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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/
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 Pretest
Part 5

1. Regulations call for[1] travelers to show a ------- U.S. passport in order to reenter the
country from Canada, Mexico and the Caribbean[2].
(A) valid
(B) relevant
(C) plausible
(D) dispensable

2. Corinne ------- paid the publisher to print the collection of her friend’s writings.
(A) secret
(B) support
(C) secretly
(D) supportive

3. Carl Linnaeus is ------- for[3] developing a system of scientific names for all the
living things on Earth.
(A) remembered
(B) remembering
(C) reminded
(D) reminding

4. I am looking forward to[4] ------- a new waffle maker.
(A) buy
(B) buying
(C) be bought
(D) have bought

5. The items you ordered online[5] ------- shipped by the end of the month.
(A) were
(B) will be
(C) are
(D) have been

6. The audience[6] ------- seated quietly in their seats until the performance started.
(A) was
(B) are
(C) is
(D) were

Notes
1 call for . . .「…を必要とする，要求する」
2 the Caribbean「カリブ海域諸島」
3 be remembered for . . .「…で覚えられている」
4 look forward to . . .「…を楽しみにする」　このtoは不定詞を作るものではなく前置詞。
後は名詞や動名詞（-ing）が続く。
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5 the items you ordered online = the items which you ordered online　これ全体がこの文
の主部。

6 audience「聴衆」　集合名詞なので，単数形のままで複数扱いにされることも単数扱い
にされることもある。この文では，in their seatsと複数形の代名詞で受けていることか
ら，複数扱いである。

試訳

1. カナダ，メキシコ，カリブ海域諸島から再入国するために，規則により旅行者は有
効な合衆国パスポートを提示することが必要です。
(A) 有効な
(B) 関連のある
(C) もっともな
(D) なくても済む

2. コリーンは彼女の友達の著作を集めたものを印刷するために，出版社にひそかにお
金を支払った。
(A) 秘密
(B) 支え（支える）
(C) ひそかに
(D) 協力的な

3. カール・リネーアスは，地球上のすべての生物に対する学名の体系を発展させたこ
とで記憶されている。
(A) remembered < remember（記憶する）
(B) remembering < remember（記憶する）
(C) reminded < remind（思い出させる）
(D) reminding < remind（思い出させる）

4. 私は新しいワッフルメーカーを買うのを楽しみにしている。

5. あなたがオンラインで注文された商品は今月末までに出荷されます。

6. 聴衆は公演が始まるまで静かに座席に座っていた。

正解

1. (A)    2.  (C)    3.  (A)    4.  (B)    5.  (B)    6.  (D)
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Part 6
Questions 7–9 refer to the following letter.

Dear Mr. Cairo:

We are very pleased to send our congratulations to you and Mrs. Cairo on[1] the
upcoming marriage of your daughter, Maria. Maria is a charming and refined young
lady  many kindnesses we will always remember.

7. (A) who
(B) whose
(C) so
(D) as

8. (A) Fortunately
(B) Surprisingly
(C) Therefore
(D) Unfortunately

We were very happy and honored to receive your invitation to the wedding.
, we are not able to attend, as we will be out of the country for the next

9. (A) son
(B) daughter
(C) husband
(D) groom

two months. We very much regret that we cannot be present to celebrate the
occasion with you in person[2].

Please extend our best wishes for[3] a long life of health and happiness to the bride[4]

and .

Sincerely,

Darrell and Nancy McMullen

Notes
1 send one’s congratulations to A on B「Bに際し Aにお祝いを言う」
2 be present to celebrate the occasion with someone in person「（人と）じかに祝う場
に出席する」

3 Please extend our best wishes for . . .「…をお祈り申し上げます」
4 bride「花嫁，新婦」 cf. groom（花婿，新郎）
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試訳

問題 7–9は以下の手紙についてです。

親愛なるカイロ様

娘さんのマリアの来るべき結婚に，あなたと奥さま（カイロ夫人）に喜んでお祝いを
申し上げます。マリアは魅力的で上品なお嬢さまで，彼女の多くの思いやりはいつま
でもわれわれの記憶に残るものです。

結婚式への招待状をいただいたことは大変喜ばしく名誉なことです。残念ながら，こ
の先2カ月間海外におりますので，出席はかないません。あなた方とじかに祝いの席
に出席できないことをとても残念に思います。

新郎新婦がいつまでも健康で幸せであることをお祈り申し上げます。

敬具

ダレル&ナンシー・マクマレン

8. (A) 幸運にも
(B) 驚いたことに
(C) したがって
(D) 残念ながら

9. (A) 息子
(B) 娘
(C) 夫
(D) 新郎

正解

7. (B)    8.  (D)    9.  (D)
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Questions 10–12 refer to the following e-mail.

To: Mr. Lowell Pane
From: Mike Harris, XYZ Ltd.
Subject: New Area Representative Visit
Date: July 20

We have just  Ms. Judi Lindley as our new representative[1] for your

10. (A) agreed
(B) assigned
(C) succeeded
(D) supported

area.

Ms. Lindley has been with our firm for 10 years and is extremely experienced in all
aspects of our production.

She will be going to Escondido on July 27 and would like to visit you that morning if
that  conflict with your schedule. If there is any problem with that

, please let us know.

Notes
1 representative「販売代理人，代表者」　文脈によっては「米国下院議員」の意味にもな
るが，その場合は通例 Representativeと大文字で表記する。

11. (A) isn’t
(B) aren’t
(C) doesn’t
(D) don’t

12. (A) date
(B) communication
(C) area
(D) production
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試訳

問題 10–12は以下の電子メールについてです。

あて先：ローウェル・ペイン様
差出人：XYZ（株）マイク・ハリス
件名：新任地区販売代理人の訪問
日付：7月 20日

貴殿の地区の新しい販売代理人としてジュディー・リンドレー女史を任命したところ
であります。

リンドレー女史はわが社で 10年間勤務し，わが社の商品のあらゆる面に精通してお
ります。

彼女は 7月 27日にエスコンディードにまいり，同日午前中にあなたのスケジュール
に支障がなければ，貴殿を訪問したいと考えております。この日で何か問題がござい
ましたら，ご連絡ください。

10. (A) 同意した
(B) 任命した
(C) 後を継いだ
(D) 支持した

12. (A) 日付
(B) コミュニケーション
(C) 地区
(D) 製品

正解

10. (B)    11.  (C)    12.  (A)
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Part 7
Questions 13–15 refer to the following letter.

Jay’s Merchandise
P.O. Box 2700
Tempe, AZ 85280

Dear Mrs. Johnson,

Thank you for your kind letter regarding the exceptional[1] service you received from
Nanette Sebastian, an associate at our Scottsdale branch. We always strive[2] to
maintain the highest standards of customer service, and having read your letter, we are
happy that Ms. Sebastian was there to help you with your purchase of a new plasma
television. A copy of your letter has been forwarded to[3] the personnel department
and will be included[4] in Ms. Sebastian’s file.

So seldom[5] does a customer take the time to write a letter of appreciation that we feel
moved to reward your initiative[6].

Please accept the enclosed certificate, which, when presented, will entitle[7] the
bearer[8] to a 10 percent discount on any purchase of up to $199.99, or 20 percent off
any purchase of $200 or over. It can be used at any Jay’s Merchandise store in the U.S.
or Canada, and expires one year from the date of issuance.

This is but a small token[9] of our appreciation of customers such as you, whose
satisfaction has enabled us to grow and prosper[10] in this highly competitive
marketplace.

Again, on behalf of the entire Jay’s Merchandise organization, a heartfelt[11] thank
you.

Sincerely,

Kenneth Frank

Kenneth Frank
Director of Customer Relations

Jay’s Merchandise, ensuring quality and value for our customers since 1922.

Notes
1 exceptional「格別の，優秀な」
2 strive「努力する，奮闘する」
3 forward to . . .「…へ転送する」
4 include「…に含む，…に入れる」
5 so seldom「…することはめったにない」
6 initiative「先制して行うこと」　cf. initiate (v.)「先んじる」
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7 entitle「…の資格を与える，…の権利を与える」
8 bearer「持っている人，保持者」
9 token「印，象徴」

10 prosper「繁栄する，繁盛する」
11 heartfelt「心からの，真情あふれた」

試訳

設問 13–15は次の手紙に関するものです。

ジェイズマーチャンダイズ
郵便私書箱 2700
テンピ，アリゾナ 85280

ジョンソン様

スコッツデール支社の営業員，ネネット・セバスチャンによる格別な接客ぶりに対し
て，丁寧なお手紙をいただきありがとうございました。お客さまサービスに関しては
常に高い水準を保つよう努力しております。いただいたお手紙を拝見させていただき，
プラズマテレビをご購入の際にセバスチャンがお客さまのお手伝いができたことを私
どもも大変うれしく思いました。貴女の手紙の写しは人事課に転送され，彼女のファ
イルに収められます。

お客さまがお時間を取って謝礼文を書いていただくことは，とても貴重なことです。
このことを心から感謝し，貴女のお心遣いに報いたいと思います。

同封いたしました証書をお受け取りください。この証書をご提示いただければ，199
ドル 99セントまでのお買い物には 10パーセントの割引を，200ドル以上のお買い物
には 20パーセントの割引をさせていただきます。この証書はアメリカとカナダのど
このジェイズマーチャンダイズ店でもお使いいただけます。使用期限は発行日から1
年です。

これは，少ないですが貴女のようなお客さまに対する感謝の印です。貴女のようなお
客さまにご満足いただくことで私たちはこの厳しい競争の中で成長し，繁栄してくる
ことができました。

ジェイズマーチャンダイズ社の全社を代表して，重ねて心から感謝を申し上げます。

敬具

ケネス・フランク
顧客係部長

1922年からお客さまに品質と価値を保証しているジェイズマーチャンダイズ
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13. What has Mrs. Johnson received with this letter?
(A) A discount coupon
(B) A plasma television
(C) A job with Jay’s merchandise
(D) Nothing

14. Why did Mrs. Johnson write a letter?
(A) To complain about her television
(B) To request a discount coupon
(C) To commend a Jay’s Merchandise employee
(D) To apply for a job with the personnel department

15. What is Nanette Sebastian’s position?
(A) Director of customer relations
(B) Sales associate at the Tempe store
(C) Sales associate at the Scottsdale store
(D) Human resources specialist
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13. ジョンソンさんはこの手紙と一緒に何を受け取りましたか。
(A) 割引クーポン
(B) プラズマテレビ
(C) ジェイズマーチャンダイズでの職
(D) 何も受け取っていない。

14. どうしてジョンソンさんは手紙を書いたのですか。
(A) 彼女のテレビについて苦情を言うため
(B) 割引クーポンをもらうため
(C) ジェイズマーチャンダイズの従業員をたたえるため
(D) 人事部での職に応募するため

15. ネネット・セバスチャンの職は何ですか。
(A) 顧客係の部長
(B) テンピ店の営業員
(C) スコッツデール店の営業員
(D) 人事の専門家

正解

13. (A)    14.  (C)    15.  (C)
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Questions 16–17 refer to the following advertisement.

Stop Snoring with the Sueno Pillow

The clinically[1] tested and patented[2] Sueno Pillow is designed to help you stop
snoring[3]. If you suffer from snoring or mild sleep apnea[4], you owe[5] it to yourself
and your partner to switch to the Sueno Pillow. Designed by a team of neurologists[6]

and sleep science experts, the Sueno Pillow allows you to sleep comfortably on your
side or back and keep your jaw slightly open. This allows air to flow freely and stops
your snoring. So try it today. No prescription[7] is needed and you will receive a full
refund[8] if you’re not completely satisfied. The Sueno Pillow. Available at any of our
400 nationwide Sleep Better Outlets or online at www.suenopillow.com. Only $89.

