we should  

               add lunch with our ①(1語) _____________    

Man      : The ②(2語) _____________ won’t start until 2:00 P.M.,  

               so how about putting lunch before that?    

Woman: That sounds good. Could you contact the branch manager  

               and ask her to ③(3語) _____________? 

Man      : Sure. I’ll send her an e-mail right away. 
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■ディクテーション  再度会話を聞きましょう 

Man      : Patricia, here’s the itinerary for the upcoming business trip.  

               It’s nice to have a chance to meet with our car designers? 

Woman: That’s good to know, John. Hmm, I wonder when we should  

               add lunch with our ①＿＿＿＿＿＿＿ . 

Man      : The ②＿＿＿＿＿＿＿won’t start until 2:00 P.M.,  

               so how about putting lunch before that?    

Woman: That sounds good. Could you contact the branch manager  

               and ask her to ③__________________ ? 

Man      : Sure. I’ll send her an e-mail right away. 

employees 

factory tour 

reserve a restaurant 

パトリシア、これが今度の出張の旅程表です。 

車のデザイナーたちに会える機会があるのはよいですね。 

それは助かるわ、ジョン。うーん、社員たちとの昼食会はどこにしようかしら。 

工場見学は午後２時までは始まらないので、その前に入れるのはいかがでしょうか。 

それがいいわね。支店長に連絡をしてレストランを予約するように頼んでくれるかしら。 

もちろん。すぐにEメールを送ります。 
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         have lunch with the employees?   

        

         (A) On Monday 

         (B) On Tuesday 
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Q. 3  What does the man say he will do? 

 

         (A) Make a phone call 
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         (C) Reserve a ticket 
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■音読練習  本日のTarget sound  

【 r /r/ 】 

   舌を口の奥に引き込み、口のどこにも触れない状態で発音します 

 

                 factory tour  (fˈæktəri tˈʊɚ) 

 

【l /l/ 】 

 しっかりと舌を上の歯の根元につけて発音します 

 

                          employee (ɪmpl`ɔɪíː) 
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■ディクテーション  再度会話を聞きましょう 

Man      : Patricia, here’s the itinerary for the upcoming business trip.  

                It’s nice to have a chance to meet with our car designers? 

Woman: That’s good to know, John. Hmm, I wonder when we should  

                add lunch with our employees. 

Man      : The factory tour won’t start until 2:00 P.M.,  

                so how about putting lunch before that?    

Woman: That sounds good. Could you contact the branch manager  

                and ask her to reserve a restaurant? 

Man      : Sure. I’ll send her an e-mail right away. 



■音読・音読筆写 

<音読練習> 

   1.  音声（または講師）を1文ずつ再生し、後についてリピート。 

      ※できるだけ音や抑揚を真似るように。Target soundにも注意を！ 

   2.  音声を止め、自身のペースで文章全体を3回音読。 

 

＜音読筆写＞ ※紙と鉛筆をご用意ください 

     1.  CDなしで1文を音読（スクリプト有） 

     2.  再度文を声に出しながら、ノートに書き出す（音読筆写）。 

          ※この際スクリプトは見ないが、レベルに応じて見ることは可能。 

     3.  1と2を1セットとし、1文につき3セット繰り返す。 

        （音読⇒音読筆写⇒音読⇒音読筆写…） 
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■音読練習  総仕上げ 

Man      : Patricia, here’s the itinerary for the upcoming business trip.  

                It’s nice to have a chance to meet with our car designers? 

Woman: That’s good to know, John. Hmm, I wonder when we should  

                add lunch with our employees. 

Man      : The factory tour won’t start until 2:00 P.M.,  

                so how about putting lunch before that?    

Woman: That sounds good. Could you contact the branch manager  

                and ask her to reserve a restaurant? 

Man      : Sure. I’ll send her an e-mail right away. 



本日のゴール・・到達できましたか？ 
 

     音読を中心とした効果的な自己学習方法を学びました！ 

     ひとりだと長続きしない音読練習を仲間と一緒に取り組みました！ 

 

✔ 

✔ 



■本日の参加特典 

・Ondoku Check Report 

    （個別フィードバックレポート） 

 

・本日の研修用PPTスライド（教材） 


