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● マクミラン ランゲージハウスWebサイト
マクミラン ランゲージハウスのWebサイトでは，弊社のテキストをご利用の
先生方がダウンロードして授業でお使いいただけるワークシート，アイデア集，
各種資料を無料で公開しております。また，テキストや教授用書への追加情報
も，こちらで随時お知らせいたします。

Online Resources / Addenda

Please refer to the “Resources” corner on MLH’s website for free resources for
our textbooks. You can also check any additions to particular textbooks here.

URL http://www.mlh.co.jp/

● 学習者向け専用Webサイト
本テキストを最大限にご活用いただくために，音声データを掲載した専用Web
サイトを下記のアドレスに設けています。本テキストを授業に採用されている
先生方，および本テキストを購入して学習している学生に限り，そのデータを
無料でダウンロードして利用することができます。

Special website for users of this textbook

Your students might enjoy using the free, downloadable audio clips at our
website. Please encourage them to visit the website.

URL http://www.mlh.co.jp/textbook/5mtoeic1/
注：Class CDに収録されているPretestとPosttestの音声はこのサイトでは公開
されていません。
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Pretest

Part 1
Audioscript

1. (A) He is ordering pizza at the door.
(B) A pizza is being delivered.
(C) They are going to eat pizza together.
(D) The chef is making a pizza.

2. (A) One of the women is taking notes.
(B) Both of the women are wearing glasses.
(C) One of the women is tearing paper.
(D) Neither[1] of the women is looking down.

3. (A) Two vehicles are parked along the street.
(B) Some disabled vehicles[2] have been abandoned on the street.
(C) The street is backed up[3] because of the tow trucks.
(D) The two trucks are in the process of being repaired[4].

4. (A) The dog is not on a leash[5].
(B) The dog is walking in front of the man.
(C) The man is being followed by the dog.
(D) The man and the dog are walking side by side[6].

5. (A) They seem to be taking a class.
(B) All of the students are sitting on their desk.
(C) They are speaking in groups.
(D) Some of the students are raising their hands.

6. (A) The sky is completely clouded over.
(B) The glider has just made a landing.
(C) The clouds are dark and heavy.
(D) There is a glider in the air[7].

Notes

1 neither「どちらの…も…でない」
2 disabled vehicle「動かない車，故障車」
3 back up「渋滞する」　e.g. Traffic usually starts to back up at 8 a.m.
4 be in the process of being repaired「修理中である」
5 be on a leash「（動物が）ひもや鎖でつながれている」
6 side by side「横に並んで」　cf. arm in arm「腕を組んで」
7 be in the air「飛行している」　cf. Description of the new product is in the air.
「その新製品の詳細は未定です」
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試訳

1. (A) 彼は玄関でピザを注文している。
(B) ピザが配達されている。
(C) 彼らは一緒にピザを食べに行く。
(D) シェフがピザを作っている。

2. (A) 女性のうち1人がノートを取っている。
(B) 両方の女性が眼鏡をかけてる。
(C) 女性のうち1人が紙を裂いている。
(D) どちらの女性も下を向いていない。

3. (A) 2台の車が通りに沿って駐車されている。
(B) 何台かの故障車が通りに放置されている。
(C) 通りはレッカー車で渋滞している。
(D) 2台のトラックは修理中だ。

4. (A) 犬がひもにつながれていない。
(B) 犬が男の人の前を歩いている。
(C) 男の人は犬に後からついてこられている。
(D) 男の人と犬が横に並んで歩いている。

5. (A) 彼らは授業を受けているようだ。
(B) すべての学生が机の上に座っている。
(C) 彼らはグループで話をしている。
(D) 何人かの学生が手を挙げている。

6. (A) 空は完全に雲に覆われている。
(B) グライダーがちょうど着陸した。
(C) 雲は暗く厚い。
(D) グライダーが飛んでいる。

正解

1. (B)    2.  (B)    3.  (A)    4.  (D)    5.  (A)    6.  (D)
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Part 2

Audioscript

7. When will he come to the office?
(A) The day before yesterday.
(B) The day after tomorrow.
(C) Sometime last week.

8. Have you seen my watch anywhere?
(A) Yes, it looks nice on[1] you.
(B) It’s on your desk.
(C) He saw it this morning.

9. You have to get that contract[2].
(A) When did I get the contract?
(B) I didn’t mean to.
(C) I’ll do my best.

10. Which is convenient for you, Monday or Tuesday?
(A) Oh, either. It doesn’t matter.
(B) Yes, it is convenient for me.
(C) Tuesday comes after Monday.

11. Are you going to the end-of-the-year party[3] tonight?
(A) Yes, I had a good time at the party.
(B) No, I won’t be there by the end of the year.
(C) Yes, one of my friends is the party organizer[4].

12. How much is gift wrapping?
(A) It takes a few minutes.
(B) It includes sales tax.
(C) Two dollars per item.

Notes

1 look nice on . . .「…によく似合う」　= go nicely with . . .
2 get the contract「契約を取る」
3 end-of-the-year party「忘年会」
4 party organizer「パーティーの幹事，主催者」
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試訳

7. いつ彼は会社に来ますか。
(A) おととい。
(B) あさって。
(C) 先週のいつか。

8. 私の腕時計をどこかで見た？
(A) はい，あなたに似合っています。
(B) あなたの机の上にあります。
(C) 彼はそれを今朝見ました。

9. 君はその契約を取らなければならない。
(A) いつ私はその契約を取りましたか。
(B) そんなつもりはなかったのです。
(C) 最善を尽くします。

10. 月曜日と火曜日とどちらの方が都合がよいですか。
(A) ええ，どちらでも構いません。
(B) はい，それが私には都合がよいです。
(C) 火曜日は月曜日の次に来ます。

11. 今夜忘年会に行きますか。
(A) はい，会で楽しい時を過ごしました。
(B) いいえ，年末まではそこにいません。
(C) はい，友達の1人が幹事なんです。

12. 贈物用の包装はいくらですか。
(A) 数分かかります。
(B) 売上税込みです。
(C) 1つにつき2ドルです。

正解

7. (B)    8.  (B)    9.  (C)    10.  (A)    11.  (C)    12.  (C)
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Part 3

Audioscript

Questions 13 through 15 refer to the following conversation.

Man: This pasta is so tasty.
Woman: I know. I love Italian food. The seafood here is really fresh, too.

Man: Yes. We don’t get food like this back home. It’s impossible to get
shrimp and mussels[1] that are this fresh.

Woman: You’re right. All the dishes[2] are fantastic. The chef here really
cooks everything to perfection[3]. We’ll have to bring my parents
here.

13. What are the man and woman mainly talking about?
(A) Their muscles
(B) Doing the dishes
(C) The food at this restaurant
(D) A cook

14. What is their opinion?
(A) The food is delicious.
(B) The dishes are very clean.
(C) The dishes need to cook longer.
(D) They wish they could get some fresh seafood.

15. What will the man and woman probably do?
(A) Cook more seafood
(B) Invite her parents to this restaurant
(C) Wash the dishes later
(D) Take a trip to Italy

Notes

1 mussel(s)「ムール貝」地中海料理でよく使われる黒い貝。
2 dish(es)「料理，皿」
3 cook . . . to perfection「完璧な状態に調理する」
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試訳

問題 13–15は，次の会話に関するものです。

男性： このパスタはおいしいね。
女性： そうね。私はイタリア料理が大好き。ここの魚介類はとても

新鮮だしね。
男性： そうだね。うちでは，こんな料理は食べられないからね。僕

たちがこんなに新鮮なエビやムール貝を手に入れるのは，不
可能だよ。

女性： 本当にそうね。この料理はみんな素晴らしいわ。ここのシェ
フはどの料理も完璧に調理しているわ。私の両親を連れて来
なきゃ。

13. この男性と女性は，主に何について話していますか。
(A) 彼らの筋肉
(B) 食器洗い
(C) レストランの料理
(D) コック

14. 彼らの意見は次のどれですか。
(A) この料理はおいしい。
(B) 食器は清潔だ。
(C) 料理はもう少し調理する必要がある。
(D) 新鮮な魚介類が手に入ればいいと願っている。

15. この男性と女性は今後何をすると考えられますか。
(A) もっと魚介類を料理する
(B) 彼女の両親をこのレストランに招待する
(C) 後で食器を洗う
(D) イタリアに旅行する

正解

13. (C)    14.  (A)    15.  (B)
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Audioscript

Questions 16 through 18 refer to the following conversation.

Woman: Hello. I’d like to return this rice steamer[1]. I received two of
them for Mother’s Day and I don’t really need two.

Man: OK. Do you want an in-store credit[2] for the merchandise[3] or
should I just credit the charge account that it came from?

Woman: I’ll take the in-store credit.
Man: All right. Here is your card for an in-store credit for $42.98. Use

it just like a debit card[4]. And there is no expiration date[5] on it.

