
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  再度会話を聞き、下記の質問に答えましょう    

Q. 3  What will happen over the next two weeks? 

         (A) Prices will be discounted.    (B) A survey be conducted. 

         (C) Staff will be increased.         (D) Business hours will be extended. 

 

Q. 2  Look at the graphic. What month does 

        the speaker say he will discuss? 

         (A) April                                      (B) May 

         (C) June                                      (D) July 

 

Q. 1  Who are the listeners? 

         (A) Sales representatives       (B) Product developers 

         (C) Store managers                 (D) Product users 

 
                  

          350       

            300   

              

      250       

            

  100         

          

  April  May  June  July   
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■ディクテーション  再度会話を聞きましょう 

①(2語)＿＿＿＿＿＿ your hard work, our sales increased 

sharply over last year. However, they dropped slightly last 

month, and now I’d like to discuss it, as we might change our 

sales strategies. If you have heard anything from your 

customers ①(4語)＿＿＿＿＿＿ , please share it with us today. 

Also, we’ll conduct a survey over the next two weeks. Now, 

does anyone want to begin? 
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■ディクテーション  再度会話を聞きましょう 

①＿＿＿＿＿＿ your hard work, our sales increased  

sharply over last year. However, they dropped slightly last 

month, and now I’d like to discuss it, as we might change our 

sales strategies. If you have heard anything from your 

customers ②＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ , please share it 

with us today. Also, we’ll conduct a survey over the next two 

weeks. Now, does anyone want to begin? 

Thanks to 

through your sales activities  

皆さんのおかげで、去年1年間で売り上げが急激に上がりました。 

しかし、先月はわずかに減少したので、 

販売戦略を変更するかもしれないため、今それについて話し合いたいと思います。 

営業活動を通して顧客から何か聞いている場合は、 

今日共有してください。 

また今後2週間で調査を行います。 

では最初に話したい人はいますか。 
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■問題演習  再度会話を聞き、下記の質問に答えましょう    

Q. 3  What will happen over the next two weeks? 

         (A) Prices will be discounted.    (B) A survey be conducted. 

         (C) Staff will be increased.         (D) Business hours will be extended. 

 

Q. 2  Look at the graphic. What month does 

        the speaker say he will discuss? 

         (A) April                                      (B) May 

         (C) June                                      (D) July 

 

Q. 1  Who are the listeners? 

         (A) Sales representatives       (B) Product developers 

         (C) Store managers                 (D) Product users 

 
                  

          350       

            300   

              

      250       

            

  100         

          

  April  May  June  July   



■音読練習  本日のTarget sound  

【 th / θ 】 

上の前歯と下の前歯の間に舌先を軽くはさみ、息だけを歯と
舌のすきまから出す 

        through  (θruː) 

 

【 th / ð 】 

θと同じ口の形で、舌の先に振動を感じつつ声を出す 

                     they  (ðéɪ) 
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Thanks to your hard work, our sales increased sharply over 

last year. However, they dropped slightly last month, and 

now I’d like to discuss it, as we might change our sales 

strategies. If you have heard anything from your customers 

through your sales activities, please share it with us today. 

Also, we’ll conduct a survey over the next two weeks. Now, 

does anyone want to begin? 

■音読練習  音の特徴に気をつけつつ、リピート練習しましょう 



■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…） 

    



(桐原書店：TOEIC L&Rテスト 書き込みドリル [リスニング] Day 19より  
 

Thanks to your hard work, our sales increased sharply over 

last year. However, they dropped slightly last month, and 

now I’d like to discuss it, as we might change our sales 

strategies. If you have heard anything from your customers 

through your sales activities, please share it with us today. 

Also, we’ll conduct a survey over the next two weeks. Now, 

does anyone want to begin? 

■音読練習  総仕上げ 



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） 


