
オンラインTOEIC講座
- Part 4 「説明文問題」中級編 -



★今日のポイント

◆Part 4 「説明文問題」対策

会議・イベントの会話の流れを学習しよう

→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！



【よく出る内容】

改装のお知らせ / 授賞式 / 人物紹介 / ツアーガイド など…

▶トークの流れ

あいさつ ⇒ 目的・概要 ⇒ 詳細 ⇒ 締め



音声を聞き、空所に正しい語句を書き入れてください。

① ____________________ of the upcoming renovation project. 

(今後の改修計画をお知らせいたします。)

② Thank you for attending this meeting __________________.

(直前のお知らせにもかかわらず、この会議にご出席いただきありがとうございます。)

I’d like to remind you

on such short notice

Brush Up 重要表現を聞き取ろう



④ ________________________ is the customer satisfaction survey.

(議題の次の項目は、顧客満足度調査です。)

⑤ Thank you for taking time ______________________.

(お忙しいスケジュールの中、時間をお取りいただきありがとうございます。)

The next item on our agenda

out of your busy schedule

③ We are planning to open a development facility for our 

_____________________. 

(医療品のための開発施設をオープンすることを計画しています。)

pharmaceutical products

音声を聞き、空所に正しい語句を書き入れてください。

Brush Up 重要表現を聞き取ろう



音声を聞いて、それぞれ２つの質問に答えてください。話の展開や重要語句を身につけるために、
解説を確認した後で音声を２回聞き、音読も2回行いましょう。

① Who is the talk probably intended for?

(A) Factory workers

(B) Corporate staff
(C) Pharmacists 

② Why would the listeners talk to the speaker?

(A) To apply for a job opening

(B) To provide contact information
(C) To check the quality of products

Exercise 1 聞いて答えよう



＜解説＞
① Who…intended for?は聞き手が問われているため、
話の内容から「誰向け」のトークかを推測する。
“we will send several employees over to China…”

が聞き取れるかがポイント。

＜スクリプト＞
Thank you for attending this meeting on such short 

notice. 

As you already know, we are planning to open a 

development facility for our pharmaceutical products 

in China. 

Upon opening the facility, ①we will send several 

employees over to China to manage local workers 

and ensure that our products are manufactured to the 

highest quality standards.

The period of stay will range from one to two years, 

and the employees will be provided with intensive 

Chinese lessons as well as housing.

Interested individuals should apply by the middle of 

this week, or you can contact me directly. I will email 

you more derailed information later.

＜和訳＞
直前のお知らせにも関わらず、この会議にご出席いただきありがとうございます。すで
にご存じの通り、我々は中国に医薬品のための開発施設をオープンすることを計画し
ています。
施設が稼働すると同時に、現地労働者を監督し、また製品が最高の品質基準を
満たして製造されていることを確実にするために社員数名を中国に送ります。
滞在期間は1年から2年で、社員は現地での住居に加え、短期集中の中国語学習
も提供されます。
興味のある方は、今週半ばまでに応募していただくか、私に直接連絡をください。より
詳細な内容を、後ほどEメールでお送りします。

① Who is the talk probably intended for?

(A) Factory workers

(B) Corporate staff
(C) Pharmacists 

Exercise 1 聞いて答えよう



＜解説＞

② Why would…?は全員が話をするわけではなく、「す
る人」と「しない人」がいることが暗示されているため、どの
ような人が話し手と話すのかを聞き取る。

② Why would the listeners talk to the   

speaker?

(A) To apply for a job opening

(B) To provide contact information
(C) To check the quality of products

＜スクリプト＞
Thank you for attending this meeting on such short 

notice. 

As you already know, we are planning to open a 

development facility for our pharmaceutical products 

in China. 

Upon opening the facility, we will send several 

employees over to China to manage local workers 

and ensure that our products are manufactured to the 

highest quality standards.

The period of stay will range from one to two years, 

and the employees will be provided with intensive 

Chinese lessons as well as housing.

②Interested individuals should apply by the middle of 

this week, or you can contact me directly. I will email 

you more derailed information later.