16. Where does this conversation most likely take place?
(A) In a kitchen
(B) At a restaurant
(C) At a store
(D) At a bank

17. What does the woman want to do?
(A) Cook rice
(B) Return some merchandise
(C) Take out a loan
(D) Apply for a credit card

18. What does the man do?
(A) Gives her credit for purchases at the store
(B) Credits the charge card of the person who purchased the merchandise
(C) Helps with the cooking
(D) Gives her a loan

Notes

1 rice steamer「炊飯器」　cf. steamer「蒸し器」
2 in-store credit「店内で使える金券」　デビットカードのようにレジでその
カードを出すと，買い物をした金額がそこから引かれる。

3 merchandise「商品」
4 debit card「デビットカード」　買い物をした額が，即座に預金残高から引か
れるカード。

5 expiration date「そのカードを使える期限」



5-Minute Quizzes for the TOEIC® Test: Listening 1 11

試訳

問題 16–18は，次の会話に関するものです。

女性： こんにちは。この炊飯器を返品したいのですが。母の日に，
炊飯器を2つもらったのですが，2つもいらないのです。

男性： わかりました。商品についてこの店内で使える金券カードで
お返ししましょうか，それともこの代金が請求されたクレ
ジット口座に代金を返しましょうか。

女性： 店内で使える金券カードにしてください。
男性： わかりました。これが42ドル 98セント分の店内金券カード

です。このカードをデビットカード（直接引き落としカード）
を使うのと同じように使うことができます。有効期限はあり
ません。

16. この会話が行われた可能性が高いのは，次のどこですか。
(A) 台所で
(B) レストランで
(C) 店で
(D) 銀行で

17. この女性は何がしたいのですか。
(A) お米を調理する
(B) ある商品を返品する
(C) お金を借りる
(D) クレジットカードを申請する

18. この男性は次のどれをしますか。
(A) その店で買い物ができる金券カードを彼女にあげる
(B) この商品を買った人のクレジットカードに代金を返金する
(C) 料理を手伝う
(D) 彼女にお金を貸す

正解

16. (C)    17.  (B)    18.  (A)
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Part 4

Audioscript

Questions 19 through 21 refer to the following advertisement.

Premium[1] Heating and Air Conditioning is now offering its pre-summer
central air precision[2] tune-up[3] for only $79.95. With our 8-point precision
tune-up package, we do the following:

Oil the motor
Check the fan belt
Check the fan blade
Check the temperature drop
Inspect[4] the furnace blower
Inspect the furnace filter
Calibrate[5] the thermostat[6]

Remove all debris[7] from the unit
And you get all this for only $79.95. That’s a $30 discount from our regular
price of $109.95. But hurry, because this offer ends May 31. Please call 1-
800-555-1212 to schedule an appointment, or visit us online at
www.premiumac.com.

19. What is this advertisement offering?
(A) A car tune-up
(B) An air conditioner
(C) A furnace
(D) A central air unit tune-up

20. How much has this been discounted?
(A) $30
(B) $79.95
(C) $109.95
(D) This is not mentioned.

21. Which of the following is NOT offered?
(A) A fan belt check
(B) A temperature drop check
(C) A furnace filter inspection
(D) An oil filter change

Notes

1 premium「一流の，上等な」
2 precision「精密，正確」
3 tune-up「モーターなどの調整」
4 inspect「調べる，きちんと動作するか確かめる」　= check
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5 calibrate「何かを測定して目盛りを合わせる」　ここでは，「温度自動調節器
を調節する」の意。

6 thermostat「自動温度調節器」
7 debris [d´brI!…]「（小枝や葉っぱなどの）ごみ，破片」

試訳

問題 19–21は，次の宣伝広告に関するものです。

プレミアムヒーティング＆エアーコンディショニング社では，春の集中空
調システムの調整をたったの79ドル 95セントで行っています。私どもの
8ポイント調整パッケージでは，以下のことを行います。
モーターにオイルをつける，ファンベルトのチェック，ファンブ
レードのチェック，温度の下がり具合のチェック，温風器のチェッ
ク，暖房機のフィルターのチェック，温度自動調節器を合わせる，
ユニットから小枝などのごみを除去する

これら全部をたったの79ドル 95セントで行います。定価の109ドル
95セントより30ドルの値下げです。でもお急ぎください。これは，5
月 31日までのご提供です。ご予約は，1-800-555-1212までお電話をし
ていただくか，または，オンラインでwww.premiumac.comまでお越
しください。

19. この宣伝が提供しているのは次のどれですか。
(A) 車の調整
(B) 空調機
(C) 暖房機
(D) 集中空調システムの調整

20. どのくらい値下げされたのですか。
(A) 30ドル
(B) 79ドル 95セント
(C) 109ドル 95セント
(D) それは示されていない。

21. 宣伝広告に含まれていないのは，次のどれですか。
(A) ファンベルトのチェック
(B) きちんと温度が下がるかどうかのチェック
(C) 暖房機のフィルターのチェック
(D) オイルフィルターの交換

正解

19. (D)    20.  (A)    21.  (D)
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Audioscript

Questions 22 through 24 refer to the following talk.

I think everyone knows why we’re here today. We’re here to honor[1] Mrs.
Diana McManus and her 25 years of service to the company. She started in
the mail room when she was a young woman fresh[2] out of college, and
shortly thereafter[3] transferred[4] to the graphic design department. She’s
been there for over 20 years and has single-handedly[5] built it up into one of
the finest design units in our industry[6]. Her hard work and dedication[7]

have earned the respect, and sometimes fear, of everyone here at LTD
Systems. She’s brilliant, gracious[8], and a true leader. So please give a big
hand[9] to Diana.

22. What is the purpose of this speech?
(A) To introduce someone
(B) To give a history of the design department
(C) To talk about a college
(D) To praise a company

23. Where does Mrs. McManus work?
(A) In the systems department
(B) In the mail room
(C) At a college
(D) In the graphic design department

24. Which word best describes Mrs. McManus?
(A) Fresh
(B) Scared
(C) Dedicated
(D) Handsome

Notes

1 honor「栄誉をたたえる」
2 fresh「…したばかりの」
3 thereafter「その後，それ以来」
4 transfer「転勤する，移動する」
5 single-handedly「独力で，人手を借りないで」
6 industry「産業，業界」
7 dedication「献身，尽力」
8 gracious「やさしい，礼儀正しい，上品な」
9 give a big hand「大きな拍手を送る」
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試訳

問題 22–24は，次のスピーチに関するものです。

皆さんは，どうして私たちが今日こうして集まったのか，ご存じですね。
私たちは，ダイアナ・マックマナスさんと彼女の勤続 25年をたたえるた
めに集まったのです。彼女は，大学を卒業後，郵便室勤務から始め，その
後すぐにグラフィックデザイン課に転属されました。そこでは20年以上
にわたり活躍され，1人で業界トップのデザイン課の地位を確立しまし
た。彼女の仕事への熱心さと献身ぶりに，LTDシステムズの誰もが敬意
とそして時には畏敬の念を抱きました。彼女は，優秀で礼儀正しく，真の
リーダーです。そのダイアナに大きな拍手を送ってください。

22. このスピーチを行った目的は何ですか。
(A) 誰かを紹介する
(B) デザイン課の歴史を紹介する
(C) ある大学について話す
(D) ある会社をほめたたえる

23. マックマナスさんはどこで働いていますか。
(A) システムズ課で
(B) 郵便室で
(C) 大学で
(D) グラフィックデザイン課で

24. マックマナスさんを描写するのに一番適しているのは，次のどれですか。
(A) 初々しい
(B) おびえている
(C) 献身的である
(D) 美しく，堂々としている

正解

22. (A)    23.  (D)    24.  (C)
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Unit 1

Part 1
Audioscript

1. (A) They are tapping[1] on the table.
(B) They are drinking form the same straw.
(C) They are seated at the table.
(D) They are ordering some drinks.

2. (A) The woman is setting up a shoe display in a show window.
(B) She is looking through[2] a shop window.
(C) She is behind the showcase.
(D) The woman has put her bags down on the sidewalk.

3. (A) The boat has both its sails up[3].
(B) It looks like it will start to rain soon.
(C) The surface[4] of the ocean is so calm.
(D) There are no clouds in the sky.

4. (A) She is making some sandwiches.
(B) She is throwing away her drink.
(C) She is folding[5] a sheet of paper in two.
(D) She is holding a cup in her hand.

5. (A) The fruit is ready to be harvested[6].
(B) Each piece of fruit has a price tag.
(C) The fruits are displayed in boxes.
(D) The fruit is provided for free[7].

6. (A) The man has his right hand on an item[8] on the shelf.
(B) He is leaning on[9] the CD rack.
(C) He is returning a product[10] to the shop.
(D) The man is listening to music on his CD player.

Notes

1 tap「（軽くコツコツと）たたく」
2 look through . . .「…をのぞき込む」　cf. I looked through the manual to find

a way to fix the error.
3 have both its sails up「両方の帆を揚げる」　この haveは使役の意味（…させ
る，…してもらう）。cf. have my tooth out「歯を抜いてもらう」

4 surface「表面」
5 fold「折りたたむ」
6 harvest「収穫する」
7 for free「無料で」
8 item「品物」
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9 lean on . . .「…に寄りかかる」　cf. If you have any trouble, you can always
lean on me.

