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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/

テキスト初版　正誤表

p. 5,    3  Route 625

a.m. & p.m. weekly rush hour service

→ a.m. & p.m. weekday rush hour service

第2刷以降は修正されています。
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  Pretest
Part 5

1. Neither Jesse nor[1] his subordinates[2] ------- accustomed to working with
foreigners.
(A) are
(B) is
(C) have
(D) has

2. He is asking schools ------- very carefully whether they should be installing Wi-Fi[3]

networks.
(A) considering
(B) consideration
(C) to consider
(D) considered

3. If she ------- my advice, she would not have been punished with a pay cut[4].
(A) had taken
(B) has taken
(C) took
(D) takes

4. In 1995 Mrs. Parker graduated from college and ------- her career as a translator[5].
(A) will start
(B) started
(C) starts
(D) starting

5. It is true that the value of a journalism degree[6] has been a ------- subject of debate
among people in the media[7].
(A) tradition
(B) traditionally
(C) traditionalism
(D) traditional

6. When it ------- to[8] resumes, everyone knows that honesty is the best policy.
(A) goes
(B) is
(C) has
(D) comes

Notes
1 neither A nor B . . .「Aも Bもどちらも…でない」
2 subordinate(s)「部下」
3 Wi-Fi「無線 LAN」　無線 LANの標準規格の愛称。Wireless Fidelityを縮めたもの。
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4 pay cut「減俸」　この文はwould not have been punishedの部分から仮定法過去完了
であることがわかる。

5 translator「通訳者，翻訳家」
6 journalism degree「ジャーナリズムの学位」
7 media「マスコミ，マスメディア」
8 when it comes to . . .「…に関して言えば，…のことになると」

試訳

1. ジェシーも彼の部下も外国人と一緒に働くことに慣れていない。

2. 彼は学校に無線 LANを導入するべきかどうか慎重に考えるように依頼している。

3. 彼女が私のアドバイスを聞いていれば，減給処分になることはなかったであろう
に。

4. 1995年にパーカーさんは大学を卒業して，通訳としてのキャリアをスタートさせ
た。

5. ジャーナリズムの学位の価値は，マスコミの人たちの間で伝統的な議論のテーマで
あることは本当である。

6. 履歴書に関して言えば，正直が最善の策であることは誰もが知っている。

正解

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

To: Hiring Manager
From: T. Kimura
Subject: Communications Director[1] Position
Date: June 2

I read your job posting for a Communications Director with interest.

In my position as Communications Director for XYZ Company, I wrote articles for the
company website, managed guest author submissions[2], and wrote and sent out a
weekly e-mail newsletter to .

7. (A) applicants
(B) subscribers
(C) participants
(D) presenters

 Assistant Communications Director for Assemblyperson Susan Smith,

I researched, drafted[4] and amended[5] proposed legislation[6], wrote press
releases[7], and was responsible for office communications and correspondence[8].

I also have extensive[9] experience  on a freelance basis[10] on labor

issues, which I believe would be an ideal match for this position.

Notes
1 Communications Director「広報責任者，報道官」
2 guest author submission(s)「ゲスト著者の提出した原稿」
3 while「…している間に」　主節の主語と一致する場合，while節の主語とbe動詞はしば
しば省略される。

4 draft「下書きをする」

8. (A) While[3]

(B) Therefore
(C) Despite
(D) Because of

9. (A) write
(B) wrote
(C) written
(D) writing
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5 amend「修正する」
6 proposed legislation「提案中の立法，法案」
7 press release(s)「報道発表」
8 correspondence「通信，手紙・文書のやり取り」
9 extensive「広範囲にわたる」

10 on a freelance basis「フリーで，自由契約で」

試訳

問題 7–9は以下の電子メールについてです。

あて先：採用担当部長
差出人：T. 木村
件名：広報責任者の職
日付：6月 2日

広報責任者の求人広告を興味深く読みました。

XYZ社での広報責任者としての職において，社のウェブサイトで記事を書き，ゲス
ト著者の提出した原稿を処理し，顧客に毎週電子メールでニュースレターを書いて配
信しました。

スーザン・スミス議員の報道補佐官をしていたときは，調査を行い，提案中の法案の
下書きと修正を行い，報道発表を書き，事務所の連絡と通信を任されていました。

また，労働問題に関して広範囲にわたりフリーで原稿を書いた経験もあります。この
ことは，この職に理想的にマッチするものだと確信します。

7. (A) 求職者，応募者
(B) 購読者
(C) 参加者
(D) 司会者

正解

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

Multi Server Manager is an essential[1], easy-to-use software package for IT
administrators[2]. The goals of any system administrator are to ensure that the various
systems and servers are running smoothly, and to know at all times how loaded a
system is and how effectively it is being utilized. Multi Server Manager facilitates[3]

server monitoring and ensures that the underlying  of business-

10. (A) inhabitant
(B) institution
(C) infrastructure
(D) inheritance

critical[4] applications is sound.

, Multi Server Manager enables an IT administrator to identify whether

a reported problem is caused by the underlying operating system[5] or by the
application. This helps the administrator correct the problem quickly and thus

 application bottlenecks[6].

Notes
1 essential「不可欠の」
2 administrator(s)「管理者」
3 facilitate「容易にする，促進する」
4 business-critical「ビジネスに不可欠の」
5 operating system「オペレーティングシステム，OS」
6 bottleneck(s)「障害」

11. (A) Therefore
(B) However
(C) Meanwhile
(D) Furthermore

12. (A) reduces
(B) regains
(C) modifies
(D) duplicates
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試訳

問題 10–12は以下の広告についてです。

マルチ・サーバー・マネジャーは，IT管理者にとって，不可欠かつ簡単に使うことの
できるソフトウェアパッケージです。システム管理者の目標は，さまざまなシステム
とサーバーが確実にスムースに稼働しているようにすることであり，常にシステムに
どの程度の負荷がかかり，どの程度効率よく利用されているかを知ることです。マル
チ・サーバー・マネジャーは，サーバーの監視を容易にし，ビジネスに不可欠なアプ
リケーションの基礎を成すインフラが健全であることを確実にします。

さらに，マルチ・サーバー・マネジャーは，報告された問題が基盤のOSによるもの
か，アプリケーションによるものか，IT管理者が特定することを可能にします。これ
により管理者がその問題を素早く正すことを助け，結果としてアプリケーションの障
害を減らすことになります。

10. (A) 住民，生息動物
(B) 組織，設立
(C) インフラ，経済基盤
(D) 遺産

12. (A) 減らす
(B) 取り戻す
(C) 修正する
(D) 複製する

正解

10. (C)    11.  (D)    12.  (A)
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Part 7

Questions 13–15 refer to the following article.

WHO Says Environmental[1] Improvements Could Save Millions of Lives

This week, the World Health Organization released its first country-by-country look at
environmental health risks. These include pollution, dangers in the workplace and
ultraviolet radiation[2] from the sun. They also include risks like noise, unsafe
agricultural methods, climate change and people’s behavior. The report says making
environmental conditions healthier could prevent 13 million deaths each year.

Research on close to 200 countries found that the worst-affected[3] include Angola,
Burkina Faso, Mali and Afghanistan. The study found that two major environmental
risks cause more than 10 percent of the deaths in 23 countries. These risks are unsafe
water and indoor air pollution from the burning of wood, coal or animal waste for fuel.

Poor countries suffer the most from environmental health risks; they lose about 20
times more healthy years of life per person per year than wealthy[4] countries do, WHO
says. But it also says even countries with better environmental conditions could still
reduce rates of illness by almost one-sixth.

In some poor countries, environmental improvements could cut rates of illness by
more than a third. The main victims[5] of environment-related diseases are children
under age 5. For example, the report says very young children account for[6] three-
fourths of the deaths from diarrhea and lung infections.

