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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/5mtoeic2/
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) The man has put a newspaper down on the bench.
(B) The man has something to eat in his right hand.
(C) His hands are empty.
(D) His upper body[1] is not leaning on the bench.

2. (A) The woman is stretching on the sandy beach.
(B) The woman is bathing[2] in the sea.
(C) The woman is putting her sunglasses on[3].
(D) The woman is wrapping a towel around her waist.

3. (A) No cars are parked on the left side of the road.
(B) Two towers are standing in the center of the road.
(C) No pedestrians[4] can be seen in the pedestrian crossing[5].
(D) A lively parade is being held on the street.

4. (A) They are exchanging business cards[6].
(B) Neither of[7] the men has an attaché case.
(C) They are bowing[8] to each other.
(D) They are facing each other.

5. (A) The entire floor is carpeted.
(B) The stairs have a railing[9].
(C) A few pictures are hanging from the stairs.
(D) The sofa is being delivered.

6. (A) They are staying in the shelter[10].
(B) They are preparing a meal.
(C) They are digging a hole in the ground.
(D) They are adjusting[11] the tent.

Notes

1 upper body「上半身」　cf. lower body「下半身」
2 bathe [be!ID]「水泳する，水などを浴びる，入浴する」　ここでは自動詞用法だ
が，他動詞用法もある。e.g. I bathe my baby at 5 o’clock.「私は 5時に赤
ちゃんをお風呂に入れています」

3 be putting one’s sunglasses on　これはサングラスをかける動作を描写した
もので，サングラスをかけ終わった状態を描写するものではない。cf. The
woman has her sunglasses on.

4 pedestrian(s)「歩行者」
5 pedestrian crossing「横断歩道」
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6 business card(s)「名刺」
7 neither of . . .「どちらの…も…でない」
8 bow「おじぎをする」
9 railing「手すり」

10 shelter「シェルター」　文脈によって「避難所，隠れ家，収容所」などさまざ
まなものを指す。

11 adjust「調節する」

試訳

1. (A) 男の人が新聞をベンチの上に置いた。
(B) 男の人が食べ物を右手に持っている。
(C) 彼の手に何も持っていない。
(D) 彼の上半身はベンチに寄りかかっていない。

2. (A) 女の人が砂浜で柔軟体操をしている。
(B) 女の人が海で泳いでいる。
(C) 女の人がサングラスをかけているところだ。
(D) 女の人がウェストの周りにタオルを巻いている。

3. (A) 通りの左側に車は1台も駐車されていない。
(B) 2つの塔が通りの中央に建っている。
(C) 横断歩道に歩行者は1人も見受けられない。
(D) にぎやかなパレードが通りで行われている。

4. (A) 彼らは名刺を交換している。
(B) どちらの男の人もアタッシュケースを持っていない。
(C) 彼らはお互いにおじぎをしている。
(D) 彼らはお互いに向き合っている。

5. (A) 床全体にじゅうたんが敷かれている。
(B) 階段に手すりがある。
(C) 2，3 枚の絵が階段からつるされている。
(D) ソファが配達されている。

6. (A) 彼らはシェルターの中に滞在している。
(B) 彼らは食事の準備をしている。
(C) 彼らは地面に穴を掘っている。
(D) 彼らはテントを調節している。

正解

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



6

Part 2

Audioscript

7. Will this flight get to its destination[1] on schedule[2]?
(A) Yes, we’ll land on time.
(B) The plane is now ready to depart[3].
(C) This flight is overbooked[4].

8. Oh, no! I can’t find my cell phone[5].
(A) Then call me later.
(B) I’m glad you dropped by[6].
(C) Where did you use it last?

9. When did the earthquake occur?
(A) It was the biggest ever.
(B) Right after[7] breakfast.
(C) In the northern part of the country.

10. Could you put me through to[8] Dr. Smith, please?
(A) I had a call for Dr. Smith.
(B) He is on the other line.
(C) He went through[9] a major operation[10].

11. Why don’t we ask 95.5 FM to sponsor the event?
(A) Yes, we were invited to the event.
(B) Yes, our sponsors will do their best.
(C) Let’s think bigger. How about TV?

12. How about eating at that restaurant that just opened?
(A) Yes, you should open a restaurant.
(B) That’s a good idea, but it may be crowded.
(C) OK. I’ll make something for you.

Notes

1 destination「目的地」
2 on schedule「スケジュール通りに」= on time
3 depart「出発する」　cf. departure「出発」
4 overbook「定員以上の予約を受け付ける」
5 cell phone「携帯電話」= mobile phone, cellular phone
6 drop by「立ち寄る」
7 right after . . .「…の直後」
8 put A through to B「（電話で）AをBにつなぐ」
9 go through . . .「…を経験する」

10 operation「手術」
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試訳

7. この便はスケジュール通り目的地に着きますか。
(A) はい，時間通りに着陸します。
(B) 飛行機は今出発の準備ができています。
(C) この便は予約超過です。

8. なんてことだ。携帯電話が見つからない。
(A) そうしたら後で電話して。
(B) あなたが立ち寄ってくれてうれしい。
(C) どこでそれを最後に使いましたか。

9. いつ地震は起きたのですか。
(A) これまでで最も大きかったです。
(B) 朝食の直後。
(C) 国の北部で。

10. スミス博士につないでいただけますか。
(A) スミス博士への電話を受けました。
(B) 彼は今別の電話に出ています。
(C) 彼は大手術を経験しました。

11. そのイベントのスポンサーを95.5 FMに依頼しましょう。
(A) ええ，私たちはそのイベントに招待されました。
(B) ええ，私たちのスポンサーは最善を尽くすでしょう。
(C) もっと大きく考えよう。テレビはどうですか。

12. 開店したばかりのあのレストランで食べるのはどうですか。
(A) ええ，あなたはレストランを開くべきです。
(B) それはいい考えだけど，込んでいるかもしれない。
(C) いいですよ。あなたに何か作りましょう。

正解

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

Audioscript

Questions 13 through 15 refer to the following conversation.

Man: What time is your brother’s flight arriving?
Woman: It was scheduled to[1] get in[2] at 7:15, but because of the storm in

Boston, I think it will be more like 8:00 or 8:30 when he touches
down[3] in Chicago. The website still has an arrival time of 7:15,
but I don’t believe it.

Man: What should we do? Should we drive to the airport and wait, or
just wait for him to call?

Woman: Let’s just stay here and keep checking the airline’s website. If the
arrival time doesn’t change, then let’s leave around 6:45.

13. What are the man and woman discussing?
(A) Leaving on a flight
(B) A storm in Chicago
(C) Picking up his brother at the airport
(D) Picking up her brother at the airport

14. What is the scheduled arrival time of the flight?
(A) 6:45
(B) 7:15
(C) 8:00
(D) 8:30

15. What will the man and woman do?
(A) Keep checking the website
(B) Call her brother
(C) Call his brother
(D) Leave at 6:45 no matter what the website says

Notes

1 be scheduled to do「…と予定されている」　cf. schedule (n.) 「日程，予定」
2 get in 「入ってくる，到着する」
3 touch down「着陸する」
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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： 君のご兄弟のフライトは，何時に着くの？
女性： 7時15分の予定だけど，ボストンの嵐の影響で，シカゴに着

くのは8時か8時半ころになると思うわ。ウェブサイトの飛
行機到着時刻はまだ7時 15分になっているけど，信じられな
いわ。

男性： どうしようか。空港まで行って待とうか，それとも彼が電話
してくるのを待とうか。

女性： ここにいて，航空会社のウェブサイトをチェックし続けま
しょうよ。もしウェブサイトの到着時刻が変わらなかったら，
6時 45分に出発しましょう。

13. 男性と女性は何について話していますか。
(A) 飛行機に乗って出発することについて
(B) シカゴでの嵐について
(C) 彼の兄弟を空港まで迎えに行くこと
(D) 彼女の兄弟を空港まで迎えに行くこと

14. 飛行機の予定到着時刻は，何時ですか。
(A) 6時45分
(B) 7時15分
(C) 8時
(D) 8時30分

15. 女性と男性はどうしますか。
(A) ウェブサイトをチェックし続ける
(B) 彼女の兄弟に電話をする
(C) 彼の兄弟に電話をする
(D) ウェブサイトの表示にかかわらず，6時 45分に出発する

正解

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

Questions 16 through 18 refer to the following conversation.

Woman: Play It Again Sports. How may I help you?
Man: Hello. I have a couple of[1] questions. I have two pairs of used

children’s ice skates and I was wondering if[2] I could sell them to
your store. Also, I need to buy a pair of new or used ice skates for
my daughter. She wears a size 4 and they need to be white figure
skates.

Woman: Yes, we do buy used skates. I can’t give you a price because we
need to see the condition[3] of the skates first. For girls’ skates, I
need to check and see if[4] we have your daughter’s size. Let me
put you on hold[5]. Yes, we do. We have one pair of new skates
and three used pairs in stock[6].

Man: Great.

16. Where does this conversation take place?
(A) On the telephone
(B) At a sporting goods store
(C) At an ice rink
(D) At a children’s clothing store

17. What does the man want to do?
(A) Buy ice skates only
(B) Sell ice skates only
(C) Sell and buy ice skates
(D) Go ice skating

18. What size ice skates does the man’s daughter wear?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

Notes

1 a couple of . . .「2つの，1組の」
2 wonder if . . .「…かどうかと思案する」
3 condition「状態」
4 see if . . .「…かどうかチェックする」
5 on hold「電話を保留にする」
6 in stock「在庫している」
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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： プレイ・イット・アゲイン・スポーツです。いかがいたしま
しょうか。

男性： こんにちは。いくつか質問があります。私には2足の子供用
アイススケート靴があるのですが，そちらのお店に売ること
はできますか。それと，私の娘用に新品か中古品のアイスス
ケート靴を買う必要があります。サイズは4で，白のフィ
ギュアスケート用の靴です。

女性： はい，中古のスケート靴を買い取ることができます。でも買
い取り値段を言うことはできません。そのスケート靴の状態
をまず見なければなりません。女の子用のスケート靴は，あ
なたの娘さんのサイズがあるかどうかチェックする必要があ
ります。ちょっと電話を保留にさせてください。ああ，あり
ました。お店には，1足の新品の靴と3足の中古品がありま
す。

男性： ああ，それはよかった。

16. この会話はどこで行われたのですか。
(A) 電話で
(B) スポーツ用品店で
(C) アイスリンクで
(D) 子供服の店で

17. この男性は何をしたいのですか。
(A) アイススケート靴を買いたいだけである
(B) アイススケート靴を売りたいだけである
(C) アイススケート靴を買ったり，売ったりする
(D) アイススケートをしに行く

18. この男性の娘のアイススケート靴のサイズはどれですか。
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

正解

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

Audioscript

Questions 19 through 21 refer to the following advertisement.