10 product「製品」　cf. produce (n.)「農産物」

試訳

1. (A) 彼らはテーブルをたたいている。
(B) 彼らは同じストローから飲んでいる。
(C) 彼らはテーブルに着いている。
(D) 彼らは飲み物を注文している。

2. (A) 女の人がショーウィンドウに靴を並べている。
(B) 彼女はショーウィンドウをのぞき込んでいる。
(C) 彼女はショーケースの後ろにいる。
(D) 女の人はかばんを歩道の上に下ろした。

3. (A) 船が帆をいっぱいに張って帆走している。
(B) すぐに雨が降りだしそうである。
(C) 海面はとても穏やかである。
(D) 空にまったく雲がない。

4. (A) 彼女は少しサンドイッチを作っている。
(B) 彼女は飲み物を投げ捨てている。
(C) 彼女は1枚の紙を2つに折りたたんでいる。
(D) 彼女は手にカップを持っている。

5. (A) 果物が収穫の時期を迎えている。
(B) それぞれの果物に値札が付いている。
(C) 果物が箱に入れて並べられている。
(D) 果物が無料で提供されている。

6. (A) 男の人が右手を棚の商品の上に乗せている。
(B) 彼はCDラックにもたれかかっている。
(C) 彼は製品を店に返品している。
(D) 男の人がCDプレーヤーで音楽を聴いている。

正解

1. (C)    2.  (B)    3.  (C)    4.  (D)    5.  (C)    6.  (A)
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Unit 2

Part 2
Audioscript

1. What time do I have to be at the airport tomorrow?
(A) The flight left at 2 o’clock.
(B) You should be there at 12 o’clock.
(C) They will arrive on time[1].

2. Would you like something to drink after your meal?
(A) I’ll have a cup of tea.
(B) I would like to reserve a table.
(C) I liked the meal very much.

3. Do you know when the next train will come?
(A) I’m going there by train.
(B) I think it came on time.
(C) I think it should be here soon.

4. Who received the call from Mrs. Williams?
(A) Yesterday morning.
(B) Yes, I will call her.
(C) Mr. Larson did.

5. Where are you moving to[2]?
(A) I was moved to tears.
(B) An apartment near my office.
(C) Before the holiday season.

6. Southern Europe was hit by a heat wave[3] last summer, wasn’t it?
(A) No, it didn’t.
(B) Yes, it was a terrible[4] summer.
(C) They had a lot of rain.

Notes

1 on time「時間通りに」　cf. in time「時間内に，間に合って」e.g. I was just in
time for the last train.「最終電車にちょうど間に合った」

2 move to . . .「…に引っ越す」
3 heat wave「熱波」
4 terrible「ひどい，不快な」
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試訳

1. 明日は何時に空港にいなければなりませんか。
(A) その便は2時に出発しました。
(B) 12時には向こうにいるべきです。
(C) 彼らは時間通り到着します。

2. 食後に何かお飲み物をいかがですか。
(A) 紅茶をいただきます。
(B) テーブルを1つ予約したいのですが。
(C) 食事は大変気に入りました。

3. 次の列車がいつ来るか知っていますか。
(A) そこへは電車で行きます。
(B) 時間通りに来たと思います。
(C) もうじき来るはずだと思います。

4. ウィリアム夫人からの電話を取ったのは誰ですか。
(A) 昨日の午前中です。
(B) はい，彼女に電話をします。
(C) ラーソン氏です。

5. どこへ引っ越すのですか。
(A) 感動して涙を流しました。
(B) 会社の近くのアパートです。
(C) 休暇のシーズンの前に。

6. 南欧は昨年，熱波に見舞われましたよね。
(A) いいえ，そうではありません。
(B) はい，ひどい夏でした。
(C) たくさん雨が降りました。

正解

1. (B)    2.  (A)    3.  (C)    4.  (C)    5.  (B)    6.  (B)
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Unit 3

Part 3
Audioscript

Questions 1 through 3 refer to the following conversation.

Man: What movie do you want to see tonight? Flight of the
Bumblebee[1] starts at 7:00 and No Escape[2] starts at 7:15. We can
make it to[3] the theater to see either of those. I’ll fall asleep[4] if
we go to a later movie.

Woman: Yes, I get sleepy after 9:00 too. How about Flight of the
Bumblebee? It’s a romantic comedy, isn’t it?

Man: Yes, it is. From the commercials I’ve seen, it looks cute.
Woman: OK. That sounds good. We should go now if we want to make it

on time.

1. What are the man and woman talking about?
(A) Insects
(B) Commerce
(C) Movies
(D) Sleeping

2. What does the woman suggest?
(A) Taking a nap
(B) Renting a DVD
(C) Looking at more advertisements
(D) Going to see Flight of the Bumblebee

3. What time does Flight of the Bumblebee start?
(A) At 5 o’clock
(B) At 7 o’clock
(C) At 7:15
(D) After 9 o’clock

Notes

1 bumblebee「マルハナバチ」
2 escape「逃避，逃げること」　cf. escape (v.)「逃げる」
3 make it to . . .「…に間に合う」
4 fall asleep「眠ってしまう」
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試訳

問題 1–3は，次の会話に関するものです。

男性： 今晩はどの映画を見たい？　『マルハナバチが飛ぶ』は，7
時，『逃げ道はない』は7時15分からだよ。どちらの映画で
も間に合うね。遅い時間の映画だと僕は寝てしまうよ。

女性： 私も9時を過ぎると眠くなってしまうわ。それじゃ，『マルハ
ナバチが飛ぶ』にしましょうか。それはラブコメディーで
しょう？

男性： そうだよ。コマーシャルを見たけど，かわいい映画みたいだ
よ。

女性： そう。じゃ，良さそうね。映画に間に合うには，すぐに出な
いといけないわね。

1. 男性と女性は，何について話していますか。
(A) 昆虫
(B) 商業
(C) 映画
(D) 寝ること

2. 女性は何を提案しましたか。
(A) 昼寝をすること
(B) DVDを借りること
(C) コマーシャルをもっと見ること
(D)『マルハナバチが飛ぶ』を見に行くこと

3.『マルハナバチが飛ぶ』は，何時に上演されますか。
(A) 5時
(B) 7時
(C) 7時15分
(D) 9時過ぎ

正解

1. (C)    2.  (D)    3.  (B)
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Audioscript

Questions 4 through 6 refer to the following conversation.

Woman: How many people are coming to Tuesday’s lunch meeting?
Man: If everyone comes, there will be 11 people in total. But I don’t

think Jan or Mireya can make it. They’ll be in Columbus that
morning and probably won’t be back by 12:00.

Woman: OK. I’ll order 11 lunches just in case[1]they make it back in time.
I’ll get four turkey wraps[2], four chicken wraps, and three
vegetarian wraps. They all come with chips, fruit, and a cookie.
I’ll also make sure[3] we have enough juice, soda, and water. If
there are leftovers[4], someone can take them home.

Man: That sounds good.

4. What is the topic of this conversation?
(A) What to order for a lunch meeting
(B) What to put on a grocery list
(C) What to order at a restaurant
(D) What to eat at home

5. How many people will be present?
(A) 9 to 11 people
(B) 11 to 12 people
(C) 4 people
(D) 3 people

6. Which of the following will NOT be provided?
(A) Fruit
(B) Soda
(C) Cookies
(D) Salad

Notes

1 just in case . . .「…の場合に備えて」
2 wrap(s)「小麦粉やトウモロコシ粉で作った皮に食べ物を包んであるもの」
2 make sure . . .「…を確かにする，…を確認する」
4 leftover(s)「残り物」
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試訳

問題 4–6は，次の会話に関するものです。

女性： 火曜日の昼食会議には，何人出席するの？
男性： もし全員来れば，合計で11人だ。でもジャンとミレヤは，来

られないと思うよ。彼らは，その日の朝コロンバスにいて，
たぶん12時までには戻って来られないよ。

女性： あ，そう。それじゃあ，もし彼らが間に合った場合のために，
一応11個の昼食を注文しておきましょう。七面鳥のラップを
4つ，チキンラップを4つ，ベジタリアンラップを3つ頼みま
す。それにポテトチップ，フルーツとクッキーもついてくる
の。それとジュース，ソーダ，水も十分に頼みましょう。も
し，食べ物が残っても，誰かが持ち帰れるわ。

男性： そうだね。それはいいね。

4. この会話の話題は何ですか。
(A) 昼食会議に何を注文するか
(B) 買い物リストに何を載せるか
(C) レストランで何を注文するか
(D) 家で何を食べるか

5. 何人が出席するでしょうか。
(A) 9人から 11人
(B) 11人から 12人
(C) 4人
(D) 3人

6. 昼食に出されないのは次のどれですか。
(A) フルーツ
(B) ソーダ
(C) クッキー
(D) サラダ

正解

4. (A)    5.  (A)    6.  (D)
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Unit 4

Part 1
Audioscript

1. (A) They have just caught a fish.
(B) The man is stepping into the water.
(C) The girls are sitting on the cooler[1].
(D) The girl is throwing the net to catch a fish.

2. (A) They are ascending[2] the stairs.
(B) They have come down the steps.
(C) They are sliding down the railing[3].
(D) They are going down the steps.

3. (A) The man and woman are skiing side by side[4].
(B) They have their sunglasses pushed up on top of their heads.
(C) The man and woman are looking in the same direction.
(D) They have their skis and poles[5] in their hands.

4. (A) The frogs are being blown by the wind.
(B) The banners[6] are being raised on the two poles.
(C) The number of banners flying on each pole is the same.
(D) The flags have been hoisted[7] on the roof.

5. (A) They are parking their bikes in the rack.
(B) They are wearing sleeveless[8] shirts.
(C) They have protective[9] helmets on.
(D) They have gotten flat tires[10] in the mountains.

6. (A) The ship is being towed[11] into the port.
(B) The buildings are partially submerged[12].
(C) There are skyscrapers[13] in the distance.
(D) There is a sheep in the foreground[14].