Notes
1 environmental「環境の，環境に関する」
2 ultraviolet radiation「紫外線」
3 worst-affected「最もひどい影響を受けている」
4 wealthy「裕福な」
5 victim(s)「被害者」
6 account for . . .「…を占める」
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試訳

問題 13–15は以下の記事についてです。

WHO（世界保健機関）は環境の改善により何百人もの生命が救われると話す

今週，世界保健機関は，環境の健康への危険度について初めて国別報告書を発表しま
した。危険度は，公害，職場での危険度，太陽の紫外線被害が含まれています。その
他，騒音，危険な農法，気候の変化，人々の行動も含まれます。報告書は環境を改善
することで毎年 1300万人の死亡が防げると述べています。

約 200国を対象に行われた調査では，最も深刻な影響を受けているのは，アンゴラ，
ブルキナファソ，マリ，アフガニスタンです。調査では，23カ国で，主に 2つの環境
危険因子が死亡原因の 10パーセントを占めていることがわかりました。これらの危
険因子は，不衛生な水と，木や炭，動物の汚物を燃料として燃やすときに発生する家
庭内空気汚染です。

貧しい国々が環境危険因子により最も大きな被害を受けます。彼らは富裕国に比べ，
毎年，1人が人生の健康な時期を20倍縮めていると，WHOは話しています。しかし，
環境が良好な国も，6分の 1の割合で病気を減らすことができると言っています。

貧しい国では，環境の改善が疾病率を 3分の1以上減らす可能性があります。環境に
関連する病気の主な被害者は5歳未満の幼い子供です。たとえば，とても幼い子供た
ちの死亡原因の 4分の 3は下痢や肺感染症であると報告書は述べています。
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13. What is the main idea of this passage?
(A) This is WHO’s first country-by-country environmental assessment.
(B) Poor countries have unnecessary environmental health risks.
(C) Countries with better environmental conditions could reduce health risks.
(D) Harmful environmental conditions lead to poorer health and shortened life

spans.

14. Which of the following is NOT cited as an environmental health risk?
(A) Ultraviolet radiation from the sun
(B) Animal waste
(C) Noise
(D) Climate change

15. What fraction of deaths from diarrhea and lung infections are in children under 5?
(A) One-tenth
(B) One-sixth
(C) One-third
(D) Three-fourths
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13. この文章の主旨は何ですか。
(A) これは，世界保健機関が行った初めての国別環境評価である。
(B) 貧しい国は不必要な環境の健康への危機にさらされている。
(C) 環境条件の良い国も健康に関する危険度を減らせる可能性がある。
(D) 有害な環境状況は，さらに健康を害し，寿命を縮める。

14. 環境危険因子として挙げられていないのは，次のどれですか。
(A) 太陽からの紫外線
(B) 動物の汚物
(C) 騒音
(D) 気候の変化

15. 下痢と肺感染症は，5歳未満の子供の死亡原因にどのくらいの割合を占めますか。
(A) 10分の 1
(B) 6分の 1
(C) 3分の 1
(D) 4分の 3

正解

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



14

Questions 16–18 refer to the following information.

1. Route 574—North Comway Park Shuttle Bus
Rush hour shuttle connecting Metro’s UA Line North Lake Forest Station and
companies in Comway Park including Brunswick, Pactic, PCA, Hospira, PAT
Pharmaceutical[1] Products, Inc., Tepeco Automotive and Trustmark.
Route 574 Schedule | Route 574 Map

2. Route 622—Shuttle Bus 12
Provides a.m. & p.m. weekday rush hour service from Deerfield Metro Station to
businesses near Waukegan Rd. and Half Day Road in Brockburn. This route also
provides service to Hewitt, Walgrens, PAT and Leica.
Route 622 Schedule | Route 622 Map

3. Route 625—South Comway Park Shuttle Bus
Provides a.m. & p.m. weekday rush hour service between Lake Forest Station on
Metro’s Union Atlantic Line, and Grainger and CNH Global, located in South
Comway Park in western Lake Forest.
Route 625 Schedule | Route 625 Map

4. Route 627—Discover-Tanaka Shuttle Bus
This route provides weekday rush hour service from Lake Cook Metro Station via
Lake Cook Road to Discover Financial Services and Tanaka Pharmaceutical.
Route 627 Schedule | Route 627 Map

5. Route 628—Braeside Shuttle Bus 8
Provides a.m. & p.m. weekday rush hour service from Braeside Metro Station to
Discover Financial Services, Baxter, Wolters Kluwer (formerly[2] known as CCH
Inc.), Parkway North and One Parkway North.
Route 628 Schedule | Route 628 Map

6. Route 629—Braeside Shuttle Bus 9
Provides a.m. & p.m. weekday rush hour service from Braeside Metro Station to
Jim Burm, Walgrens, CORPTAX LLC, Baxter Healthcare and Hewitt Associates[3].
Route 629 Schedule | Route 629 Map

Notes
1 pharmaceutical「製薬の，薬学の」
2 formerly「以前に，元は」
3 associate(s)「協力者，共同経営者」
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試訳

問題 16–18は次の情報に関するものです。

1. 574番線――北コムウェイパーク　シャトルバス
ラッシュ時に，地下鉄UA線の北レイクフォレスト駅から，コムウェイパークに
ある会社――ブランズウィック，パクティック，PCA，ホスピラ，PAT製薬会社，
テプコ自動車，トラストマークなど――まで運行します。

2. 622番線――シャトルバス 12
午前と午後の平日ラッシュ時，ディアフィールド地下鉄駅からワーキガン通りと
ブロックバーンのハーフデイ通りのオフィス街まで運行します。この路線は
ヒューイット，ワルグレンズ，PAT，ライカへも運行します。

3. 625番線――南コムウェイパーク　シャトルバス
午前と午後の平日ラッシュ時，地下鉄ユニオンアトランティック線のレイクフォ
レスト駅からレイクフォレストの西の南コムウェイパークに位置するグレイン
ジャー，CNHグローバルまで運行します。

4. 627番線――ディスカバーと田中　シャトルバス
この路線は平日のラッシュ時にレイククック通りを通って，レイククック地下鉄
駅からディスカバー金融サービス，田中製薬会社まで運行します。

5. 628番線――ブレイサイド　シャトルバス 8
午前と午後の平日ラッシュ時，ブレイサイド地下鉄駅から，ディスカバー金融
サービス，バクスター，ウォルターズクラワー（元CCH社），パークウェイ北と
ワンパークウェイ北まで運行します。

6. 629番線――ブレイサイド　シャトルバス 9
午前と午後の平日ラッシュ時，ブレイサイド地下鉄駅からジムバーム，ワルグレ
ンズ，CORPTAX社，バクスターヘルスケア，ヒューイット社まで運行します。
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16. What is the purpose of this list?
(A) To show train routes
(B) To show a list of companies
(C) To show shuttle bus routes
(D) To show a list of directions to lakes and parks

17. Which route serves Lake Forest Station?
(A) Route 574
(B) Route 622
(C) Route 625
(D) Route 627

18. Which route goes from Walgrens to Deerfield?
(A) Route 622
(B) Route 627
(C) Route 628
(D) Route 629
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16. このリストを製作した目的は何ですか。
(A) 電車の路線を示すため
(B) 会社名のリストを示すため
(C) シャトルバスの路線を示すため
(D) 湖や公園への道順のリストを示すため

17. レイクフォレスト駅で運行するのはどの路線ですか。
(A) 574番線
(B) 622番線
(C) 625番線
(D) 627番線

18. ワルグレンズからディアフィールドで運行するのはどの路線ですか。
(A) 622番線
(B) 627番線
(C) 628番線
(D) 629番線

正解

16. (C)    17.  (C)    18.  (A)



18

Questions 19–23 refer to the following document and letter.

Racquets ’n’ Moore
7219 Forest Hills Rd.