For the next three days, Mattresses and More will be having a summer
blowout[1] sale. We’ll be offering[2] queen-size mattresses by Hertzy for only
$350, box springs[3] for $250, and neck pillows for only $25. In addition
to[4] these great bargains, we have children’s bed sets, boys’ and girls’
models, for only $450. And for new additions[5] to your family, we have
built-to-grow crib[6] sets starting at only $400. So come on down to
Mattresses and More, at the corner of Spring South Road and Jefferson Park
in Garden Prairie, for our summer blowout sale—this Friday, Saturday, and
Sunday only.

19. What type of store is advertising?
(A) A garden shop
(B) A children’s clothing store
(C) A playground equipment store
(D) A bedding shop

20. When will the sale take place?
(A) All summer
(B) All spring
(C) Friday, Saturday, and Sunday
(D) Saturday and Sunday

21. How much are cribs?
(A) $250
(B) $350
(C) $400
(D) $450

Notes

1 blowout「大安売り」
2 offer「提供する，売り出す」
3 box spring(s)「ボックススプリング」　木枠にバネが入ったもので，ベッドの
マットレスの下に置く。

4 in addition to . . .「…に加えて」
5 addition(s)「追加」　家族への追加ということは，新しい家族メンバー。
6 built-to-grow crib「赤ちゃんが大きくなるにつれて伸ばすことができるベッ
ド」
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試訳

問題 19–21は，次の宣伝広告に関するものです。

明日からの3日間，マットレス・アンド・モア社では，夏の大売り出しを
行います。ハーツィ社製のクイーンサイズマットレスがたったの350ド
ル，ボックススプリングが250ドル，まくらがたったの 25ドルです。こ
れらのすごいバーゲン品のほかに，子供用のベッドセット，女の子用，男
の子用がたったの450 ドルです。そして新しい家族が増えた方のために，
子供の成長に合わせて大きくなる赤ちゃん用ベッドがたったの 400ドルか
らです。さあ，ガーデンプレーリーのスプリングサウス通りとジェファー
ソンパーク通りの角にあるマットレス・アンド・モアの夏の大売り出しに
来てください。今週の金曜日，土曜日，日曜日だけです。

19. 宣伝をしているのは，どんなお店ですか。
(A) ガーデンショップ
(B) 子供服の店
(C) 遊具の店
(D) ベッドと寝具ショップ

20. 売り出しはいつ行われますか。
(A) 夏中ずっと
(B) 春中ずっと
(C) 金曜日，土曜日，日曜日
(D) 土曜日と日曜日

21. 赤ちゃん用のベッドはいくらですか。
(A) 250ドル
(B) 350ドル
(C) 400ドル
(D) 450ドル

正解

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

Questions 22 through 24 refer to the following talk.

Governor Emerson, Henley Systems welcomes you! Usually, to get a
crowd[1] this big here at Henley, we have to be offering bonuses. Today it is
your presence[2] that drew[3] the crowd—and that truly is a bonus. Often I’m
asked, “What is Governor Emerson really like?” And I always say, “She was
the person in my college class who seemed to have the most time for
everyone (certainly[4] the most time for parties); who knew the most people
on campus; who got the best grade on every exam. And she managed to[5]

do it all in a way that did not make people envy[6] her, but instead made them
want to follow her lead. Well, ladies and gentlemen, that is what Governor
Emerson is like. Madam Governor, it is a great honor to welcome you to our
company, Henley Systems, today. Ladies and gentlemen, Governor Judith
Schein Emerson.

22. Where would one hear this speech?
(A) At a university
(B) At a house party
(C) At a government office
(D) At a company event

23. Why are these people gathered?
(A) To hear the governor speak
(B) To receive their diplomas
(C) To receive their bonuses
(D) To enjoy a birthday party

24. How does the speaker know the governor?
(A) They worked at a company together.
(B) The speaker served in the governor’s administration.
(C) They were classmates.
(D) They met at a party.

Notes

1 crowd「群衆，大勢の人々」
2 presence「存在，いること，出席していること」
3 drew「引っ張った，引き付けた」　drawの過去形。
4 certainly「確かに」
5 manage to do「どうにか…する」
6 envy「うらやむ，ねたむ」
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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。

エマーソン知事，ヘンリーシステムズはあなたを歓迎します。通常これだ
け多くの聴衆をヘンリーに集めるには，ボーナスを出さなければなりませ
ん。今日はあなたがいらっしゃることがこれだけの人を集めました。そし
てあなたがいらっしゃることこそが，本当のボーナスです。エマーソン知
事は本当はどんな人なのかとよく聞かれます。そして私はいつもこう答え
ます。彼女は，大学の中で誰に対しても一番時間を割いてくれる人です
（パーティーが一番です）。そして彼女はキャンパスのほとんどの人を知っ
ています。彼女はすべてのテストにおいて一番の成績でした。そして彼女
はこれだけのことを，誰のねたみを受けることもなく，誰もが彼女のリー
ダーシップについていきたいと思うようにやってきたのです。皆さん，そ
れが本当のエマーソン知事です。知事，今日，ヘンリーシステムズにあな
たをご招待できたことを栄誉に思います。皆さん，ジュディス・シャイ
ン・エマーソン知事をお迎えください。

22. このスピーチはどこで聞かれますか。
(A) 大学で
(B) ある家のパーティーで
(C) 政府関係のオフィスで
(D) ある会社のイベントで

23. どうしてこれらの人々が集まったのですか。
(A) 知事のスピーチを聞くため
(B) 卒業証書を受け取るため
(C) ボーナスを受け取るため
(D) バースデイパーティーを楽しむため。

24. この話し手は，どうして知事を知っているのですか。
(A) 会社で一緒に働いた。
(B) 話し手は，知事の執行部で働いていた。
(C) 彼らはクラスメイトだった。
(D) 彼らはパーティーで会った。

正解

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

Part 1
Audioscript

1. (A) The man is preparing to jump into the water.
(B) He is running on this side of the barrier[1].
(C) The man is looking at the buildings across[2] the water.
(D) He is jogging on the sandy beach.

2. (A) They are chasing the dog on the beach.
(B) The boy has the leash[3] in his hand.
(C) The dog is gazing up at[4] the man.
(D) They are walking a dog by the water’s edge[5].

3. (A) The hat is on the side of the chair.
(B) The chair is now occupied[6] by someone.
(C) The chair is in the shade[7].
(D) The hat is making a shadow on[8] the chair.

4. (A) They are exercising on the road.
(B) Both of the women are wearing helmets.
(C) They are wearing knee pads[9] for protection.
(D) There is a car approaching them from behind.

5. (A) There is a pair of glasses on the table.
(B) Both of the men are wearing jackets.
(C) They are pouring water into their glasses.
(D) Two businessmen are pointing at each other.

6. (A) The pancakes are covered in syrup.
(B) Some flowers are arranged outside the basket.
(C) A fork and knife have been placed on the dish.
(D) The pancakes are in a basket with flowers.

Notes

1 barrier「柵」
2 across . . .「…の向こう側に」
3 leash「（動物をつなぐ）綱，鎖」cf. Dogs must be kept on leash.「犬は綱に
つないでおかなければならない」

4 gaze up at . . .「…を見上げる」
5 water’s edge「水辺」
6 occupy「（場所などを）取る」cf. Is this seat occupied?「この席は空いてい
ますか」

7 in the shade「日陰で」
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8 make a shadow on . . .「…に影を作る」
9 knee pad「ひざ当て」

試訳

1. (A) 男の人が水に飛び込む準備をしている。
(B) 彼は柵のこちら側を走っている。
(C) 男の人が水の向こう側のビルを見ている。
(D) 彼は砂浜をジョギングしている。

2. (A) 彼らは砂浜で犬を追いかけている。
(B) 男の子が手に綱を持っている。
(C) 犬が男の人を見上げている。
(D) 彼らは水辺で犬を散歩させている。

3. (A) 帽子がいすのはじにある。
(B) いすは今誰かが使っている。
(C) いすは日陰にある。
(D) 帽子がいすの上に影を落としている。

4. (A) 彼女らは道路で運動をしている。
(B) 女の人は2人ともヘルメットをかぶっている。
(C) 彼女らは保護するためにひざ当てをつけている。
(D) 後ろから彼女らに近づいている車がある。

5. (A) テーブルの上に眼鏡が1つある。
(B) 両方の男の人が上着を着ている。
(C) 彼らはグラスに水を注いでいる。
(D) 2人のビジネスマンがお互いを指さしている。

6. (A) パンケーキ全体にシロップがかかっている。
(B) 花がかごの外に並べられている。
(C) フォークとナイフが皿の上に置かれている。
(D) パンケーキが花と一緒にかごに入れられている。

正解

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

Part 2
Audioscript

1. Where is the nearest place I can change money[1]?
(A) At the exchange counter near the main gate.
(B) It is payable[2] in cash only.
(C) The exchange rate[3] is going up.

2. Do they give priority to[4] higher wages or shorter hours?
(A) Most of them work very late these days.
(B) The negotiation[5] is nearly finished.
(C) They focus on the former[6].

3. Why did they arrive an hour late for the meeting?
(A) Because they left here so early.
(B) Because of the heavy traffic[7].
(C) Because the meeting was postponed[8] till tomorrow.

4. You are going to accept the offer, aren’t you?
(A) I didn’t offer anything yet.
(B) I probably will.
(C) I don’t mind if you do so.

5. How do I get an outside line[9], please?
(A) Turn left at the next corner and go straight.
(B) Sometimes it’s good to go outside.
(C) Just dial 0 and wait for the dial tone[10].

6. Do you mind if I[11] ask you to do this by yourself?
(A) I’ll answer your question right away.
(B) No problem.
(C) I have something in mind.