Notes

1 cooler「アイスボックス」　日本語の「クーラー」は和製英語で，英語では
air-conditionerという。

2 ascend「登る」　⇔ descend「下る」
3 railing「手すり」
4 side by side「並んで」
5 pole(s)「（スキーの）ストック」
6 banner(s)「旗」　= flag
7 hoist「（旗・帆などを）揚げる」
8 sleeveless「袖のない」　cf. short-sleeved「半袖の」
9 protective「保護の」
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10 get a flat tire「パンクする」
11 tow「（船・車などを）綱［鎖］で引っぱる」
12 submerge「沈める，水浸しにする」
13 skyscraper(s)「超高層ビル」
14 in the foreground「前景に」　cf. in the background「背景に」

試訳

1. (A) 彼らはまさに魚を捕まえたところだ。
(B) 男の人は水の中に踏み出している。
(C) 女の子たちはアイスボックスの上に座っている。
(D) 女の子が魚を捕まえるために網を投げている。

2. (A) 彼らは階段を上っている。
(B) 彼らは階段を下りた。
(C) 彼らは手すりを滑って下りている。
(D) 彼らは階段を下りて来ている。

3. (A) 男の人と女の人が横に並んでスキーをしている。
(B) 彼らはサングラスを頭の上に押し上げた。
(C) 男の人と女の人が同じ方向を見ている。
(D) 彼らはスキーとストックを手に持っている。

4. (A) カエルが風に吹かれている。
(B) 旗が2本のポールに掲げられている。
(C) それぞれのポールではためいている旗の数は同じだ。
(D) 旗が屋根の上に揚げられた。

5. (A) 彼らは自転車をラックに駐輪している。
(B) 彼らは袖のないシャツを着ている。
(C) 彼らは保護用のヘルメットを着けている。
(D) 彼らは山でタイヤがパンクした。

6. (A) 船が港に曳航されている。
(B) ビルが部分的に水中に浸水している。
(C) 遠くに超高層ビルがある。
(D) 前景に羊がいる。

正解

1. (A)    2.  (D)    3.  (C)    4.  (C)    5.  (C)    6.  (C)
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Unit 5

Part 2
Audioscript

1. When did I fall asleep last night?
(A) Around 8:00.
(B) For a long time.
(C) Until now.

2. Is there anything I can help you with?
(A) Yes, It’s all been done.
(B) Thank you, but I can do it by myself[1].
(C) You were a great help.

3. We are collecting signatures[2] for a petition[3].
(A) What is it for?
(B) So far[4] so good.
(C) Here is my autograph[5] collection.

4. Who will order a new cabinet for the room?
(A) Here is your order.
(B) The room is too large.
(C) Nancy did it already.

5. Don’t you think it’s important to reduce your stress level and get plenty of
sleep?
(A) I wish I could.
(B) Why don’t you think so?
(C) I overslept[6] and was late for work.

6. How can I get in touch with[7] you?
(A) You can find a way to get there.
(B) I guess you are right.
(C) You can send me a message at this address.

Notes

1 by oneself「自分で，1人で」
2 signature(s)「署名」
3 petition「嘆願（書）」
4 so far「今までのところ」
5 autograph「（有名人からもらう）サイン」　文脈によっては signatureと同義。
6 overslept < oversleep「寝過ごす」
7 get in touch with . . . 「…と連絡を取る」　cf. keep in touch with . . .「…と連
絡を取り続ける」
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試訳

1. 昨夜私は何時に眠りに就きましたか。
(A) 8時ごろ。
(B) 長い間。
(C) 今まで。

2. 何か私が手伝えることはありますか。
(A) はい，全部やり終えました。
(B) ありがとう，でも自分でできますから。
(C) たいへん助かりました。

3. 私たちは嘆願のために署名を集めています。
(A) 何のためのものですか。
(B) これまでのところ順調です。
(C) これが私のサインのコレクションです。

4. 誰がこの部屋の新しいキャビネットを注文するのですか。
(A) ここにあなたの注文があります。
(B) その部屋は大き過ぎます。
(C) ナンシーがすでにしました。

5. ストレスを軽減して十分な睡眠を取ることが重要だと思いませんか。
(A) そうできるといいのですが。
(B) なぜそのように思わないのですか。
(C) 寝過ごして仕事に遅れました。

6. どうやってあなたに連絡を取れますか。
(A) そこへの道は見つけられます。
(B) あなたが正しいと思います。
(C) このアドレスにメッセージを送れます。

正解

1. (A)    2.  (B)    3.  (A)    4.  (C)    5.  (A)    6.  (C)
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Unit 6

Part 4
Audioscript

Questions 1 through 3 refer to the following radio announcement.

This is Bob Fried with your WBJ traffic report. On the Bishop Hale
Freeway[1], southbound[2] traffic is moving slowly between 95th Street and
125th Street, because the No. 73 exit ramp[3] at 125th Street is closed for
repairs[4]. Traffic is stop-and-go, so it will take an extra 25 to 30 minutes to
get home tonight. Try to find an alternate[5] route if you can. On I-56, there
is a stalled[6] truck blocking traffic between Cumberland Avenue and
Kennedy Drive, so things are slowed down there as well. All other traffic
times are looking normal for your Thursday afternoon rush. And that’s your
WBJ traffic report.

1. Where is the stalled truck?
(A) On Cumberland Avenue
(B) On Kennedy Drive
(C) On I-56
(D) On 125th Street

2. Why is traffic moving slowly on the Bishop Hale Freeway?
(A) An exit ramp is closed.
(B) A traffic light is not working.
(C) A stop sign is down.
(D) Traffic usually moves slowly during the afternoon rush hour.

3. What is the announcer’s advice for people on the Bishop Hale Freeway?
(A) Get home quickly
(B) Find an alternate route
(C) Wait 25 to 30 minutes until traffic clears up
(D) Take I-56

Notes

1 freeway「高速道路」
2 southbound「南方向の」　cf. northbound「北方向の」，westbound「西方向
の」，eastbound「東方向の」

3 ramp「ランプ，段違いの 2面を結ぶ傾斜路」
4 repair(s)「修理，修復」
5 alternate「ほかの，もう 1つの」
6 stalled「車がエンストした」
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試訳

問題 1–3は，次のラジオ放送に関するものです。

ボブ・フライドのWBJ交通情報です。125 番道路の73番出口が工事のた
め閉鎖され，その影響で，ビショップへイル高速道路の南方向の交通は，
95番道路と125番道路の間で渋滞になっています。車は，動いたり止
まったりで，今晩の帰宅は，25分から30分遅くなりそうです。できれば
ほかの道路を通ってください。56番州間高速道路では，トラックがエン
ストを起こし交通を妨げており，カンバーランドアベニューとケネディド
ライブの間で渋滞になっています。ほかの道路では木曜午後のラッシュ時
にしては，通常に車が流れています。WBJ交通情報でした。

1. エンストで動けないトラックはどこにありますか。
(A) カンバーランドアベニュー
(B) ケネディドライブ
(C) 56番州間高速道路
(D) 125番道路

2. ビショップへイル高速道路で交通渋滞になっているのはなぜですか。
(A) ある出口が閉鎖されているから。
(B) 交通信号機が故障しているから。
(C)「停止」の標識が落ちているから。
(D) 午後のラッシュ時にはたいてい交通が渋滞になるから。

3. アナウンサーはビショップへイル高速道路にいるドライバーに何とアドバ
イスしていますか。
(A) 迅速に帰宅すること
(B) ほかの道路を通ること
(C) 交通渋滞が緩和するまで25分から30分待つこと
(D) 56番州間高速道路を通ること

正解

1. (C)    2.  (A)    3.  (B)
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Audioscript

Questions 4 through 6 refer to the following announcement.

Before we begin general boarding[1] for UJ Flight 075 bound for[2] Seoul,
we would like to invite our First and Premium Class passengers and those
traveling with small children to begin boarding. Also, we have an
overbooked[3] flight today, so if any passengers would like to volunteer to
give up[4] their seats, United Jersey Airlines will fly you Premium Class to
Seoul tomorrow and put you up in a local hotel tonight. Anyone who is
interested and who has not checked in[5] any baggage should come to the
boarding counter and speak to a customer service agent immediately[6].

4. Where does this announcement take place?
(A) At an airline check-in counter
(B) At a boarding gate
(C) At a hotel check-in desk
(D) At a luggage carousel

5. Which of the following is NOT mentioned?
(A) Premium Class passengers can begin boarding.
(B) Passengers with small children can begin boarding.
(C) Passengers can volunteer to give up their seats.
(D) There is a stopover on the way to Seoul.