Medical Uses
• May improve quality of sleep.
• May stop or decrease snoring.
• May be used as a treatment for mild obstructive[9] sleep apnea.

16. Which of the following is NOT an advertised function of the Sueno Pillow?
(A) It allows you to sleep comfortably.
(B) It keeps your jaw open.
(C) It allows air to flow freely.
(D) It relieves backaches.

17. What is guaranteed in the advertisement?
(A) A cure for snoring
(B) A better night’s sleep
(C) A full refund if not satisfied
(D) A cure for sleep apnea

Notes
1 clinically「臨床で，病床で」　cf. clinical (adj.)「臨床の」
2 patent「特許権を取る」
3 snore「いびきをかく」
4 sleep apnea「睡眠時無呼吸症候群」
5 owe「…する義務がある」
6 neurologist(s)「神経科医」
7 prescription「処方箋」　cf. prescribe (v.)「処方する，指示する」
8 refund「返金」
9 obstructive「じゃまになる，妨害の」
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試訳

設問 16–17は，次の広告に関するものです。

スエノピローでいびきが止まる

臨床実験済みで，特許も取得しているスエノピローは，あなたのいびきを止めるお手
伝いをするよう設計されています。もしいびきや軽い睡眠時無呼吸症候群でお悩みな
ら，あなたとあなたのパートナーのためにもスエノピローに変えるべきです。神経科
医と睡眠科学の権威によるチームが開発したスエノピローで，あなたは横向きでも仰
向きでも気持ちよく眠ることができ，また，これはあなたのあごを少し開けた状態に
してくれます。これで空気が流れるようになるので，いびきが止まるのです。さあ，
今日使ってみてください。処方箋は必要ありませんし，もしあなたが完全に満足しな
ければ代金は全額をお返しします。スエノピローは全国の400のスリープベターアウ
トレットの店か，またはwww.suenopillow.comのウェブサイトでお買い求めいただけ
ます。お値段はたったの 89ドルです。

医療用
・睡眠の質を向上させる。
・いびきを止める，または少なくする。
・軽度の障害となる睡眠時無呼吸症候群の治療として使用する。

16. スエノピローの効用として宣伝されていないのは，次のどれですか。
(A) あなたが気持ちよく眠ることができる。
(B) あなたのあごを少し開けた状態にしてくれる。
(C) 空気が自由に流れるようにしてくれる。
(D) 腰の痛みを和らげる。

17. 広告の中で保証しているのはどんなことですか。
(A) いびきを治すこと
(B) よりよい睡眠が得られること
(C) 満足しなかった場合は代金を全額返金すること
(D) 睡眠時無呼吸症候群の治療

正解

16. (D)    17.  (C)
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Questions 18–22 refer to the following article and graph.

Last month the Coalition[1] of Real Estate Agents[2] conducted[3] its annual
homeowners’ survey[4]. Approximately[5] 7,500 homeowners participated. They had
lived in their current homes for periods ranging from 6 months to 21 years.

The survey included the following questions: 1) How satisfied are you with your
current home? and 2) What factors are most important to you when looking for a
home?

The majority of respondents[6] were satisfied with their current homes. In answer to
question 1) above, 32 percent said they were “very happy” and 38 percent said they
were “happy” with their home. Satisfaction was highest among those who had owned
their home for less than five years.

In answer to question 2), the largest number of people said that price was the most
important factor when choosing a home, with size a close second. The chart[7] below
shows what percentages of respondents rated different factors “most important.”

Notes
1 coalition「連合，連立」
2 real estate agent(s)「不動産業者」
3 conduct「実施する，運営する」
4 survey「アンケート」
5 approximately「約，おおよそ」
6 respondent(s)「回答者」
7 chart「チャート，表」

Most important factor 
when looking for a home

Price of home

Size of home

Neighborhood (safety, friendly 
atmosphere, etc.)

Nearness to job

Nearness to schools

Others

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

32%

30%

21%

10%

5%

2%
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試訳

設問 18–22は，次の記事とグラフに関するものです。

　先月，不動産業者連合会が例年の自宅所有者アンケートを実施しました。約 7500
人の自宅所有者が回答しました。回答者が現在の家に住んでいた期間は6カ月から21
年間です。
　アンケートには次の質問がありました。（1）現在の家にどのくらい満足しています
か。（2）家を探したとき，どんな要素を一番重要視しましたか。
　半数以上の回答者は現在の家に満足していました。（1）の回答として，32パーセン
トの人が「とても満足している」と答え，38パーセントの人が「満足している」と答
えました。満足度が一番高かったのは，家の居住期間が 5年未満の人たちでした。
　（2）の回答として一番多かったのが，家を選ぶときに値段が一番重要だという答え
でした。回答数にあまり差がなく2番目に重要なのは，家の大きさでした。下の表は
回答者が「最も重要だ」と答えた要素がそれぞれ何パーセントだったかを示します。
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18. What is the primary purpose of this survey?
(A) To show housing prices
(B) To determine the relationship between house size and house price
(C) To learn about homeowner satisfaction levels and reasons for choosing their

homes
(D) To find out the length of time people had lived in their homes

19. What group of people were most satisfied with their homes?
(A) Those who had lived in their homes less than five years
(B) Those with the largest homes
(C) Those with the least expensive homes
(D) Those who had lived in their homes over 21 years

20. What percentage of people were “very happy” with their homes?
(A) 32%
(B) 38%
(C) 70%
(D) A majority

21. What was the fifth most important factor in a house search?
(A) Nearness to job
(B) Nearness to schools
(C) Whether the house will last a long time
(D) Whether the house has a high resale value

22. Which of the following was most important to the most people?
(A) A safe neighborhood
(B) A friendly neighborhood
(C) “Other” factors
(D) A house’s size
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18. このアンケートの主な目的は何ですか。
(A) 家の値段を示すこと
(B) 家の大きさと値段との関係性を探ること
(C) 自宅所有者の満足度と家を選ぶときの理由を調べること
(D) 現在の家にどのくらいの期間住んでいるかを調べること

19. 現在の家に対して一番満足度が高いのは，どんな人たちのグループですか。
(A) 現在の家の居住期間が 5年未満の人々
(B) 最も大きい家に住んでいる人々
(C) 一番値段の安い家に住んでいる人々
(D) 現在の家の居住期間が 21年より長い人々

20. 現在の家に「とても満足している」と答えたのは何パーセントですか。
(A) 32パーセント
(B) 38パーセント
(C) 70パーセント
(D) 過半数

21. 家を探すときの 5番目に重要な要素とは何ですか。
(A) 職場に近いこと
(B) 学校に近いこと
(C) その家が長く持つかどうか
(D) その家を売るときに高い価値があるかどうか

22. 次の中でほとんどの人にとって最も重要だったのはどれですか。
(A) 家の近所が安全なこと
(B) 家の近所の人々が親切なこと
(C) 「その他」の項目
(D) 家の大きさ

正解

18. (C)    19.  (A)    20.  (A)    21.  (B)    22.  (D)
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  Unit 1
Part 5

1. One of the problems of solar cells[1] is that they only make ------- during the day.
(A) electricity
(B) electric
(C) electrical
(D) electrically

2. Japan, as well as the other leading industrialized countries[2], ------- ratified[3] the
convention[4].
(A) has
(B) have
(C) is
(D) are

3. In the UK, approximately[5] half of primary schools and ------- of secondary schools
use Wi-Fi[6] Internet networks.
(A) four-fifth
(B) four-fives
(C) four-fifths
(D) four-five

4. Many people every year ------- sick after eating unclean food or products containing
harmful substances[7].
(A) becoming
(B) become
(C) has become
(D) having become

5. Amelia Earhart first became interested in flying ------- living in Toronto.
(A) during
(B) while
(C) for
(D) at

6. None of[8] the eight candidates[9] ------- stood in the elections won the 50 percent
majority necessary to avoid a second round.
(A) whom
(B) which
(C) whichever
(D) who

Notes
1 solar cell(s)「太陽電池」
2 leading industrialized country[ies]「先進工業国」
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3 ratify「（条約・法案などを）承認する，批准する」
4 convention「（正式な）協定，協約」　cf. treaty「条約，盟約」
5 approximately「おおよそ」
6 Wi-Fi「無線 LAN」　無線 LANの標準規格の愛称。Wireless Fidelityを縮めたもの。
7 substance(s)「物質」
8 none of . . .「…のうちの 1人も［1つも］…でない」
9 candidate(s)「候補者」

試訳

1. 太陽電池の問題の 1つは，日中しか電気を作れないということだ。
(A) 電気
(B) 電気の
(C) 電気に関する
(D) 電気的に

2. 日本は，他の先進工業国と同様，その協定を批准した。

3. イギリスでは，小学校の約半数と中学校の 5分の 4で，無線 LANでインターネッ
ト網を使っている。

4. 毎年多くの人が有害な物質を含む汚い食べ物や製品を食べた後に具合が悪くなって
いる。

5. アメリア・イアハートはトロントに住んでいたときに，初めて飛行に興味を持っ
た。

6. 選挙に出馬していた 8人の候補者の誰 1人として，2回目（の投票）を避けるのに
必要な 50パーセントの（得票）多数を勝ち取れなかった。

正解

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

Questions 1–3 refer to the following article.

Country singer and songwriter Adrienne Young brings together music and
agricultural[1] activism[2]. She even included a packet of seeds with every copy of her
first CD. Adrienne Young wants people to know that she supports the local farming
movement in America. She offers  about agricultural issues on her

website.

Part of the profits from Young’s third and newest release, Room to Grow, will be
 to community gardens.

Adrienne Young’s family has lived in Florida for seven generations[7]. Her
 helped develop the agriculture industry there.

1. (A) information
(B) informative[3]

(C) informational
(D) the information

2. (A) done
(B) donated[4]

(C) delved[5]

(D) duplicated[6]

3. (A) anecdote[8]

(B) ancestors[9]

(C) discipline[10]

(D) descendant[11]

Notes
1 agricultural「農業の」cf. agriculture「農業」
2 activism「積極的な活動」
3 informative「情報を与える，有益な」
4 donate「寄付する」
5 delve「徹底的に調べる」
6 duplicate「複製する」
7 generation(s)「世代」
8 anecdote「逸話」
9 ancestor(s)「祖先」

10 discipline「規律，しつけ」
11 descendant「子孫」
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試訳

問題 1–3は以下の記事についてです。

カントリーのシンガーソングライター，エイドリエン・ヤングは音楽と農業に関する
積極的な活動を結び付けています。彼女はファーストCDのすべてに種を入れた包み
を同封することもしました。エイドリエン・ヤングは，人々に彼女がアメリカにおけ
る地域農業運動を支持していることを知ってもらいたいのです。彼女は自分のウェブ
サイトで農業問題に関する情報を提供しています。

ヤングの 3枚目になる最新作『ルーム・トゥ・グロウ』の収益の一部は，地域の菜園
に寄付されます。

エイドリエン・ヤングの家族は7世代にわたりフロリダに住んでいます。彼女の祖先
は当地での農産業の発展に尽力したのです。

1. (A) 情報
(B) 情報を提供する
(C) 情報の
(D) その情報

2. (A) done
(B) donated < donate　寄付する
(C) delved < delve　徹底的に調べる
(D) duplicated < duplicate　複製する

3. (A) 逸話
(B) 祖先
(C) 規律
(D) 子孫

正解

1. (A)    2.  (B)    3.  (B)
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Questions 4–6 refer to the following advertisement.

Southeast Airlines has started to offer in-flight[1] broadband Internet service. At your
seat, you can connect your personal computer to the on-board[2] server through a
comprehensive WLAN[3] system. The server is  to the Internet via

4. (A) connect
(B) connected
(C) to connect
(D) connecting

5. (A) so
(B) if
(C) but
(D) though

satellite communication[4]. The service provides about the same communication speed
as ADSL[5],  you can surf the Internet[6] or access your company

intranet easily, reliably and without wires[7], all at very high-speed data signaling
rates[8]. You can use the service for a charge of $10 per half hour. Currently, the
service is only  in first and business class.

