
P. 2（コピーライトページ） 

2 刷後追加 
 
To the teacher: 
 
This new edition of Basics of English for the TOEIC L & R TEST (Japanese title: 
Hajimete no TOEIC L & R Test Kihon no Kihon) is designed to help high-beginner to 
low-intermediate students learn basic knowledge and test-taking strategies. 
 
This textbook consists of the main book and two detachable booklets. The green 
booklet is a vocabulary list so that students can review words found in the Practice 
sections of the main book. The red book is an answer key. It is highly recommended 
that the answer key be collected in the first lesson and given back only when necessary.     
 
For teachers who are seeking suggestions regarding lesson planning and/or are finding 
it difficult to understand the Japanese directions in the textbook, an English Teacher’s 
Manual is available online. Go to http://www.3anet.co.jp/en/6443/ to download the PDF 
file. 
 

 
 
In addition, as a student resource, the following services are available online for free. 

- Learning strategies (PDF) and Pronunciation (Audio file): 
http://www.3anet.co.jp/en/6391/ 

Vocabulary (Twitter account): https://twitter.com/BasicTOEICVocab     



P. 2  
まえがき 
 
初刷: ④学習者の便宜を図り，ほとんどすべてのページに詳細な語彙リストを 
2 刷後: ④学習者の便宜を図り， 詳細な語彙リストを 
 
初刷: Clover 出版社の小田実紀編集長 
2 刷後: Clover 出版の小田実紀編集長 
 
2 刷後: 
※最下部のスペースに以下の文言を追加 
本書は『TOEIC® TEST きほんのきほん』（国際語学社）を改題し、新形式対応のため大幅に加筆・修

正したものです． 
 
P. 7 
2 刷後: （使用している記号） 

助助動詞 を追加 

 

2 刷後: （使用している記号）の下に以下の文章を追加 

【学習者のための補助教材コンテンツ】 

 

学習者のみなさんのために，本書に収録できなかった英語の学習法や基本知識がウェブページ

でダウンロードできます．みなさんの学習に役立てていただければ幸いです． 

 

はじめての TOEIC® L&R テスト きほんのきほん 初心者に役立つコンテンツ 
http://www.3anet.co.jp/en/6391/ 
 

また，Twitter アカウント @BasicTOEICVocab (https://twitter.com/BasicTOEICVocab 
)では，本書でも登場する基本語彙を簡潔な定義と例文とともに紹介していますので、こちらも

ご利用ください． 
 

P. 15  
下部の語彙リスト 最後から 2 番目の行  
初刷: less ~ 形~より少なく 
2 刷後: less ~ ~より少なく 
 
最後の行 
初刷: a selection of X 
2 刷後: a ~ selection of X 
 
P. 27  
真ん中辺り Why …? の項目の箇所 
初刷: のない形の応答がよく出ます． 
2 刷後: のない形の応答もよく出ます． 
 
 



2 刷後： 

2 つ目の例文の訳 

なぜ土曜日に会社に来たのですか → なぜ土曜日に会社に行ったのですか 

 

P. 39 Focus の選択肢の日本語訳を追加 
2 刷後: 
男性は注文を訊いています． 
女性の 1 人はグラスから飲んでいます． 
女性は新聞を見ています． 
2 人の女性はメニューをつかんでいます． 

 
P. 49  
応答パターン 同意するとき 
初刷: of course, you can. 
2 刷後: Of course, you can. 

 
応答パターン 断るとき 
初刷: Yes, I do mind (actually) 
2 刷後: Yes, I do mind (actually). 
 
P. 50（最上部の右側） 
初刷: I don’t think ～（～と思います） 
2 刷後: I don’t think ～（～ないと思います） 
 
P. 55 
下部の語彙リスト 
初刷: be at one’s desk 
2 刷後: be at your desk 
 
P. 64  
注意すべき用法の 20（最上部） 
初刷: consist of 

be composed of + 人・物 
be made up of 

2 刷後: consist of 
be composed of + 人・もの 
be made up of 

 
基本動詞＋前置詞／副詞の組み合わせ（句動詞） 
4 
初刷: carry out 
2 刷後: carry X out ※ 
 
P66 
31 
初刷: set up X 
2 刷後: set X up ※ 



33 
初刷: turn X down 
2 刷後: turn X down ※ 
 
P67  
語彙リスト 
初刷: section 形 課 
2 刷後: section 名 課 
 
Exercises  
4. 
初刷: Mr. Yetes 
2 刷後: Mr. Yates 
 
P. 83 
（順序変更） 
初刷: ▶ Part 6 で文脈から…あります． 
 

Where’s is Katherine?—She’s coming back soon. 
 
2 刷後: Where’s is Katherine?—She’s coming back soon. 
 

▶ Part 6 で文脈から…あります． 
 

P. 88  矢印の追加 
形容詞 
初刷: Her personal decision 
2 刷後: Her personal decision 
 
 
初刷: Everybody looked happy. 
2 刷後: Everybody looked happy. 
 
 
副詞 
初刷: … carefully chooses its 
2 刷後: … carefully chooses its 
 
 
P. 89 矢印を追加 

初刷: The sales team visits customer regularly. 
2 刷後: The sales team visits customer regularly. 
 