6. What does United Jersey Airlines offer?
(A) One night in a hotel in Seoul
(B) A Premium Class seat to Seoul
(C) A First Class seat to Seoul
(D) A coupon for a local hotel stay at any time

Notes

1 boarding「飛行機への搭乗」
2 bound for . . .「…行きの」
3 overbooked「超過予約の」
4 give up「譲る，人にあげる」
5 check in「（荷物を）預ける」
6 immediately「直ちに，すぐに」
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試訳

問題 4–6は，次の放送に関するものです。

UJ 075便ソウル行きの一般のお客さまのご搭乗を始める前に，ファース
トクラス，プレミアムクラス，そして小さいお子さまをお連れのお客さま
のご搭乗を始めさせていただきます。また，本日は予約超過のフライトが
ありますので，お客さまの中で席を譲っていただける方がいらっしゃいま
したら，その方にはユナイテッドジャージー航空の明日のソウル便にプレ
ミアムクラスでご搭乗いただき，今晩は，近くのホテルをご用意します。
まだ手荷物をチェックインしていない方でご希望の方は，今すぐ搭乗カウ
ンターまでお越しください。

4. この放送は，どこで行われたのですか。
(A) 航空会社のチェックインカウンター
(B) 搭乗ゲート
(C) ホテルのチェックインデスク
(D) 手荷物のカルーセル（回転式手荷物引き渡しコンベアー）

5. 放送の中で言われていないのは，次のどれですか。
(A) プレミアムクラスの乗客は搭乗を始めてもよい。
(B) 小さい子供を連れた乗客は搭乗を始めてもよい。
(C) 乗客は自分の席を譲ることができる。
(D) ソウルへの飛行の途中で一時降機がある。

6. ユナイテッドジャージー航空が提供するものは，次のどれですか。
(A) ソウルでのホテル1泊
(B) ソウル行きのプレミアムクラスの席
(C) ソウル行きのファーストクラスの席
(D) いつでも当地のホテルに泊まれるクーポン

正解

4. (B)    5.  (D)    6.  (B)
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Unit 7

Part 1
Audioscript

1. (A) The man has taken the woman by the hand[1].
(B) The woman is pushing the man with her hands.
(C) They are climbing down the slope.
(D) The man and woman are headed to a mall[2].

2. (A) They are signing the documents.
(B) One of the men has his hand on his chin[3].
(C) Both of the men are wearing jackets.
(D) They are both looking at the papers.

3. (A) She is swimming under water.
(B) She has a large cylinder[4] on her back.
(C) She is using an oxygen[5] tank to breathe[6].
(D) She has a seashell on her lap.

4. (A) Some of the antennas are not in use.
(B) The shape of the antennas is not the same.
(C) All the dishes[7] are angled vertically.
(D) The satellite dishes[8] are facing the same direction.

5. (A) There’s a picture above[9] the sofa.
(B) There’s a chair between the tables.
(C) There are lamps on the wall.
(D) There are a few cushions on the shelf.

6. (A) They are holding a pair of shoes in their hands.
(B) A lot of sneakers are hanging from the wall.
(C) The man is trying shoes on.
(D) The man and woman are in a shoe department[10].

Notes

1 take someone by the hand「（人の）手を取る，引く」
2 mall「ショッピングモール」
3 chin「あご」
4 cylinder「ボンベ」　「ボンベ」はドイツ語からの外来語で英語ではない。
5 oxygen「酸素」
6 breathe [brI!…D]「呼吸する」　cf. breath [bre!T]「呼吸，息」
7 dish(es)「パラボラアンテナ」　文脈によっては「皿」「料理」の意。
8 satellite dish(es)「衛星アンテナ」= dish = parabola antenna
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9 above「…の上（方）に」　onと異なり接触していない。overと異なり必ず
しも真上ではない。

10 shoe department「靴売り場」

試訳

1. (A) 男の人が女の人の手を取っている。
(B) 女の人が手で男の人を押している。
(C) 彼らは坂を下っている。
(D) 男の人と女の人がショッピングモールへ向かっている。

2. (A) 彼らは文書に署名している。
(B) 男の人たちのうち1人は手をあごに当てている。
(C) 両方の男の人がジャケットを着ている。
(D) 彼らは2人とも書類を見ている。

3. (A) 彼女は水中を泳いでいる。
(B) 彼女は大きなボンベを背負っている。
(C) 彼女は呼吸をするために酸素タンクを使っている。
(D) 彼女は貝殻をひざの上に乗せている。

4. (A) アンテナのうちいくつかは使用されていない。
(B) アンテナの形は同じではない。
(C) すべてのパラボラアンテナが垂直に向けられている。
(D) 衛星アンテナは同じ方向を向いている。

5. (A) ソファの上方に絵がある。
(B) テーブルの間にいすがある。
(C) 壁にランプがある。
(D) 棚に2，3個クッションがある。

6. (A) 彼らは手に1足の靴を持っている。
(B) たくさんのスニーカーが壁にぶら下がっている。
(C) 男の人が靴を試しに履いている。
(D) 男の人と女の人が靴売り場にいる。

正解

1. (A)    2.  (B)    3.  (B)    4.  (D)    5.  (A)    6.  (D)
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Unit 8

Part 2
Audioscript

1. How do you want it to be shipped, by air[1] or by sea[2]?
(A) Please send it surface mail[3].
(B) The ship sails on the sea.
(C) I sent it air freight[4].

2. Where did you come up with[5] an idea like that?
(A) It’s not my idea. It’s Mike’s.
(B) You didn’t have any idea.
(C) I wanted to come up with[5] you.

3. You’re not still sleepy, are you?
(A) Yes, I do.
(B) Just a bit.
(C) I want to show it as it is.

4. Who is that guy talking with our boss?
(A) He doesn’t have time to talk.
(B) I’ve never seen him.
(C) They must leave here soon.

5. Are you coming to the office tomorrow?
(A) I take the bus.
(B) Tomorrow is fine with me.
(C) No, I’ll be out of town[6] for the next two days.

6. What is the next presentation about?
(A) It’s about to be presented.
(B) It’s about energy reduction[7].
(C) Yes, I am the next presenter.

Notes

1 by air「航空便で」　文脈によっては「飛行機で」「無線で」の意。
2 by sea「船便で」　文脈によっては「船で」の意。
3 surface mail「海上［地上］便」
4 air freight「航空貨物（便）」
5 come up with . . .「…を思いつく」　選択肢 (C)のように，文脈によっては
「…に追いつく（= catch up with . . .）」の意。

6 be out of town「出かける」
7 reduction「削減」　cf. reduce「削減する」
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試訳

1. 送り方はどうしますか，航空便ですかそれとも船便ですか。
(A) 船便で送ってください。
(B) 船は海を航海しています。
(C) 航空貨物で送りました。

2. どこでそんなアイデアを思いついたのですか。
(A) 私のアイデアでありません。マイクのです。
(B) あなたにはまったくアイデアがなかった。
(C) あなたに追いつきたかった。

3. もう眠くないでしょう。
(A) はい，そうします。
(B) ほんの少し。
(C) あるがままに見せたい。

4. うちの上司と話しているあの人は誰ですか。
(A) 彼は話をする時間がありません。
(B) 見たことがありません。
(C) 彼らはここをもうすぐ去らなければならない。

5. 明日出社しますか。
(A) 私はバスにします。
(B) 明日で私は結構です。
(C) いいえ，明日から2日間出張です。

6. 次のプレゼンテーションは何についてですか。
(A) 発表されるところです。
(B) エネルギー削減についてです。
(C) はい，私が次の発表者です。

正解

1. (A)    2.  (A)    3.  (B)    4.  (B)    5.  (C)    6.  (B)
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Unit 9

Part 3
Audioscript

Questions 1 through 3 refer to the following conversation.

Man: Hi. I have a reservation for McManus.
Woman: All right. Here is your reservation. I see you’ve already paid for

the room, but I’ll still need to see your credit card for any
incidental charges[1] during your stay.

Man: OK. Here you go. And by the way, how late is the pool open?
Woman: It’s open 24 hours for guests 18 and over, but children are not

allowed[2] in the pool area after 9:00. Here is your key card and
credit card. You’re in room 708, and you need to use the card for
the elevator.

1. Where does this conversation most likely take place?
(A) At a hotel
(B) At a restaurant
(C) At a fitness club
(D) In an elevator

2. What can be inferred from the conversation?
(A) The man wants to eat dinner.
(B) The man wants to go for a swim.
(C) The man will not take the elevator.
(D) The man will have to stay at another hotel.

3. How late is the pool open?
(A) It closes at 7 p.m.
(B) It closes at 8 p.m.
(C) It closes at 9 p.m.
(D) It is never closed to adults.

Notes

1 incidental charge(s)「雑費，偶発的に発生する費用」
2 be not allowed「…は許可されない」
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試訳

問題 1–3は，次の会話に関するものです。

男性： マックマナスの名前で予約をしているのですが。
女性： かしこまりました。承っております。すでにお部屋の料金は

いただいておりますが，ご滞在中にその他の請求が発生する
可能性がありますのでクレジットカードをお見せください。

男性： そうですか。はいどうぞ。ところで，プールは何時まで開い
ていますか。

女性： お泊まりのお客さまで18歳以上の方は，24時間お使いいた
だけますが，それ以下の方は9時以降は使えません。これが
キーカードとクレジットカードです。お客さまのお部屋は
708号室です。エレベーターに乗るには，このキーカードが
必要です。

1. この会話はどこで行われたのでしょうか。
(A) ホテルで
(B) レストランで
(C) フィットネスクラブで
(D) エレベーターで

2. この会話から推測されることは次のどれですか。
(A) 男性は夕食を食べたい。
(B) 男性は泳ぎに行きたい。
(C) 男性はエレベーターに乗らない。
(D) 男性はほかのホテルに泊まらなければならない。

3. プールはいつまで開いていますか。
(A) 午後7時に閉まる。
(B) 午後8時に閉まる。
(C) 午後9時に閉まる。
(D) 大人に対しては閉まることはない。

正解

1. (A)    2.  (B)    3.  (D)
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Audioscript

Questions 4 through 6 refer to the following conversation.

Man: Hello, Pearl. How are you?
Woman: I’m good, Jeremy. How about yourself?