Beloit, WI 53512
(999) 555-9876

Invoice

Invoice No. 5573
Date: July 31, 2007
Delivered: August 1, 2007
Billable to: Clock Tower Country Club

21 Latham Lane
Monroe, WI 53516

Quantity/Item Price

10 Larson T-100 Racquets $199.00 x 10 = $1,990.00

22 racquets restrung[1] w/ Poly Plasma $28.00 x 22 = $616.00

12 racquets restrung w/ Nylon Extra $25.00 x 12 = $300.00

7 racquets restrung w/ Hybrid Catapult $35.00 x 7 = $245.00

Total Due: $3,151.00

Payment is expected within 90 days of delivery.
Thank you for your business.

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

Notes
1 restring「（ラケットの網などの）張り替えをする」
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試訳

問題 19–23は，次の文書と書簡に関するものです。

ラケッツンモア
フォレストヒルズ通り 7219
ベロイト，WI 53512
(999) 555-9876

請求書番号 5573
日付：2007年 7月 31日
お届け日：2007年 8月 1日
請求先：クロックタワー・カントリークラブ
レイサム通り 21
モンロー，WI 53516

数量・品名 価格

10 ラーソン T-100ラケット 199ドル×10＝1990ドル

22 ラケットのガット張り替え（ポリプラズマ） 28ドル× 22＝ 616ドル

12 ラケットのガット張り替え（ナイロンエキストラ） 25ドル× 12＝ 300ドル

7 ラケットのガット張り替え（ハイブリッドカタパルト）35ドル× 7＝ 245ドル

請求額合計 3151ドル

お支払いはお届け日から 90日以内にお願いします。
当社をご利用いただきありがとうございました。

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



20

Clock Tower Country Club
21 Latham Lane

Monroe, WI 53516

August 5, 2007

Dear Mr. Moore:

We received your shipment of the new Larson racquets for our pro shop, in addition to
the racquets that you had restrung for our members, on August 1.

Two members picked up their racquets that afternoon and played with them, only to
have some strings break after 10 or 15 minutes of play. They were upset, of course,
and we gave them loaner[2] racquets to continue play. We then checked the other
racquets and discovered that the majority of them are strung far too tightly. I am not
sure about the exact tension[3], but some of them must be strung at over 70 pounds.

I have called your number and left two messages but have yet to hear from you. Maybe
you are on vacation. In any case, I am sending this letter to you by certified mail[4] so
there is some official record that you know of the situation and we can clear this up[5].
I cannot pass any cost on[6] to our members for racquets that were improperly[7]

strung, nor can I pay you for work that is substandard[8].

Sincerely,

Jeremy Altmann

Jeremy Altmann
General Manager

Notes
2 loaner「代替品」
3 tension「圧力，張力」
4 certified mail「配達証明つき郵便」
5 clear . . . up「…を解決する」
6 pass . . . on「…を手渡す，回す」
7 improperly「不適当に，不正確に」
8 substandard「不十分な，標準以下の」
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試訳

クロックタワー・カントリークラブ
レイサム通り 21
モンロー，WI 53516

2007年 8月 5日

モア様

8月 1日に，プロショップ用の新しいラーソンラケットと当クラブメンバーの張り替
えをしたラケットを受け取りました。

その日の午後，2人のクラブメンバーがラケットを受け取り，プレイしたところ，10
分か 15分でガットが切れてしまいました。もちろんのことですが彼らは憤慨し，ク
ラブでは代替用のラケットをお渡しして，プレイを続行していただきました。そこで
ほかのラケットも調べてみたところ，ほとんどのラケットの張りが非常に強過ぎるこ
とがわかりました。ラケットがどのくらいの張力なのかは，具体的にはわかりません
が，いくつかのラケットは 70ポンド以上だと思います。

貴社に電話をして，2つの伝言メッセージを残しましたが，まだ連絡をいただいてお
りません。休暇中でしょうか。いずれにしろ，あなたがこの状況を知ったという公式
の記録を残すため，私はこの手紙を配達証明郵便で送り，この問題を解決したいと思
います。張り替えが正しく行われなかったラケットについてメンバーに費用を請求す
るわけにはいきませんし，私も不十分な仕事に対して代金をお支払いをすることはで
きません。

敬具

ジェレミー・アルトマン
総支配人
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19. What is the problem?
(A) The company charged too much for the service.
(B) Someone was not admitted to the country club.
(C) The new racquets were defective.
(D) The racquets were restrung incorrectly.

20. What is the cost of restringing a racquet with Poly Plasma?
(A) $22.00
(B) $25.00
(C) $28.00
(D) $616.00

21. Why is Mr. Altmann writing this letter?
(A) He has been unable to contact Mr. Moore on the telephone.
(B) He has been too busy during the day to call.
(C) Mr. Moore is away on vacation.
(D) The members demanded that he write an official complaint letter.

22. What did the tennis players do after their racquets broke?
(A) Bought new racquets
(B) Rented racquets
(C) Borrowed racquets set aside for such situations
(D) Quit playing

23. When will the bill be paid?
(A) It will not be paid until the matter is resolved.
(B) It must be paid within 90 days.
(C) It will be paid in installments as the members pay for the work done on their

racquets.
(D) Payment will be made only after all of the racquets have been sold.
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19. 問題は何ですか。
(A) 会社はサービスに対して，不当に高い請求をした。
(B) カントリークラブへの入会を認められなかった人がいた。
(C) 新しいラケットは不良品だった。
(D) ラケットの張り替えが正しく行われなかった。

20. ポリプラズマで張り替えをするにはラケット 1本当たりいくらかかりますか。
(A) 22ドル
(B) 25ドル
(C) 28ドル
(D) 616ドル

21. アルトマン氏はなぜこの手紙を書いているのですか。
(A) モア氏に電話で連絡を取ることができなかった。
(B) 日中は忙しくて電話できなかった。
(C) モア氏は休暇で不在である。
(D) メンバーが彼に正式な苦情の手紙を書くように要求した。

22. ラケットが壊れた後，テニスをしていた人はどうしましたか。
(A) 新しいラケットを買った
(B) お金を払ってラケットを借りた
(C) このような状況のために用意してあるラケットを借りた
(D) テニスをするのをやめた

23. この請求額はいつ支払われますか。
(A) この問題が解決するまで支払われない。
(B) 90日以内に支払われる。
(C) メンバーが張り替え代を支払ったら，分割払いで支払われる。
(D) すべてのラケットが売れたら支払われる。

正解

19. (D)    20.  (C)    21.  (A)    22.  (C)    23.  (A)
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  Unit 1
Part 5

1. ------- makes the cars run comes from copra[1]—the white, fleshy bit[2] inside the
coconut which is the main source of coconut oil.
(A) That
(B) Which
(C) It
(D) What

2. At the time of the financial crisis[3] 10 years ago, the country’s economy was
already ------- weak, so it did not suffer[4] as much as other countries.
(A) relative
(B) relatives
(C) relativism
(D) relatively

3. A lot of the movies you see on the big screen ------- made with help from federal or
state governments[5].
(A) have been
(B) has been
(C) have
(D) has

4. The earth’s ------- has risen by about one degree Fahrenheit[6] since the pre-
industrial[7] period.
(A) capitalism[8]

(B) temperature[9]

(C) communication
(D) disaster[10]

5. She had hoped women would have jobs at every level of the industry when flying
------- a common form of transportation[11].
(A) become
(B) becomes
(C) will become
(D) became

6. Medical experts[12] say healthy people are not in great danger ------- they are in a
closed space with an infected[13] person for a long time.
(A) because
(B) whereas
(C) unless
(D) so
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Notes
1 copra「コプラ」　ダッシュ（―）以下に説明が続く。
2 fleshy bit「果肉質の部分」
3 financial crisis「金融危機，財政危機」
4 suffer「（損害などを）被る，（嫌なことを）経験する，（痛みなどに）苦しむ」
5 federal government「連邦政府」　cf. state government「州政府」
6 Fahrenheit「カ氏」　cf. Celsius「セ氏」
7 pre-industrial「前工業（化）の」
8 capitalism「資本主義」
9 temperature「気温」