Notes

1 change money「両替する」
2 payable「支払い可能な，支払うべき」　e.g. Checks should be made

payable to the XYZ Company.「小切手は XYZ社に支払われるように作ってく
ださい」

3 exchange rate「（外国）為替相場」
4 give priority to . . .「…に重点を置く，…を優先させる」
5 negotiation「交渉」　cf. negotiate「交渉する」
6 the former「前者」　cf. the latter「後者」
7 heavy traffic「交通渋滞」
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8 postpone「延期する」= put off
9 outside line「（電話の）外線」

10 dial tone「発信音」
11 Do you mind if I . . . ?「…してもいいですか」

試訳

1. 一番近くで両替できるところはどこですか。
(A) 正門の近くの両替カウンターで。
(B) 現金のみで支払い可能です。
(C) 為替相場は上昇しています。

2. 彼らはより高い報酬とより短い（労働）時間のどちらに重きを置いている
のですか。
(A) 彼らのほとんどはこのところとても遅くまで働いています。
(B) 交渉はほとんど終了です。
(C) 彼らは前者に焦点を当てています。

3. なぜ彼らは会議に1 時間遅れて到着したのですか。
(A) 彼らがとても早くここを出発したからです。
(B) 渋滞のためです。
(C) 会議が明日まで延期されたためです。

4. あなたはその申し出を受けるのですよね。
(A) 私はまだ何も申し出ませんでした。
(B) おそらくそうするつもりです。
(C) あなたがそうしても私は気にしません。

5. どうやったら外線につながるのですか。
(A) 次の角を左に曲がってまっすぐ行ってください。
(B) ときには外に行くのもいいです。
(C) 単に0をダイアルして発信音を待ってください。

6. これをあなた1人でやるようにお願いしてもいいですか。
(A) あなたの質問に今すぐ答えます。
(B) 問題ありません。
(C) ちょっと考えがあります。

正解

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

Part 3
Audioscript

Questions 1 through 3 refer to the following conversation.

Man: I need to get a quote[1] on all-weather[2] tires for a 2004 DeSoto
Contour Truck.

Woman: Is that the LS or LZ model?
Man: It’s the LZ 500.

Woman: We have a special sale right now on four Blackstone tires, and
they would be mounted[3], aligned[4] and balanced[5]. And we can
do that for $487.92 with tax. We have other brands of tires as
well, but those would be higher.

1. Why is the man calling?
(A) He wants weather information.
(B) He wants a price quote on some tires.
(C) He wants to buy a truck.
(D) He is feeling tired and wants a break.

2. How much will the cost be?
(A) $487.92
(B) $500.00
(C) $2,004.00
(D) An exact price is not mentioned.

3. What does the woman say?
(A) They are currently having a sale.
(B) The weather will improve.
(C) The man should rest.
(D) She only has one truck.

Notes

1 quote「値段の見積もり」
2 all-weather「全天候に対応できる」
3 mount「（車などに）装着する」
4 align「調整する，一直線に合わせる」
5 balance「（左右のタイヤの）バランスを取る」



5-Minute Quizzes for the TOEIC® Test: Listening 2 21

試訳

問題 1–3は，次の会話に関するものです。

男性： 2004デソト・カンツアー・トラックの全天候型タイヤの見積
もりがほしいのですが。

女性： それは，LSモデルですか，それとも LZモデルですか。
男性： LZ 500です。
女性： ブラックストーンタイヤ4本が売り出しになっています。タ

イヤを装着して，タイヤの並びを調整して，バランスも調整
します。それら全部を 487ドル 92セントと税金の値段でやり
ます。ほかのブランドのタイヤもありますが，それらは値段
が高くなります。

1. この男性はどうして電話をしたのですか。
(A) 天気に関する情報を得たい。
(B) タイヤの見積もりがほしい。
(C) トラックを買いたい。
(D) 彼は疲れているので，休憩がほしい。

2. 値段はいくらですか。
(A) 487ドル 92セント
(B) 500ドル
(C) 2004ドル
(D) ちょうどの値段は，言われていない

3. 女性は何と言いましたか。
(A) 現在売り出しをしている。
(B) 天気は回復する。
(C) その男性は休憩するべきだ。
(D) 彼女には，トラックが 1台しかない。

正解

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

Questions 4 through 6 refer to the following conversation.

Woman: Hi, Jeremy. I think we need to talk about the grant[1] proposal[2]

you’re writing and see how you’re doing.
Man: I’m busy right now, but I’ll be free after 2:00. But which grant are

you talking about? The one for the intensive care unit[3] or the
one for physical rehabilitation[4] unit?

Woman: The intensive care one. The deadline is August 17. That means
you’ve got to get a final copy to me by the 13th so I can review[5]

it. Do you need any help with it?
Man: That one’s OK. I should be done by the end of the week. It’s the

physical rehab one that I’m stuck on[6]. We can quickly go over
the intensive care one this afternoon, and then I’d like to spend
more time on the physical rehab one. I think I need some help.

4. What is the topic of this conversation?
(A) Grant proposal
(B) Intensive care
(C) Physical rehabilitation
(D) Hospital regulations

5. When will they meet next?
(A) Later in the morning
(B) After 2 p.m.
(C) August 13
(D) August 17

6. What is the problem?
(A) The man needs surgery.
(B) The man needs physical therapy.
(C) The man needs help writing.
(D) The man has not met his deadline.

Notes

1 grant「助成金，補助金」
2 proposal「申請書」
3 intensive care unit「集中治療室」
4 physical rehabilitation「身体のリハビリテーション，身体能力を回復させる
こと」

5 review「再検討する，批評する」
6 be stuck on「詰まって動かなくなってしまう」　stuckは stickの過去分詞形。
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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： こんにちは，ジェレミ。あなたが書いている助成金申請書に
ついてとあなたがどんな調子なのか，私たちは話さなければ
いけないわね。

男性： 今はちょっと忙しいんですが，2時以降なら時間が空きます。
でもどの助成金について言っているのですか。集中治療室の
助成金？　それとも身体リハビリテーション室の助成金です
か。

女性： 集中治療室の方よ。その締め切りは 8月17日でしょう。とい
うことは，あなたは私に 13日までに最終申請書を渡して，私
がそれに目を通さなければならないでしょう。何か手伝いが
必要？

男性： それは大丈夫です。それは今週末には終わります。でも身体
リハビリテーション室の方の助成金申請書は，ちょっと困っ
ています。今日の午後，集中治療室の助成金申請書を一緒に
読んでいただいて，その後リハビリテーション室の助成金申
請書についてもっと時間を取りたいのです。そっちの方に，
もう少し力を貸していただきたいのですが。

4. この会話の話題は何ですか。
(A) 助成金申請書について
(B) 集中治療について
(C) 身体リハビリテーションについて
(D) 病院の規則について

5. 彼らは，次にいつ会いますか。
(A) 今日の午前
(B) 午後2時以降
(C) 8月13日
(D) 8月17日

6. 何が問題ですか。
(A) 男性は手術が必要だ。
(B) 男性は身体セラピーが必要だ。
(C) 男性は書くのに力を貸してほしい。
(D) 男性は締め切りに間に合わなかった。

正解

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

Part 4
Audioscript

Questions 1 through 3 refer to the following announcement.

Due to current safety regulations, all liquids[1], gels[2], and aerosols[3] must
be in three-ounce or smaller containers[4]. Larger containers that are half-full
and rolled-up[5] toothpaste tubes are not allowed. All liquids, gels, and
aerosols must be placed in a single zip-top[6], clear plastic bag. Each traveler
can use only one plastic bag. Each traveler must remove[7] the plastic zip-top
bag from their carry-on and place it in a bin[8] or on the conveyor belt[9] for
X-ray screening at the security checkpoint[10] before boarding. Containers
of more than three ounces of baby formula[11], milk, and juice are
permitted[12] if a baby or small child is traveling.

1. Where would one hear this announcement?
(A) In a drugstore
(B) In a grocery store
(C) In a hair salon
(D) At an airport

2. Which product is allowed in containers of more than three ounces?
(A) Baby formula
(B) Gels
(C) Aerosols
(D) Nothing is allowed in a container larger than three ounces.

3. What is the purpose of these regulations?
(A) To advertise drinks
(B) To prevent liquids from spilling
(C) To ensure safety
(D) To feed children

Notes

1 liquid(s)「液体」
2 gel(s)「ジェル状のもの」
3 aerosol(s)「スプレー」
4 container(s)「入れ物」
5 rolled-up「くるくると巻き上げられた」
6 zip-top「ジッパーのようなもので入り口がきっちりと閉まる」
7 remove「取り出す，取り除く」
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8 bin「箱，トレイ」
9 conveyor belt「自動コンベアー」

10 security checkpoint「警備チェックポイント」
11 baby formula「調合乳，赤ちゃん用の粉ミルクを溶かしたもの」
12 permitted「許可された」

試訳

問題 1–3は，次の放送に関するものです。

現在の安全規制に基づき，すべての液体，ジェル，スプレーは 3オンスか
それ以下の入れ物に入っていなければなりません。それより大きい入れ物
でそれに半分しか中身が入っていないもの，また，チューブの歯磨きでい
くらか使ってあるものでも許可できません。すべての液体，ジェル，スプ
レーは1つの透明なジップトップのビニール袋に入れなければなりませ
ん。旅行者1人につき，1つのビニール袋しか使えません。旅行者は，機
内持ち込み手荷物からジップトップバッグを出し，箱に入れるか，コンベ
アーベルトに載せて，搭乗前のチェックポイントでX線の検査を受けな
ければなりません。3オンスより大きい入れ物のベビーミルク，ミルク，
ジュースは，乳児や幼児が同伴の場合にだけ持ち込みを許可されます。

1. この放送は，どこで聞かれますか。
(A) 薬局で
(B) 食料雑貨店で
(C) ヘアサロン
(D) 空港で

2. どんな製品が3オンスより大きい入れ物でも許可されますか。
(A) ベビーミルク
(B) ジェル
(C) スプレー
(D) 3オンスより大きい入れ物はどんなものでも許可されない。

3. この規制の目的は何ですか。
(A) 飲み物を宣伝する
(B) 液体がこぼれるのを防ぐ
(C) 安全を確保するため
(D) 子供に食べ物を与えるため

正解

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

Questions 4 through 6 refer to the following radio announcement.