Man: Not bad. Say, I’m just stopping by[1] to make sure you got my
e-mail this morning about the Intelligent[2] Whiteboard
presentation[3] today at 2 o’clock. Please come. We need to
decide if we want to order them or not, and we need your input[4].

Woman: Oh, yes. I got the e-mail. I’ve just been so busy that I haven’t had
time to respond[5] yet. I’ll be there. Don’t worry.

4. What does the man want to know?
(A) If the woman sent an e-mail
(B) If the woman has ordered something
(C) If the woman is coming to a presentation
(D) If the woman has decided on a specific product

5. What will the woman do?
(A) Order the product
(B) Attend the meeting
(C) Read her e-mail
(D) Send an e-mail

6. Why had the woman not replied to the man?
(A) She was not aware that he needed an answer.
(B) She needed more input.
(C) She was too busy.
(D) She could not find him.

Notes

1 stop by「立ち寄る」
2 intelligent「高性能の，集中管理の」　ここでは商品名として使っている。
3 presentation「発表，説明」
4 input「アドバイス，意見，考え」
5 respond「返事する，応答する」
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試訳

問題 4–6は，次の会話に関するものです。

男性： こんにちは，パール。元気？
女性： 私は元気よ，ジェレミ。あなたは？
男性： まあまあだよ。今日2時のインテリジェントホワイトボード

の説明会について君に電子メールを送ったんだけど，君がそ
れを受け取ったかどうか確かめるためにちょっと立ち寄った
んだ。来てもらえるかな。それを注文するかどうか決めなく
てはならないんだけど，君の意見を聞きたいんだよ。

女性： ええ，そのメールなら受け取ったわ。このところすごく忙し
くて返事をしなかったの。でも説明会には，行くわ。心配し
ないで。

4. 男性は何を知りたいのですか。
(A) 女性が電子メールを送ったか
(B) 女性が何かを注文したか
(C) 女性が説明会に来るかどうか
(D) 女性がある商品について何らかの決定を下したかどうか

5. 女性はどうしますか。
(A) その商品を注文する
(B) 説明会に出席する
(C) 電子メールを読む
(D) 電子メールを送る

6. どうして女性は男性のメールに返事を出さなかったのですか。
(A) 男性が返事をほしがっていることに気づかなかった。
(B) 彼女はそれについてもっと情報が必要だった。
(C) 彼女は忙しかった。
(D) 彼女は男性を見つけられなかった。

正解

4. (C)    5.  (B)    6.  (C)
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Unit 10

Part 1
Audioscript

1. (A) She has a PC on her lap[1].
(B) She is placing her bag on the chair.
(C) The room is crowded.
(D) She is seated at her desk.

2. (A) Many people are riding their bikes on the street.
(B) The bicycles are piled up[2] on the street.
(C) Some people are waiting to rent bikes.
(D) The bicycles are parked neatly[3] in rows[4].

3. (A) The man is giving his guitar to the woman.
(B) Neither of[5] them is playing the guitar.
(C) They are dancing to the music[6] happily.
(D) The woman doesn’t have an instrument[7].

4. (A) The spoon is placed on the cup.
(B) The drinks are on a tray.
(C) The sugar cube[8] is on the spoon.
(D) The glass is in the center of the tray.

5. (A) The man is putting up his umbrella.
(B) They all have their hands in their pockets.
(C) The man and woman are carrying paper bags.
(D) The girl is wearing plaid[9] clothes.

6. (A) They are gazing at[10] the pole on the floor.
(B) The man is kneeling[11] at the boy’s side.
(C) The man is supporting the boy from behind.
(D) They are jumping over the ball.

Notes

1 lap「ひざ」
2 pile up「積み重ねる」
3 neatly「きちんと」
4 in rows「列を成して」
5 neither of . . .「…のどちらも…でない」
6 dance to the music「音楽に合わせて踊る」
7 instrument「楽器」　文脈によっては「道具，機器」。
8 sugar cube「角砂糖」
9 plaid「格子模様の」
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10 gaze at . . .「…をじっと見つめる」
11 kneel「ひざまずく」

試訳

1. (A) 彼女はパソコンをひざの上に乗せている。
(B) 彼女はかばんをいすの上に置いている。
(C) 部屋は混雑している。
(D) 彼女は自分のデスクに着席している。

2. (A) 多くの人が通りで自転車に乗っている。
(B) 自転車が通りに積み上げられている。
(C) 何人かの人が自転車を借りるために待っている。
(D) 自転車はきちんと列を成して駐輪されている。

3. (A) 男の人が自分のギターを女の人に渡している。
(B) 彼らのどちらもギターを弾いていない。
(C) 彼らは楽しそうに音楽に合わせて踊っている。
(D) 女の人は楽器を持っていない。

4. (A) スプーンはカップの上に置かれている。
(B) 飲み物はお盆の上にある。
(C) 角砂糖はスプーンの上にある。
(D) グラスはお盆の中央にある。

5. (A) 男の人は傘を差している。
(B) 彼らは皆ポケットに手を入れている。
(C) 男の人と女の人が紙袋を運んでいる。
(D) 女の子は格子模様の服を着ている。

6. (A) 彼らは床の上のポールをじっと見つめている。
(B) 男の人が少年の横にひざまずいている。
(C) 男の人が少年を後ろから支えている。
(D) 彼らはボールの上を飛び越えている。

正解

1. (A)    2.  (D)    3.  (D)    4.  (B)    5.  (C)    6.  (C)
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Unit 11

Part 2
Audioscript

1. When do you plan to start the job?
(A) I haven’t decided yet.
(B) Probably[1] last summer.
(C) Till the end of the month.

2. I’m going to need your help tomorrow.
(A) You are very kind to help me.
(B) I can’t do anything without your help.
(C) I’ll be glad to do whatever[2] I can.

3. Are there any inexpensive[3] restaurants near here?
(A) The restaurant in this hotel is expensive.
(B) You can find some on this map.
(C) It’s just a five-minute walk from here.

4. Why do you want to change jobs[4]?
(A) I changed jobs so many times.
(B) To get a higher salary.
(C) I can’t find another one.

5. Did you discuss the employment plan[5] yesterday afternoon?
(A) No, the meeting was postponed[6] till next month.
(B) We have spoken before, haven’t we?
(C) If you didn’t show up yesterday.

6. How about sitting in on[7] the meeting?
(A) I’d be happy to.
(B) I’m glad you came to the meeting.
(C) I’ve been sitting here for a long time.

Notes

1 probably「おそらく」
2 whatever「…するのは何でも」
3 inexpensive「安価な，あまり費用のかからない」　cheepと異なり品質や見
た目が悪いというニュアンスはない。

4 change jobs「転職する」
5 employment plan「雇用計画」
6 postpone「延期する」
7 sit in on . . .「…を傍聴する，参観する」
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試訳

1. いつその仕事を始める計画ですか。
(A) まだ決めていません。
(B) おそらくこの間の夏。
(C) 今月末まで。

2. 明日あなたの助けが必要です。
(A) あなたは非常に親切に私を手伝ってくれます。
(B) あなたの助けなしには何もできません。
(C) 喜んでできることは何でもします。

3. この近くに高くないレストランはありますか。
(A) このホテルのレストランは高いです。
(B) この地図でいくつか見つけることができます。
(C) それはここから歩いてたった5分です。

4. あなたはなぜ転職したいのですか。
(A) 私は何度も転職しました。
(B) もっと高い給料を得るために。
(C) もう1つを見つけることができません。

5. 昨日あなたたちは雇用計画について議論しましたか。
(A) いいえ，会議は来月まで延期されました。
(B) 私たちは前に話したことがありますよね。
(C) あなたが昨日現れなければ。

6. 会議を傍聴するというのはどうですか。
(A) 喜んで。
(B) あなたが会議に来てくれてうれしい。
(C) 私はここに長い間座っています。

正解

1. (A)    2.  (C)    3.  (B)    4.  (B)    5.  (A)    6.  (A)
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Unit 12

Part 4
Audioscript

Questions 1 through 3 refer to the following voicemail message.

Hi, Judy. It’s Marsha. It’s 4:30 on Sunday right now. I was just calling you
back about tennis on Tuesday. Yes, I am free to play at 7:00, but Jim is
having dinner with a client[1], so we can’t play mixed doubles unless[2] you
can find someone else to be my partner. Jim will be finished with his dinner
by 8:00, so he can meet us afterwards[3], but he really can’t cancel what he’s
got planned. Call me back and let me know if you find someone. If you
can’t, we can just play as a threesome[4]. Thanks. Bye.

1. Where would one hear this talk?
(A) At a tennis club
(B) On an answering machine
(C) At the dinner table
(D) At a business meeting

2. What is the problem?
(A) Marsha cannot make it.
(B) Jim cannot make it.
(C) The client will be late.
(D) Judy has to cancel the date.