6. (A) probable[9]

(B) durable[10]

(C) acceptable[11]

(D) available[12]

Notes
1 in-flight「機内の，飛行中の」
2 on-board「機内に搭載された」
3 WLAN = Wireless Local Area Network「無線 LAN」
4 satellite communication「衛星通信」
5 ADSL = Asymmetric [Asymmetrical] Digital Subscriber Line「非対称型デジタル加入者
回線」　1本の電話回線で通話しながらデジタルデータ通信も行える回線。

6 surf the Internet「インターネットサーフィンをする」
7 without wires「無線で」
8 data signaling rate(s)「データ信号速度」
9 probable「ありそうな」

10 durable「耐久性のある」
11 acceptable「受け入れられる，満足のいく」
12 available「利用可能な，手に入る」
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試訳

問題 4–6は以下の広告についてです。

サウスイースト航空は飛行中のブロードバンド・インターネット・サービスの提供を
始めました。座席でご自分のパソコンを包括的な無線LANシステムを通して機内の
サーバーに接続することができます。サーバーは衛星通信を経由してインターネット
に接続されています。このサービスは，ADSLと同じスピードの通信を提供するもの
で，常に非常に高速なデータ信号速度で，簡単に確実に無線で，あちこちのサイトを
見て回ったり，あなたの会社のイントラネットにアクセスすることができます。この
サービスは30分10ドルでご利用になれます。現在のところ，このサービスはファー
ストクラスとビジネスクラスにおいてのみご利用可能です。

6. (A) ありそうな
(B) 耐久性のある
(C) 満足のいく
(D) 利用可能な

正解

4. (B)    5.  (A)    6. (D)
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  Unit 3
Part 7

Questions 1–3 refer to the following memo.

Telephone Message

To: Brian Adams
From: Rachel Scott

X

Caller: Julie Griffith
Phone Number: (888) 555-1453

Will Call Back
Wants You to Call

Call as Soon as Possible
Left a Message

Message:
Julie called about the upcoming[1] visit of the youth orchestra from Yamagata. She said
there are still a few details that need to be worked out[2]. #1 One of the children has a
serious airborne peanut allergy[3]. We have to make sure that there are no nuts of any
kind around the child. The child will have special medication[4] with her in case of an
allergy attack, but an adult will have to accompany[5] her at all times to administer[6]

the medication in the event[7] it is needed. #2 We have to get a new xylophone before
the concert. The orchestra from Japan will not be bringing theirs, and ours was
damaged last summer and can’t be used. She’s looked into it and done some pricing,
but needs your input as well. They’re more expensive than she thought and she doesn’t
know if we can afford it. #3 We still need to do a final confirmation with all of the host
families to make sure they can meet the children at the train station. Please call her
back today. If you can’t, she’ll call you back tomorrow morning.

Notes
1 upcoming「やってくる，近づく」
2 work out「解決する，調節する」
3 airborne peanut allergy「空気媒体のピーナッツアレルギー」　ピーナッツを食べなくて
も，ピーナッツが近くにあるだけで起こるアレルギー。

4 medication「医薬，治療」
5 accompany「同行する」
6 administer「実施する，処理する」
7 in the event . . .「…が起こった場合に」　cf. Please use the stairs in the event of fire.

X
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試訳

設問 1–3は次のメモに関するものです。

電話メッセージ

あて名：ブライアン・アダムズ
差出人：レイチェル・スコット

電話のかけ手：ジュリー・グリフィス
電話番号：(888) 555-1453

 また，電話をします。
 折り返し電話をしてください。

 至急電話をしてください。
 伝言を残しました。

伝言：
ジュリーから，山形から青少年オーケストラが近く訪れることに関して電話がありま
した。まだ，いくつか調整しなければならないことがあると言っていました。1つ目
は，1人の子供が深刻な空気媒体のピーナッツアレルギーを持っていることです。
ナッツ類はどんな種類でも，その子の周りにはないよう確認しなければなりません。
その女の子は，アレルギーが起こった場合に備えて治療薬を持って来ますが，大人が
その女の子にいつも同行して，その治療を行えるようにしなければなりません。2つ
目は，コンサートの前に新しい木琴を用意しなければなりません。日本からのオーケ
ストラは自分たちの木琴を持って来ません。私たちのは去年の夏に壊れて使えません。
彼女は値段について調べてみましたが，それについてもあなたの意見が必要です。値
段は彼女が思っていたより高く，買えるかどうかわからないそうです。3つ目は，私
たちは，ホストファミリーが駅で子供らを出迎えられるのか最終確認をしなければな
りません。今日，彼女に電話をかけてください。もし電話できなければ，彼女が明朝
電話するそうです。

X X
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1. What was Ms. Griffith’s primary purpose in calling?
(A) To talk about repairing a xylophone
(B) To look into purchasing allergy medication
(C) To find host families
(D) To go over the details of an orchestra’s visit

2. Which of the following is NOT one of Ms. Griffith’s concerns?
(A) The youth orchestra may not arrive on schedule.
(B) Xylophones are very expensive.
(C) One girl needs special medical attention.
(D) The host families need to be at the train station at a specified time.

3. According to the message, what should Mr. Adams do?
(A) Purchase a new xylophone
(B) Purchase allergy medication
(C) Call Ms. Griffith back
(D) Meet the youth orchestra at the train station
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1. グリフィスさんが電話をかけた主な目的は何ですか。
(A) 木琴の修理について話すため
(B) アレルギーの治療薬を買うことについて調べるため
(C) ホストファミリーを探すため
(D) オーケストラの訪問について，いくつか詳細について話すため

2. グリフィスさんが心配していることでないのは，次のどれですか。
(A) 青少年オーケストラが予定通りに到着しない。
(B) 木琴はとても値段が高い。
(C) ある女の子は特別な医療処置が必要だ。
(D) ホストファミリーはある時刻に駅に行かなければならない。

3. 伝言によると，アダムズ氏は何をするべきですか。
(A) 新しい木琴の購入
(B) アレルギー治療薬の購入
(C) グリフィスさんに電話すること
(D) 青少年オーケストラを駅で出迎えること

正解

1. (D)    2.  (A)    3.  (C)
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Questions 4–5 refer to the following notice.

Bicycles: Bicyclists will be accommodated[1] on a first come, first served basis[2] on
weekday off-peak[3] and weekend trains. Bicycles are prohibited[4] on weekday trains
scheduled to arrive in Seattle prior to 9:30 a.m. or departing Seattle between 3:00 p.m.
and 7:00 p.m., and during major Seattle events (Taste of Seattle, the Fourth of July,
Memorial Day, Jazz Fest, and other special events as they arise). Only three bicycles
will be allowed in priority[5] seating areas on each accessible[6] car. Standard bicycles
cannot exceed[7] 70 inches in length. Folding bicycles in protective[8] covers are
permitted. Individual cyclists must be at least 16 years old; cyclists 12 to 15 must be
accompanied by an adult. Children under 12 with bicycles are not permitted. Visit
seattletrans.com for rules, regulations and restrictions[9].

4. Which of the following are prohibited on trains?
(A) 70-inch-long bicycles
(B) 16-year-old bicyclists
(C) Folding bicycles
(D) 10-year-old bicyclists

5. When can one bring a bike on a train?
(A) During Taste of Seattle
(B) On weekend trains departing Seattle at noon
(C) On weekday trains arriving in Seattle at 8 a.m.
(D) On weekday trains departing Seattle at 4 p.m.

Notes
1 accommodate「…を収容する，…のスペースがある」
2 on a first come, first served basis「最初に来た人から順番にそのサービスが受けられ
る」

3 off-peak「混雑していない」
4 prohibit「禁止する」
5 priority「優先の」
6 accessible「使用できる，入りやすい」　accessible car は，車いすなどの補助機器が
乗せられる電車，自動車などを意味する。

7 exceed「…を超える」
8 protective「保護用の」　cf. protect (v.)「保護する」
9 restriction(s)「制限，制約条件」
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試訳

設問 4–5は次のお知らせに関するものです。

自転車：自転車使用者は，平日の混雑していない時間帯と週末に最初に来た人から順
に電車に乗ることができます。平日の 9時半前にシアトルに着く電車，午後 3時から
7時の間にシアトルを出発する電車，または，シアトルのイベント開催期間中（シア
トルの味の祭典，7月 4日，戦没者祈念日，ジャズフェスト，そのほかに行われる特
別なイベント）には，電車に自転車を持ち込むことは禁止されています。車いす利用
車の優先席には，自転車は 3台まで載せられます。自転車は，長さ 70インチを超え
てはいけません。保護カバーのかかった折りたたみ式自転車は許可されています。自
転車の利用者は16歳以上でなくてはなりません。12歳から15歳の子供は大人が同伴
しなければなりません。12歳未満の子供は自転車を持ち込むことはできません。自転
車に関する規則や制限についてはウェブサイトの seattletrans.comをご覧ください。

4. 電車で禁止されているのは，次のどれですか。
(A) 70インチの長さの自転車
(B) 16歳の子供が自転車を持ち込むこと
(C) 折りたたみ式の自転車
(D) 10歳の子供が自転車を持ち込むこと

5. 自転車を電車に持ち込めるのは，次のどの時間帯ですか。
(A) 「シアトルの味の祭典」のイベント期間中
(B) 週末，シアトルを正午に出発する電車
(C) 平日，シアトルに午前 8時に到着する電車
(D) 平日，シアトルを午後 4時に出発する電車

正解

4. (D)    5.  (B)
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  Unit 4
Part 5

1. People on both sides of the Atlantic[1] were ------- to learn about the brave girl’s
plan.
(A) exciting
(B) excitement
(C) excited
(D) to excite

2. Last month, scientists around the world ------- the birthday of an important figure[2]

in the history of science.
(A) celebration[3]

(B) celebrity[4]

(C) celebrate[5]

(D) celebrated

3. More than two-thirds of all the money spent on health care[6] in these regions

------- from the pockets of individuals[7].
(A) come
(B) to come
(C) coming
(D) comes

4. This statewide[8] electronic job bank system provides an instant computer link
between ------- and job seekers[9].
(A) employees
(B) employment
(C) employers
(D) employ

5. The Food and Drug Administration[10] has several possible ways to respond if a
company ------- to be violating[11] any of the laws the agency enforces[12].
(A) is finding
(B) will be found
(C) will find
(D) is found

6. Chimpanzees that have been nurtured[13] from birth by humans are more capable[14]

------- other chimpanzees in understanding and using tools.
(A) than
(B) of
(C) with
(D) against
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Notes
1 the Atlantic「大西洋」
2 figure「人物」
3 celebration「お祝い，祝典」
4 celebrity「有名人，著名人」
5 celebrate「祝う」
6 health care「健康管理」
7 come from the pockets of individuals「個人の支出による」
8 statewide「全州にわたる」
9 job seeker(s)「求職者」

10 the Food and Drug Administration「食品医薬品局」
11 violate「（法律・協定などに）違反する」
12 enforce「（法律・規則などを）施行する」
13 nurture「養育する」
14 capable「有能である，可能性がある」

試訳

1. 大西洋の両側の人々はこの勇敢な少女の計画を知ってわくわくした。

2. 先月，世界中の科学者が科学史における偉大な人物の誕生日を祝った。

3. これらの地区で健康管理に使われたすべてのお金の3分の2以上は，個人の支出に
よるものだ。

4. 州全体にわたるこの電子求人システムは，雇用者と求職者の間をコンピュータで即
座につなぐことを提供する。

5. 食品医薬品局は，同局が施行する何らかの法律を犯す企業が見つかった場合，対応
を取ることが可能ないくつかの方法を持っている。

6. 生まれたときから人間に育てられたチンパンジーは，道具を理解して使うことにお
いて，ほかのチンパンジーよりも有能である。

正解

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

Questions 1–3 refer to the following letter.