Good afternoon. It’s 4:45 and this is KCHA’s rush hour traffic. Things are
looking basically[1] good for this time of the afternoon on all of the
freeways, except[2] the Santa Ana Freeway both southbound and northbound
from the 22/57 Interchange to the San Gabriel Freeway, due to[3]

construction. Also, the I-215 Riverside Freeway is starting to get backed
up[4] northbound from Moreno Valley all the way to the San Bernardino
Freeway. Expect[5] an extra 20 minutes on your regular travel time. And
there has just been an accident on the I-405 southbound just south of the
Costa Mesa Interchange. Traffic is not moving and tow trucks[6] are not on
the scene[7] yet, so please try to find an alternate[8] route if you can. All
other travel times look about average[9]. Back to you in the studio, Tamika.

4. On which freeway has there been an accident?
(A) The I-405
(B) The I-215
(C) The Santa Ana Freeway
(D) The San Bernardino Freeway

5. What is the situation on the Santa Ana Freeway?
(A) Moving slowly southbound only
(B) Moving slowly northbound only
(C) Moving slowly both southbound and northbound
(D) Traffic time is normal.

6. How much longer will it take on the I-215 Riverside Freeway?
(A) 4 minutes
(B) 15 minutes
(C) 20 minutes
(D) 45 minutes

Notes

1 basically「基本的に」
2 except「…以外は，…を除いては」
3 due to . . .「…のために，…が原因で」
4 get backed up「詰まっている」
5 expect「見込む，予期する」
6 tow truck(s)「動けなくなった車を牽引して移動する車」
7 scene「現場」
8 alternate「ほかの，もう 1つの」
9 average「平均の，通常の」
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試訳

問題 4–6は，次の放送に関するものです。

こんにちは。現在 4時45分，KCHAのラッシュアワー交通情報です。交
通状況は午後のこの時間にしてはだいたい良好ですが，サンタアナ高速道
路だけは，工事のため，南方向，北方向とも22/57インターチェンジから
サンガブリエル高速道路の間で渋滞になっています。215州間リバーサイ
ド高速道路は北方向にモレノバレーからサンバーナディーノ高速道路まで
混雑してきました。通常時よりも約 20分の遅れを見込んでください。405
州間高速道路の南方向の道路上のコスタメーサインターチェンジの南で事
故がありました。車は，流れておらず，牽引車もまだ事故現場に到着して
いません。ですからできれば，ほかの道路を通ってください。ほかの道路
の通行時間は，通常通りです。タミカさん，それではスタジオにお返しし
ます。

4. どの高速道路で事故がありましたか。
(A) 405州間高速道路
(B) 215州間高速道路
(C) サンタアナ高速道路
(D) サンバーナディーノ高速道路

5. サンタアナ高速道路では，どのような状況ですか。
(A) 南方向にゆっくりと車が流れている
(B) 北方向にゆっくりと車が流れている
(C) 南方向，北方向ともゆっくりと車が流れている
(D) 通行時間は，通常通りである。

6. 215州間リバーサイド高速道路では，どのくらい通常より長くかかります
か。
(A) 4分
(B) 15分
(C) 20分
(D) 45分

正解

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

Part 1
Audioscript

1. (A) The parasol is set up by the side of the table.
(B) The babies are seated on[1] the chairs.
(C) The woman’s feet are in the shade[2].
(D) The man has two babies on his lap.

2. (A) A flag-raising ceremony[3] is being held.
(B) People from different countries are waving.
(C) Many national flags are displayed.
(D) The flags are hung up between the buildings.

3. (A) They are getting on the bus one by one[4].
(B) They are taking a bath.
(C) They are getting off the bus.
(D) They are purchasing[5] their bus tickets.

4. (A) The man is cutting his hair[6].
(B) The man is seated in the chair.
(C) The woman is drying his hair.
(D) The woman has scissors[7] in both of her hands.

5. (A) A lot of flowers are blooming on the ground.
(B) There’s a domed[8] building in the background[9].
(C) The streetlight is lit[10].
(D) The streetlight is dome-shaped.

6. (A) He is lying on the ground with his headphones on.
(B) He is recording a lecture.
(C) He has fallen asleep with his head on the books.
(D) He has his backpack on his shoulder.

Notes

1 be seated on . . .「…に腰かけている」
2 in the shade「日陰に」
3 flag-raising ceremony「国旗掲揚の儀式」
4 one by one「1人ずつ，1つずつ」
5 purchase「買う」
6 cut one’s hair「髪の毛を切る」cf. have one’s hair cut「髪の毛を切ってもら
う」

7 scissors「はさみ」
8 domed「丸天井の，ドームのある，ドーム状（半球形）の」
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9 in the background「背景に」cf. in the foreground「前景に」
10 lit < light「明かりをつける」の過去分詞。限定的に用いる形容詞用法の場合
は litでなく lightedを使う。cf. a lighted candle（火のついたろうそく）

試訳

1. (A) パラソルがテーブルの横に立てられている。
(B) 赤ん坊たちはいすの上に腰かけている。
(C) 女の人の足は日陰にある。
(D) 男の人は2人の赤ん坊をひざの上に乗せている。

2. (A) 国旗掲揚の儀式が行われている。
(B) いろいろな国から来た人々が手を振っている。
(C) たくさんの国旗が展示されている。
(D) 国旗が建物の間につるされている。

3. (A) 彼らは1人ずつバスに乗り込んでいる。
(B) 彼らは風呂に入っている。
(C) 彼らはバスから降りている。
(D) 彼らはバスのチケットを買っている。

4. (A) 男の人が自分の髪の毛を切っている。
(B) 男の人がいすに腰かけている。
(C) 女の人が彼の髪の毛を乾かしている。
(D) 女の人が両手にはさみを持っている。

5. (A) たくさんの花が地面に咲いている。
(B) 背景に丸天井の建物がある。
(C) 街灯がついている。
(D) 街灯は半球形をしている。

6. (A) 彼はヘッドフォンをつけて地面の上に横になっている。
(B) 彼は講義を録音している。
(C) 彼は本を枕に眠りに落ちた。
(D) 彼はバックパックを背負っている。

正解

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

Part 2
Audioscript

1. Weren’t you surprised to see Mrs. Osborne making a hurried exit[1]?
(A) She was near the exit.
(B) Yes, I was.
(C) I haven’t seen her lately.

2. I was thinking we need to check out[2] that cookware[3] shop after work.
(A) There’s no need to cook after work.
(B) I think we can work it out.
(C) Sounds good to me[4].

3. Where did you have your money stolen[5]?
(A) I had money at my bank.
(B) It was taken from my car.
(C) No, I didn’t steal any money.

4. Do you think I should tell the boss about this problem?
(A) The boss is a troublesome[6] person.
(B) You should change places with[7] him.
(C) Some things are best left unsaid[8].

5. Who is in charge of making reservations for their hotel?
(A) I don’t think the job has been assigned[9].
(B) The sooner, the better.[10]

(C) I charged it on my credit card[11].

6. What took you so long to revise the report?
(A) I shredded[12] the original by mistake.
(B) It took about five hours.
(C) I’ll do it by tomorrow.

Notes

1 make a hurried exit「急いで退席する」
2 check out . . .「…を調べる，確認する」
3 cookware「調理器具」
4 Sounds good to me.「私はそれで構いません」　相手の提案・申し出などに対
して同意・承諾を表す決まり文句。

5 have . . . stolen「…を盗まれる」　＜ have + もの + 過去分詞＞で，「ものを…
される」，文脈によっては「ものを…してもらう」の意。

6 troublesome「やっかいな，扱いにくい」
7 change places with . . .「…と交代する，席を替わる」
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8 unsaid「言わないでおく」　cf. leave it unsaid「それを言わないでおく」
9 assign「割り当てる，任命する」

10 The sooner, the better.　＜ the + 比較級 , the + 比較級＞で「…であればある
ほど，より…である」。

11 charge . . . on one’s credit card「…をクレジットカードで払う」
12 shred「シュレッダーにかける」

試訳

1. オズボーン夫人が急いで退席するのを見て驚きませんでしたか。
(A) 彼女は出口の近くにいました。
(B) ええ，驚きました。
(C) 最近彼女を見かけていません。

2. 仕事の後で調理器具の店を調べてみる必要があると思っています。
(A) 仕事の後で料理をする必要はありません。
(B) 私たちでそれをやれると思います。
(C) 私はいいですよ。

3. どこでお金を盗まれたのですか。
(A) 私はお金を銀行に預けていました。
(B) 私の車から盗まれました。
(C) いいえ，私はお金を少したりとも盗みませんでした。

4. 私がこの問題を上司に伝えるべきだと思いますか。
(A) 上司はやっかいな人物です。
(B) あなたは彼と交代すべきです。
(C) 言わないでおくのが一番いいこともあります。

5. 彼らのホテルを予約する担当は誰ですか。
(A) その仕事は割り当てられていないと思います。
(B) 早ければ早いほどよい。
(C) 私はそれをクレジットカードで払いました。

6. あのレポートを直すのにどうしてそんなに時間がかかっているのですか。
(A) 誤って元のものをシュレッダーにかけてしまいました。
(B) 5時間かかりました。
(C) 明日までにやります。

正解

1. (B)    2.  (C)    3.  (B)    4.  (C)    5.  (A)    6.  (A)
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Unit 7

Part 3
Audioscript

Questions 1 through 3 refer to the following conversation.

Man: Do you think this tie goes with[1] this jacket?
Woman: Umm, I’m not sure. I kind of[2] like it, but the stripes clash with[3]

the checks on the jacket. The colors are good, though.
Man: I know what you mean. I like it but I want to look professional[4]

and conservative[5] for this interview. Maybe this tie isn’t the
right choice.

Woman: You really don’t have time to go out and buy a new one, so just go
with the plain tie if you’re going to wear the checked jacket.

