
オンラインTOEIC講座
- Part 2 「応答問題」中級編 -



★今日のポイント

◆Part 2 「応答問題」対策

報告や情報伝達であるステートメントを学習しよう

→学校などではあまり学習しないTOEIC特有の表現を習得します！



① (A)   ［ ］Yes, they’re training hard.

(B) ［ ］Oh, I left my umbrella at home.

② (A)   ［ ］Thanks, I’ll check it later.

(B) ［ ］ It’s in the top drawer.

③ (A)   ［ ］I changed my plans.

(B) ［ ］How about tomorrow?

④ (A)   ［ ］It was changed to 4 P.M.

(B) ［ ］Yes, I read the e-mail.

音声を聞き、質問の応答として適切なものに〇をつけてください。2つとも適切な場合もあります。

〇

〇

〇

〇
〇

Exercise 1 聞いて答えよう



⑤ (A)   ［ ］Yes, they’ll correct their orders.

(B) ［ ］Yes, that’s a big surprise.

⑥ (A)   ［ ］A copy should be fine.

(B) ［ ］ That’s the policy.

⑦ (A)   ［ ］I’ll correct it right away.

(B) ［ ］Shorter than that?

⑧ (A)   ［ ］No, she’s out of town.

(B) ［ ］Who’s taking her role?

〇

〇

〇

〇

〇

〇

音声を聞き、質問の応答として適切なものに〇をつけてください。2つとも適切な場合もあります。

Exercise 1 聞いて答えよう



それぞれのステートメントまたは質問に対する応答を聞き、適切であれば〇を、間違っていれば×を
つけてください。

① I’m here to pick up my laundry.

② I’d like to open an account.

③
I’m looking for the new novel 

by Jim Watt.

Dry cleaning, please.

Do you have a photo identification?

I’m afraid it’s currently out of stock.

応答 ×

応答 〇

応答 〇

Exercise 2 応答のパターンを理解しよう



④
The train has been delayed, 

hasn’t it?

⑤
The weather will be bad this 

weekend, won’t?

⑥
I can’t read this memo. 

Can you?

応答 〇

応答 ×

応答 〇

Yes. There was some mechanical 

trouble.

Yes, it’ll be done by then.

No. Who wrote it?

Exercise 2 応答のパターンを理解しよう

それぞれのステートメントまたは質問に対する応答を聞き、適切であれば〇を、間違っていれば×を
つけてください。



質問と２つの応答を聞き、空所の部分を書き入れてください。

① I __________________ across the street.

(a) ___________, isn’t it?
(b) ______________?

tried the new restaurant

It’s reasonable

How did you like it
通りの向こうにある新しいレストランに行ってみました。
(A) 値段はそれほど高くないですよね。
(B) どうでしたか？⇒感想を聞く決まり文句！

② The __________________________, won’t it?

(a) Actually, ____________________ tomorrow.
(b) ______________.

meeting will be held on the fifth floor

it has been postponed until

That’s what I heard 会議は5階で行われるのですよね？
(A) 実は、明日に延期になりました。⇒要チェック表現：be postponed until
(B) そう聞いています。

③ Carlos has been ________________, hasn’t he?

(a) He’ll ___________ Mr.Jackson’s position.
(b) _________________?

promoted to manager

be taking over

How did you know that カルロスはマネージャーに昇進したのですよね？
(A) 彼はジャクソンさんの職を引き継ぎます。

⇒要チェック表現：taking over ~’s position
(B) どうしてわかったのですか？

Exercise 3 質問と応答のパターンを確認しよう



1. （A） （B） （C）

2. （A） （B） （C）

3. （A） （B） （C）

Part 2に出題される問題形式で練習しましょう。最初に質問文が読まれ、
続いてA, B, C, の3つの応答が読まれます。その中で最も適切な応答を選んでください。

Let’s try テスト形式に慣れよう



① Mr. Brown called you while you were away.

(A)Yes, I’ll be in Seattle.

(B) Did he leave a message?
(C) It wasn’t so cold.

② You’ve installed the new software, haven’t you?

(A) Jack did it for me.

(B) We don’t need to wear it.
(C) Sounds good.

③ More than twenty people have applied for the managerial position.

(A) Just submit your resume.

(B) You can download it from the Web site.
(C) Are there any good candidates?

〇

〇

〇

あなたがいない間にブラウンさんから電話がありました。
(A) はい、私はシアトルにいるでしょう。
(B) 彼は伝言を残しましたか？
(C) それほど寒くなかったです。

あなたが新しいソフトウェアをインストールしたのですよね？
(A) ジャックが私の代わりにやってくれました。
(B) 私たちはそれを身につける必要はありません。
(C) いいですね。

20人を超える人が管理職に応募してきました。
(A) ただ履歴書を提出するだけです。
(B) ウェブサイトからそれをダウンロードできます。
(C) 有望な候補者はいますか？

Let’s try テスト形式に慣れよう



4. （A） （B） （C）

5. （A） （B） （C）

6. （A） （B） （C）

Part 2に出題される問題形式で練習しましょう。最初に質問文が読まれ、
続いてA, B, C, の3つの応答が読まれます。その中で最も適切な応答を選んでください。

Let’s try テスト形式に慣れよう



④ The new business card looks nice, don’t you think?

(A) It’s in the top drawer.

(B) Isn’t the logo too big?
(C) Whichever you like?

⑤ The proposal is due this Friday.

(A) I already submitted it to the manager.

(B) Due to a scheduling conflict.
(C) It exceeds our budget.

⑥ The printer doesn’t to be working properly.

(A) They work hard.

(B) it’s the supply room.
(C) Isn’t it still new?

〇

〇

〇

新しい名詞は見た目が良いと思いませんか？
⇒要チェック表現：don’t you think? (同意を求める)
(A) 一番上の引き出しの中に入っています。
(B) ロゴが大きすぎませんか？
(C) どちらでもあなたの好きな方で。

提案の締め切りは今週の金曜日です。⇒要チェック表現：be due +日付/曜日
(A) 私はすでにマネージャーに提出しました。
(B) スケジュールの調整がつかないからです。
(C) それは予算を超えています。

プリンターがきちんと動かないようです。
(A) 彼らは懸命に働いています。
(B) それは備品室にあります。
(C) それはまだ新しいのではないですか？

Let’s try テスト形式に慣れよう



★今日のポイント

◆Part 2 「応答問題」対策

報告や情報伝達であるステートメントを学習しよう

→「単なる質問に対する答え」が応答にならないパターンも習得しよう！