Dear Mrs. Mason,

I was most disappointed to learn upon my return to the office last week that you had
come to see me during my absence.  my secretary explained, I had

been suddenly called away on[1] a business trip.

I will be visiting Chicago next week, for one week. If you have some time open next
Tuesday, Wednesday or Friday, I would like you to be my guest for lunch. I’ll keep my
fingers  that[2] one of these dates is convenient for you.

I await[3] your  and look forward to meeting you in Chicago.

Sincerely yours,

Joe Temple

Notes
1 be called away on . . .「…に呼ばれて出る，…で席を外す」
2 keep one’s fingers crossed that . . .「…であることを祈る，願う」
3 await = wait for「待つ，待ち受ける」
4 replace「取って代わる」
5 recognition「認識」
6 response「返答，反応」

1. (A) For
(B) As
(C) Much
(D) With

2. (A) cross
(B) crossing
(C) crossed
(D) to cross

3. (A) reporting
(B) replace[4]

(C) recognition[5]

(D) response[6]
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試訳

問題 1–3は以下の手紙についてです。

メイソン様

先週社に戻った際に，私の不在中にあなたがおいでになったことを知って，とても残
念でした。私の秘書が説明したように，私は突然出張に呼ばれて出ていました。

来週，1週間シカゴを訪問します。来週の火曜日か水曜日か金曜日にお時間がありま
したら，昼食にご招待したいと思います。これらの日の1つであなたの都合がいいこ
とを祈っています。

あなたからのお返事をお待ちするとともに，シカゴでお会いできるのを楽しみにして
います。

敬具

ジョー・テンプル

3. (A) 報告
(B) 取って代わる
(C) 認識
(D) 返答，反応

正解

1. (B)    2.  (C)    3.  (D)
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Questions 4–6 refer to the following article.

In 1903, the 26th president of the United States heard about a small island in the state
of Florida that had many birds. President Theodore Roosevelt was told that hunters

 most of the pelicans on the island. He soon decided the nation should

4. (A) to kill
(B) were killing
(C) were killed
(D) have killed

 these beautiful water birds. President Roosevelt declared[5] the island

the first federally[6] protected area for birds. This  was named the

5. (A) produce[1]

(B) prolong[2]

(C) protest[3]

(D) protect[4]

Pelican Island Reservation[8]. Located in the Indian River Lagoon[9], near the Atlantic
Ocean, the island was the first part of what later would become the huge National
Wildlife Refuge System[10].

Notes
1 produce「生産する」
2 prolong「延長する」
3 protest「抗議する」
4 protect「保護する」
5 declare「宣言する」
6 federally「連邦政府によって」
7 refuge「避難，保護（施設）」
8 reservation「禁猟区」
9 lagoon「潟」

10 National Wildlife Refuge System「国立鳥獣保護区体系」

6. (A) bird
(B) president
(C) protection
(D) refuge[7]
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試訳

問題 4–6は以下の記事についてです。

1903年合衆国26代大統領は，フロリダ州の多くの鳥のいる小さな島のことを耳にし
ました。セオドア・ローズベルト大統領はその島のほとんどのペリカンをハンターた
ちが殺していると言われました。彼はすぐに国でこれらの美しい水鳥を保護すること
を決めました。ローズメルト大統領はこの島を初めて連邦政府が定めた鳥の保護地区
とすることを宣言しました。この保護区はペリカン島禁猟区と名付けられました。大
西洋の近くのインディアンリバー潟に位置するこの島は，のちに広大な国立鳥獣保護
区体系となる場所の最初の部分となったのです。

5. (A) 生産する
(B) 延長する
(C) 抗議する
(D) 保護する

6. (A) 鳥
(B) 大統領
(C) 保護
(D) 保護区

正解

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

Questions 1–5 refer to the following advertisement and e-mail.

The Urban[1] Group
Considering[2] a Career Change?

Want to be your own boss? The Urban Group offers you the chance to build your own
Urban Agency and sell the entire[3] selection of Urban insurance products.

By joining our elite[4] group of entrepreneurs[5] and building your own agency, you
can help families and small businesses build a better and more secure[6] financial
future.

As part of the Urban network, your agency will market our extensive[7] line of auto,
home, business, and life insurance.

WE OFFER:
• Full training
• Exceptional earning potential[8]

• Financial assistance the first 2 years
• Ownership equity[9]

Contact:
Jerry Mullens, District Manager
Carol Van Buren, Assistant District Manager
Phone: 888-555-3543
Fax: 888-555-3547
careers@urbangroupinsurance.com

---------------------------------------------------------------------------------------------

Notes
1 urban「都市の，市街地の」
2 consider「…を検討する」
3 entire「すべての，全体の」
4 elite「えり抜きの，選ばれた」
5 entrepreneur(s)「起業家」
6 secure「確かな，安全な」
7 extensive「広範囲にわたる，詳しい」
8 potential「可能性」
9 equity「（所有するビジネスの）純粋価格」
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試訳

設問 1–5は次の広告と電子メールに関するものです。

アーバングループ
転職を考えていますか

自分で自分のボスになってみたいと思いませんか。アーバングループでは，あなたが
自分のアーバン代理店を作り，すべてのアーバン保険商品を売るチャンスを提供して
います。

あなたが，私たちの起業家エリートグループに入って自分の代理店を作り，家族や中
小企業がざ財務的に安心した未来を築くお手伝いをすることができます。

アーバンネットワークの一部としてあなたの代理店は自動車，家屋，ビジネス，生命
保険など広範囲にわたる保険を販売します。

私たちが提供するもの：
・全般的な研修
・素晴らしい収入の可能性
・最初の 2年間の資金援助
・ビジネス所有資産

連絡先：
ジェリー・ムーレンズ，地区部長
キャロル・バン・ビューレン，副地区部長
電話：888-555-3543
ファックス：888-555-3547
careers@urbangroupinsurance.com



40

From: Kimberly Danhoff
Subject: Agency Start Up
Date: October 25, 2007
To: careers@urbangroupinsurance.com

Dear Mr. Mullens:

I recently saw your advertisement in the Careers section of the Atlanta Daily Tribune
and know that I am the type of person that Urban Group Insurance wants as an agent.
I’m versatile[10], a good communicator, and ready for a career change.

For the past five years I have been an elementary teacher in the Atlanta public school
system, teaching 4th grade at Marriott School. This job has been challenging[11] and
rewarding[12], but I feel it is time to move on.

The skills necessary to be a good teacher are many of the same skills necessary to be a
good insurance agent. I have to plan and administer each day’s lessons and
communicate effectively not only with my students, but also with the principal[13],
other faculty[14] and parents. The skills I have developed over the past five years in the
education world will undoubtedly[15] transfer[16] to the insurance world.

Attached is my resume for your review. Thank you most sincerely for your time and
consideration, and I look forward to hearing from you.

Cordially,

Kimberly Danhoff

Notes
10 versatile「万能の，多芸多才の」
11 challenging「やりがいがある」
12 rewarding「報われる」
13 principal「学長」
14 faculty「教員」
15 undoubtedly「疑うことなく，間違いなく」
16 transfer「移す，転移する」
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試訳

差出人：キンバリー・ダンホフ
用件：代理店を始めることについて
日時：2007年 10月 25日
あて先：careers@urbangroupinsurance.com

ムーレンズ様

昨日，『アトランタ・デイリー・トリビューン』のキャリアセクションに掲載してあっ
た貴社の広告を拝見させていただきました。そしてアーバングループ保険会社が代理
業者としてほしいのは，私のような人材ではないかと思いました。私は柔軟性があり，
人と話をするのが得意で，転職を望んでいます。

この5年間，私はアトランタ公立学校システムの小学校教諭をやっており，マリオッ
ト小学校で4年生を教えていました。この仕事はやりがいがあって，報われる仕事で
したが，そろそろ転職の時期ではないかと感じていました。

良い教師であるための技術と良い保険代理業者である技術は，その多くが同じもので
す。私は教師として，日々の授業計画を立て，授業を行い，生徒や校長，他の教員，
そして保護者などとうまくコミュニケーションを取っていかなければなりませんでし
た。この5年間に教育界で培ってきた技術は必ずや保険業界でも活用できるものであ
ると信じています。

私の履歴書を添付させていただきましたのでご参照ください。お時間を取っていただ
き，ご検討いただければ幸いです。貴社からお返事をいただくことを楽しみにしてお
ります。

敬具

キンバリー・ダンホフ
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1. In what field is the job being advertised?
(A) Urban planning
(B) Education
(C) Insurance
(D) Financial planning

2. What job does Ms. Danhoff hold now?
(A) Insurance agent
(B) Elementary school teacher
(C) Elementary school principal
(D) District manager

3. What does the Urban Group offer?
(A) Training for new agents
(B) Inexpensive life insurance
(C) Autos
(D) Career consulting

4. What does Ms. Danhoff want to do?
(A) Teach children
(B) Get a degree in urban planning
(C) Become a principal
(D) Make a career change

5. What skills does Ms. Danhoff have that are necessary for this position?
(A) Computer skills
(B) Parenting skills
(C) Communication skills
(D) Entrepreneurial skills
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1. 広告が出された職はどのような業界の仕事ですか。
(A) 都市計画
(B) 教育
(C) 保険
(D) 財務計画

2. ダンホフさんの現在の職業は何ですか。
(A) 保険代理業者
(B) 小学校の教員
(C) 小学校の校長
(D) 地区部長

3. アーバングループが提供するのは次のどれですか。
(A) 新しい代理業者の研修
(B) 価格の安い生命保険
(C) 自動車
(D) 職業相談

4. ダンホフさんは何をしたいのですか。
(A) 子供を教えたい
(B) 都市計画学の学位を取りたい
(C) 校長になりたい
(D) 転職したい

5. ダンホフさんが持っている技術でこの職に必要なのは次のどれですか。
(A) コンピュータ技術
(B) 養育の技術
(C) コミュニケーション技術
(D) 起業に関する技術

正解

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

1. The terms[1] used by the men and women who trade in the international
marketplace[2] ------- complex.
(A) is
(B) have
(C) has
(D) are

2. ------- the computer simulation, the ancient creature[3] could fly at a speed of almost
70 kilometers per hour.
(A) In spite of
(B) In addition to
(C) According to
(D) Because of

3. The new product will allow people to[4] keep their clothes smelling fresh and clean
even while they ------- them.
(A) are wearing
(B) were wearing
(C) will wear
(D) have worn

4. The problems began with a push[5] to ------- the health care system[6] in the 1980s.
(A) private
(B) privacy
(C) privatize[7]

(D) privatization

5. The fact is that Edith Wharton thought of ------- as a writer from the time she was a
child.
(A) myself
(B) herself
(C) I
(D) hers

6. Many employers are facing a problem: how to maintain a workforce[8] that
increasingly[9] cannot afford ------- near their jobs.
(A) living
(B) to live
(C) to living
(D) live
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Notes
1 term(s)「表現，用語」　cf. technical terms「専門用語」
2 international marketplace「国際市場」
3 ancient creature「古代生物」
4 allow . . . to do「…が…することを可能にする，許可する」
5 push「（政治・軍事・ビジネスにおける）動き，活動，行動」
6 health care system「保健制度，医療制度」
7 privatize「民営化する」　cf. privatization「民営化」
8 workforce「従業員（総数），労働人口」
9 increasingly「ますます，だんだんと」

試訳

1. 国際的な市場で取引をする男女に使われる表現は複雑だ。

2. コンピュータのシミュレーションによると，その古代の生物はほぼ時速 70キロ
メートルのスピードで飛ぶことができた。
(A) …にもかかわらず
(B) …に加えて
(C) …によると
(D) …のために

3. この新製品は，洋服を来ているときでも新鮮で清潔なにおいに保つことを可能にす
る。

4. この問題は 1980年代に保健制度を民営化する動きに端を発している。

5. 実は，エディス・ウォートンは子供のころから自分のことを作家だと思っていた。

6. 多くの雇用主はある問題に直面している。すなわち，ますます職場の近くに住むゆ
とりがない従業員をどのように維持するか。

正解

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

Questions 1–3 refer to the following e-mail.