1. What are the man and woman discussing?
(A) Which tie to buy
(B) Which tie to wear
(C) How to tie a knot in a necktie
(D) How to interview for a job

2. Where is this conversation most likely taking place?
(A) At a clothing store
(B) At a job interview
(C) At home
(D) Outside

3. What is the woman’s suggestion?
(A) To leave for the interview now
(B) To buy a new jacket
(C) To wear the checked tie
(D) To wear the plain tie

Notes

1 go with . . .「…と合う」
2 kind of「まあまあ，何となく」
3 clash with . . .「…と調和しない」
4 professional「その職業に見合う，プロらしく」
5 conservative「保守的な」
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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： このネクタイはこのジャケットに合うと思う？
女性： そうね，どうかしら。私はまあまあ好きなんだけど，このし

ま模様がジャケットの格子模様と合わないわね。でも色はよ
いわ。

男性： そうだね。僕もこれ好きなんだけど，今度の面接では，プロ
らしく，そして保守的に見られたいんだ。このネクタイは正
しい選択ではないね。

女性： あなたは買い物に出かけて新しいものを買う時間がないから，
もしこの格子模様のジャケットを着るんだったら，無地のネ
クタイをしたらどうかしら。

1. 男性と女性は何について話し合っていますか。
(A) どのネクタイを買うか
(B) どのネクタイをするか
(C) ネクタイでどのように結び目を作るか
(D) 仕事の面接をどのように受けるか

2. この会話が行われた場所として，一番可能性が高いのはどこですか。
(A) 洋服店
(B) 仕事の面接で
(C) 家で
(D) 外で

3. 女性は何を提案しましたか。
(A) 面接を受けるために今出かける
(B) 新しいジャケットを買う
(C) 格子模様のネクタイをする
(D) 無地のネクタイをする

正解

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

Questions 4 through 6 refer to the following conversation.

Man: Have you set up the meeting times for the Neico Airlines focus
groups[1] yet? We need to get going on this.

Woman: Yes, I have. We’ve got a group of 10 men, all between the ages of
18 and 34, coming in tomorrow at 7 p.m. We’ve got a group of 18
men and women, 55 and over, at 10 a.m. on Wednesday, and a
group of 40- to 49-year-old women coming in at 1:00 in the
afternoon on Friday.

Man: How many women are confirmed[2] for that last group?
Woman: I’ve got 12 confirmed and I’m still waiting for responses from

two more. So it could be 12 or 14, but there may be a few no-
shows[3]. We’ll have at least 10 women, I’m sure.

4. What is the topic of this conversation?
(A) Flight confirmations
(B) Scheduling of meetings
(C) Show times
(D) Age requirements

5. How many different groups will there be?
(A) 3
(B) 10
(C) 12
(D) 18

6. How many women have said they will come to the last group meeting?
(A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) 18

Notes

1 focus group(s)「フォーカスグループ」　マーケティングを行うときに，商品
に対する意見を聞くために集められるグループ。

2 confirm「（出席を）確認する」
3 no-show(s)「当日欠席者」　cf. show up (v.)「現れる，出席する」
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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： ネイコ航空のフォーカスグループの会議時間をもう決めまし
たか。これについては，進めなければいけないね。

女性： はい，決めました。18歳から34歳の 10人の男性グループが
明日の午後7時に来ます。それと55歳以上の男性，女性18
人のグループが水曜日の午前10時に来ます。そして40歳か
ら49歳の女性グループは金曜日の午後1時に来ます。

男性： 最後のグループは，何人の女性が確認されていますか。
女性： 12人の女性からは，返事をもらいました。あと2人の返事を

待っています。ですから，人数は12人から14人になります。
でも当日欠席もあるかもしれません。少なくとも 10人の女性
は来ると確信しています。

4. この会話の話題は何ですか。
(A) フライトの確認について
(B) 会議の日程について
(C) ショーの時刻
(D) 必要とされる年齢

5. グループはいくつになりますか。
(A) 3
(B) 10
(C) 12
(D) 18

6. 最後のグループでは，何人の女性が会議に来ると言いましたか。
(A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) 18

正解

4. (B)    5.  (A)    6.  (B)
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Unit 8

Part 4
Audioscript

Questions 1 through 3 refer to the following voicemail message.

Hello. This is the voicemail of Rebecca Sims at the Great Cities Institute in
the College of Urban Planning[1] and Policy at the University of Arizona. I
am out of the office right now and working at home for the week of July 16
through the 20th. I will return to the office on July 23. Please leave a
message after the beep, or if you need immediate[2] assistance, please call
Dan Taylor at 773-555-4162. If you want to send a message to me
electronically[3], my e-mail address is rsims@gciaz.edu. Thank you and have
a nice day.

1. Where would one hear this announcement?
(A) In a classroom
(B) On the telephone
(C) In a municipal government office
(D) At someone’s home

2. How can one contact the speaker now?
(A) Go to class
(B) Talk to her colleague first
(C) Send her an e-mail
(D) Go to her office now

3. When will the speaker return?
(A) July 16
(B) July 20
(C) July 23
(D) At the end of the day

Notes

1 urban planning「都市計画」
2 immediate「即時の，すぐの」　cf. immediately (adv.)「直ちに，すぐに」
3 electronically「電子を使って」
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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。こちらは，アリゾナ大学，都市計画方針学科の素晴らしい町
づくり協会，レベッカ・シムズの留守番電話です。7 月16日から20日ま
では，自宅で勤務しております。オフィスには，7月 23日に戻ります。
ビーという発信音の後に，メッセージを残してください。もし緊急の用件
でしたら，ダン・テイラーまでお電話ください。電話番号は，773-555-
4162です。電子メッセージを私に送りたい場合，私のメールアドレスは，
rsims@gciaz.eduです。ありがとうございました。ご機嫌よう。

1. このアナウンスメントはどこで聞かれますか。
(A) 教室で
(B) 電話で
(C) 市役所で
(D) 誰かの家で

2. この話し手には，どのように連絡を取ることができますか。
(A) 教室に行く
(B) 彼女の同僚と話す
(C) 電子メールを送る
(D) 今，彼女のオフィスに行く

3. この話し手は，いつオフィスに戻りますか。
(A) 7月16日
(B) 7月20日
(C) 7月23日
(D) その日の終わり

正解

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

Questions 4 through 6 refer to the following radio announcement.

Good morning, everyone. It looks like we’re going to have a nice summer
day in Morrisburg and the surrounding[1] area today. Currently[2], it’s 78
degrees and partly cloudy. Today’s forecast calls for a high of 85 with a mix
of clouds and sun. The winds are east-southeast at 5 to 10 miles per hour,
and there’s a 10 percent chance of rain later in the afternoon. The sun sets at
8:32 p.m. tonight, so try and get out and enjoy these long days while you
can. Tonight it will be mostly clear and muggy[3], with a low of 68.
Tomorrow, partly cloudy skies, warm and humid[4], with a high of 88. Winds
will be south-southwest at 15 to 25 miles an hour. And again, there still is
that slight 10 percent chance of some precipitation[5].

4. What will the high temperature be today?
(A) 68 degrees
(B) 78 degrees
(C) 85 degrees
(D) 88 degrees

5. What is the current weather condition?
(A) Sunny
(B) Mostly sunny
(C) Partly cloudy
(D) Cloudy

6. What is the announcer’s advice for today?
(A) Get out and enjoy the long day
(B) Take an umbrella
(C) Be careful about humidity
(D) Wear sunscreen

Notes

1 surrounding「その周りの，それを取り巻く」
2 currently「現在は，今のところ」
3 muggy「じめじめする，うっとうしい」
4 humid「湿った，湿度が高い」
5 precipitation「雨が降ること」
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試訳

問題 4–6は，次のラジオ放送に関するものです。

皆さん，おはようございます。今日は，モリスバーグと周辺の地域で気持
ちよい夏の日を迎えられそうです。現在の気温は 78度で部分的に曇りで
す。今日の予報は最高気温85度で曇りと晴れです。風は東南東の風で時
速5マイルから 10マイルくらいでしょう。午後遅くには，10パーセント
の確率で雨が降るでしょう。日の入りは，午後 8時32分です。ですから
今のうちに外に出て楽しみましょう。今夜はおおかた快晴で，湿度が高
く，最低気温は68度でしょう。明日は，部分的に曇りで暖かく，湿度が
高く，最高気温は88度でしょう。風は南南西の風で時速は15マイルから
25マイルでしょう。そしてやはり雨の確率は低く10パーセントです。

4. 今日の最高気温は何度でしょう。
(A) 68度
(B) 78度
(C) 85度
(D) 88度

5. 現在の天候はどうですか。
(A) 晴れ
(B) おおかた晴れ
(C) 部分的に曇り
(D) 曇り

6. アナウンサーは今日，何をすることを提案しましたか。
(A) 外に出て楽しむこと
(B) 傘を持って行くこと
(C) 湿度に気をつけること
(D) 日焼け止めをつけること

正解

4. (C)    5.  (C)    6.  (A)
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Unit 9

Part 1
Audioscript

1. (A) Both of his hands are full of[1] books.
(B) His shirt is unbuttoned.
(C) His backpack is wide open.
(D) He is holding his bag under his left arm[2].

2. (A) The cards have been pinned[3] on the wall.
(B) Cars have been arranged in a circle.
(C) Cards are displayed on the racks.
(D) The cards have been left unprinted.

3. (A) Everyone has a bottle in their hands.
(B) The man in the center has a spatula[4] in his hand.
(C) The woman on the right is looking at the girl.
(D) They are preparing a meal in the kitchen.

4. (A) They are talking on their cell phones[5].
(B) Two of the men are carrying their bags on their shoulders.
(C) One of the men has glasses on.
(D) They are walking down the street side by side[6].

5. (A) The man and woman are paddling[7].
(B) The man is wearing a vest.
(C) The woman is tilting the boat with the paddle.
(D) The woman is standing behind the man.

6. (A) The swimming pool is surrounded[8] by trees.
(B) No clouds can be seen in the sky.
(C) The swimming pool is located next to the beach.
(D) The houses are situated[9] below sea level.