10 disaster「災害」
11 transportation「輸送（機関，手段）」
12 medical expert(s)「医療専門家」
13 infected「感染した」　cf. infection「感染」

試訳

1. この自動車を動かしているものは，コプラ――ココナッツの内側の白くて果肉質の
部分で，ココナッツオイルを作る主原料からできています。

2. 10年前の金融危機のとき，この国の経済はすでに比較的弱かったので，ほかの国ほ
どの損害を受けなかった。
(A) 親戚
(B) 親戚
(C) 相対主義
(D) 比較的

3. あなたが大きなスクリーンで見る映画の多くは，連邦政府や州政府の援助で作られ
ている。

4. 地球の気温は前工業時代から，約カ氏 1度上昇した。
(A) 資本主義
(B) 気温
(C) コミュニケーション
(D) 災害

5. 飛行が一般的な輸送の形態になるころには，女性が産業のあらゆるレベルで職を得
ていることを彼女は願っていた。

6. 医療専門家によれば，閉じられた空間に感染者と長い間一緒にいない限り，健康な
人々にはあまり大きな危険はない。
(A) …であるから
(B) …であるのに
(C) …でなければ
(D) だから

正解

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

Questions 1–3 refer to the following letter.

Dear Mr. Charles,

We were pleased to learn from today’s New York Times that you have been
 to Director of Marketing[3] for the Northeast.

1. (A) agreed
(B) contributed[1]

(C) promoted[2]

(D) transported

 we offer our congratulations on[4] this honor, which certainly is the

result of your dedicated[5] efforts on behalf of your company and its clients? We are
sure that, with your many new responsibilities, you will be even busier than you were
before, but we know that you will meet these new challenges expertly[6].

We look forward to  our association with[7] you upon your return to the

New York office next month.

Best wishes for[8] continued success[9].

Sincerely,

Bobby Reader

Notes
1 contribute「貢献する」
2 promote「昇進する」
3 Director of Marketing「マーケティング部長，マーケティング責任者」
4 offer one’s congratulations on . . .「…に当たりお祝いを申し上げる」

2. (A) Can
(B) May
(C) Must
(D) Should

3. (A) renew
(B) renewing
(C) review
(D) reviewing
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5 dedicated「献身的な」
6 expertly「上手に」
7 renew one’s association with . . .「…と再びつきあい始める，…との提携関係を更新
する」

8 best wishes for . . .「…を祈念して，…をお祈り申し上げます」
9 continued success「継続する成功，今後も変わらぬご活躍」

試訳

質問 1–3は以下の手紙に関するものです。

チャールズ様

今日の『ニューヨーク・タイムズ］で，あなたがノースイーストのマーケティング部
長に昇進されたことを知り，われわれはうれしく思いました。

この栄誉に際し，お祝いを申し上げさせていただきます。これは，あなたがあなたの
会社とその顧客のために捧げた努力のたまものです。あなたは多くの新しい責任で，
これまで以上にお忙しくなることは間違いないと思いますが，あなたはこの新しい試
練を上手にこなされることと存じます。

来月ニューヨーク・オフィスへ戻られたら，あなたと再びおつきあいを始めることを
楽しみにしております。

今後も変わらぬご活躍を祈念して。

敬具

ボビー・リーダー

1. (A) 同意した
(B) 貢献した
(C) 昇進した
(D) 輸送した

正解

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

Almost everyone suffers from anxiety[1] at one time or another. Anxiety plays a role in
helping us stay safe and empathize with[2] the people around us. But for some people,
anxiety can be crippling[3], keeping them from doing  they want and

4. (A) when
(B) where
(C) what
(D) that

need to do.

University of Illinois psychology professor Greg Miller says that there are different
forms of anxiety that people often fail to  from one another.

, he says, some people experience anxious apprehension[8]. They

5. (A) disclose[4]

(B) dispense[5]

(C) distinguish[6]

(D) disappoint[7]

worry excessively, chewing things over and over in a way that consumes them.

Notes
1 anxiety「不安」
2 empathize with . . .「…に共感を持って接する，感情移入する」
3 cripple「情緒不安定にする，手足を不自由にする」
4 disclose「開示する，暴露する」
5 dispense「分配する，施行する，販売する」
6 distinguish「識別する，目立たせる」
7 disappoint「失望させる」
8 anxious apprehension　不安による不適応の一形態を表す専門用語：これから起こる嫌
なことなどに病的に不安を抱き，反復的にそのことばかり考えてしまう状態に陥る。

6. (A) For example
(B) Therefore
(C) In conclusion
(D) On purpose
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試訳

質問 4–6は以下の記事についてです。

ほとんどすべての人が，いつか不安に苦しみます。不安はわれわれを安全に保ち，周
りの人々に共感を持って接するのを助ける役目を果たします。しかし，人によって，
不安は情緒を不安定にし，したいことやする必要のあることをするのを阻害します。

イリノイ大学の心理学教授グレッグ・ミラーによれば，不安にはさまざまな形態があ
り，人々はそれらをしばしば識別し損なってしまうそうです。

たとえば，彼によると，anxious apprehensionというタイプの不安を経験する人もい
ます。そういう人は，自分を消耗させてしまうような方法で，物事を何度も何度も咀
嚼（そしゃく）して，過度に心配してしまいます。

5. (A) 開示する
(B) 分配する
(C) 識別する
(D) 失望させる

6. (A) たとえば
(B) したがって
(C) 結論として
(D) 意図的に

正解

4. (C)    5.  (C)    6.  (A)
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  Unit 3
Part 7

Questions 1–4 refer to the following letter.

To North American Hunger Relief[1] Staff,

Last September, I wrote to you about NAHR’s financial condition and the steps we
would be taking to maintain our organization’s finances in a weak economy. Today, I
want to provide a brief update on our efforts to build a balanced budget for the fiscal
year that begins next July.

First, I think it’s necessary to restate[2] at least one point: that NAHR’s finances are
fundamentally sound and well-managed, and that we have been able to maintain our
basic priority[3] of hunger relief.

Our major challenge continues to be reduced income from our endowment[4]. Our
endowment growth is not keeping pace with the targets established when the economy
was much stronger. Current revenues cannot sustain all of our current operations. This
significant reduction in income, coupled with[5] increased health care, utility,
insurance and other costs, means that we must reduce operating expenses[6] further.

We will continue to seek savings in a variety of ways, and as much as possible, we will
work to reduce the size of our staff through means other than layoffs[7]. However, we
will also have to take the very painful step of eliminating some existing positions. We
currently anticipate that these reductions will be in the range of 25–30 full-time
positions.

I recognize that “positions” are actually people. That’s why these decisions are so
difficult. I also realize that each of us suffers when the prospect[8] of layoffs is hanging
over our heads. For those whose positions are eliminated[9], NAHR will do what it
can—including providing severance[10] pay and job placement services—to ease the
transition.

I remain convinced that everything we do at NAHR today is done for good reasons and
with excellence by hard-working and dedicated people. Unfortunately, the only
prudent[11] course under the current circumstances is for some of our dedicated
employees to be let go.

These next several weeks will require hard decisions and choices. But I am confident
that we will work together and support one another through this difficult period.