＜和訳＞
直前のお知らせにも関わらず、この会議にご出席いただきありがとうございます。すで
にご存じの通り、我々は中国に医薬品のための開発施設をオープンすることを計画し
ています。
施設が稼働すると同時に、現地労働者を監督し、また製品が最高の品質基準を
満たして製造されていることを確実にするために社員数名を中国に送ります。
滞在期間は1年から2年で、社員は現地での住居に加え、短期集中の中国語学習
も提供されます。
興味のある方は、今週半ばまでに応募していただくか、私に直接連絡をください。より
詳細な内容を、後ほどEメールでお送りします。

Exercise 1 聞いて答えよう



③ What is the purpose of the talk?

(A) To outline a plan

(B) To extend an invitation
(C) To recognize an employee

④ What did Emily Wells do?

(A) She learned a lot from training programs.

(B) She edited several bestselling books.
(C) She organized a reading group.

音声を聞いて、それぞれ２つの質問に答えてください。話の展開や重要語句を身につけるために、
解説を確認した後で音声を２回聞き、音読も2回行いましょう。

Exercise 1 聞いて答えよう



＜スクリプト＞
③Thank you for attending our fifth annual employee 

awards ceremony. 

This year, the Editor of the Year Award will go to Emily 

Wells. 

Emily has a reputation for being a hit-maker and has 

produced several bestsellers since she joined us four 

years ago. 

Also, she has put a lot of her energy into organizing 

training workshops for other ream members so that 

even inexperienced editors can get up to speed after a 

few months. 

Ladies and gentlemen, please welcome Emily Wells to 

the podium.

＜和訳＞
第5回従業員表彰式にご出席いただきありがとうございます。今年は、年間優秀編
集者賞はエミリー・ウェルズに贈られます。
エミリーはヒットメーカーとしての評判が高く、4年前の入社以来、複数のベストセラー
を生み出してきました。
また、経験の足りない編集者でも数か月後に満足できるレベルに達することができ
るよう、他のチームのメンバーのために研修会を精力的に行ってくれています。皆さ
ん、エミリー・ウェルズを盛大な拍手で演壇にお迎えください。

＜解説＞

③冒頭でawards ceremonyと伝えていることから、表彰
式であることがわかる。recognizeで「表彰する」という意
味。

Exercise 1 聞いて答えよう

③ What is the purpose of the talk?

(A) To outline a plan

(B) To extend an invitation
(C) To recognize an employee



＜スクリプト＞
Thank you for attending our fifth annual employee 

awards ceremony. 

This year, the Editor of the Year Award will go to Emily 

Wells. 

Emily has a reputation for being a hit-maker and ④has 

produced several bestsellers since she joined us four 

years ago.

Also, she has put a lot of her energy into organizing 

training workshops for other ream members so that 

even inexperienced editors can get up to speed after a 

few months. 

Ladies and gentlemen, please welcome Emily Wells to 

the podium.

＜和訳＞
第5回従業員表彰式にご出席いただきありがとうございます。今年は、年間優秀編
集者賞はエミリー・ウェルズに贈られます。
エミリーはヒットメーカーとしての評判が高く、4年前の入社以来、複数のベストセラー
を生み出してきました。
また、経験の足りない編集者でも数か月後に満足できるレベルに達することができ
るよう、他のチームのメンバーのために研修会を精力的に行ってくれています。皆さ
ん、エミリー・ウェルズを盛大な拍手で演壇にお迎えください。

＜解説＞

④Emily Wellsが過去に行ったことについてピンポイントで
聞き取れるかがポイント。

Exercise 1 聞いて答えよう

④ What did Emily Wells do?

(A) She learned a lot from training 

programs.

(B) She edited several bestselling books.
(C) She organized a reading group.



1.Who is the talk probably intended for?

(A) Shoppers

(B) Survey respondents

(C) Sales staff

(D) Restaurant owners

Part 4に出題される形式で練習しましょう。
トークを聞き、それぞれ3つの設問の答えとして最も適切なものを選んでください。
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2.Look at the graphic. What category 

will the listeners probably discuss next?

(A) Staff service

(B) Store layout

(C) Product Quality

(D) Product Variety

3.What does the speaker say she 

will distribute?

(A) A price list

(B) A work schedule

(C) A list of new items

(D) A survey documents

Let’s try テスト形式に慣れよう



＜スクリプト＞
Questions 1 through 3 refer to the following talk and graph.