To: Recipient List Suppressed[1]

From: XYZ Company
Subject: Announcement of Price Reduction

Dear Customers,

Rarely do we have the opportunity to inform our customers of[2] such good news. The
legislature[3] ruling, handed down[4] on May 15, 2008, has lowered some import
tariffs[5], making it possible for our company to reduce our list price for Egyptian
cotton.  June 1, 2008, all full orders received for six-week delivery will

be billed :

STOCK NO. OLD PRICE NEW PRICE
#0321 $47.00 $41.30
#0322 $51.00 $45.60
#0323 $69.00 $64.40

We are very pleased to be able to pass these savings[10] directly on to you. These prices
do not include the additional 2 percent discount  to customers who pay

1. (A) Effective[6]

(B) Active[7]

(C) Passive[8]

(D) Deductive[9]

2. (A) as if
(B) as follows
(C) such as
(D) the following

within the 10-day discount period.

3. (A) reduced
(B) reducing
(C) offered
(D) offering
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Notes
1 Recipient List Suppressed「非公表の受取者リスト」　メールアドレスや氏名などを公
表せずに複数の人にメールを出す場合にあて先の欄に使われる表現。

2 inform A of B「Aに Bを知らせる」
3 legislature「議会，立法府」
4 hand down「決定する，言い渡す」
5 import tariff(s)「輸入税」
6 effective「（後に日付を伴って）…から実施される」
7 active「活動的な」
8 passive「受動的な」
9 deductive「演繹的な」

10 saving(s) = discount「割引」　cf.「預金，貯蓄」の意味の場合は常に-sをつけてsavings
とする。

試訳

問題 1–3は以下の電子メールについてです。

あて先：非公表の受取者リスト
差出人：XYZ社
件名：値引きのお知らせ

顧客の皆さまへ

このようないい知らせをお客さまにお知らせできる機会はめったにありません。2008
年5月15日に決定された議会の決定により，いくつかの輸入税率が引き下げられ，わ
が社のエジプト綿の価格を引き下げることが可能となりました。2008年 6月 1日よ
り，6週間での配達のすべての完全なご注文は以下の請求価格になります。

在庫番号 旧価格 新価格
#0321 47.00ドル 41.30ドル
#0322 51.00ドル 45.60ドル
#0323 69.00ドル 64.40ドル

これらの割引を直接皆さまに提供できることを大変うれしく思っております。これら
の価格には 10日の割引期間内にお支払いいただけるお客さまに提供されるさらなる
2パーセントの割引は含まれておりません。

1. (A) 実施される
(B) 活動的な
(C) 受動的な
(D) 演繹的な

正解

1. (A)    2.  (B)    3.  (C)
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Questions 4–6 refer to the following advertisement.

Lincoln Elementary School is looking for volunteer teaching assistants for its
Classroom Buddies program. Parents and other adult relatives[1] of Lincoln
Elementary students who are available  school hours are encouraged

4. (A) in
(B) for
(C) with
(D) during

to[2] come and help teachers with classroom activities. If you’ve worked with children
before, your experience is a plus[3]. , this is your chance to find out

how fun it can be! To learn more, or to  as a Classroom Buddy, call the

5. (A) What’s more
(B) Moreover
(C) If not
(D) If possible

Lincoln Elementary School office at 155-6230.

Notes
1 relative(s)「親戚」
2 be encouraged to do「…することを奨励する」
3 . . . is a plus「…は大歓迎です，優遇します」　e.g. XX certification is a plus.「XXとい
う資格を持っている方を優遇します」

6. (A) sign up
(B) come up
(C) get up
(D) line up
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試訳

問題 4–6は以下の広告についてです。

リンカーン小学校では，クラスルーム・バディー・プログラムのためのボランティア
のティーチングアシスタントを探しています。リンカーン小学校の生徒のご両親とそ
の他の成人の親戚の方で，学校の時間中にご協力可能な方に，お越しいただいて教員
の学級活動を助けてくださることを奨励いたします。もし以前に子供を扱う仕事をな
さった経験のある方は，大歓迎です。そうでなくても，あなたにとってこれがどんな
に楽しいことかを発見するよい機会です！　クラスルーム・バディー・プログラムの
ことをもっとお知りになりたい方，登録をなさりたい方は，リンカーン小学校 155-
6230までお電話をください。

正解

4. (D)    5.  (C)    6.  (A)
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  Unit 9
Part 7

Questions 1–2 refer to the following menu.

Room Service at the Isthmus

Ariake Menu
(Broiled[1] Eel Set)

Seasonal[2] Salad
Three Kinds of Sashimi
Broiled Eel with Soy Sauce
$45.00

Central Park Cafe Menu
(Appetizers & Soups)

Caesar Salad $15.00
  Romaine Greens, Parmesan, Bacon, and Garlic Croutons
Cobb Salad (a house specialty[3]) $20.00
  Chicken Breast, Bacon, Romaine Lettuce, Tomato, Blue Cheese,
  Egg, and Avocado
Lobster Salad with Avocado Salsa $26.00
Seafood Bouillabaisse with Garlic Toast $15.00

Jay Zee’s Chop House Menu
(Rancher’s Set)

Iceberg Wedge Salad
Cauliflower, Broccoli, and Carrot Medley
Twice Baked Garlic and Cheddar Potato
Char-Grilled[4] Australian Beef Tenderloin
Double Chocolate Mousse
$45.00

In addition to[5] these selections, our kitchen staff can provide a variety of cold
sandwiches, snacks, and desserts from our delicatessen[6]. These items change daily.
We also have a large selection of spirits[7], soft drinks, juices, coffee and tea available.
Some selections are not served before 10 a.m. or after 9 p.m. Please press 8 (room
service) to inquire[8] about what is available. Dishes in set menus cannot be served a la
carte[9].

Notes
1 broil「直火で焼く，網焼きにする」
2 seasonal「季節の，季節によって変わる」　cf. season (n.)「季節」
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3 a house specialty「そのレストランの特製」
4 char-grill「炭火で焼く」
5 in addition to . . .「…に加えて」
6 delicatessen「調製済み食品の店」
7 spirit(s)「スピリッツ，蒸留酒」
8 inquire「聞く，尋ねる」
9 a la carte「一品料理」

試訳

設問 1–2は次のメニューに関するものです。

イスマスによるルームサービス

有明メニュー
（直火焼きうなぎセット）
季節のサラダ
刺身 3種盛り合わせ
しょうゆ味の直火焼きうなぎ
45.00ドル

セントラルパークカフェメニュー
（前菜とスープ）
シーザーサラダ　　15.00ドル
ロメインレタス，パルメザンチーズ，ベーコン，ガーリッククルトン

コブサラダ（当店特製）　　20.00ドル
鳥の胸肉，ベーコン，ロメインレタス，トマト，ブルーチーズ，卵，アボカド

ロブスターサラダとアボカドサルサソース　　26.00ドル
海の幸のブイヤベースとガーリックトースト　　15.00ドル

ジェイジーズチョップハウスメニュー
（ランチャーズセット）
アイスバーグレタスサラダ
カリフラワー，ブロッコリー，ニンジンの寄せ盛り
ガーリックとチェダーチーズを載せたベークトポテトの 2回焼き
オーストラリア産牛肉テンダーロインの炭火焼き
ダブルチョコレートムース
45.00ドル

これらのメニューのほかに，デリカテッセンから多種のサンドイッチ，軽食，デザー
トをご用意できます。これらのメニューは日によって変わります。このほか，スピ
リッツ類，ソフトドリンク，ジュース，コーヒーや紅茶などもあります。メニューの
中には，午前 10時以前または午後 9時以降はお出しできないものもあります。電話
の 8番（ルームサービス）を押して何がお出しできるかお尋ねください。セットメ
ニューの料理は，一品料理としてお出しすることはできません。
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1. Which menu has a salad with romaine lettuce?
(A) The Ariake Menu
(B) The Central Park Menu
(C) The Occidental Menu
(D) The Delicatessen Menu

2. Where would one call to order a sandwich?
(A) The Ariake
(B) The Central Park Cafe
(C) Jay Zee’s Chop House
(D) Room service
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1. ロメインレタスのサラダが出るのは，どのメニューですか。
(A) 有明メニュー
(B) セントラルパークメニュー
(C) 西洋メニュー
(D) デリカテッセンメニュー

2. サンドイッチを注文したい人はどこに電話をすればいいですか。
(A) 有明
(B) セントラルパークカフェ
(C) ジェイジーズチョップハウス
(D) ルームサービス

正解

1. (B)    2.  (D)
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Questions 3–5 refer to the following recipe and suggestions.

Belgian[1] Waffles (The Brussels Vanilla Waffle)
For the following recipe, you will need a waffle iron.

Ingredients:
1 cup plus 2 tablespoons self-rising flour
3 tablespoons sugar
1 cup milk
2 eggs, separated
1/2 cup melted butter
1 teaspoon vanilla

Directions:
Mix flour and sugar. Add just enough milk to moisten[2] the dry mixture, and mix well.
Add egg yolks to the remaining milk and whisk[3]. Pour into mixture and beat until it is
a smooth batter[4]. Add melted butter. In separate bowl, beat egg whites until peaks[5]

form. Add gently into batter. Add vanilla and stir[6]. Pour from a cup or pitcher[7] into
a hot waffle iron. Bake 5 minutes or until the waffle stops steaming. Remove waffle
carefully.

Serving Suggestions:
With butter and/or powdered sugar; with whipped cream and sliced fresh fruit or
canned fruit; with butter and maple syrup

Some Belgian Favorites:
With fresh pears peeled, diced, and covered with chocolate sauce; with whipped cream
and strawberries; with whipped cream and fruit cocktail

Invite friends over for a waffle party. Set out bowls of various toppings for guests to
choose from: whipped cream, chocolate sauce, chocolate chips, butter, fresh or canned
fruit (blueberries and strawberries are the most popular), nuts, maple syrup, etc. Set
out warm waffles as they are ready and let each person decorate their own. Be sure to
have plenty of coffee brewed[8] for your guests to wash down this delicious dish.