Notes

1 be full of . . .「…でいっぱいである」
2 under one’s left arm「左の脇（の下）に」
3 pin「ピンで留める」
4 spatula「フライ返し，へら」
5 cell phone(s)「携帯電話」= cellular phone, mobile phone
6 side by side「横に並んで」
7 paddle「オールで漕ぐ」
8 surround「囲む」
9 be situated「位置している，ある」= be located
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試訳

1. (A) 彼の両手は本でいっぱいである。
(B) 彼のシャツはボタンが留まっていない。
(C) 彼のバックパックは大きく開いている。
(D) 彼はかばんを左脇に抱えている。

2. (A) カードが壁にピン留めされている。
(B) 車が丸く配列されている。
(C) カードがラックに展示されている。
(D) カードが印刷されないままになっている。

3. (A) 全員が瓶を持っている。
(B) 中央の男の人がフライ返しを手に持っている。
(C) 右の女の人が女の子を見ている。
(D) 彼らは台所で食事の準備をしている。

4. (A) 彼らは携帯電話で話をしている。
(B) 男の人たちのうち2人がかばんを肩にかけて運んでいる。
(C) 男の人たちのうち1人が眼鏡をかけている。
(D) 彼らは横に並んで通りを歩いている。

5. (A) 男の人と女の人がオールで漕いでいる。
(B) 男の人はベストを着ている。
(C) 女の人がオールでボートを傾けている。
(D) 女の人は男の人の後ろに立っている。

6. (A) プールは木に囲まれている。
(B) 空には1つの雲も見えない。
(C) プールは海辺に隣接している。
(D) 建物は海面より低い位置にある。

正解

1. (B)    2.  (C)    3.  (B)    4.  (D)    5.  (B)    6.  (C)
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Unit 10

Part 2
Audioscript

1. Can you tell me how to get to the nearest subway station?
(A) No, I can’t go there with you.
(B) You need correct change[1] to buy a ticket.
(C) Go down the street and turn left at the next corner.

2. Would you like to hold[2], or would you prefer to call back?
(A) I’m phoning from Canada.
(B) I’ll call back later.
(C) You’re holding up the traffic[3].

3. You went to the summer camp with Chris, didn’t you?
(A) That’s good enough.
(B) I don’t think I will.
(C) Actually, I didn’t.

4. What’s wrong with your computer?
(A) It keeps rebooting[4] by itself[5].
(B) My computer was connected to the LAN.
(C) I happened to[6] have the same one.

5. Don’t you commute[7] to the office by train?
(A) I used to commute by car.
(B) I walk to the office if it isn’t raining.
(C) I will have to change trains twice.

6. Where’s Mr. Brown from the marketing department[8]?
(A) He’ll stay here another few days.
(B) He works for the department.
(C) He went to the main office[9].

Notes

1 correct change「ぴったりの額の小銭」　文脈によっては「正確なおつり」
2 hold「電話を切らずに待つ」= hold the line
3 hold up the traffic「渋滞させる，交通を妨げる」
4 reboot「（コンピュータが）再起動する」
5 by itself「ひとりでに，単独で」
6 happen to do「偶然…する」
7 commute「通勤する，通学する」　cf. commuter「通期者，通学者」
8 marketing department「マーケティング部」
9 main office「本社，本店」　cf. branch office「支社，支店」
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試訳

1. 一番近い地下鉄の駅への行き方を教えてくれますか。
(A) いいえ，私はあなたと一緒にそこに行けません。
(B) 切符を買うにはぴったりの額の小銭が必要です。
(C) この通りを行って次の角で左に曲がります。

2.（電話を切らずに）このままお待ちになりますか，それともおかけ直しに
なりますか。
(A) 私はカナダから電話をしています。
(B) 後で電話をかけ直します。
(C) あなたは渋滞させています。

3. あなたはクリスと一緒にサマーキャンプに行ったのでしょう。
(A) それで十分です。
(B) そうしないと思います。
(C) 実は，そうしなかったのです。

4. あなたのコンピュータはどうしたのですか。
(A) 勝手に再起動を続けています。
(B) 私のコンピュータはLANにつながれていました。
(C) 私は偶然同じものを持っていました。

5. 電車で会社まで通勤いているのではないのですか。
(A) 以前は車で通勤していました。
(B) 雨が降っていなければ会社まで歩いています。
(C) 私は電車を2回乗り換えなければならないでしょう。

6. マーケティング部のブラウンさんはどこですか。
(A) 彼はもう2，3日ここにいることになるでしょう。
(B) 彼はその部で働いています。
(C) 彼は本社に行きました。

正解

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

Part 3
Audioscript

Questions 1 through 3 refer to the following conversation.

Man: Have you heard back from the warehouse[1] yet about the
shipment[2]?

Woman: No, I haven’t. They said there’s some problem with the bill of
lading[3]. The first person I talked to said that it was missing.
Then I talked to the manager, and she said that it wasn’t missing,
but that it hadn’t been filled out correctly, and that was what was
holding up[4] the shipment.

Man: What? This is ridiculous[5]. We need that shipment by the end of
the week, or else. I’ll call them right now and straighten this
out[6].

Woman: OK. Good luck.

1. What are the man and woman talking about?
(A) A delayed shipment
(B) The stock market
(C) Their plans for the rest of the week
(D) A house they are buying

2. What is the problem?
(A) A form is missing.
(B) A form was completed incorrectly.
(C) The customer service agent was rude.
(D) The apartment house manager has not called them back.

3. What will the man do?
(A) Buy the house
(B) Wait till the end of the week to call
(C) Call the warehouse now
(D) Have the woman handle it

Notes

1 warehouse「倉庫」
2 shipment「出荷物」
3 bill of lading「船荷証券」　運送業者が発行する受け取り証券。
4 hold up「とどまらせる，遅らせる」
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5 ridiculous「ばかげた，ひどい」
6 straighten this out「こじれた話をまとめる，間違いを正す」

試訳

問題 1–3は，次の会話に関するものです。

男性： 倉庫から品物の発送について何か折り返し言ってきましたか。
女性： いいえ，まだです。船荷証券に何か問題があったそうです。

初めに話した人は，それがなかったと言ったんです。それで，
マネジャーと話したら，彼女はそれはなくなってはいなかっ
たが，記載が正しくなかったと言ったんです。それで発送が
止まっているようです。

男性： 何だって！　それはばかげている。その品物は今週末には必
要なんだ。私がすぐ電話をして，話を通さなくては。

女性： がんばってください。

1. 男性と女性は何について話していますか。
(A) 発送が遅れている品物
(B) 株の相場
(C) 今週の今後の予定
(D) 彼らが買おうとしている家

2. 何が問題なのですか。
(A) ある書類がなくなったこと。
(B) 書類の記載が正しくないこと。
(C) 顧客係が失礼なこと。
(D) アパートのマネジャーがまだ電話をしてこないこと。

3. 男性は何をしますか。
(A) その家を買う
(B) 今週の週末まで待ってから電話をする
(C) 倉庫に今すぐ電話をする
(D) その女性にその仕事をやらせる

正解

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

Questions 4 through 6 refer to the following conversation.

Man: Hello. I recently[1] renewed[2] my subscriptions[3] to In Fashion,
Streams and Brooks, Better Homemaking, and Mechanic World
magazines. Before, my subscription fee was $10 a month. But this
month my bill was $13.

Woman: Yes, the rate for those magazines was $2.50 per month per
magazine. However, In Fashion and Mechanic World increased
their subscription fees by $1.50 each. So they are now $4 each.

Man: I really only get these magazines for my office. I’m a physician[4]

and need something for the waiting room. Can you send me a list
of your available magazines, with prices? Then I can compare and
see if I want to subscribe to some other magazines.

Woman: Sure. I’ll mail you a list right now, or you can check our website
at www.discountmagazinesonline.com.

4. Why is the man calling?
(A) He wants to subscribe to a magazine.
(B) He wants to cancel a magazine subscription.
(C) He doesn’t understand an increase in his bill.
(D) He wants more magazines for his office.

5. What is the woman’s answer to his original question?
(A) She will process his subscription.
(B) She will cancel his subscription.
(C) Two magazines increased their rates.
(D) He can log on to their website for an explanation.

6. What will the man most likely do?
(A) Cancel all of his subscriptions
(B) Compare magazines and prices
(C) Keep the same magazines
(D) Cancel two magazine subscriptions and keep two

Notes

1 recently「最近，近ごろ」
2 renew「更新する」
3 subscription(s)「（雑誌などの）講読」
4 physician「医者，内科医」
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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： もしもし。私は最近，『インファッション』『小川と細流』
『家庭づくり』『機械の世界』という雑誌の講読を更新しまし
た。以前は購読料が月額で10ドルだったのに，今月は13ド
ルでした。

女性： はい，それらの雑誌の購読料は月額で 2ドル50セントでし
た。しかし，『インファッション』と『機械の世界』は，購読
料がそれぞれ1ドル50セント上がったのです。それで現在は
4ドルです。

男性： これらの雑誌は私の医院のために講読しています。私は医者
で待合室に何か雑誌を置いておく必要があります。購読でき
る雑誌のリストを値段と一緒に送っていただけませんか。そ
うしたら，いろいろ見比べてほかの雑誌を講読するかどうか
考えてみます。

女性： わかりました。今すぐ，リストを郵送します。または，私ど
ものウェブサイトwww.discountmagazinesonline.comを見てい
ただいてもけっこうです。

4. どうして男性は電話をしたのですか。
(A) 男性は雑誌を講読したい。
(B) 男性は雑誌購読をキャンセルしたい。
(C) 男性は請求書の金額が上がったのを理解できない。
(D) 男性は彼の医院にもっと雑誌がほしい。

5. 男性の最初の質問に対する女性の答えはどれですか。
(A) 彼女は，彼の雑誌購読を手続きする。
(B) 彼女は，彼の雑誌購読をキャンセルする。
(C) 2つの雑誌が購読料を値上げした。
(D) 彼がウェブサイトを見れば，その回答を得ることができる。

6. その男性がこれからやる可能性が高いのは，次のどれですか。
(A) 雑誌購読をすべてキャンセルする
(B) 雑誌とその値段を比較する
(C) 同じ雑誌を続ける
(D) 2つの雑誌購読をキャンセルし，後の 2つの雑誌購読を続ける

正解

4. (C)    5.  (C)    6.  (B)
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Unit 12

Part 4
Audioscript

Questions 1 through 3 refer to the following voicemail message.

Hi, Tim. It’s Bruce. I’m just calling you back about the contract you faxed
over for the training DVDs. The price looks good, but the date of shipment is
too late. We absolutely[1] need these no later than September 21. I know
they’re being shipped from China and that is why you’ve given us the date
of October 19. But we really cannot get them that late. Our training session
starts September 25 and cannot be moved. We have to have the DVDs at
least four days prior to[2] that. Please call me back on my cell anytime today.
Thanks. Bye.