The next item on our agenda is the customer satisfaction survey 

we conducted last month. The category that earned the highest 

rating was customer service from sales staff.

The majority of comments said because the service from the 

staff is so good, they would definitely like to shop with us again. 

But we have a few categories to improve. It’s clear that we need 

to do something about product variety. 

However, for now I’d like to talk about… this. Some people said 

that it is hard to find the things that they are looking for. So, we 

need to improve the arrangement of our products so that 

customers can reduce time to find the right products. Now I’m 

going to hand out the comments from the respondents and 

would like you to review all of them thoroughly.

問題1-3は次のトークとグラフに関するものです。

次の議題は、先月行った顧客満足度調査についてです。最も満足度が高かった項目は、販売ス
タッフの顧客サービスでした。大多数のコメントは、販売スタッフの対応がとてもよいので、また間違い
なく当社で買い物をしたいというものでした。
しかし、改善すべきいくつかの項目があります。明らかなのは、商品の種類について何かする必要が
あるということです。
しかし今は…こちらについて話しましょう。数人のお客様が、探しているものが見つけにくい、と言って
いました。よって、商品の配置を改善して、お客様が欲しい商品を見つける時間を減らせるようにし
ましょう。では、回答者からのコメントをお配りしますので全項目しっかり確認してください。
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＜スクリプト＞
Questions 1 through 3 refer to the following talk and graph.

The next item on our agenda is the customer satisfaction survey we 

conducted last month. The category that earned the highest rating was 

customer service from sales staff.

The majority of comments said because the service from the staff is so 

good, they would definitely like to shop with us again. 

But we have a few categories to improve. It’s clear that we need to do 

something about product variety. 

However, for now I’d like to talk about… this. Some people said that it is 

hard to find the things that they are looking for. So, we need to improve 

the arrangement of our products so that customers can reduce time to 

find the right products. Now I’m going to hand out the comments from the 

respondents and would like you to review all of them thoroughly.

問題1-3は次のトークとグラフに関するものです。

次の議題は、先月行った顧客満足度調査についてです。最も満足度が高かった項目は、販売スタッフの顧客
サービスでした。大多数のコメントは、販売スタッフの対応がとてもよいので、また間違いなく当社で買い物をしたい
というものでした。
しかし、改善すべきいくつかの項目があります。明らかなのは、商品の種類について何かする必要があるということ
です。
しかし今は…こちらについて話しましょう。数人のお客様が、探しているものが見つけにくい、と言っていました。よっ
て、商品の配置を改善して、お客様が欲しい商品を見つける時間を減らせるようにしましょう。では、回答者から
のコメントをお配りしますので全項目しっかり確認してください。

1.Who is the talk probably intended 

for?

(A) Shoppers

(B) Survey respondents

(C) Sales staff

(D) Restaurant owners

解説：
冒頭で議題がcustomer satisfaction surveyとあることと、グラフの項目からも調査は小売り
販売であることがわかるかがポイント



0

1

2

3

4

5

Staff
Service

Store
Layout

Product
Quality

Product
Variety

Customer Satisfaction Survey
＜スクリプト＞
Questions 1 through 3 refer to the following talk and graph.

The next item on our agenda is the customer satisfaction survey we 

conducted last month. The category that earned the highest rating was 

customer service from sales staff.

The majority of comments said because the service from the staff is so 

good, they would definitely like to shop with us again. 

But we have a few categories to improve. It’s clear that we need to do 

something about product variety. 

However, for now I’d like to talk about… this. Some people said that it is 

hard to find the things that they are looking for. So, we need to improve 

the arrangement of our products so that customers can reduce time to 

find the right products. Now I’m going to hand out the comments from the 

respondents and would like you to review all of them thoroughly.

問題1-3は次のトークとグラフに関するものです。

次の議題は、先月行った顧客満足度調査についてです。最も満足度が高かった項目は、販売スタッフの顧客
サービスでした。大多数のコメントは、販売スタッフの対応がとてもよいので、また間違いなく当社で買い物をしたい
というものでした。
しかし、改善すべきいくつかの項目があります。明らかなのは、商品の種類について何かする必要があるということ
です。
しかし今は…こちらについて話しましょう。数人のお客様が、探しているものが見つけにくい、と言っていました。よっ
て、商品の配置を改善して、お客様が欲しい商品を見つける時間を減らせるようにしましょう。では、回答者から
のコメントをお配りしますので全項目しっかり確認してください。

解説：
It’s clear that we need to do something about product varietyと述べているが、ここで引っかか
らないのがポイント。

2.Look at the graphic. 