3. What time are they scheduled to play?
(A) 3:00
(B) 4:30
(C) 7:00
(D) 8:00

Notes

1 client「仕事上の客」
2 unless「…することなしに，…しなければ」
3 afterwards「その後に」
4 threesome「3人でプレーすること」
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試訳

問題 1–3は，次の留守番電話メッセージに関するものです。

こんにちは，ジュディ。マーシャです。今，日曜日の4時半です。火曜日
のテニスについてお電話を折り返しかけました。7時に私はテニスができ
ますが，ジムはお客さんと夕食に出かけるので，あなたが誰か私のパート
ナーになる人を探してくれない限り，ミックスダブルスのゲームはできま
せん。ジムは8時には夕食を終えるので，その後私たちと会うことはでき
るけど，夕食をキャンセルすることはできません。電話をください。そし
てパートナーが見つかったかどうか知らせてください。もし，誰もいなけ
れば，3人でやりましょう。ありがとう。じゃあね。

1. この話はどこで聞かれますか。
(A) テニスクラブで
(B) 留守番電話の録音で
(C) 夕食の席で
(D) ビジネスの会議で

2. 何が問題になっていますか。
(A) マーシャが来られない。
(B) ジムが来られない。
(C) お客が遅くなる。
(D) ジュディはデートをキャンセルしなければならない。

3. 何時にテニスをする予定ですか。
(A) 3時
(B) 4時30分
(C) 7時
(D) 8時

正解

1. (B)    2.  (B)    3.  (C)
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Audioscript

Questions 4 through 6 refer to the following announcement.

Good morning, everyone. I hope you all had a restful[1] night’s sleep. Today
we will be going to Forde’s Abbey[2] and touring the gardens there. Our bus
ride should only be one hour, depending on[3] traffic, so we should arrive
around 10:00. We will spend[4] the morning touring the abbey and gardens,
and have lunch at the world-famous[5] Potbelly Soup Station. You can relax
for a while after lunch, but everyone needs to be back on the bus for our
departure[6] to the Isle of Wight by 2 p.m. The bus ride to the ferry will take
approximately[7] three hours, and the ferry ride itself will only be 30
minutes.

4. Where would one most likely hear this announcement?
(A) On a ferry
(B) In a restaurant
(C) On a bus
(D) At a garden

5. When will they leave for the Isle of Wight?
(A) At 10 a.m.
(B) At 1 p.m.
(C) At 2 p.m.
(D) At 3 p.m.

6. What is NOT planned today?
(A) Touring gardens
(B) Taking a ferry
(C) Taking a train
(D) Eating lunch

Notes

1 restful「安らぎを与える，静かな」
2 abbey「大修道院」
3 depend on . . .「…による，…に影響を受ける」
4 spend「（時間を）費やす，（お金を）使う」
5 world-famous「世界的に有名な」
6 departure「出発」
7 approximately「およそ，約」
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試訳

問題 4–6は，次の放送に関するものです。

皆さん，おはようございます。昨晩はゆっくりとお休みになれましたで
しょうか。今日は，フォード修道院の庭園を見学します。交通状況にも影
響されますが，バスの乗車時間はだいたい1時間ほどですので，10時ご
ろには，到着する予定です。午前中は修道院とその庭園を見学し，昼食は
世界的に有名なポットベリー・スープステーションで取ります。昼食後は
ゆっくりしていただきますが，ワイト島に向かって出発しますので，2時
にはバスに戻ってください。フェリーまでのバスの乗車時間は，3時間ほ
どで，フェリーの乗船時間は約30分の予定です。

4. この放送はどこで聞かれますか。
(A) フェリーで
(B) レストランで
(C) バスで
(D) 庭園で

5. ワイト島へ向けて出発するのは何時ですか。
(A) 午前10時
(B) 午後1 時
(C) 午後2 時
(D) 午後3 時

6. 今日，計画されていないのは，次のどれですか。
(A) 庭園の見学
(B) フェリーに乗る
(C) 電車に乗る
(D) 昼食を取る

正解

4. (C)    5.  (C)    6.  (C)
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Posttest

Part 1
Audioscript

1. (A) The awning[1] is rolled up for the winter.
(B) The gate is not blocked by the car.
(C) The chimney[2] is on the wall facing the street.
(D) The house is under construction[3].

2. (A) The boy is climbing up to the man’s shoulders.
(B) They are ready to swim in the sea.
(C) The boy is being carried on the man’s shoulders[4].
(D) They are looking for their shoes on the beach.

3. (A) They are all dressed casually.
(B) Everyone is raising their hands.
(C) They are standing in four rows[5].
(D) They have striped shirts on.

4. (A) A huge guitar-shaped sign is on the roof.
(B) The palm trees are much shorter than the building.
(C) There are signs on both sides of the entrance[6].
(D) The guitar is much higher than the trees.

5. (A) They are circling around[7] the fire.
(B) One of the women is sitting on the ground.
(C) The man on the left is pouring something from the kettle.
(D) The man on the right is wearing a sweater.

6. (A) The boy is trying to reach[8] the top of the fence.
(B) The boy is standing on the other boy’s shoulders.
(C) They are playing baseball by the fence.
(D) They are painting the fence together.

Notes

1 awning「日よけ」
2 chimney「煙突」
3 under construction「工事中」
4 be carried on one’s shoulders「肩車される」　cf. carry . . . on one’s

shoulders「…を肩車する」
5 in (four) rows「（4）列を成して」
6 entrance「入り口，玄関」
7 circle around . . .「…の周りを回る」
8 reach「手を伸ばす」
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試訳

1. (A) 日よけは冬のため巻き上げられている。
(B) 門は車でふさがれていない。
(C) 煙突は通りに面している壁にある。
(D) 家は工事中である。

2. (A) 男の子は男の人の肩の上に登っている。
(B) 彼らは海で泳ぐ準備ができている。
(C) 男の子は男の人に肩車されている。
(D) 彼らは砂浜で靴を探している。

3. (A) 彼らは皆カジュアルな服装をしている。
(B) 全員が手を挙げている。
(C) 彼らは4列に立っている。
(D) 彼らはしま模様のシャツを着ている。

4. (A) 大きなギターの形をした看板が屋根の上にある。
(B) ヤシの木は建物よりもずっと低い。
(C) 入り口の両側に看板がある。
(D) ギターは木よりもずっと高い。

5. (A) 彼らは火の周りを回っている。
(B) 女の人たちの1人は地面に座っている。
(C) 左側の男の人はやかんから何かを注いでいる。
(D) 右側の男に人はセーターを着ている。

6. (A) 少年は塀の上に手をかけようとしている。
(B) 少年はほかの少年の肩の上に立っている。
(C) 彼らは塀のそばで野球をしている。
(D) 彼らは一緒に塀にペンキを塗っている。

正解

1. (B)    2.  (C)    3.  (A)    4.  (D)    5.  (C)    6.  (A)
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Part 2

Audioscript

7. Would you like a baked potato or French fries with that?
(A) Yes, it’s excellent.
(B) I don’t think I can have it.
(C) I’ll go with French fries.

8. Can you estimate[1] how much an Internet video ad would cost to make?
(A) Internet videos cost a lot.
(B) Give me a couple of hours to do the calculation[2].
(C) The estimation[3] was lower than I expected.

9. You went to Hawaii during the vacation, didn’t you?
(A) I didn’t know about it.
(B) That hasn’t been decided yet.
(C) Yes, it was wonderful.

10. Where are you going on your summer vacation?
(A) I’m going by train.
(B) I’m going to accompany[4] a kind of[5] expedition[6].
(C) Just to be relaxed and refreshed.

11. Would you ask him to call me when he gets back?
(A) Go ahead.[7]

(B) There is no reply at his number.
(C) Certainly.[8]

12. What did you do with[9] your old fax machine?
(A) I didn’t order a fax machine.
(B) I faxed a message with a new one.
(C) I took it to a recycling center.

Notes

1 estimate「（納期・工期・数量・価格などを）見積もる」
2 do the calculation「計算をする」
3 estimation「見積もり」
4 accompany「同行する」
5 a kind of . . .「一種の…」
6 expedition「探検隊，遠征隊」
7 Go ahead.「どうぞ」
8 Certainly.「承知しました，いいとも」　相手の依頼・申し出などに応じるとき
に用いる。

9 do with . . .「…をどうにかする，処置する」　文脈によっては「…で済ませ
る，…で間に合わせる，…でどうにか我慢する」の意。e.g. I can do with just
vegetable juice for breakfast.
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試訳

7. ご一緒にベイクドポテトかフレンチフライをいかがですか。
(A) ええ，それは素晴らしい。
(B) それは食べられないと思います。
(C) フレンチフライを一緒にもらいます。

8. インターネットでビデオ広告を作るのにいくらかかるか見積もることがで
きますか。
(A) インターネットのビデオは費用がたくさんかかります。
(B) 計算するのに1，2時間ください。
(C) 見積もりは予想していたより安かった。

9. 休暇中にハワイに行ったのですよね。
(A) 私はそれについて知りませんでした。
(B) それはまだ決まっていません。
(C) ええ，素敵でした。

10. 夏休みはどこに行くのですか。
(A) 電車で行きます。
(B) 一種の探検隊に同行します。
(C) ただくつろいでリフレッシュするためです。

11. 彼に戻ったら私に電話するように頼んでいただけますか。
(A) どうぞ。
(B) 彼の番号にはかかりませんでした。
(C) 承知しました。

12. 古いファックス機はどうしたのですか。
(A) ファックス機は注文しませんでした。
(B) 新しいものでメッセージをファックスしました。
(C) リサイクルセンターに持って行きました。

正解

7. (C)    8.  (B)    9.  (C)    10.  (B)    11.  (C)    12.  (C)
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Part 3

Audioscript

Questions 13 through 15 refer to the following conversation.

Man: I think we’re lost[1]. What do you think we should do?
Woman: Well, if I were[2] driving, we wouldn’t be here now. But since we

are, my advice would be to turn around at the next exit and go
back to Sherman Road.