 
 
 
 



2 刷後: 例文の追加 (“The sales team …”の下) 
 
副詞＋形容詞＋名詞 
Charles Kowalski and Joan Bailey are internationally famous writers. 
                           副詞      形容詞 名詞 
 
（Charles Kowalski と Joan Bailey は国際的に有名な作家だ） 
 
初刷: … has remarkably improved 
2 刷後: … has remarkably improved 
 
 
2 刷後: 例文の追加: (“The situation has…”の下) 
Ms. Ishikawa, the owner of the restaurant, was perfectly charming and very helpful. 
                                 副詞   doing 
 
（そのレストランのオーナーの Ishikawa さんはとても愛想がよく，大変協力的でした） 
 
2 刷後: 語彙リスト（上記の例文追加に伴ない，以下を下部の語彙リストに追加） 
 (regularly の後) 

- internationally 【副】国際的に  
- famous 【形】有名な 
- writer 【名】作家 

 
(improve の後) 

- owner 【名】所有者，オーナー 
- perfectly 【副】まったく，完璧に  
- charming 【形】愛想が良い，魅力的な 
- helpful 【形】協力的な 

 
P. 94 
初刷: 名詞は doing の動作主 
2 刷後: 名詞は doing の動作の主体 
 
初刷: staff members 
               動作主 
2 刷後: staff members 
               動作の主体 
 
P. 106 
3 問目  
（最初の例文） 
初刷: What will the man/woman/speaker/listeners probably do next? 

（男性／女性／話し手は次に何をすると思われますか） 
2 刷後: What will the man/woman/speaker/listeners probably do next? 

（男性／女性／話し手／聴き手は次に何をすると思われますか） 
 



（最後から 2 番目の例文） 
初刷: What will the speakers most likely do next? 

（聴き手は次におそらく何をしますか） 
2 刷後: What will the speakers most likely do next? 

（話し手は次におそらく何をしますか） 
 
P.131 語彙リスト 
初刷: attend 形 参加する 
2 刷後: attend 他動 参加する 
 
P. 135 Column 
2 刷後: 下線を黒から全て緑色に変更 
 
P. 139 語彙リスト 
初刷: decide 名 決める 
2 刷後: decide 他動 決める 
 
P. 145 Exercises 
2. 
初刷: the president of Rakuten Inc. 
2 刷後: the president of Rakuten, Inc. 
 
P. 151 語彙リスト 
初刷: must 動 …しなければならない 
2 刷後: must 助動 …しなければならない 
 
初刷: carefully 形 じっくりと 
2 刷後: carefully 副 じっくりと 
 
P. 157 
初刷: Drescher, Inc. is located in Europe, but their products sell rather well in North America and 
Asia. 
 
2 刷後: Drescher, Inc. is located in Europe, but its products sell rather well in North America and 
Asia. 
 
P.174 
5. 語彙リスト 
初刷: automobile 他動 自動車 
2 刷後: automobile 名 自動車 
 
P. 186  
2 刷後: 下部に語彙リストを追加 

- have to do …しなければならない 
- thing 【名】もの（ごと），こと（がら） 
- product 【名】製品 



- have X do X に…させる 
- know about X X について知っている 
- be good at doing …するのが得意である 
- manage 【他動】管理する 
- too ~ to do …するには〜すぎる 
- sensitive 【形】神経質な 
- yell 【自動】わめく 
- avoid 【他動】避ける 

 
P.187 
2 刷後: 下部に語彙リストを追加 

- seminar 【名】研修会 
- closely 【副】密接に 
- related to X X に関係がある 
- encourage X to do X に…するよう強く勧める 
- talkative 【形】おしゃべりな 
- have a chat おしゃべりをする 
- lyrics 【名】歌詞 
- compose 【他動】作曲する 
- leave for X X に向かう 
- airport 【名】空港 
- reach 【他動】到着する 
- conference 【名】会議 
- site 【名】場所 
- on time 時間通りに 
- arrive 【自動】到着する 
- begin to do …し始める 
- around 【前】X の周りに 
- in shorts 半ズボン［ハーフパンツ］で 
- try to do …しようとする 
- task 【名】課題，仕事 
- ask X to do X に…するように頼む 
- report 【名】報告書 
- be busy with X X で忙しい 

 
P.188 
2 刷後 : 下部に語彙リストを追加 

- friendly 【形】気さくな，親しみのある 
- talk to X X と話す 
- at work 職場で［に］ 
- motivate 【他動】やる気を出させる 
- give X advice X に助言する《advice は数えられない名詞》 
- change 【他動】変える 
- part 【名】部分 
- check 【他動】確認する 



P. 192 
2 刷後：アミカケを追加 

- I saw a movie  
 

- Read the email from Ms. Fujita 
 

- Everybody says money is not everything  
 

 
- Nick came late for today’s meeting. 

 
P. 193 
2 刷後：アミカケを追加 

- I am going to New York this summer. I will … 
 

P. 205 （チャット文の…の前後のスペースを調整） 
初刷: I know…so we’re thinking about … 
2 刷後: I know … so we’re thinking about … 

 
P. 209 8. （アポストロフィの後のスペースを調整） 
初刷: (B) The employees’  salaries will go down. 
2 刷後: (B) The employees’ salaries will go down. 

 
P. 222 文書内 ピリオド追加 
初刷: -------  

50. 
2 刷後: -------.  

50. 
 
P. 226 文書内 ピリオド追加 
初刷:  —[1] — 
          —[2] — 

—[3] — 
—[4] — 

 
2 刷後: —[1] —. 

—[2] —. 
—[3] —. 
—[4] —. 

 
 
別冊 Vocabulary List 
P. 1 
2 刷以降: （使用している記号） 

助助動詞 を追加 


