
英語のリスニング力を
日経のニュースで鍛える

日経LissN（リッスン）活用ガイド

TOEIC®

対策に！

日本経済新聞社 人材教育事業局



『日本経済新聞 電子版』『Nikkei Asian Review』などから
セレクトされた旬な記事が毎朝5本。
いま、日本で、世界で起きているニュースを教材に
生きた英語を聴いて読んで学ぶ、新習慣がはじまります。

日経のいつもの記事で
英語の「聴く」と「読む」を学べる。
だから、今日のビジネスで「話せる」。

配信記事ジャンル

日経LissN（リッスン）は
日経電子版の注目ニュースを
英語（音声・テキスト）で配信するサービスです。
毎朝、「生きたビジネス英語」をお届けします。
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世界情勢
グローバル経済
国内政治＆景気
企業戦略
テクノロジー
社会・トレンド



まずは記事を見ずに、音声だけ
を聴いてください。聞き慣れない
箇所があっても途中で止めず意
味を推測しながら通しで聞くこと
をおすすめします。全体の内容を
捉える力を鍛えましょう。

理解度テストでは、英単語の言
い換え表現をたずねる問いがあ
ります。TOEIC®対策に有効な
だけでなく英語の意味を別の英
語で説明できるようになれば、会
話表現の幅も広がります。
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日経LissN 翻訳監修

デイビッド・セイン氏
AtoZ English 代表。
累計400万部を超えるベストセラー著者。
日本での30年にわたる英語指導の実績を活かし
学習書、教材、Webコンテンツの制作を手がける。

TOEIC® is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS).
This guidebook is not endorsed or approved by ETS.

4つの特長日経LissN 

聴きながら、読める。
読みながら、聴ける。

にも最適！
TOEIC®対策

Listening Reading

Review Test

「読む」ことで
音声を理解して

大切な表現も学べる

記事ごとの
「理解度テスト」で
学習効果が分かる

「聴く」力を
レベルにあわせて
反復トレーニング

気になる表現は
その場で調べて「保存」
自分だけの“単語帳”に



Listening
「聴く」機能

音声の再生スピードは、0.7倍速から2倍速までの5段階。初級者なら
まずは0.7倍速がおすすめ。上級者は1.2倍や1.5倍速に挑戦するこ
とでTOEIC®のリスニング対策になります。

「聴き逃した！」「もう一度聴きたい！」時は「巻き戻しボタン」が便利。
聴きたい箇所だけ効率的に繰り返し再生できます。
時間は「3秒」「5秒」「10秒」から好みで設定できます。

0.7× 1.0× 1.2× 1.5× 2.0×

わからないフレーズを繰り返し再生
巻き戻し機能は3段階

リスニングレベルにあわせて選べる
再生スピードは5段階

3s 5s 10s

日本語のテキストを読んでからリスニングしたり、英語だけの表示にして記事の内容
を理解できるか試したり、テキスト表示の切り替えでさまざまな学び方が可能です。

「英語」「日本語」「英日併記」から
テキスト表示を切り替え

Reading
「読む」機能

配信記事1本あたりの再生時間は、2分程度。記事の内容も楽しみながら
リスニング力を効率よく鍛えられます。通勤や通学途中のスキマ時間を活
用して、音声だけを聴いたり、画面の文字を目で追いながら聴いたり、自分
に合ったやり方で繰り返し聴いて学べます。

通勤・通学時に学ぶ
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何度も繰り返し聴きたい、後でもう一度読みたい記事は
「ブックマーク」しておくと便利です。「ブックマーク」した記事
は、一覧で確認できます。
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21

「聴く」「読む」トレーニングをサポートする便利な機能
文章中の青字フレーズは要チェック
「キーワード」検索と「メモ」機能

もう一度読みたい記事は
「ブックマーク」

学習成果が確認できる
「理解度テスト」

文章中の覚えておきたい
キーワードを青字で表
示。タップ（またはクリッ
ク）すると日本語の意味
が確認できます。「メモに
保存」を選べば、まとめて
保存も可能です。

スマートフォン・タブレットと連動で、PCでも学習が可能に。「Unlimited 
プラン」なら、過去の記事もすべて読めるので、仕事に使えそうな記事や
何度も復習したい記事などを簡単に保存して学ぶことができます。

家でじっくりと学ぶ
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タップ（クリック）

確実にマスターしたいキーワードの同意語や、記事の内容につ
いて質問されます。三択問題で、簡単な解説もついています。

ＰＣなら、文章をまるごとドラックして保存でき、自分だけの”学習
ノート”をつくるなど、復習に便利です。

1

2

3
3

2
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話題の英語ニュースで、楽しく聴いて、読んで学ぶ。

日経LissNは、日々のビジネスにダイレクトに「使える」教材です。

初級者から上級者まで効果的に学べる機能が満載。

自分のレベルにあわせて学習目標を意識することで、より効果的なトレーニングが可能です。

日経LissN レベル別リスニング学習法

初級者編

0.7倍速のゆっくりしたスピードで、聞
き取れるまで繰り返し再生します。英日
併記画面を見ながらでもOK。

1

記事をリピート再生。何度も聴くことが
大切です。　　　　　　　

2

仕事で英語を使うためには
ニュース英語を聞いて
学ぶことが大切です。
話題のニュースや興味のある記事なら
初心者でも楽しみながら学べます。　

レベルの目安 ： TOEIC® 600点未満
学習目標 ： 英語リスニングの基礎力を鍛える
表示画面 ：  英日併記 JPEN EN&JP

0.7× 1.0× 1.2× 1.5× 2.0×

中級者編

英語と日本語の意味を追いながら
1倍速で着実に聴いていきます。

1

中級者にとって重要なのは
着実に理解をすることです。
聴き飛ばしがないように
集中して深く理解できるよう
何度も丁寧に聴くことが大切です。

上級者編
ネイティブのリポーターの速度に近い
1.2倍速、1.5倍速で繰り返し聴いて
いきます。

聴いていてわからなかったところだ
け、テキストで確認します。
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TOEIC®800点を超える上級者は
時事英語の「速聴」に挑戦。
日経LissNの配信記事は
年間1500本以上、300時間以上の
英語ニュースを音声で聴けます。

