
まにあっく勉強会
28th May, 2017
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過去に結構やりこんだ教材
• 海外ドラマ（Ally McBeal, SATC, Roswell, LOST, Prison 

Break, Gossip Girl etc.）
アクションものは台詞が少ないのでお勧めしません
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Note
• これからご紹介する内容は、あくまでも私が

Listening満点を取った際のやり⽅であり、実際
にはご⾃⾝に合うやり⽅を模索して頂くことにな
ると思います。

• 少しでもみなさまの今後の勉強法のヒントになれ
ばと思います。
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Agenda
• 私の⽇々のトレーニングと本番の解き⽅

– Part1（リスニング 写真描写）
– Part2（リスニング 短⽂応答）
– Part3（リスニング 複数名⻑⽂会話）
– Part4（リスニング その他⻑⽂会話）
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Part1（リスニング 写真描写）
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Part1 ⽇々のトレーニング

•私の場合、ひたすら⾳源だけを聞いています（テキ
ストは⾒ません）
•具体的には、通勤時に模試⾳声を流しながら、A〜D
すべての選択肢について、脳内で情景描写を⾏います
•また、単に模試を解くより4倍（設問数）お得に勉強
ができます。
•逆に写真を⾒て、英⽂を思い浮かべる練習も効果的
。
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Part1 実際に市販の模試を聞いてみましょう
（写真は⾒ません）

#1~2
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Part1 本番当⽇の解き⽅

• 先読み（先⾒）が⾮常に重要です。
• 先読みの際、絵を隅々まで⾒て、解答案を2

〜3つ予測します（できる限り英語で。）



Part1予測練習
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Some people are 
stepping into vehicle



Part1予測練習
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Some luggage has been
left next to a vehicle



Part1予測練習

11
Some drawers are open



Part1予測練習
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Some cars are parked 
along a curb



Part1予測練習
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A man is rowing a boat



Part1予測練習
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A man is kneeling 
in front of a bicycle



Part1予測練習
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Ovens are stacked in the kitchen



ちなみに
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この練習をすると、TOEIC S&WのWの写真描

写問題の練習になり一石二鳥です。



Part1 TIPS

is(are) being = 「今まさに○○されているところ」
と

have(has) been = 「既に○○されている状態」
を聞き間違えない。
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Part1 実際に市販の模試を使って、先読み
しながら解いてみましょう

#3~4
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Part2（リスニング 短⽂応答）
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Part２/3/4共通 ⽇々のトレーニング
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Part2 で私が過去ミスったKEYパターン

1. WhereとWhenの聞き間違い
2. ⻑い⽂章 (xxxx or yyyy?系のやつ) の場合で

、設問A〜Cを聞いてるうちに、元の⽂章を忘
れてしまう。

3. 途中（#20あたり）で集中⼒が切れ、他のこ
と（「お腹すいた〜」etc.）を考え出してし

まい、1~2問丸ごとミス。
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2と3を
防⽌する対策



Part2の解き方

A. Here is your bank account

B. I like the book

C. On the corner near the park
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“Where is the nearest bank?”

where bank?

where bank?

where bank?

where bank?

where bank?

where bank?

時
間

意識はこっちに9割 こっちに1割

3語以下にサマリ＋全力で脳内リピート
（英語でサマった方が脳への負担は少ないと思います)



Part2の解き方
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Shall we reschedule the meeting?

Shall we reschedule?

Shall we reschedule?

Shall we reschedule?

Shall we reschedule?時
間

正答を特定した
ら、その後は聴
かない！全力で
休憩すべし。

A. Yes. Let’s meet at the restaurant.

B. I think we should.

C. Table for two.



Part3（リスニング 複数名長文会話）
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Part3/4（リスニング 長文）

Part3/4は、リスニングパートですが、実は設問の
「リーディング」問題なのです。
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38. Where most likely the conversation taking 
place?
(A) At an office 
(B) At an airport
(C) At a park
(D) At an art museum

39. When does the man need to depart?
(A) At 3 O’clock
(B) At 5 O’clock
(C) At 7 O’clock
(D) At 9 O’clock

40. Why will the man need to pay an extra cost?
(A) To upgrade the sheet
(B) To transport some items
(C) To register for a raffle
(D) To order express shipment

Part3/4の解き方
• 私は問題、設問を全読みし、「勝手に」情景描写をし、鉛筆

等で回答を仮置きします。あくまでも設問に馴染むための情
景描写なので、予想が外れても全く問題ありません。
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①

②

③

Departなので、空港
かしら???

空港で追加料金
と言えば、荷物

の数超過



おしまい

Discussion
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