1. What is the purpose of this call?
(A) To request some DVDs
(B) To organize a training session
(C) To organize a trip to China
(D) To negotiate the terms of a contract

2. When does the caller need the DVDs?
(A) September 4
(B) September 21
(C) September 25
(D) October 19

3. What does the caller agree to?
(A) The price
(B) The date
(C) The content
(D) The length of time in China

Notes

1 absolutely「完全に，すっかり」
2 prior to . . .「…の前に」
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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，ティム。ブルースです。あなたがファックスしてくれた研修
DVDの契約書について折り返し電話しました。値段はいいのですが，発
送日が遅過ぎます。私たちは遅くとも 9月 21日までにはどうしてもDVD
が必要です。これらのDVDが中国から送られるから10月 19日という日
程になっているのは，わかりますが，そんなに遅くては困ります。私たち
の研修は，9月25日に始まり，それは変更できません。そのDVDは，研
修の少なくとも4日前には必要です。今日，私の携帯電話にいつでもいい
ので折り返しお電話ください。ありがとう。それでは。

1. この電話の目的は何ですか。
(A) DVDを頼むこと
(B) 研修日程を組むこと
(C) 中国への旅行を計画すること
(D) 契約書の条件について交渉すること

2. この電話をかけた人は，DVDがいつ必要ですか。
(A) 9月4日
(B) 9月21日
(C) 9月25日
(D) 10月 19日

3. この電話をかけた人は何について合意しましたか。
(A) 値段
(B) 日程
(C) 内容
(D) 中国での過ごす時間

正解

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

Questions 4 through 6 refer to the following talk.

Along with Captain Buettner, I would like to welcome everyone aboard[1]

the Salty Dog River Cruise. My name is Rob Jenkins and I will be your
docent[2] for this modern skyscrapers river tour of Chicago. Immediately
after World War II, Chicago reestablished[3] itself as the world capital of
modern architecture. Today we will be looking at many of the buildings that
helped earn Chicago such high acclaim[4], from the minimalist[5] Federal
Reserve[6] Building designed by Mies van der Rohe to the muscular[7] and
expressive[8] Daley Center. We will also trace[9] the evolution[10] from
modernism to postmodern structures such as the 190 South LaSalle Building
and the Rookery Bank. The tour will conclude with[11]a look at two
contemporary structures: the tower at One South Dearborn, and the
Marquette Savings and Loan Building.

4. Where would one hear this speech?
(A) In a skyscraper
(B) In a museum
(C) In a bank
(D) On a boat

5. What is the purpose of this tour?
(A) To introduce some architectural sites
(B) To lecture about artwork
(C) To talk about finance
(D) To talk about boat safety

6. Which of the following is a contemporary structure?
(A) The Federal Reserve Building
(B) The Marquette Savings and Loan Building
(C) The Rookery Bank
(D) The Daley Center

Notes

1 aboard「乗り物に乗って」
2 docent「解説案内人」
3 reestablish「もう一度設立する，確立する」
4 acclaim「称賛，喝采」
5 minimalist「ミニマリスト，余分な飾りをとってシンプルに徹したデザインを
する人」

6 Federal Reserve「連邦準備制度の」
7 muscular「力強い，筋肉質な」
8 expressive「表現豊かな」
9 trace「跡をたどる」



5-Minute Quizzes for the TOEIC® Test: Listening 2 51

10 evolution「進化，展開」
11 conclude with . . .「…で締めくくる，…で結論とする」

試訳

問題 4–6は，次のスピーチに関するものです。

ブートナー船長とともに，ソルティー・ドッグ・リバー・クルーズにご乗
船の皆さまを歓迎いたします。私の名前はロブ・ジェンキンスです。シカ
ゴの現代超高層ビル・リバー・ツアーの案内役を務めさせていただきま
す。第 2次世界大戦直後，シカゴは現代建築の首都として再建されまし
た。今日は，ミース・ファン・デル・ローエによってデザインされ，ミニ
マリズムを追求したと言われる連邦準備ビルから，力強く表現豊かなデイ
リーセンターまで，シカゴが高い評価を得る要因になったビルをたくさん
見ていきたいと思います。また，南ラサール通り 190番のビルやルカリー
銀行などのビルを見て，近代主義から脱近代主義に変革していく様子を
追っていきます。ツアーは2つの現代建築を見ていただいておしまいにな
ります。1 つは南ディアボーン通り1番のタワーと，もう 1つはマーケッ
ト貯蓄貸付ビルです。

4. このスピーチが聞かれるのはどこですか。
(A) 超高層ビルで
(B) 博物館で
(C) 銀行で
(D) ボートで

5. このツアーの目的は何ですか。
(A) 建築物を紹介する
(B) 美術品について学ぶ
(C) 金融について話す
(D) ボートでの安全について話す

6. 現代の建築物は次のどれですか。
(A) 連邦準備ビル
(B) マーケット貯蓄貸付ビル
(C) ルカリー銀行
(D) デイリーセンター

正解

4. (D)    5.  (A)    6.  (B)
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Posttest

Part 1
Audioscript

1. (A) The lecturer[1] is pointing at[2] a student.
(B) The students are taking an exam.
(C) The lecturer is drawing a chart on the blackboard.
(D) The student has his hand up over his head.

2. (A) Leaves are scattered[3] on the ground.
(B) People are lying on the ground.
(C) The trees have lost all their leaves.
(D) The people are leaving there by bike.

3. (A) The man has a paper bag in his left hand.
(B) The man has his left hand in his pocket.
(C) The man is passing[4] the women.
(D) Two women are walking in front of the man.

4. (A) People are standing in line in front of the restaurant.
(B) The window of the restaurant is wide open.
(C) The sign is attached to[5] the building.
(D) No one is walking on the sidewalk[6].

5. (A) They are putting their elbows on the table.
(B) Neither of[7] the women is wearing a skirt.
(C) Both of the women are sitting with their legs crossed[8].
(D) They have their feet on the sofa.

6. (A) One man is passing the ball to the other man.
(B) One man is pulling the other man’s arm.
(C) They have no chance of making a basket[9].
(D) They are jumping simultaneously[10].

Notes

1 lecturer「講師」　cf. lecture「講義（する）」
2 point at . . .「…を指さす」
3 scatter「（物を）まき散らす，ばらまく」
4 pass「…を追い越す」
5 be attached to . . .「…に取り付けられている，接続されている」
6 sidewalk「歩道」
7 neither of . . .「どちらの…も…でない」
8 with one’s legs crossed「足を組んで」
9 make a basket「（バスケットボールで）シュートを決める」

10 simultaneously「同時に」
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試訳

1. (A) 講師が学生を指さしている。
(B) 学生たちは試験を受けている。
(C) 講師が黒板に図表を描いている。
(D) 学生が頭の上に手を挙げている。

2. (A) 木の葉が地面に散らばっている。
(B) 人々が地面に横になっている。
(C) 木々は葉をすべて失っている。
(D) 人々は自転車でそこを去るところだ。

3. (A) 男の人が左手に紙袋を持っている。
(B) 男の人が左手をポケットに入れている。
(C) 男の人が女の人を追い越している。
(D) 2人の女の人が男の人の前を歩いている。

4. (A) 人々がレストランの前で列を作って立っている。
(B) レストランの窓が大きく開いている。
(C) 看板が建物に取り付けられている。
(D) 歩道を歩いている人は1人もいない。

5. (A) 彼らはテーブルにひじをついている。
(B) どちらの女の人もスカートをはいていない。
(C) 両方の女の人が足を組んで座っている。
(D) 彼女らはソファに足を乗せている。

6. (A) 1人の男の人がもう1人の男の人にボールをパスしている。
(B) 1人の男の人がもう1人の男の人の腕を引っ張っている。
(C) 彼らがバスケットのシュートを決める可能性はない。
(D) 彼らは同時に飛び上っている。

正解

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

Audioscript

7. When will the meeting start?
(A) It ends at 2 o’clock.
(B) As soon as the chairman[1] arrives.
(C) This is the first time.

8. Do they know where to look in the book to find useful information?
(A) They can find the book on the shelf.
(B) They may need some help.
(C) They are searching for information in the book.

9. Product development[2] is the best strategy to regain market share[3].
(A) Yes, it is.
(B) Honesty is the best policy.
(C) We should invest our savings in the market.

10. Do you have a vacant room[4] for tonight?
(A) Your reservation was canceled.
(B) I can change it to a room with an ocean view.
(C) Sorry, the rooms are all booked up[5].

11. Who’ll be coming to our house tonight?
(A) At 7:30.
(B) We’ll order pizza tonight.
(C) Bobby and Emma are joining us for dinner.

12. Can I speak to[6] Mr. Scott?
(A) I got the wrong extension[7].
(B) I’m afraid you’ve got the wrong number[8].
(C) You gave me the wrong number.

Notes

1 chairman「議長」
2 product development「製品開発，商品開発」
3 market share「市場占有率」
4 vacant room「空き室」
5 be (all) booked up「すべての部屋［座席］が予約済みである，予定が詰まっ
ている」

6 Can I speak to . . . ?「（電話で）…さんはいますか」
7 extension「（電話の）内線」
8 get the wrong number「間違った番号に電話をかける」
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試訳

7. 会議はいつ始まるのですか。
(A) 2時に終わります。
(B) 議長が到着し次第です。
(C) これが1回目です。

8. 彼らは本のどこを見れば役に立つ情報が見つかるかわかっているのです
か。
(A) 彼らはその本を棚で見つけることができます。
(B) 彼らはいくらか助けが必要かもしれません。
(C) 彼らはその本で情報を検索しています。

9. 製品開発は市場占有率を取り戻す最善の策です。
(A) ええ，そうです。
(B) 正直は最善の策です。
(C) われわれは貯蓄を市場に投資すべきです。

10. 今夜空いている部屋はありますか。
(A) あなたの予約はキャンセルされました。
(B) 海が眺められる部屋に変えることができます。
(C) 申し訳ありませんが，部屋はすべて予約でいっぱいです。

11. 今夜わが家に誰が来るのですか。
(A) 7時30分に。
(B) 今夜はピザを取ります。
(C) ボビーとエマが私たちのディナーに加わります。

12.（電話で）スコットさんはいますか。
(A) 間違った内線につながりました。
(B) 間違い電話ですよ。
(C) あなたは私に間違った番号をくれました。

正解

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

Audioscript

Questions 13 through 15 refer to the following conversation.