レベルの目安 ： TOEIC® 800点以上
学習目標 ： 多聴速聴を徹底する
表示画面 ： 英語 JPEN&JPEN

記事を
リピート再生
できます。　

0.7× 1.0× 1.2× 1.5× 2.0×

1 0.7× 1.0× 1.2× 1.5× 2.0×

聞き取れなかったり意味がわからな
かった箇所は、繰り返し聴いて理解を
深めます。ピンポイントに巻き戻し再生
が便利です。

2

POINT

POINT POINT

テキストは
見ないで
挑戦！

3s 5s 10s

レベルの目安 ： TOEIC® 600～800点
学習目標 ： ビジネス英語の語彙を増やす
表示画面 ：  英日併記 JPEN EN&JP
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The convenience store market in Japan is becoming saturated, and they 
will be forced to rebuild their growth strategy, which was centered on 
expanding stores in the US.
国内のコンビニ市場は飽和しつつあり、米国の店舗拡大を軸にした成長戦
略は再構築を迫られる。
According to several sources involved in the negotiations, Seven & i held a 
board meeting on the same day and decided to terminate the negotiations.
複数の交渉関係者によると、セブン&アイは同日取締役会を開き、交渉の打
ち切りを決めた。
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日経LissNは、ビジネス英会話の絶好のお手本。

幅広いジャンルの話題の英語コンテンツに触れ、「聴く」だけでなく

自ら繰り返し発声してみることで、リアルに「話す力」を鍛えることができます。

初心者から上級者まで、レベルにあったスピーキング練習が可能です。

日経LissNなら、英語を「話す力」も身につきます

日経LissNではワクワク
英語学習コーチの谷口
恵子氏が監修したトレー
ニング法を採用。日経
LissNの機能を活用した
シャドーイング方法のア
ドバイスもあります。

シャドーイング学習法の監修
谷口 恵子氏

記事をテキストで読んで内容をしっかりと理解します。1 2 内容を理解できたら、音声を聴きながら英語テキストを一緒に読
み上げていきます。

同じ記事を何度も読み上げることで、学習効果がアップします。
自分の仕事につながる内容など
興味のある記事を練習用にブックマークしておくと便利です。

日経LissNでは、米・英・カナダ・豪州などの
ネイティブの音声を使っており
地域ごとに異なるイントネーションや発音の英語を聞いて
シャドーイングすることもできます。

オーバーラッピング
テキストを見ながら音声と一緒に発声する

JPEN EN&JP英日併記画面 :

0.7× 1.0× 1.2× 1.5× 2.0×
初級者 中級者 上級者

JPEN&JP英語画面 :

0.7× 1.0× 1.2× 1.5× 2.0×
初級者 中級者 上級者

EN

英語の発話を繰り返すことで
英文のアクセントや抑揚などを学びながら
スピーキング力を高めることができます。

リピーティング
音声を思い出しながら、テキストを読みあげる

シャドーイング
音声のすぐ後を、“影”のように追いかけて読む

JPEN EN&JP英日併記画面 :

0.7× 1.0× 1.2× 1.5× 2.0×
初級者 中級者 上級者

POINT

POINT

POINT

Reading

Speaking

1倍速で音声を聴きながら、その
後を追いかけるように読みあげて
いくトレーニング法です。これを
何度も繰り返し行ってください。

Listening

アクセントや抑揚などを思い出しながら、声に出して英語のテキ
ストを読み上げていきます。

2お手本となるネイティブの音声をじっくりと聴きます。テキスト画
面を見ながらでもOK。

1

Listening
& Speaking

※1.2×で、ネイティブのニュースリポーターが
読み上げる速度程度です

Listening
& Speaking

慣れてきたら標準の
1倍速で再生してみ
ましょう。

初回は0.7倍速
でゆっくり再生

テキストは見ず
音声を頼りに
追いかける！

上級者は
1.2倍速※に
挑戦！

　



* 水曜日までにご登録いただくと
  金曜日に招待メールを利用者にお送りします。

■利用環境 Windows 10のChrome, Firefox, Edgeの最新版／Mac OS X以降のSafari最新版
 iOS 12以上のSafari最新版／Android 4.0以上のChrome最新版
 Internet Exploreには対応していません。

お申し込みは3カ月単位での受け付けとなります。

お問い合わせ

書類によるお申し込み

日経LissN事務局が利用者情報（氏名・メールアドレスなど）を登録

利用者に招待メールをお届け*

学習開始

プランUnlimited
（税別）月額

1 ID 円1,500
過去記事を含むすべての記事で学べる

詳細はお問い合わせいただくか、公式サイトをご覧ください。

https://school.nikkei.co.jp/special/lissn/
日本経済新聞社　法人ソリューション本部

 nikkeisolution@nex.nikkei.co.jp
お問い合わせ先

1,000（税別）

円
月額
1 ID

お問い合わせから、導入までの流れ

料金

併せて
ご検討
ください

日経LissNでの学習効果の測定と弱点把握に。

VERSANTは世界100カ国以上、国内では大手金融機関をはじめ
200社以上で採用されている英語スピーキングテストです。

受験料 ： 5,000円（税別）

仕事で使える実践的な英語力を測る
世界基準のスピーキングテスト。

直近1カ月分の記事で学べる
プランBasic