What category will the listeners probably 

discuss next?

(A) Staff service

(B) Store layout

(C) Product Quality

(D) Product Variety



0

1

2

3

4

5

Staff
Service

Store
Layout

Product
Quality

Product
Variety

Customer Satisfaction Survey
＜スクリプト＞
Questions 1 through 3 refer to the following talk and graph.

The next item on our agenda is the customer satisfaction survey we 

conducted last month. The category that earned the highest rating was 

customer service from sales staff.

The majority of comments said because the service from the staff is so 

good, they would definitely like to shop with us again. 

But we have a few categories to improve. It’s clear that we need to do 

something about product variety. 

However, for now I’d like to talk about… this. Some people said that it is 

hard to find the things that they are looking for. So, we need to improve 

the arrangement of our products so that customers can reduce time to 

find the right products. Now I’m going to hand out the comments from the 

respondents and would like you to review all of them thoroughly.

問題1-3は次のトークとグラフに関するものです。

次の議題は、先月行った顧客満足度調査についてです。最も満足度が高かった項目は、販売スタッフの顧客
サービスでした。大多数のコメントは、販売スタッフの対応がとてもよいので、また間違いなく当社で買い物をしたい
というものでした。
しかし、改善すべきいくつかの項目があります。明らかなのは、商品の種類について何かする必要があるということ
です。
しかし今は…こちらについて話しましょう。数人のお客様が、探しているものが見つけにくい、と言っていました。よっ
て、商品の配置を改善して、お客様が欲しい商品を見つける時間を減らせるようにしましょう。では、回答者から
のコメントをお配りしますので全項目しっかり確認してください。

解説：
Now I’m going to hand our the comments from the respondents…が聞き取れるかがポイント。

3.What does the speaker say she 

will distribute?

(A) A price list

(B) A work schedule

(C) A list of new items

(D) A survey documents



4.What is the topic of the workshop?

(A) Sales planning                     (B) Medical knowledge

(C) Effective advertising            (D) Public speaking

5.What is mentioned about the workshop?

(A) It lasts for two days               (B) It requires professional skills

(C) It has been held before         (D) It is intended for students

6.What will the listeners do next?

(A) Practice introducing themselves    (B) Complete an evaluation sheet

(C) Study an emerging market             (D) Organize a small team

Part 4に出題される形式で練習しましょう。
トークを聞き、それぞれ3つの設問の答えとして最も適切なものを選んでください。

Let’s try テスト形式に慣れよう



＜スクリプト＞
Questions 4 through 6 refer to the following talk.

Thank you for taking time out of your busy schedule to attend this 

workshop today. 

I’m your instructor, Jack Robinson. 

Let me start off by giving you some of my background. I gave hundreds of 

presentations when I worked as a sales representative at a 

pharmaceutical company. Also, I taught effective delivery techniques to my 

team members before becoming a corporate trainer. People who 

participated in this workshop in the past have strengthened their 

presentation skills, and I’m happy to say they have fantastic results on the 

job every day.

In the next three days I’m going to help you to bring out your full potential, 

and we will definitely see some amazing results. So, let’s get started right 

away by learning how to make an effective self-introduction.

＜和訳＞
問題4-6は次のトークに関するものです。

お忙しい中、本日はこの研修にご参加いただきありがとうございます。インストラクターのジャック・ロビンソン
です。
まず、私の経歴からお話させていただきます。以前、製薬会社の販売担当として働いていた頃、数えきれな
いほどのプレゼンテーションを行いました。また企業向けの訓練指導者になる前は、自分のチームメンバーに
効果的な話し方の技術を教えていました。これまでこの研修に参加した方はプレゼンテーション能力が高ま
り、うれしいことに毎日の仕事ですばらしい成果を生み出しています。
これからの3日間で、皆さんがご自分の持つ能力を最大限に引き出すお手伝いをさせていただきますので、
きっとすばらしい成果を目にすることができるでしょう。それでは、まず効果的な自己紹介の仕方を学ぶことか
ら始めましょう。

4.What is the topic of the workshop?