Notes
1 Belgian「ベルギーの」
2 moisten「湿り気を与える，湿らせる」
3 whisk「泡立てる」
4 batter「生地」
5 peak(s)「角がピンと立った峰」
6 stir「かき混ぜる」
7 pitcher「ピッチャー，水差し」
8 brew「コーヒーやお茶を入れる」
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試訳

設問 3–5は次のレシピと説明に関するものです。

ベルギー風ワッフル（ブリュッセルバニラワッフル）
この料理には，ワッフル焼き器が必要です。

材料：
膨らし粉入りの小麦粉　1カップと大さじ 2
砂糖　大さじ 3
牛乳　1カップ
卵（黄身と白身を分けたもの）　2つ
溶かしバター　2分の 1カップ
バニラ　小さじ 1

作り方：
小麦粉と砂糖を混ぜる。小麦粉と砂糖を湿らす程度に牛乳を入れてよく混ぜる。卵の
黄身を残りの牛乳に加えて泡立てる。それを小麦粉と砂糖を混ぜたものに加え，滑ら
かになるまで混ぜる。溶かしバターを加える。ほかのボウルに卵の白身を，角がピン
と立つまで泡立て，それを生地にていねいに加える。バニラを加えて混ぜる。生地を
カップか水差しに入れておき，ワッフル焼き器に流し込む。5分ほどか，水蒸気が出
なくなるまで焼く。ワッフルを気をつけて取り出す。

盛り付け例：
バターと粉砂糖，あるいはどちらかを添える。生クリーム，薄切りにした生のフルー
ツか，缶詰のフルーツを添える。バターとメイプルシロップを添える。

ベルギー人のお気に入り：
生のナシの皮をむき，さいころ状に切り，チョコレートソースをかける。生クリーム
とイチゴを添える。生クリームとフルーツカクテルを添える。

お友達を呼んでワッフルパーティーをしましょう。いろいろなトッピングをボウルに
入れておき，お客さまが選べるようにします。生クリーム，チョコレートソース，チョ
コレートチップ，バター，生または缶詰のフルーツ（ブルーベリーやイチゴが最も人
気），ナッツ，メイプルシロップなど。熱いワッフルを用意し，各自で自分のワッフ
ルを飾ります。このおいしいワッフルと一緒にいただくコーヒーもたくさん入れてお
きましょう。
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3. Where would this reading most likely appear?
(A) On a menu
(B) On an invitation to a party
(C) In a cookbook
(D) On a coffee shop sign

4. According to the recipe, what should one do first?
(A) Add melted butter to the mixture
(B) Add egg whites to the batter
(C) Stir vanilla into the batter
(D) Whisk egg yolks and milk

5. According to the reading, which of the following is a Belgian favorite?
(A) A waffle with whipped cream and fruit cocktail
(B) A waffle with butter and maple syrup
(C) A waffle with blueberries and nuts
(D) A waffle with powdered sugar only
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3. この文章はどこで読む可能性が高いですか。
(A) メニューで
(B) パーティーの招待状で
(C) 料理本で
(D) コーヒーショップの看板で

4. このレシピによると，次のどれを先にすればいいですか。
(A) 混ぜたものに溶かしバターを加える
(B) 生地に卵の白身を加える
(C) 生地にバニラを混ぜる
(D) 卵の黄身と牛乳を泡立てる。

5. この文章によると，ベルギー人に人気があるのは，次のどれですか。
(A) 生クリームとフルーツカクテルを載せたワッフル
(B) バターとメイプルシロップを載せたワッフル
(C) ブルーベリーとナッツを載せたワッフル
(D) 粉砂糖だけをかけたワッフル

正解

3. (C)    4.  (D)    5.  (A)
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Unit 10
Part 5

1. The main characters in the stories struggle[1] against people ------- behavior is not as
moral as theirs.
(A) who
(B) whom
(C) whomever
(D) whose

2. A vaccine[2] ------- against a pandemic[3] virus[4] is not yet available.
(A) effects
(B) prevention
(C) effective
(D) prevent

3. If I ------- in your position, I would not buy an uncertified[5] diamond.
(A) were
(B) am
(C) was
(D) are

4. One of the most important features ------- that there have never been any taxes on
income or capital gains[6].
(A) is
(B) are
(C) was
(D) were

5. Each fall, millions of people travel to Vermont to see the colorful autumn -------.
(A) leaf
(B) leaves
(C) leaving
(D) leafing

6. You ------- working very hard lately; it is time that[7] you took a few days off.
(A) are
(B) have been
(C) will be
(D) had been

Notes
1 struggle「もがく，四苦八苦する」
2 vaccine [vœks¸!…n]「ワクチン」
3 pandemic「（病気が）非常に広域に及ぶ」
4 virus [va!I´r´s]「ウィルス」
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5 uncertified「証書なしの，保証されていない」
6 capital gain(s)「資本利得，資産売却益，株式譲渡益」
7 it is time that . . .「そろそろ…する時間だ」　that以下の述部は you tookのように仮定
法過去の形となる。

試訳

1. 物語の主人公たちは自分たちほど普通ではない行動をする人々に四苦八苦する。

2. 非常に広域に及ぶウィルスに有効なワクチンはまだ利用可能ではない。

3. 私があなたの立場なら，証書のないダイアモンドは買わない。

4. 最も重要な特徴の1つは，これまで収入や資本利得への税金がまったくなかったこ
とである。

5. 秋が来るたびに，何百万もの人が色鮮やかな紅葉を見にバーモントへ旅行する。

6. 最近あなたはとても根を詰めて働いているから，そろそろ 2，3日休みを取っても
いい時期だ。

正解

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

Questions 1–3 refer to the following letter.

Dear Ms. Milman,

September 11 will mark your fifth anniversary as a member of the Baker Company. We
would like to take this opportunity to thank you for your five years of fine work and
company .

1. (A) vehicles
(B) benefit
(C) royalty[1]

(D) loyalty[2]

We know that the growth and success of our company depend on our having
dedicated[3] and capable staff members such as yourself,  we recognize

the important contribution[4] you make in helping us maintain the position we enjoy[5]

in the industry.

We would like to offer our congratulations on[6] this anniversary, and hope that you
 with us for many years to come.

Best wishes,

Sophie Orton

Notes
1 royalty「印税，王族」
2 loyalty「忠誠心」
3 dedicated「献身的な」
4 contribution「貢献」　cf. contribute「貢献する」
5 enjoy「（利益などを）享受する」
6 offer one’s congratulations on . . .「…に際しお祝いを述べる」

2. (A) and
(B) but
(C) or
(D) if

3. (A) remained
(B) have remained
(C) will remain
(D) will have remained
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試訳

問題 1–3は以下の手紙についてです。

ミルマン様

9月11日であなたがベーカー社の一員となって5周年を迎えます。私はこの機会にあ
なたの 5年間の素晴らしい働きと会社への忠誠心に感謝を述べたいと思います。

わが社の成長と成功は，あなたのような献身的で有能な社員がいることによるものだ
と理解しています。また，われわれがこの業界で享受するポジションを維持するため
に，あなたの重要な貢献が力となっていることを認識しています。

この記念日にお祝いを述べるとともに，あなたが今後も長きにわたりわが社に留まる
ことを願います。

敬具

ソフィー・オートン

1. (A) 乗り物
(B) 利益
(C) 印税
(D) 忠誠心

正解

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



62

Questions 4–6 refer to the following advertisement.

It’s easy to turn your personal computer into a video telephone with the PicturePhone
800. This state-of-the-art[1] audio-video device hooks up to[2] your PC modem to
create a  connection between you and other PicturePhone 800 owners.

4. (A) vertical
(B) various
(C) viral
(D) visual

The PicturePhone 800 uses a high-resolution[3] camera for excellent picture quality.
, you can change the picture angle, or zoom in and out, using on-screen

commands[4]. See and talk to loved ones living across town[5] or halfway around the
world[6]. Turn business calls into business meetings. Small, reasonably priced and
simple to install, the PicturePhone 800 is the ideal video solution for 

personal and business communication.

Notes
1 state-of-the-art「（機器が）最新技術を結集した」
2 hook up to . . .「…に接続する」
3 high-resolution「高解像度の」
4 on-screen command(s)「画面上の操作」
5 across town「町の向こう側に」
6 halfway around the world「地球の反対側に」

5. (A) What’s more
(B) What’s worse
(C) In summary
(D) In other words

6. (A) either
(B) both
(C) whose
(D) which
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試訳

問題 4–6は以下の広告についてです。

PicturePhone 800を使えば，簡単にあなたのパソコンをテレビ電話にすることができ
ます。この最新技術を結集したAV装置をあなたのパソコンのモデムに接続すること
で，あなたとほかの P i c t u r e P h o n e  8 0 0 を持っている人を映像でつなぎます。
PicturePhone 800は高品質の画像のために高解像度のカメラを使っています。さらに，
画面上の操作で，画像の角度を変えたり，ズームすることができます。町の向こうや
地球の反対側に住んでいるいとしい人の顔を見て話をしましょう。仕事の電話を会議
に変えましょう。小さくてお手ごろな価格と簡単なインストールで，PicturePhone
800は，個人と仕事の両方のコミュニケーションにおいて理想的な映像の解決策です。

4. (A) 垂直の
(B) さまざまな
(C) ウィルスの
(D) 視覚の

5. (A) さらによいことに
(B) さらに悪いことに
(C) 要するに
(D) 別な言い方をすれば

正解

4. (D)    5.  (A)    6.  (B)
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 Unit 12
Part 7

Questions 1–5 refer to the following two letters.

Samantha Cifrino
145 E. 22nd St.

Albany, NY 12201 USA

May 22, 2008

Dear Yandan,

I am so happy and excited that I can finally visit you in Liaoning this summer, when
our youth orchestra comes to Shenyang.

We will be arriving in Shenyang on June 30. Our first three nights, we will be staying
at the Gloria Inn Hotel. Our concert is on July 2. On the 3rd, our group splits up[1] and
we each go to stay with our respective[2] host families. That’s when I’ll stay with your
family.

I definitely[3] want to see you when we arrive, although I will be very busy. There are
only 5 adults on the trip and there are 40 children. I’m responsible for[4] 8 middle-
school-aged children, so I’ll have my hands full[5]. Also, none of us knows much
Chinese at all, so I’m sure that will be interesting.

Anyway, let’s definitely see each other when I arrive, but we can spend more time
together from the 3rd to the 5th, when I’m at your house.

Looking forward to seeing you.

Samantha

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Notes
1 split up「分かれる，分ける」
2 respective「それぞれの」
3 definitely「必ず，絶対に」
4 responsible for . . .「…の責任を負う」
5 have one’s hands full「両手がふさがる，かなり忙しい」
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試訳

設問 1–5は次の 2通の手紙に関するものです。

サマンサ・シフリノ
145 E. 22番通り
アルバニー，ニューヨーク　12201　米国

2008年 5月 22日

ヤンダンへ

とうとうこの夏，青少年オーケストラがシェンヤンに行くとき，リャオニンであなた
と会えることができるのをうれしく思い，わくわくしています。

シェンヤンには6月30日に到着します。最初の3泊はグローリアインホテルに泊まり
ます。私たちのコンサートは 7月 2日です。3日に，グループは分かれて私たちはそ
れぞれのホストファミリーのところへ行きます。そのときに私はあなたの家に泊まり
ます。

私たちが到着するときに，あなたに会いたいのですが，私はとても忙しいと思います。
この旅行に大人は 5人で，子供は 40人です。私は 8人の中学生の子供を受け持ちま
す。だからかなり忙しいと思います。それと全員中国語がまったくわかりません。で
すから面白い旅になるでしょうね。

とにかく，私が到着するときに絶対に会いましょう。でもあなたの家に泊まる3日か
ら 5日にかけてもっと一緒に過ごせる時間があると思います。

お会いできるのを楽しみにしています。

サマンサ
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Yandan Lu
No. 72 Zhonghua Road
Heping District
Shenyang, 110001 China

June 6, 2008

Dear Samantha,

I am so excited you are coming. I’m sure you’ll love Liaoning. We definitely will meet
you at the train station when you come. I will be there with my daughter. My husband
would like to come, but he has to work. We can help you get to the hotel and help with
translation[6] if you need any. Also, my daughter is looking forward to practicing her
English.

While you are staying with us, we want to take you to see the Anshan Jade[7] Buddha.
It’s the largest jade statue[8] of Buddha in the world. Also, we’d like to go to a hot
spring one day while you are here. We also are close to the Qian Shan Mountain
Range, which is quite beautiful. We could drive through the mountains or go on a hike.
Of course, you are the guest and everything is up to[9] you, but these are some
suggestions. If you want to just stay at our house and relax, that is fine as well.

Looking forward to seeing you.