Woman: Are you going to Judy’s retirement[1] lunch tomorrow?
Man: I don’t know. I really don’t know her very well. The only person I

know well in Human Resources is Odell.
Woman: Well, it’s a free lunch. They’re having pizza and cake. The pizza

is from Caltergerone’s. It’ll be on the fourth floor in the HR lunch
area at noon.

Man: That does sound tempting[2]. I can probably make some time for
that.

13. What are the man and woman talking about?
(A) What kind of pizza to order
(B) What kind of cake to order
(C) Human Resources policies
(D) A retirement lunch for a coworker

14. Where does Judy work?
(A) At a bakery
(B) At a pizza parlor
(C) In the Human Resources Department
(D) At a retirement home

15. What will the man do?
(A) He definitely will go.
(B) He definitely will not go.
(C) He most likely will go.
(D) He most likely will not go.

Notes

1 retirement「退職，引退生活」
2 tempting「興味をそそる，誘惑的な」



5-Minute Quizzes for the TOEIC® Test: Listening 2 57

試訳

問題 13–15は，次の会話に関するものです。

女性： 明日のジュディの退職ランチパーティーに行く？
男性： わからない。僕は彼女のことをあまり知らないんだ。人事課

で僕が知っているのは，オデルだよ。
女性： ランチはただなのよ。ピザとケーキが出されるそうよ。ピザ

はカルタジェローネズから来るらしいわ。場所は4階の人事
課昼食ラウンジで時間は12時よ。

男性： 興味をそそるな。きっと僕も時間を作れると思うよ。

13. 男性と女性は何について話していますか。
(A) どんなピザを注文するか
(B) どんなケーキを注文するか
(C) 人事課の方針について
(D) 同僚の退職ランチパーティー

14. ジュディはどこで働いていますか。
(A) ケーキ屋
(B) ピザレストラン
(C) 人事課
(D) 養老ホーム

15. 男性は何をしますか。
(A) 必ず行く。
(B) 絶対に行かない。
(C) たぶん行く。
(D) たぶん行かない。

正解

13. (D)    14.  (C)    15.  (C)
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Audioscript

Questions 16 through 18 refer to the following conversation.

Man: When are you holding[1] that wedding shower[2] for Diane? Is it
this weekend?

Woman: No, I already told you it’s July 22. That’s the weekend after this
one. You’ll have to find something to do that afternoon because
it’s girls only, and we can’t have you hanging around[3].

Man: Right. I remember now. I’ll have to call Jerry and see if he wants
to go golfing. That should keep me out of the house for the
afternoon.

Woman: You can go golfing with Jerry or see if Rick wants to go
cycling—you haven’t done anything with him for a couple of
months. Or you can go to a movie by yourself. Anything. You just
can’t be here that day.

16. What is the woman planning to do?
(A) Go golfing
(B) Get married
(C) Take a shower
(D) Hold a wedding shower

17. When will the event take place?
(A) Today
(B) This weekend
(C) The weekend following this one
(D) In two months

18. Which of the following is NOT one of the man’s options?
(A) Going to a movie
(B) Going golfing
(C) Going cycling
(D) Staying at home

Notes

1 hold「開催する」
2 wedding shower「ウェディングシャワー」　これから結婚する女の人をお祝
いするパーティー。

3 hang around「周りをうろつく，そばにいる」
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試訳

問題 16–18は，次の会話に関するものです。

男性： ダイアンのウェディングシャワーはいつやるの？　今週末
だったっけ？

女性： いいえ，7月 22日って言ったでしょう。この週末の次の週末
よ。その日の午後はあなたは何かやることを考えてね。この
会は女の子だけの会だからあなたがいるとまずいのよ。

男性： そうだね。今，思い出したよ。ジェリーに電話して一緒にゴ
ルフに行くかどうか聞いてみるよ。そうすれば，午後はずっ
と家を出ているからね。

女性： ジェリーとゴルフに行ってもいいし，リックとサイクリング
に行ってもいいわね。彼とは2，3カ月会っていないでしょ
う。または，1人で映画もいいんじゃない？　とにかく，そ
の日はここにいられないからね。

16. 女性は何を計画していますか。
(A) ゴルフに行くこと
(B) 結婚すること
(C) シャワーを浴びること
(D) ウェディングシャワーを開催すること

17. その会はいつ開かれますか。
(A) 今日
(B) 今週末
(C) 今週末の次の週末
(D) 2カ月後

18. 男性が考えている選択肢に入っていないのは，次のどれですか。
(A) 映画に行く
(B) ゴルフに行く
(C) サイクリングに行く
(D) 家にいる

正解

16. (D)    17.  (C)    18.  (D)
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Part 4

Audioscript

Questions 19 through 21 refer to the following announcement.

Welcome on board Flight 076 bound for Beijing. In a few moments we’ll be
screening[1] a safety video about this aircraft. There is also a safety
briefing[2] card in the seat pocket in front of you. We ask that you give full
attention to both. The use of all radio transmitting[3] devices and cell phones
is prohibited at all times during the flight. All portable electronic devices,
such as personal computers, MP3 players, and wireless handheld devices,
must be turned off during takeoff and landing. We thank you for choosing
our airline and look forward to serving you today.

19. What is the purpose of this announcement?
(A) To advertise rental videos
(B) To advertise electronics
(C) To announce rules and regulations
(D) To announce flight times

20. Where would one hear this announcement?
(A) At an airport
(B) In an airplane
(C) In an electronics store
(D) On television

21. According to the announcement, when is cell phone use permitted?
(A) Never
(B) Anytime
(C) Anytime other than takeoff and landing
(D) Anytime other than during the safety video

Notes

1 screen「上映する，映写する」
2 brief「手短に説明する，要点を言う」
3 transmit「送信する」
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試訳

問題 19–21は，次の放送に関するものです。

北京行き076便にようこそご搭乗いただきました。数分後に，当機の安全
ビデオを上映いたします。また，お客さまのお座席の前にあるシートポ
ケットには，安全に関する説明書が入っています。どちらにも十分目を通
しておいてください。発信機のついた機器や携帯電話の使用は，飛行中，
禁じられております。パーソナルコンピュータ，MP3プレーヤー，ワイ
ヤレスハンドヘルド機器などの携帯電子機器は，離陸時と着陸時に電源を
お切りください。私どもの航空会社をお選びいただきありがとうございま
す。今日お仕えさせていただくのを楽しみにしております。

19. この放送の目的は何ですか。
(A) 貸しビデオを宣伝する
(B) 電子機器を宣伝する
(C) 規則や法規を知らせる
(D) 飛行時間を知らせる

20. この放送はどこで聞かれますか。
(A) 空港で
(B) 飛行機内で
(C) 電子機器販売店で
(D) テレビで

21. 放送によると，携帯電話はいつ使用が許可されますか。
(A) 使用は許可されない
(B) いつでも使用してよい
(C) 離陸と着陸以外のときは使用してよい
(D) 安全ビデオの上映中以外は使用してよい

正解

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

Questions 22 through 24 refer to the following announcement.

Good afternoon, Riddles Shoppers. It’s time to announce some in-store
specials. All of these sales will be going on until 5 p.m. In our bath section,
all vinyl shower curtains are half off. Some are as low as $9.99. We also
have wood frame folding[1] hampers[2] with gingham bags in a variety of
colors for $12.99. It is summertime, and everyone likes to cool off with
homemade ice cream. In our kitchen and housewares[3] department, we have
the Aruma four-liter traditional ice cream maker for only $39.99, and the
Aruma soft-serve ice cream maker for only $29.99. And in electronics, we
have the Freestyle one-gigabyte MP3 player for only $89.99. It’s
waterproof[4], so it’s convenient for the beach or pool. Remember, you only
have until 5 p.m. to take advantage of[5] these great deals.

22. Where would one hear this announcement?
(A) On the radio
(B) On television
(C) In a discount store
(D) At the beach

23. How much is the traditional ice cream maker?
(A) $9.99
(B) $12.99
(C) $29.99
(D) $39.99

24. What does the speaker say is convenient?
(A) The MP3 player
(B) The hampers
(C) The shower curtains
(D) The pool

Notes

1 folding「折り畳むことができる」
2 hamper(s)「洗濯物を入れておくかごや袋」
3 housewares「家庭用品」
4 waterproof「防水の」　cf. fireproof「耐火性の」
5 take advantage of . . .「…をうまく利用する」
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試訳

問題 22–24は，次の放送に関するものです。

こんにちは，リドルズショッパーズです。店内の特別奉仕品についてお知
らせします。これらの売り出しは，午後 5時までです。浴室用品売り場で
は，すべてのビニール製シャワーカーテンが半額です。9ドル 99セント
のものもあります。木枠の折り畳み式洗濯物入れはさまざまな色のギンガ
ム柄の袋がついて12ドル 99セントです。夏ですから皆さん，ホームメイ
ドのアイスクリームで涼みたいですよね。台所用品売り場では，アルマ社
製の 4リットルの昔ながらのアイスクリーム製造機がたったの39ドル99
セントです。アルマ社製のソフトクリーム製造機はたったの29ドル 99セ
ントです。電子機器売り場では，フリースタイルの 1ギガバイト容量の
MP3プレーヤーがたったの89ドル 99セントです。防水加工がしてあるの
で，ビーチやプールに持って行くときに便利です。忘れないでください，
これらの売り出しがご利用できるのは，5時までですよ。

22. この放送はどこで聞かれますか。
(A) ラジオで
(B) テレビで
(C) ディスカウントストアーの店内で
(D) ビーチで

23. 昔ながらのアイスクリーム製造機はいくらですか。
(A) 9ドル99セント
(B) 12ドル 99セント
(C) 29ドル 99セント
(D) 39ドル 99セント

24. 話し手が便利だと言っているのは，何ですか。
(A) MP3プレーヤー
(B) 洗濯物入れ
(C) シャワーカーテン
(D) プール

正解

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