Sincerely yours,

Haley Hansen

Notes
1 relief「緩和，救済」
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2 restate「言い換える，言い直す」
3 priority「優先の」
4 endowment「基金」
5 couple with . . .「…と連結して，…と関連して」
6 operating expense(s)「運営費」
7 layoff(s)「解雇」
8 prospect「見込み，展望」
9 eliminate「除く」

10 severance「退職金」
11 prudent「分別のある，慎重な」

試訳

問題 1–4は次の手紙に関するものです。

北米飢餓救済協会の職員各位

去年の9月，NAHRの財務状況と，この脆弱な経済の中でこの団体の財務を維持する
ため取るべき手段についてあなた方にお手紙を書きました。今日は，次の7月に始ま
る会計年度に，予算の収支を合わせるために，私たちが行ってきたことについて手短
にお知らせしたいと思います。

まず，NAHRの財政は基本的に健在で，よく運営されているということ，少なくとも
その一点においてはもう一度申し上げておく必要があると思います。そして私たちの
団体の最優先である飢餓の救済は継続されています。

基金からの収入の減少は，引き続き大きな課題です。私たちの基金の増加率は経済成
長が大きかったころに設定された目標に到達していません。現在の収入では，団体の
運営をまかなうことができません。健康衛生費，光熱費，保険費，その他の費用の増
大と収入の減少が相まって，運営費をさらに引き下げなければならないという結果を
招いています。

いろいろな方法で節約を続け，解雇という方法以外のやり方で職員を減らしていくよ
うにします。しかし，職を減らすという，痛みの伴う手段も取らなければならないで
しょう。現在，25から 30の常勤職を減らさなければならないようです。

「職」というのは，実際には人です。だからこそ，これらの決定はとても困難です。ま
た，解雇があるかもしれないという思いがいつもあればそれも苦痛です。職を失う
方々には，退職金の支払いや職探しのお手伝いなどNAHRはできる限りのことをし
て，転職の苦労を軽減したいと思います。

NAHRで行っていることは，すべてそれなりの理由があって行っていることで，それ
らは熱心な，そして献身的な人々によって行われています。不幸にも現在の状況では，
私たちに残された唯一の賢明な方法は，献身的な職員を削減するという方法なのです。

これから数週間に，難しい決定をしなければなりません。しかし，この時期をみんな
で支え合い，協力し合って乗り切ることができると信じています。

敬具

ヘイリー・ハンセン
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1. What is the purpose of this letter?
(A) To provide information about hunger relief
(B) To announce steps being taken to balance the budget
(C) To recognize employees’ hard work
(D) To announce increases in operations

2. Which of the following is NOT mentioned in this letter?
(A) Income has decreased.
(B) Health care costs have increased.
(C) Employees will be laid off.
(D) The number of hungry people is increasing.

3. Why is the endowment underfunded?
(A) The general economy is not as strong as it was.
(B) Donations have decreased.
(C) The hungry population is increasing faster than predicted.
(D) Insurance costs have risen.

4. How will the budget be balanced?
(A) The endowment will be expanded.
(B) Employee salaries will be cut.
(C) Positions will be eliminated.
(D) Aid for hunger relief will be cut.
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1. この手紙の主旨は何ですか。
(A) 飢餓救済に関する情報を提供すること
(B) 収支を合わせるため，取られる手段について知らせること
(C) 職員の勤勉ぶりをほめること
(D) 事業の拡大を知らせること

2. この手紙で述べられていないのは，次のどれですか。
(A) 収入が減少した。
(B) 保健衛生費が増大した。
(C) 職員が解雇される。
(D) 飢餓人口が増えている。

3. 基金はどうして財源不足になっていますか。
(A) 経済全体が，以前ほど強くないから。
(B) 寄付が減ったから。
(C) 飢餓人口が予想を上回って増えているから。
(D) 保険費が上がったから。

4. 収支はどのようにして，帳尻を合わせますか。
(A) 基金を増やす。
(B) 職員の給与を減らす。
(C) 職員を減らす。
(D) 飢餓救済物資を減らす。

正解

1. (B)    2.  (D)    3.  (A)    4.  (C)
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Questions 5–6 refer to the following document.

Invoice No. 754
Date of Invoice: July 5, 2007

Cocoa Beach Technologies
77 Sheridan Place, Suite 220

Cocoa Beach, FL 32931
1-888-888-1234

Hannah’s Cleaners
8424 Burgesses Plaza
Melbourne, FL 32936
Attn: Hannah Choi

INVOICE FOR:
1 OfficeJet Ink-jet Color Printer $383.97
1 LP Desktop Gazebo PC 120f Series $899.99
1 Threads w4 Software Package $569.99
Subtotal $1,853.95
Sales Tax $129.78
TOTAL PAYABLE: $1,983.73

To be paid within 30 days of invoice date.

Hannah,

Thanks for your business. Don’t hesitate to call me on my cell phone if you have any
problems or need anything. This software program will really help organize your
garment[1] and customer information. It’s a major timesaver[2].

Thanks again.

Jerry

5. What type of business does Hannah Choi manage?
(A) A dry cleaning service
(B) An electronics retail store
(C) A clothing store
(D) A discount software supplier

6. How much is the personal computer?
(A) $383.97
(B) $899.99
(C) $569.99
(D) $1,853.95

Notes
1 garment「衣類」
2 timesaver「時間節約の役に立つもの」
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試訳

問題 5–6は次の書面に関するものです。

請求書番号 754
請求日：2007年 7月 5日

ココアビーチテクノロジーズ
77シェリダンプレース，スイート 220
ココアビーチ，FL 32931
1-888-888-11234

ハンナクリーナーズ
8424バージェスィズプラザ
メルボーン，FL 32936
ハンナ・チョイ様あて

請求内容
1　オフィスジェット　インクジェットカラープリンター 383.97ドル
1　LP　デスクトップ　ガジボ　PC 120fシリーズ 899.99ドル
1　スレッズw4　ソフトウェアパッケージ 569.99ドル
小計 1853.95ドル
消費税 129.78ドル
合計 1983.73ドル

請求日の 30日以内にお支払いください。

ハンナ様

当社をご利用いただき，ありがとうございました。何か問題やその他必要なものがあ
りましたら，お気軽に私の携帯電話にご連絡をください。このソフトウェアは，衣類
の仕分けや顧客管理にとても役立ちます。大きな時間節約になります。

どうもありがとうございました。

ジェリー

5. ハンナ・チョイは，どのような商売をしていますか。
(A) ドライクリーニング業
(B) 電気機器の小売り
(C) 衣服店
(D) ディスカウントソフトウェア販売

6. パーソナルコンピュータは，1台いくらですか。
(A) 383.97ドル
(B) 899.99ドル
(C) 569.99ドル
(D) 1853.95ドル

正解

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

Questions 1–5 refer to the following article and graph.

A grassroots movement[1] to phase out[2] inefficient light bulbs is gaining
international strength. The movement is promoting the replacement of traditional
incandescent[3] bulbs with energy-saving compact fluorescents[4], a switch that
activists say will help cut global electricity use and reduce harmful global warming
emissions.

Fifty-five million light bulbs are sold every day in the United States. Most of these are
incandescent bulbs in which electricity passing through a thin metal filament[5] inside
the bulb’s sealed vacuum turns it white-hot and throws off light.

A lot of electricity is wasted in the process, compared with the compact fluorescents,
or CFLs, which currently account for just 5 percent of U.S. light bulb sales. The new
fluorescents are most commonly shaped like short glass spirals, roughly the same size
as incandescent bulbs but five times more costly at the checkout counter.

But proponents of the new bulbs note that compact fluorescents use one-quarter as
much electricity and last 10 times longer than the old filament bulbs. A single CFL can
last between 5 and 10 years.