Man: I’m sure I could just go east off the next exit and we’ll hit[3]

Bowling Green Drive. That would be faster than going back.
Woman: OK. Do what you want. We’re already late for the party anyway.

13. What are the man and woman discussing?
(A) A party
(B) A car
(C) Directions
(D) Bowling

14. What is the woman’s suggestion?
(A) They should turn around.
(B) The woman should drive.
(C) The man should go east at the next exit.
(D) They should go bowling.

15. What will the man most likely do?
(A) Find a different bowling alley
(B) Go east off the next exit
(C) Turn around
(D) Let the woman drive

Notes

1 lost「道に迷う」
2 if I were . . .「もし私が…だったら」　仮定法なので，be動詞はwereを使う。
2 hit「ぶつかる」　ここでは「道に行き当たる」の意味。
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試訳

問題 13–15は，次の会話に関するものです。

男性： 僕たち，道に迷ったみたいだね。どうしようか。
女性： もし私が運転していれば，今ここにはいないと思うけど。で

も実際に私たちはここにいるんだから，次の出口で引き返し
て，シャーマン道路に行くのがいいと思うわ。

男性： 僕は次の出口を東に行けば，ボウリンググリーン通りに出る
という確信があるんだ。その方が，引き返すより早いんじゃ
ないな。

女性： わかったわ。自分が思うようにやったらいいんじゃない。ど
うせパーティーにはもう遅れているんだから。

13. 男性と女性は何について話していますか。
(A) パーティー
(B) 車
(C) 道順
(D) ボウリング

14. 女性が提案しているのは，次のどれですか。
(A) 道を引き返す。
(B) 女性が運転するべきだ。
(C) 男性は次の出口を出たら東に向かうべきだ。
(D) ボウリングに行くべきだ。

15. これから男性がする可能性が一番高いのは，次のどれですか。
(A) 違うボウリング場を探す
(B) 次の出口を出たら東に向かう
(C) 引き返す
(D) 女性に運転させる

正解

13. (C)    14.  (A)    15.  (B)
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Audioscript

Questions 16 through 18 refer to the following conversation.

Woman: This new software package is taking too long to install[1]. I think
something is wrong.

Man: Well, how long has it been installing?
Woman: I don’t know exactly[2]. I think about three minutes, but the

upload[3] bar hasn’t moved. That’s what’s worrying me. It should
be moving, but it’s just stuck[4].

Man: Maybe there’s a problem. Try rebooting[5] and see if that helps.

16. What is the topic of this conversation?
(A) Buying shoes
(B) Installing software on a computer
(C) Unloading a truck
(D) Moving

17. What is the man’s suggestion?
(A) To reboot the computer
(B) To get help with moving
(C) To try on a new pair of shoes
(D) To get help unloading

18. Why is the woman concerned?
(A) The truck won’t move.
(B) The shoes don’t fit.
(C) They need more help.
(D) The software is not installing quickly.

Notes

1 install「（ソフトウェアをコンピュータに）インストールする」
2 exactly「ちょうど，正確に」
3 upload「（ソフトウェアをコンピュータに）転送すること」
4 stuck「つまった，はまった」　動詞 stickの過去分詞形。過去形も同じ。
5 reboot「電源をもう一度入れる」
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試訳

問題 16–18は，次の会話に関するものです。

女性： この新しいコンピュータソフトは，コンピュータにインス
トールするのに時間がかかり過ぎているわ。何かおかしいん
じゃないかしら。

男性： どのくらい組み込み作業をしているの？
女性： はっきりとはわからないけど，3分くらいかしら。でもアッ

プロードのバーがぜんぜん動かないの。それが気になるのよ
ね。バーは動いているべきなのに，動かないの。

男性： 何か問題がありそうだね。もう一度コンピュータを立ち上げ
てみよう。それで直るかもしれないよ。

16. この会話の話題は何ですか。
(A) 靴を買うこと
(B) コンピュータにソフトをインストールすること
(C) トラックの荷物を降ろすこと
(D) 引っ越し

17. 男性が提案したのは，次のどれですか。
(A) コンピュータをもう一度起動させる
(B) 引っ越しに手伝いの人を頼む
(C) 新しい靴を履いてみる
(D) 荷物を降ろすのに，手伝いを頼む

18. 女性はなぜ心配をしているのですか。
(A) トラックが動かないから。
(B) 靴のサイズが合わないから。
(C) もっと手伝いが必要だから。
(D) ソフトがコンピュータに速くインストールされないから。

正解

16. (B)    17.  (A)    18.  (D)
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Part 4

Audioscript

Questions 19 through 21 refer to the following radio announcement.

Good morning. This is your WJJH weather. We have a beautiful Saturday in
store[1] for you. Currently[2], the temperature is 76 degrees at O’Hare, 77 at
Midway, and our south suburbs[3] are reporting 78 degrees. The outlook[4]

for today is sunny, with a high near 80 and southwest winds at 5 miles per
hour. Tonight will be clear, with a low around 64. This high pressure system
will stay in the area through tomorrow afternoon, so get outside and enjoy
the sun before the clouds move in and we possibly get some rain. And I’m
Brian Rampart at 97.2 WJJH, the number one station for news, sports, and
weather in Chicagoland.

19. What is the current temperature in the south suburbs?
(A) 76 degrees
(B) 77 degrees
(C) 78 degrees
(D) 80 degrees

20. What is the forecast for tonight?
(A) It will hit 80 degrees.
(B) It will go down to 64 degrees.
(C) It will be cloudy.
(D) It will rain.

21. What is the forecast for tomorrow?
(A) Cloudy in the morning
(B) Sunny in the morning
(C) Colder in the morning
(D) There is no forecast.

Notes

1 in store「これから起こる，待ち受けている」
2 currently「現在は」
3 suburb(s)「市の郊外」　通例複数形で用いる。
4 outlook「見通し，予想」
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試訳

問題 19–21は，次のラジオ放送に関するものです。

おはようございます。WJJHの天気予報です。今日は素晴らしい天気の土
曜日になるでしょう。現在の気温はオヘアで76度，ミッドウェイで 77
度，南部郊外は78度です。今日の見通しは晴れで最高気温は80度近くま
で上がり，時速5マイルくらいの南西の風が吹くでしょう。今晩は快晴で
最低気温は64度くらいでしょう。この高気圧は，明日の午後までこの地
域に留まるので，雲が入ってきて雨の可能性もある天気に移るまで，外に
出て太陽の日差しを楽しみましょう。シカゴランドのニュース，スポー
ツ，天気予報のナンバーワンステーション，97.2 WJJHのブライアン・ラ
ンパートがお伝えしました。

19. 南部郊外の現在気温は何度ですか。
(A) 76度
(B) 77度
(C) 78度
(D) 80度

20. 今晩の天気予報は，次のどれですか。
(A) 80度になる。
(B) 64度に下がる。
(C) 曇りになる。
(D) 雨が降る。

21. 明日の天気予報は次のどれですか。
(A) 午前中は曇り
(B) 午前中は晴れ
(C) 午前中は寒くなる
(D) 明日の天気予報は言っていない。

正解

19. (C)    20.  (B)    21.  (B)
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Audioscript

Questions 22 through 24 refer to the following talk.

The fasten seat belt sign[1] is on. All passengers, please return to your seats
and fasten your seat belts low and tight across your laps[2]. Passengers in the
restrooms need to return to their seats as well. There must be no walking in
the aisles[3]. We are experiencing turbulence[4], and until the captain turns
the sign off, no one is allowed out of their seats. It is unsafe and illegal[5].
These are FAA regulations[6]. Please return to your seat immediately. Thank
you.

22. Where would one hear this announcement?
(A) At an airport
(B) In an airplane
(C) On a ship
(D) At an FAA meeting

23. Which of the following is NOT true?
(A) There is turbulence.
(B) Passengers must be seated.
(C) The captain has turned the sign on.
(D) Passengers can remain in the restrooms.

24. Who can turn the sign off?
(A) The captain
(B) FAA officials
(C) Flight attendants
(D) Any passenger

Notes

1 fasten seat belt sign「シートベルト着用サイン」
2 lap(s)「ひざ」
3 aisle(s)「飛行機の通路」
4 turbulence「乱気流」
5 illegal「法に反した，違法の」　cf. legal (adj.)「合法の」　スペリングに注意。
6 regulation(s)「規則，規制」



5-Minute Quizzes for the TOEIC® Test: Listening 1 59

試訳

問題 22–24は，次の放送に関するものです。

シートベルト着用のサインが点灯しました。ご乗客の皆さん，席に戻って
シートベルトをひざの上に低くきつく着用してください。化粧室にいらっ
しゃる乗客の方々は，席に戻ってください。また，通路を歩くことはでき
ません。乱気流に遭いますので機長がサインを消すまでどなたさまも席か
ら離れてはいけません。それはとても危険で法律違反になります。これは
FAA法規です。今すぐ，お席にお戻りください。ありがとうございまし
た。

22. この放送は，どこで聞かれるものですか。
(A) 空港で
(B) 飛行機内で
(C) 船内で
(D) FAAの会議で

23. 正しくないのは，次のどれですか。
(A) 乱気流がある。
(B) 乗客は席に着かなければならない。
(C) 機長は，サインを点灯させた。
(D) 乗客は化粧室に残っていてもよい。

24. サインを消せるのは誰ですか。
(A) 機長
(B) FAAの職員
(C) 客室乗務員
(D) 乗客なら誰でも

正解

22. (B)    23.  (D)    24.  (A)
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