Sincerely yours,

Yandan Lu

Notes
6 translation「通訳，翻訳」
7 jade「ひすいの」
8 statue「像」
9 up to . . .「…によって決められる，…次第である」
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試訳

ヤンダン・リュー
72番ジョンワー通り
へピン地区
シェンヤン，110001　中国

2008年 6月 6日

サマンサへ

あなたが来るのをわくわくして待っています。あなたはきっとリャオニンを気に入る
と思います。あなたが到着するとき，必ず駅で会いましょう。私は娘を連れて行きま
す。夫は行きたがっているのですが，仕事があります。私たちはあなたたちがホテル
に行くとき，通訳など必要であればお手伝いします。また，娘は英語を練習するのを
楽しみにしています。

あなたが私たちと過ごす間に，アンシャンひすい仏像を見に行きたいと思っています。
それは，世界で一番大きいひすい仏像です。それとあなたがいるうちに，温泉にも一
日行きたいですね。ここはとても美しいキアンシャン山脈にも近いんですよ。山々を
ドライブしたり，ハイキングしたりできます。もちろん，あなたがお客さまですから，
すべてはあなた次第です。これらはほんの提案です。もしあなたが私の家でゆっくり
したければそれもいいと思います。

お会いできるのを楽しみにしています。

敬具

ヤンダン・リュー
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1. What is the relationship between the two writers?
(A) Fellow musicians
(B) Mother and daughter
(C) Host and visitor
(D) Hotel staff member and guest

2. What is Samantha’s primary purpose in visiting China?
(A) To write reviews of hot springs
(B) To see sights
(C) To see her friend
(D) To accompany a youth orchestra

3. Which of the following is one of Yandan’s suggestions?
(A) Going to a concert
(B) Going hiking in the mountains
(C) Practicing Chinese
(D) Taking a train to the hotel

4. When will the writers first meet?
(A) June 30
(B) July 2
(C) July 3
(D) July 5

5. How many people are coming on the trip?
(A) 5
(B) 8
(C) 40
(D) 45
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1. 2人の関係はどんな関係ですか。
(A) 音楽家の友達
(B) 母と娘
(C) 訪問者とそれを接待する者
(D) ホテルの従業員と客

2. サマンサが中国を訪問する主な目的は何ですか。
(A) 温泉の記事を書くため
(B) 景色を見るため
(C) 友達に会うため
(D) 青少年オーケストラに同行するため

3. ヤンダンが提案したのは，次のどれですか。
(A) コンサートに行くこと
(B) 山にハイキングに行くこと
(C) 中国語を練習すること
(D) ホテルまで電車で行くこと

4. この手紙を書いた人たちが最初に会うのはいつですか。
(A) 6月 30日
(B) 7月 2日
(C) 7月 3日
(D) 7月 5日

5. この旅行には何人行きますか。
(A) 5人
(B) 8人
(C) 40人
(D) 45人

正解

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

1. The number of New York businesspeople using ferries ------- increasing since 2003.
(A) have been
(B) is
(C) has been
(D) are

2. It all depends on whether investors[1] are ------- a bull market[2] or a bear market[3].
(A) faced
(B) faces
(C) have to face
(D) facing

3. We have a big backyard and enjoy ------- cookouts[4] during the summer.
(A) to have
(B) having
(C) have
(D) of having

4. The movie we wanted to see ------- taken off the schedule a week ago.
(A) is
(B) had
(C) have
(D) was

5. The government has forecast[5] a 50 percent retail price[6] ------- as early as October.
(A) rising
(B) rose
(C) rise
(D) risen

6. Trees were being cut down for wood[7] ------- faster than new ones could be planted.
(A) product
(B) producer
(C) products
(D) produce

Notes
1 investor(s)「投資家」
2 bull market「上げ相場，買い相場」
3 bear market「下げ相場，売り相場」
4 cookout(s)「野外で料理を作って食べること，バーベキュー（パーティー）」
5 forecast「予想する」
6 retail price「小売価格」
7 wood「木材」
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試訳

1. 2003年以来，ニューヨークのビジネスマンのフェリー利用者数は増加し続けてい
る。

2. それはすべて投資家たちが上げ相場に直面しているか下げ相場に直面しているかに
よる。

3. 私たちは大きな裏庭があるので，夏の間は外で料理をして食べるのを楽しんでい
る。

4. 私たちが見たいと思っていた映画は 1週間前に上映予定から外れていた。

5. 政府は早ければ 10月に小売価格が 50パーセント上昇するという予想を出した。

6. 木は新しいものが植林されるよりも速いスピードで木材のために伐採されていた。

正解

1. (C)    2.  (D)    3.  (B)    4.  (D)    5.  (C)    6.  (C)
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Part 6
Questions 7–9 refer to the following e-mail.

To: Natalie Finn
From: XYZ Inc.
Subject: Re: Cancellation of Order #8815

Dear Ms. Finn,

This is to acknowledge[1] receipt of your e-mail of May 27  you set

7. (A) which
(B) in which
(C) when
(D) whenever

forth[2] your reasons for canceling your purchase order #8815.

I am very sorry about the misunderstanding that led to this cancellation and have
taken the matter up with[3] management in order to ensure that a problem of this
nature does not occur .

8. (A) yet
(B) before
(C) again
(D) before

As you are a valued customer[4], your  is one of our primary

9. (A) application
(B) recognition
(C) reference
(D) satisfaction

concerns[5].

Please accept our apology[6].

Sincerely,

Mark Gaffney
Customer Service Manager
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Notes
1 acknowledge「（手紙・贈り物などを）受け取ったことを知らせる」
2 set forth「説明する」
3 take the matter up with . . .「この件を…と共有する，この件を…へ報告する」
4 valued customer「お得意さま」
5 primary concern(s)「一番の関心事，一番に念頭に置く事柄」
6 apology「謝罪，おわび」

試訳

問題 7–9は以下の電子メールについてです。

あて先：ナタリー・フィン
差出人：XYZ社
件名：Re: 注文 #8815のキャンセル

フィン様

これは，あなたが 5月 27日に出した #8815の注文をキャンセルする理由を説明する
メールを受領したことを確認するものです。

今回のキャンセルにつながった誤解について申し訳なく思います。また，このような
性質の問題が再び起こらないようにするために，この件は経営陣に報告いたしました。

あなたはお得意さまですので，あなたにご満足いただくことは，わが社が最も優先す
べきことの 1つです。

われわれのおわびをお受け止めください。

敬具

マーク・ガフニー
顧客サービス部長

9. (A) 申し込み
(B) 認識
(C) 参照，言及
(D) 満足

正解

7. (B)    8.  (C)    9.  (D)
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Questions 10–12 refer to the following article.

Leaders of eight  nations will meet this week in the German town of

10. (A) industry
(B) industries
(C) industrial
(D) industrious

Heiligendamm. The leaders are to discuss many issues, including the warming of the
Earth[1]. They are expected to focus on a new report by the United Nations
Intergovernmental Panel on Climate Change[2], released last month at a conference
in Thailand.

The report says the world has the technology necessary to reduce gases that trap[3] heat
from the sun. But  that action by governments and individuals must

begin immediately[4].

Groups of experts from around the world produced the report. The groups examined
scientific information  to understand climate change. They did not carry

out scientific research.

Notes
1 warming of the Earth「地球温暖化」
2 the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change「国連気候変動政府間
パネル（UN IPCC）」

3 trap「閉じ込める」
4 immediately「ただちに」

11. (A) it warns
(B) it warned
(C) they warn
(D) they warned

12. (A) need
(B) needing
(C) needed
(D) to need
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試訳

問題 10–12は以下の記事についてです。

先進 8カ国の首脳が今週ドイツのハイリンゲンダムの街で会談します。首脳たちは，
地球温暖化を含む多くの問題について討議する予定です。先月タイで行われた会議で
出された国連気候変動政府間パネルによる新しい報告に焦点が当てられるものと思わ
れます。

太陽の熱を閉じ込めているガスを削減するのに必要な技術が世界にあることをその報
告書は伝えています。しかし，政府と個人による行動は即座に始めなければならない
ことを警告しました。

世界中から集まった専門家のグループがこの報告書を作りました。このグループは気
候変動を理解するために必要な科学的情報を吟味しました。彼らは科学的な調査は実
施しませんでした。

10. (A) 産業，工業
(B) 産業，工業
(C) 産業の，工業の
(D) 勤勉な

正解

10. (C)    11.  (A)    12.  (C)
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Part 7
Questions 13–15 refer to the following e-mail.

Date: August 15, 2007
From: Charles Harder, Director
Subject: Power Outages

MEMORANDUM FOR HEADS OF EXECUTIVE DEPARTMENTS AND
AGENCIES

The current widespread[1] power outages[2] throughout the northeastern United States
and portions of Canada have impacted[3] millions of people. This situation may
prevent significant numbers of federal employees in the affected areas from reporting
for work and may require federal agencies to close down all or some of their activities.
The Office of Human Resources Management urges[4] all departments and agencies to
work with state and local jurisdictions[5] in implementing[6] temporary leave or
closure procedures as warranted[7]. Please read the following information on
employee attendance policies during these widespread power outages.

Excused Absence
I am asking heads of departments and agencies to excuse from duty[8] employees who
are affected by any power outage and who can be spared from[9] their usual areas of
responsibility, without charging those employees any vacation/sick time or regular pay.
This specifically affects federal employees in the following three categories:

1. Those who are prevented from reporting to work because local authorities have
instructed citizens to avoid designated[10] areas;

2. Those who have been requested to assist in authorized emergency law
enforcement by federal, state, or other officials;

3. Those who are prevented from reporting for work or are faced with a personal
emergency because of the power outages.

Notes
1 widespread「広範囲に広がった」
2 outage(s)「動力停止，停電」
3 impact「影響を与える」
4 urge「強力に推し進める，強く迫る」
5 jurisdiction(s)「法域，管轄範囲」
6 implement「実施すること」
7 warrant「正当化する」
8 excuse from duty「職務を免除する」
9 be spared from . . .「…を容赦する，…の面倒をかけない」　cf. I was spared from having

to drive long time because I took a train.
10 designated「指定された」
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試訳

設問 13–15は次のメールに関するものです。

日付：2007年 8月 15日
差出人：チャールズ・ハーダー，部長
件名：停電について

行政省庁および行政機関の責任者への通達

このたびのアメリカ北東部とカナダの一部で発生した広範囲の停電は多くの人々に影
響を与えました。この停電によって，被害地域の多くの連邦職員が職場に行くことが
できず，連邦機関のサービスの一部または全部を閉鎖しなければならない状況に追い
込まれているところもあります。人事部では，すべての部局とサービス機関が州と地
域の司法機関と連携し，職員の有給休暇とサービス機関の閉鎖を正式に許可するよう
にしています。広域停電時の職員出勤に関する次の方針を読んでください。

許可される欠勤
私は，行政省庁や行政機関の長に，停電に見舞われた職員を職務から外し，通常の責
務から免除するようにし，さらにその際その職員が有給休暇や病欠を使ったり，賃金
を減らされたりしないよう要請しています。この方針は，次の3つの項目に当てはま
る連邦職員に適用されます。

1. 地域の市町村長が住民に対して指定した地域に出入りすることを禁止したために出
勤できなかった職員。

2. 連邦，州，その他の関係当局から緊急時の法執行を援助するよう依頼された職員。
3. この停電が原因で出勤できない職員，または停電が原因の家庭の緊急事態で出勤で
きない職員。
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13. What is the purpose of this memo?
(A) To inform managers about state and local police activities
(B) To inform employees about vacation policies
(C) To inform managers about attendance policies during power outages
(D) To suggest possible ways to get the power back on

14. Who is directly affected by the policies set forth in this memo?
(A) Employees with personal emergencies
(B) Local police
(C) Employees of the electricity provider
(D) All citizens affected by the power outages

15. What is the policy for employees absent from work due to the power outages?
(A) Pay will be deducted for the time they missed.
(B) They must use their vacation time.
(C) They must use their sick time.
(D) Their absence will be excused with no penalty.
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13. この書簡を発行した目的は何ですか。
(A) 州と地方における警察の活動を部長らに知らせるため
(B) 職員に休暇に関する方針を知らせるため
(C) 停電時の出勤に関する方針を部長らに知らせるため
(D) 電気が来るようにするいくつかの方法を知らせるため

14. この書簡で設定された方針に直接影響を受けるのは誰ですか。
(A) 家庭で緊急事態があった職員
(B) 地方の警察
(C) 電気を供給する会社の職員
(D) 停電で被害を受けた市民全員

15. 停電で欠勤した職員に対する扱いは次のどれですか。
(A) 欠勤した時間だけ賃金が減らされる。
(B) 彼らは有給休暇を使わなければならない。
(C) 彼らは病欠を使わなければならない。
(D) 彼らの欠勤は何の罰則もなしに免除される。

正解

13. (C)    14.  (A)    15.  (D)
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Questions 16–17 refer to the following notice.