Notes
1 grassroots movement「草の根運動，市民レベルの運動」
2 phase out「段階的になくす，減らしていく」
3 incandescent「白熱光を発する」
4 fluorescent(s)「蛍光電球，蛍光灯」
5 filament「（電球の）フィラメント，細い繊維」
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試訳

問題 1–5は次の記事とグラフに関する問題です。

効率の悪い電球の使用を段階的になくす市民レベルの運動が国際的に強まってきてい
ます。この運動は，従来の白熱電球をエネルギー効率の良い小型蛍光電球に代えるこ
とを推進しています。この蛍光電球は，地球の電力使用量を減らし，また，地球温暖
化につながる有害なガスをも減らすと運動家は話しています。

アメリカでは，5500万個の電球が毎日売られています。そのほとんどは白熱電球で
す。真空状態の電球の中にある細い金属線を電気が通るとき，白く熱くなり，それが
光を放ちます。

小型蛍光電球（CFL）と比べると，白熱電球は光を放つ段階で多くの電気が無駄にな
ります。小型蛍光電球はアメリカの電球販売量の5パーセントでしかありません。新
しい蛍光電球のほとんどは，ガラスが渦巻き状になった形をしており，大きさは白熱
電球とほぼ同じです。しかし，価格は約 5倍です。

新しい電球の推進者は，小型蛍光電球は白熱電球に比べ，電気使用量が 4分の 1で，
10倍長持ちすると述べています。小型蛍光電球は約 5年から 10年も使えます。

白熱電球，蛍光灯，小型蛍光電球を使用する世帯数の割合
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1. Which of the following statements is true?
(A) Use of incandescent light bulbs in the U.S. is increasing.
(B) Awareness of compact fluorescent light bulbs is increasing.
(C) Fifty-five million U.S. households use fluorescent light bulbs of any kind.
(D) Incandescent light bulbs will soon be phased out internationally.

2. According to the article, why are CFLs superior to incandescent bulbs?
(A) They cost more.
(B) The shape is better.
(C) They are not as hot as incandescent light bulbs.
(D) They conserve energy.

3. What is the cost difference between CFLs and incandescent light bulbs?
(A) CFLs cost 5 times as much.
(B) CFLs cost 5 percent more.
(C) CFLs cost 9 percent more.
(D) CFLs cost 10 times as much.

4. How much longer do CFLs last compared to incandescent light bulbs?
(A) Five times longer
(B) Nine times longer
(C) Ten times longer
(D) Twenty-five times longer

5. What is the size difference between CFLs and incandescent light bulbs?
(A) They are about the same size.
(B) CFLs are slightly larger.
(C) Incandescent light bulbs are slightly larger.
(D) CFLs are five times as large as incandescent light bulbs.
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1. 次の文のうち，正しいのはどれですか。
(A) アメリカにおける白熱電球の使用量は増えている。
(B) 小型蛍光電球に対する意識は向上している。
(C) 5500万のアメリカの世帯はなんらかの蛍光電球を使っている。
(D) 白熱電球は間もなく国際的に使用されなくなるであろう。

2. この記事によると，小型蛍光電球はなぜ白熱電球よりよいのですか。
(A) 価格が高いから。
(B) 形がよりよいから。
(C) 小型蛍光電球は白熱電球ほど熱くならないから。
(D) エネルギーを節約できるから。

3. 白熱電球と小型蛍光電球の価格の差はどのくらいですか。
(A) 小型蛍光電球の価格は 5倍である。
(B) 小型蛍光電球の価格は 5パーセント高い。
(C) 小型蛍光電球の価格は 9パーセント高い。
(D) 小型蛍光電球の価格は 10倍である。

4. 小型蛍光電球は，白熱電球と比べ，どのくらい長持ちしますか。
(A) 5倍長持ちする。
(B) 9倍長持ちする。
(C) 10倍長持ちする。
(D) 25倍長持ちする。

5. 小型蛍光電球と白熱電球の大きさの差はどのくらいですか。
(A) どちらも同じくらいの大きさである。
(B) 小型蛍光電球は少し大きい。
(C) 白熱電球は少し大きい。
(D) 小型蛍光電球は白熱電球より 5倍大きい。

正解

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

1. Five of the eight presidential candidates have formally complained of fraud[1] in the
balloting[2] and ------- a recount[3].
(A) are demanded
(B) is demanding
(C) are demanding
(D) is demanded

2. WHO has warned that a global bird flu pandemic[4] is ------- and could kill between
two million and seven million people.
(A) inevitable
(B) inept
(C) illegal
(D) legal

3. Recently[5], more questions ------- about the drug approval process[6].
(A) are raised
(B) have been raised
(C) have raised
(D) raise

4. The toy and game industry says there’s ------- talent[7] in the country that overseas
companies come here to make games.
(A) so many
(B) such much
(C) so much
(D) such many

5. Tiger Woods is not just a great player but ------- who has elevated the professional
side of the sport.
(A) those
(B) somebody[8]

(C) people
(D) anyone

6. This makes it ------- difficult for the body to effectively use the same amount of
oxygen[9] as it would on the ground.
(A) more
(B) far
(C) the most
(D) some
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Notes
1 fraud「不正，詐欺」
2 balloting「投票（集計）」
3 recount「再集計」
4 bird flu pandemic「鳥インフルエンザの流行」
5 recently = lately「最近」　現在完了時制または過去時制とともに使われる。これに対し
て，these days（最近）は現在時制とともに使われる。

6 drug approval process「薬品承認プロセス」
7 talent「（集合的に）才能ある人々，人材」　日本語の「タレント」は和製英語で，これ
に当たる英語は star, personality, performerなどである。

8 somebody「重要人物，大物」　cf. nobody「つまらない人，ただの人」，something「大
した物，すごい人」，nothing「つまらない物，つまらない人」

9 oxygen「酸素」

試訳

1. 8人の大統領候補者のうち 5人が投票（集計）に不正があったと正式に訴え，再集
計を要求している。

2. WHO（世界保健機関）は，世界的な鳥インフルエンザの流行は避けることができ
ず，200万人から 700万人が死亡する可能性があるという警告を出した。
(A) 避けることができない
(B) 的外れの
(C) 不法な
(D) 合法の

3. 最近，薬品承認プロセスについてより多くの疑問の声が上がっている。

4. おもちゃ・ゲーム産業によると，この国には多くの才能のある人がいるので，海外
企業がゲームを作るためにこちらに来ているという

5. タイガー・ウッズは偉大なプレーヤーであるだけでなく，このスポーツのプロの側
面を高めた重要人物である。

6. このことによって，体が地上にいるときと同じ量の酸素を効率よく使うことをより
難しくしている。

正解

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

Questions 1–3 refer to the following article.

This year, the average American will spend 3,518 hours (nearly five months) watching
TV, surfing the Internet, listening to the radio and reading. That’s a 

1. (A) prediction[1]

(B) protection
(C) procedure
(D) prevalence[2]

from the Statistical Abstract of the United States: 2007[3]. This is the 126th edition of
the Statistical Abstract, which is published annually by the U.S. Census Bureau[4].

Statistician[5] Lars Johansen says the 2007 edition is a far cry[6] from the first one,
published in the late 1800s. “Now, of course, there are  things that are

available,” he points out. “For example, statistics on the use of leisure time. There are
also statistics on the composition[7] of households[8] and families, which were not
available in the  edition of the Abstract.”

Notes
1 prediction「予測」　cf. predict「予測する」
2 prevalence「普及」　cf. prevail「普及する」
3 Statistical Abstract of the United States: 2007「2007年版合衆国統計要約」
4 the U.S. Census Bureau「米国勢調査局」
5 statistician「統計学者」　cf. statistics「統計学」
6 a far cry「大違い」
7 composition「構成」
8 household(s)「世帯」

2. (A) less
(B) fewer
(C) many more
(D) much more

3. (A) first
(B) last
(C) latest
(D) previous
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試訳

質問 1–3は以下の記事についてです。

今年，平均的なアメリカ人は3518時間（ほぼ5カ月）テレビを見たり，インターネッ
トサーフィンをしたり，ラジオを聞いたり，読書をして過ごすことになりそうだ。こ
れは2007年版の『合衆国統計要約』による予測である。これは，126番目の『統計要
約』で，これは米国勢調査局によって毎年発行されているものである。

統計学者ラース・ジョハンソンによると，2007年度版は1800年代に出版された最初
のものとは大違いで，「もちろん，今はより多くの事柄が得られる」と指摘している。
「たとえば，余暇の使い方についての統計。『要約』の最初の版では得られなかった世
帯や家族の構成についての統計もある」

1. (A) 予測
(B) 保護
(C) 手順
(D) 普及

正解

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

Auburn Hills is 240-acre residential community[1] in the Rocky Mountain foothills[2],
on the south bank of magnificent[3] Auburn Lake. Situated in a beautiful pine and
birch woodland[4], Auburn Hills has trails on which you can hike and observe a rich
array of[5] flora and fauna[6]. The homes on this lakefront  are

4. (A) priority[7]

(B) property[8]

(C) scene
(D) venue[9]

constructed from renewable[10] materials designed to blend in with the area’s natural
scenery. All Auburn Hills homes feature[11] stunning[12] lake views. 

community residents, your family will have  to[13] a private beach from

which you can swim, sail and fish all summer long.

