
はじめてのTOEIC 

Part2対策
- 応答問題編 -



★今日のポイント

「この質問にはこう答える！」のパターンを理解しよう



★今日のポイント

①文字情報がない＆１文が短い

→キーワードを聞き逃すと答えがわからなくなる

②単語が聞き取れても、その表現の意味が分からない

→質問文の意味を考えている間に答えが読まれる

→結局どれが答えかわからなくなる



★今日のポイント

「この質問にはこう答える！」のパターンを理解しよう

▶依頼するとき

▶相手に提案するとき

▶相手を誘いたいとき

実は決まった質問の仕方＆答え方があります！



Brush Up 読んで答えよう

▶依頼

①Could you revise the report by the end of the day?     今日中にレポートを修正していただけますか？

②Would you help me set up the room?                         部屋の準備を手伝っていただけますか？

③Would you mind opening the window?                       窓をあけていただけませんか？

▶決まった答え方

それぞれ日本語訳を選んでください。

[ ] Sure. [ ] Not at all. [ ] I’ll do it right away. [ ] I’d be happy to.

(a)すぐやります。 (c) 喜んで。

(b)もちろん。 (d) まったくかまいません。(Would you mind…?に対してのみ使用)

b d a c



Brush Up 読んで答えよう

▶提案・勧誘

①Why don’t you take a break?                              休憩をとってはいかがですか？

②Why don’t we take a taxi to the airport ?                   空港までタクシーで行きませんか？

③How about buying a new photocopier?                       新しいコピー機を買ってはいかがですか？

④Would you like to join us for dinner? ご一緒に夕食に行きませんか？

▶決まった答え方

それぞれ日本語訳を選んでください。

[ ] That’s a great idea. [ ] Sounds good to me. [ ] I’d love to.

(a)いいですね。 (b)ぜひ。 (c)とてもいい考えですね。

c a b



Exercise 1 質問文を聞き取ろう

英文を聞き取り空欄に書き入れましょう。

①＿＿＿＿ ＿＿＿＿ reschedule the meeting?

②＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ask someone for help?

③＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿ join us for dinner?

Could        you

Why         don’t        you

Would       you          like         to



Exercise 2 聞いて答えよう

英文を聞いて、適切な応答に〇をつけてください。

① [ ] (A) That’s a good idea.

[ ] (B) Because they don’t know.

② [ ] (A) Yes, I’d love to.

[ ] (B) No, not at all.

③ [ ] (A) Sure, no problem.

[ ] (B) Thanks.

質問文

① Why don’t you ask someone for help?

提案の表現。
提案を受け入れる決まり文句は(A)。

〇

〇

〇

mindは「気にする」の意味。
依頼を受け入れる(＝気にしない)場合は
Noを使う。

② Would you mind turning down the volume?

「～していただけますか？」の依頼表現。

③ Could you reschedule the meeting?



Let’s try! テスト形式に慣れよう

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。

1. (A)   (B)   (C)

2. (A)   (B)   (C)



Let’s try! テスト形式に慣れよう (Answer)

１．スクリプト

Could you help me carry these files?

(A)They are in the file cabinet.

(B)Sure, I’ll do it right away.

(C)Thank you for your help.

依頼表現Could you～？に対する

応答の決まり文句。

依頼されている側なのでThank youは×



Let’s try! テスト形式に慣れよう (Answer)

2．スクリプト

Why don’t we review the plan now?

(A) Because it’s a nice view.

(B) About 13 pages long.

(C) Sorry, but I’m busy now.

「計画を見直す」ことを提案

⇒受け入れられない場合は、謝った
上でその理由を伝える。



★今日のポイント

「この質問にはこう答える！」のパターンを理解しよう

▶依頼をするとき

▶相手に提案するとき

▶相手を誘いたいとき

・Could you revise the report by the end of the day?     

・Would you help me set up the room? 

・Would you mind opening the window?

⇒ Sure. / Not at all. など

・Why don’t you take a break?

・Why don’t we take a taxi to the airport ?

・How about buying a new photocopier?

・Would you like to join us for dinner?

⇒That’s a great idea. / Sounds good to me. など