2007 Street Reconstruction Project

The Village of Burnsville is pleased to announce that Kings Drive and Governor Drive
in the Wollerscheim Subdivision[1] will be replaced in 2007. These will be the first
streets replaced in the village’s new Street Replacement Program. The remaining[2]

streets, consisting of[3] courts of various lengths, will also be resurfaced[4] as part of
this project. The project also includes the replacement of deteriorated[5] sidewalk
sections and curbs[6], and drainage[7] improvements[8].

An informational meeting took place on May 31 to discuss the street closures required
to reconstruct Kings Drive and Governor Drive. The closures will not begin until
school has recessed[9] for the summer. Concrete removal and replacement, as well as
drainage improvements, have begun in the area.

—Phase 1 has been completed.

—Phase 2 of the reconstruction work began June 25. Phase 2 is scheduled to be
completed July 1, weather permitting[10].

—Phase 3 will begin July 9.

Please obey the “No Parking” signs that have been placed around the Wollerscheim
area.

If you have any questions or concerns, please contact the Village of Burnsville Street
Hotline at (855) 555-4500.

16. What is the purpose of this notice?
(A) To ask for the public’s input about a proposed street renewal program
(B) To notify residents of the progress of a street renewal program
(C) To request bids for contracts to resurface some streets in a village
(D) To announce new “No Parking” regulations in the village

17. When will street closures begin?
(A) May 31
(B) June 25
(C) July 9
(D) After school vacation starts

Notes
1 subdivision「1区分，分譲地」
2 remaining「残りの」
3 consist of . . .「…から成る，…で構成する」
4 resurface「再度表面を舗装する」
5 deteriorate「衰える，破損する」
6 curb(s)「道路の縁石」
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7 drainage「排水溝」
8 improvement(s)「改良すること，進歩すること」cf. improve (v.) 「改良する」
9 recess「休む」

10 permitting「…が許せば，…が同意すれば」

試訳

設問 16–17は，次のお知らせに関するものです。

2007道路再舗装プロジェクト

バーンズビル村はウォーラーシャイム地域のキングズドライブとガバナードライブが
2007年に再舗装されることを皆さんにお知らせできることをうれしく思います。これ
らの道路は道路再舗装プロジェクトで最初に舗装される道路です。さまざまな長さの
路地を含めたその他の道路もこのプロジェクトの一環として同じように舗装されます。
このプロジェクトの一部として，破損した歩道や縁石も修理され，排水溝の改良も行
います。

キングズドライブとガバナードライブの再舗装に関連した道路の閉鎖について話し合
うため，5月31日に連絡会議が開かれました。道路の閉鎖は学校が夏休みに入るまで
は行われません。コンクリートの撤去や再舗装，排水溝の修理はその地域で，すでに
始まっています。

―第 1過程はすでに終了しました。

―第 2過程は 6月25日に始まりました。第 2過程は天候が良ければ7月 1日に完了す
る予定です。

―第 3過程は 7月 9日に始まります。

ウォーラーシャイム地域に置かれた「駐車禁止」の看板に従ってください。

質問や心配事があれば，バーンズビル村の道路ホットライン(885) 555-4500までお電
話ください。

16. このお知らせの目的は何ですか。
(A) 提案された道路再舗装プログラムについて一般の方々から意見をもらうため
(B) 道路再舗装プログラムの進捗状況について住民に知らせるため
(C) 村の道路を再舗装するために契約の入札を求めるため
(D) 村の新しい「駐車禁止」の規則について知らせるため

17. 道路の閉鎖はいつ始まりますか。
(A) 5月 31日
(B) 6月 25日
(C) 7月 9日
(D) 学校の休みが始まってから

正解

16. (B)    17.  (D)
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Questions 18–22 refer to the following itinerary and e-mail.

Itinerary for Provence Culinary[1] Tour
August 9–August 14

Day One
- Arrive in Avignon
- Check in at Prieure Notre Dame (2:00 p.m.)
- Provencal dinner in 12th-century dining hall at Prieure Notre Dame

Day Two
- Lunch near Palais des Papes
- Shopping and sightseeing in the afternoon
- Dinner in the village of Uzes

Day Three
- Sightseeing at the Roman ruins[2] in Nimes
- Visit Les Halles market
- Members of group prepare dinner with food purchased at market

Day Four
- Lunch at Chez Serge
- Return to the pool for the afternoon
- Drive to Gordes for innovative[3] dinner at restaurant Camargue

Day Five
- Stroll through farmer’s market in Arles
- Lunch in Arles
- Dinner at Prieure

Day Six
- Final brunch in the morning
- Departures for Paris or Marseilles

----------------------------------------------------------------------------------------

Notes
1 culinary「料理の」
2 ruin(s)「遺跡，廃墟」
3 innovative「革新的な，斬新な」　cf. innovate (v.)「刷新する」
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試訳

設問 18–22は次の旅程と電子メールに関するものです。

プロバンスの料理ツアー日程
8月 9日 – 8月 14日

1日目
   アビニヨンに到着。
   プリウレノートルダムにチェックインする。（午後 2時）
   プリウレノートルダムの 12世紀ダイニングホールにてプロバンス風のディナー。
2日目
   パレデパプの近くで昼食。
   午後は観光と買い物。
   ユゼス村にて夕食。
3日目
   ニームのローマ時代の遺跡の観光。
   レアールマーケットを訪ねる。
   マーケットで購入した食材で夕食を作る。
4日目
   シェセルジュで昼食。
   午後はプールに戻る。
   ゴルドまで車で行き，カマルグレストランで革新的な夕食を堪能する。
5日目
   アルルのファーマーズマーケットを散歩する。
   アルルで昼食。
   プリウレで夕食。
6日目
   午前中に最後のブランチ。
   パリまたはマルセイユに向けて出発。
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Subject: Immunization/Passport Requirements
From: Caroline DuBose
Date: July 31, 2008
To: Provence Tour Group
Cc: Holiday Tours EU Confirmations

Hello, Everyone,

I’m sure you’re all getting excited about our upcoming culinary tour of the Provence
region. I have just a couple of reminders for everyone, so that we can all meet in
Avignon at the right time and the tour can take place without a hitch[4].

1. Everyone has to have their immunization[5] card with them. Due to avian flu[6] and
yellow fever[7] outbreaks[8] in the past year, the French government now requires
proof of immunizations for all non-EU residents entering France.

2. Everyone’s passport must be valid[9] for at least three months after departure. Even
though most of you will only be in France for one to two weeks, the expiration[10] date
on your passport must be at least three months after the date of your departure from the
U.S. This is because France issues tourist visas for three months, and your passport
must match this length of time. The reason I bring this up is because we once had a
tour member whose passport was to expire one month after arrival, and she was denied
entry at Charles de Gaulle Airport. PLEASE DOUBLE-CHECK THE EXPIRATION
DATE ON YOUR PASSPORT.

Don’t hesitate to e-mail or call if you have any concerns. See you in Provence!!!

Best,

Caroline DuBose
Director, French and Spanish Tours
Holiday Tours EU

Notes
4 hitch「思いがけない障害，つまづき」
5 immunization「予防接種」
6 avian flu「鳥インフルエンザ（伝染病）」
7 yellow fever「黄熱病（伝染病）」
8 outbreak(s)「勃発，急激な増加」
9 valid「有効である」

10 expiration「有効期限の満了」
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主旨：予防接種／パスポートの必要条件について
差出人：キャロライン・デュボーズ
日付：2008年 7月 31日
あて先：プロバンスツアーグループ
写し：ホリデーツアーズ EU確認係

皆さん，こんにちは。

プロバンス地方への料理ツアーが近づき，皆さまも楽しみにされていることと存じま
す。今日は皆さんとアビニヨンで約束の時刻に集合して，ツアーが問題なく行われる
よう，いくつかの点を再度確認したいと思います。

1. 各自，予防接種カードを携帯してください。昨年の鳥インフルエンザと黄熱病の流
行のため，フランス政府はフランスに入国するすべてのEU以外の住民に予防接種証
明書を義務づけています。

2. パスポートは出発日から少なくとも3カ月間は有効でなければなりません。ほとん
どの方は，フランスに 1週間か2週間しか滞在されませんが，パスポートの有効期限
はアメリカを出発した日から少なくとも3カ月でなければなりません。フランス政府
は観光ビザを3カ月で発行するので，あなたのパスポートはそれに合わせなければな
りません。このことを皆さんにお知らせしているのは，以前，パスポートが到着日か
ら1カ月で切れるというツアーメンバーがシャルルドゴール空港で入国を拒否された
からです。ですから，あなたのパスポートの期限をもう一度確認してください。

何か心配なことがありましたら，お気軽に電子メールかお電話をください。それでは
プロバンスでお会いしましょう。

敬具

キャロライン・デュボーズ
フランス・スペイン旅行部部長
ホリデーツアーズ EU
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18. What is the purpose of the e-mail?
(A) To show the itinerary
(B) To highlight the food
(C) To remind everyone of important requirements
(D) To explain U.S. entry requirements

19. What is the primary focus of this tour?
(A) Lounging at the pool
(B) Learning about Roman history
(C) Shopping
(D) Eating

20. On which day will the group cook their own dinner?
(A) Day one
(B) Day two
(C) Day three
(D) Day four

21. What is the passport requirement?
(A) One’s passport must be valid for the length of stay in France.
(B) One’s passport must be valid for three months after the date of departure from

the U.S.
(C) One’s passport must be valid for three months after the date of arrival in France.
(D) One’s passport must be valid for at least one month after arrival in France.

22. Who needs proof of immunization?
(A) All members of the tour
(B) Any EU resident on the tour
(C) Any non-EU resident on the tour
(D) Only those visiting France without visas
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18. この電子メールを送った目的は何ですか。
(A) 旅程を知らせるため
(B) 食べ物について強調するため
(C) 重要な必要条件をもう一度確認するため
(D) アメリカの入国に必要な条件について説明するため

19. このツアーは，何を主眼にしていますか。
(A) プールでのんびりすること
(B) ローマの歴史について学ぶこと
(C) 買い物
(D) 食べること

20. このグループは何日目に夕食を自分で作りますか。
(A) 1日目
(B) 2日目
(C) 3日目
(D) 4日目

21. パスポートの必要条件とは何ですか。
(A) フランスに滞在する期間だけパスポートが有効でなければならない。
(B) アメリカを出発した日から 3カ月はパスポートが有効でなければならない。
(C) フランスに到着した日から 3カ月はパスポートが有効でなければならない。
(D) フランスに到着した日から少なくとも 1カ月はパスポートが有効でなければ
ならない。

22. 予防接種の証明書が必要なのは誰ですか。
(A) ツアーのメンバー全員
(B) EUに在住するツアー参加者
(C) EUに在住していないツアー参加者
(D) ビザなしでフランスを訪問する人だけ

正解

18. (C)    19.  (D)    20.  (C)    21.  (B)    22.  (C)
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