5. (A) As
(B) For
(C) With
(D) Without

6. (A) accord
(B) an accord
(C) access
(D) an access

Notes
1 residential community「住宅地区」
2 foothills「山すその小さな丘」
3 magnificent「壮大な」
4 pine and birch woodland「松とカバの木の森林地帯」
5 an array of . . .「さまざまの…，数々の…」
6 flora and fauna「動植物」
7 priority「優先」
8 property「（不動産）物件，財産」
9 venue「開催地」

10 renewable「再生可能な」
11 feature「…を特色とする，売り物［目玉・柱］にする」
12 stunning「素晴らしい，驚くべき」
13 have access to . . .「…に自由に出入りできる，入手できる」
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試訳

質問 4–6は以下の広告についてです。

オーバーンヒルズは，ロッキー山脈の山すその小さな丘にある240エーカーの住宅地
区で，壮大なオーバーン湖の南岸にあります。美しい松とカバの木の森林地帯に位置
するオーバーンヒルズには，ハイキングをしてさまざまな種類の動植物を観察できる
小道があります。この湖畔の物件に立つ家は，この地域の自然の風景に溶け込むよう
にデザインされた再生可能な材料から建設されています。すべてのオーバーンヒルズ
の家は，素晴らしい湖の眺めが特徴になっています。コミュニティーの住民として，
あなたの家族はプライベートビーチに自由に出入りできるので，夏の間中，そこから
泳いだり，船を出したり，魚を釣ることができます。

4. (A) 優先
(B) （不動産）物件，財産
(C) 景色
(D) 開催地

正解

4. (B)    5.  (A)    6.  (C)
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  Unit 7
Part 7

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

From: jhoskins@alliedstores.com
Subject: Account paid in full
Date: September 28, 2007
To: grandmajack55@illini.net

Dear Mrs. Jackson,

Thank you for your e-mail and the attachment/photocopy of your check, which showed
that your account had been paid in full[1]. While we are very sorry for the
inconvenience[2], your attaching the canceled check enabled us to go through our
records and pinpoint[3] how we made this unfortunate error. Again, we are very sorry
about this.

Also, please accept our apology for the letter and e-mail we sent you under the
assumption[4] that this bill had not been paid. I know this insistence[5] on our part must
have been extremely frustrating for you, especially in light of[6] the fact that you have
always been a very responsible customer and paid your bills promptly[7].

Thank you for your patience, and please be assured[8] that we will do everything in our
power to ensure that this type of error does not occur in the future.

Also, as a token[9] of our appreciation for your continued patronage[10], we will be
sending you a $20 gift card to be used like cash at any of our stores in the U.S. or
Canada. The gift card should arrive in 5 to 10 business days.

Sincerely,

Janice Hoskins
Director, Customer Service
Allied Stores

Notes
1 pay in full「全額支払う」
2 inconvenience「迷惑，不便」
3 pinpoint「正確に指摘する」
4 assumption「憶測，仮定」　cf. assume (v.)
5 insistence「強い主張，執拗であること」　cf. insist (v.)
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6 in light of . . .「…をかんがみて，考慮して」
7 promptly「敏速に」
8 assure「確信する，確かにする」
9 token「印，象徴」

10 patronage「常連客，愛顧」

試訳

問題 1–3は次の電子メールに関する問題です。

差出人：jhoskins@alliedstores.com
件名：全額お支払いいただいた口座について
日付：2007年 9月 28日
あて先：grandmajack55@illini.net

ジャクソン様

電子メールと小切手の写しをお送りいただきありがとうございました。写しを送って
いただき，あなたの口座が全額支払いが終了していることがわかりました。ご不便を
おかけいたしましたが，現金化された小切手を送っていただいたことで，私どもの記
録をたどり，どこで手違いが起こったのかを正確に知ることができました。重ね重ね，
陳謝申し上げます。

また，支払いが完了していないという憶測のもと，お手紙や電子メールをお送りした
ことについても陳謝申し上げます。執拗な電子メールや手紙により大変なご迷惑をお
かけしました。特に責任ある消費者として迅速に支払いをしてきたあなたには，大変
ご不快であったことと存じます。

このたびのあなたの冷静な対処に感謝するとともに，これからは，全力を挙げてこの
ような手違いが起こらないように努めさせていただきます。

引き続きご愛顧いただいていることへのお礼といたしまして，アメリカとカナダにあ
る当店で現金と同様にお使いいただける 20ドルのギフトカードをお送りします。ギ
フトカードは 5平日から 10平日後に届けられます。

敬具

ジャニス・ホスキンズ
顧客サービス部長
アライドストアーズ
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1. Why was this e-mail sent?
(A) To notify a customer of a past due account
(B) To request verification of payment
(C) To apologize for an accounting error
(D) To announce a customer appreciation program

2. What did Mrs. Jackson do?
(A) Attached a copy of a canceled check
(B) Used a gift card
(C) Refused to pay her bill
(D) Apologized for her mistake

3. What will happen in about a week?
(A) Ms. Hoskins will review her records.
(B) This type of error will happen again.
(C) Mrs. Jackson will receive a gift card.
(D) Mrs. Jackson will send another check.
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1. この電子メールはなぜ送られたのですか。
(A) 支払い期日が過ぎた支払いがあることを知らせるため
(B) 支払いをしたことを確認してもらうため
(C) 会計の手違いについて陳謝するため
(D) 顧客感謝プログラムについて知らせるため

2. ジャクソンさんは何をしましたか。
(A) 現金化された小切手のコピーを添付した
(B) ギフトカードを使った
(C) 請求書の支払いを断った
(D) 彼女の間違いを陳謝した

3. 約 1週間後には，何が起こりますか。
(A) ホスキンズさんが彼女の記録を見直す。
(B) このような間違いがまた起こる。
(C) ジャクソンさんはギフトカードを受け取る。
(D) ジャクソンさんはもう 1枚の小切手を送る。

正解

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

LLC Properties[1]

PO Box 7787
San Antonio, TX 78201

October 21, 2007

Dear Resident:

LLC Properties will establish a smoke-free housing policy in order to provide a
healthier and safer environment for our residents. Over the last six months, at
renters[2]’ meetings at all of our properties, we have asked for residents’ opinions
regarding new smoking regulations. The voting at these meetings showed
overwhelming[3] support for stricter smoking guidelines at our properties. In light of
this, our new policy will make all common areas of the buildings smoke-free (such as
entrances, hallways, exercise areas and laundry rooms). There also will be smoke-free
clauses[4] (prohibiting smoking inside apartment units) in new resident leases. This
policy will take effect January 2. All LLC properties will be smoke-free by 2011.
Current resident smokers will not be affected by the prohibition of smoking inside
apartments until that time.

Secondhand smoke[5] is a serious health hazard[6], and the 2006 Report of the U.S.
Surgeon General[7] states that there is no safe level of exposure[8] to secondhand
smoke.