(A) Sales planning          

(B) Medical knowledge

(C) Effective advertising 

(D) Public speaking

＜解説＞

研修のトピックを聞き取る。自己紹介の中
で、これまでどのようなプレゼンテーションをし
てきたか、聞き取れるかがポイント。



＜スクリプト＞
Questions 4 through 6 refer to the following talk.

Thank you for taking time out of your busy schedule to attend this 

workshop today. 

I’m your instructor, Jack Robinson. 

Let me start off by giving you some of my background. I gave hundreds of 

presentations when I worked as a sales representative at a 

pharmaceutical company. Also, I taught effective delivery techniques to my 

team members before becoming a corporate trainer. People who 

participated in this workshop in the past have strengthened their 

presentation skills, and I’m happy to say they have fantastic results on the 

job every day.

In the next three days I’m going to help you to bring out your full potential, 

and we will definitely see some amazing results. So, let’s get started right 

away by learning how to make an effective self-introduction.

＜和訳＞
問題4-6は次のトークに関するものです。

お忙しい中、本日はこの研修にご参加いただきありがとうございます。インストラクターのジャック・ロビンソン
です。
まず、私の経歴からお話させていただきます。以前、製薬会社の販売担当として働いていた頃、数えきれな
いほどのプレゼンテーションを行いました。また企業向けの訓練指導者になる前は、自分のチームメンバーに
効果的な話し方の技術を教えていました。これまでこの研修に参加した方はプレゼンテーション能力が高ま
り、うれしいことに毎日の仕事ですばらしい成果を生み出しています。
これからの3日間で、皆さんがご自分の持つ能力を最大限に引き出すお手伝いをさせていただきますので、
きっとすばらしい成果を目にすることができるでしょう。それでは、まず効果的な自己紹介の仕方を学ぶことか
ら始めましょう。

＜解説＞

研修に関する情報を聞き取り、選択肢と
照合させる問題。People who 

participated in this workshop in the 

past…が言い換えられている。

5.What is mentioned about the workshop?

(A) It lasts for two days

(B) It requires professional skills

(C) It has been held before

(D) It is intended for students



6.What will the listeners do next?

(A) Practice introducing themselves   

(B) Complete an evaluation sheet

(C) Study an emerging market          

(D) Organize a small team

＜スクリプト＞
Questions 4 through 6 refer to the following talk.

Thank you for taking time out of your busy schedule to attend this 

workshop today. 

I’m your instructor, Jack Robinson. 

Let me start off by giving you some of my background. I gave hundreds of 

presentations when I worked as a sales representative at a 

pharmaceutical company. Also, I taught effective delivery techniques to my 

team members before becoming a corporate trainer. People who 

participated in this workshop in the past have strengthened their 

presentation skills, and I’m happy to say they have fantastic results on the 

job every day.

In the next three days I’m going to help you to bring out your full potential, 

and we will definitely see some amazing results. So, let’s get started right 

away by learning how to make an effective self-introduction.

＜和訳＞
問題4-6は次のトークに関するものです。

お忙しい中、本日はこの研修にご参加いただきありがとうございます。インストラクターのジャック・ロビンソン
です。
まず、私の経歴からお話させていただきます。以前、製薬会社の販売担当として働いていた頃、数えきれな
いほどのプレゼンテーションを行いました。また企業向けの訓練指導者になる前は、自分のチームメンバーに
効果的な話し方の技術を教えていました。これまでこの研修に参加した方はプレゼンテーション能力が高ま
り、うれしいことに毎日の仕事ですばらしい成果を生み出しています。
これからの3日間で、皆さんがご自分の持つ能力を最大限に引き出すお手伝いをさせていただきますので、
きっとすばらしい成果を目にすることができるでしょう。それでは、まず効果的な自己紹介の仕方を学ぶことか
ら始めましょう。

＜解説＞

トークの最後に研修の開始を伝えている。
learning how to make an effective 

self-introductionをピンポイントで聞き取ろ
う。



★今日のポイント

◆Part 4 「説明文問題」対策

会議・イベントの会話の流れを学習しよう

→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！