This affects all of our properties because cigarette smoke travels from unit to unit.
Secondhand smoke can seep[9] through outlets in walls and spread through air
conditioning and heating systems. The remodeling required to prevent secondhand
smoke from moving to another residence can be both costly and ineffective. The only
effective method to stop the spread of secondhand smoke is a smoke-free policy.

If you have any questions or concerns, please contact me, Christopher Piven, at
cpiven@llcproperties.com.

Regards,

Christopher Piven
LLC Properties

Notes
1 property[ies]「不動産，資産」
2 renter(s)「賃貸者」
3 overwhelming「圧倒的な」
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4 clause(s)「条項，個条」
5 secondhand smoke「受動喫煙」
6 hazard「危険，危険を引き起こす原因」
7 Surgeon General「公衆衛生局長」
8 exposure「さらされること」　cf. expose (v.)
9 seep 「染み出る，漏れる」

試訳

問題 4–6は次の告知文に関する問題です。

LLC不動産
私書箱 7787
サンアントニオ，TX 78201

2007年 10月 21日

居住者の皆さん

LLC不動産では，居住者の方々により健康的で安全な環境を提供するため禁煙住宅方
針を設立します。6カ月以上にわたり，私どもが所有するすべての建物で賃貸者会議
を行い，新しい喫煙規制についてご意見をお伺いしました。これらの会議での投票で
は，圧倒的にさらに厳しい規制が支持されました。この結果を考慮し，新しい方針で
はすべての建物の共用部分では禁煙にすることにしました（玄関，廊下，運動施設，
洗濯室など）。さらに，新規の賃貸者には，禁煙条項がつきます（アパート内での喫
煙を禁ずる）。この方針は 1月 2日から実施されます。LLCの建物は，2011年までに
すべてが禁煙になります。それまでは，現在の居住者で喫煙されている方には，ア
パート内での禁煙条項は適用されません。

受動喫煙は，健康に深刻な影響を与えます。2006年のアメリカ公衆衛生局長の報告に
よると，副流煙にさらされても安全であるレベルはないと言っています。

この事実は，敷地内のすべての建物に影響します。なぜなら煙は部屋から部屋へと流
れるからです。たばこの副流煙は，壁の電気ソケットなどの穴から漏れ，空調や暖房
システムを通じて広がっていきます。副流煙を遮断するための改築は費用が多くかか
り，また効果的ではありません。副流煙の広がりを遮断する効果的な方法は禁煙しか
ありません。

質問やご心配な点がありましたら，私，クリストファー・ピベン，
cpiven@llcproperties.comまでご連絡ください。

敬具

クリストファー・ピベン
LLC不動産
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4. What is the primary reason this letter was sent?
(A) To explain the dangers of secondhand smoke
(B) To inform residents of a new policy
(C) To inform residents of a remodeling project
(D) To announce a renters’ meeting

5. Where will smoking be allowed after January 2?
(A) In laundry rooms
(B) In hallways
(C) In private apartments already leased
(D) Only outside

6. Which of the following is NOT a reason for the policy?
(A) The owners want to provide a healthier environment.
(B) Remodeling costs would be expensive.
(C) The majority of renters approve of the policy.
(D) The Surgeon General has ordered it.
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4. この手紙が送られた主な理由は何ですか。
(A) 受動喫煙の危険性について説明するため
(B) 新しい方針について居住者に知らせるため
(C) 改築プロジェクトについて居住者に知らせるため
(D) 賃貸者会議について連絡するため

5. 1月 2日以降は，どこで喫煙ができますか。
(A) 洗濯室で
(B) 廊下で
(C) すでに賃貸されている部屋の中で
(D) 屋外でのみ

6. この方針の理由として正しくないのはどれですか。
(A) この施設の所有者はより健康的な環境を提供したい。
(B) 改築費は高額だ。
(C) ほとんどの賃貸者はその方針を認めた。
(D) 公衆衛生局長が命令した。

正解

4. (B)    5.  (C)    6.  (D)
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  Unit 8
Part 7

Questions 1–5 refer to the following two letters.

Janice Nelson
219 Sheridan Dr.
Santa Cruz, CA 95060

September 15, 2007

Mr. Dennis Harrington
Visual Advertising Limited
42 E. 12th Ave.
Santa Barbara, CA 93121

Dear Mr. Harrington:

Randall Moderhack, senior vice president in charge of[1] media at Kosty Marketing
Solutions, suggested that I write to you. I recently had an informational interview[2]

with him about careers in the advertising field and received substantial advice from
him about the direction my career should take. During the course of the interview, he
gave me your card and said that you might be able to provide some insight into
opportunities in account management.

I currently am a senior at UC Santa Cruz, majoring in English literature with a minor
in advertising. My interest in an advertising career stems from[3] an internship I held at
the McMahon and Reynolds Advertising Agency.

I would like to ask for a few minutes of your time to gain a better understanding of the
role of an account executive and learn what a typical day is like for you.

I know your time is valuable. I will call you next week to ask you if there is a
convenient time for you to meet with me.

Sincerely,

Janice Nelson

Janice Nelson
-------------------------------------------------------------------------------------------

Notes
1 in charge of . . .「…の担当の，…の責任を持って」
2 informational interview「仕事に関する情報を得るための面会」
3 stem from . . .「…から生じる」
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試訳

問題 1–5は次の 2通の手紙に関する問題です。

ジャニス・ネルソン
219シェリダン通り
サンタクルーズ，CA 95060

2007年 9月 15日

デニス・ハリントン
ビジュアル広告社
42 E. 12番通り
サンタバーバラ，CA 93121

ハリントン様

コスティマーケティングソリューションズ社のメディア担当主席副社長であるラン
ドール・マダハック氏からあなたに手紙を書くようにアドバイスをいただきました。
先般マダハック氏にお会いし，広告業界に関する情報と，これからどのような方向に
進んでいったらいいのかについてアドバイスをいただきました。面会時に，マダハッ
ク氏からあなたの名刺をいただき，またマダハック氏は，あなたから顧客管理の仕事
についてご意見をいただけるのではないかとおっしゃいました。

私は，現在カリフォルニア大学サンタクルーズ校の4年生で，英文学を専攻，広告学
を副専攻にしています。マクマホン・レノルズ広告代理店でインターンをさせていた
だいた経験から，広告業界での職に興味を持ち始めました。

あなたから少しお時間をいただき，顧客担当責任者の仕事について，またはあなたの
典型的な一日の仕事についてお話しいただければ幸いです。

あなたの時間は貴重です。来週お電話をし，お時間をいただけるかどうかお伺いしま
す。

敬具

ジャニス・ネルソン

--------------------------------------------------------------------------------------------
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Visual Advertising Limited
Solving Your Advertising Needs

September 20, 2007

Dear Ms. Nelson:

Thank you so much for your letter, and I am glad that you are interested in pursuing
advertising as a career. It’s a challenging and interesting field. There is so much
involved in advertising. You have to understand consumer psychology and design, and
you always have to remember finances.

Randall told me that he had talked with you and he was impressed with your
knowledge of the advertising world, considering that you’ve only worked as an intern.
I’ve always trusted Randall’s judgment and his first impressions are usually correct.

About us getting together, I will be out of the office for the rest of the month. I’ll be on
business in New York until October 2. For the rest of that week, I’ll be busy here. So
let’s try and get together sometime during the week of October 8–12. Also, e-mail will
be the best way to communicate from now on.

My e-mail address is dharrington@valsa.com.

Best,

Dennis Harrington
Vice President
Visual Advertising Limited
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試訳

ビジュアル広告社
広告のことならおまかせください

2007年 9月 20日

ネルソン様

お手紙をいただきありがとうございました。また広告業界に興味を持っていただいて
うれしく思います。この業界はやりがいのある，面白い業界です。広告には，さまざ
まなことが関係してきます。消費者心理，デザイン，財務についても理解していなけ
ればなりません。

ランドールは，あなたと会って，あなたがインターンとして働いた経験しかないにし
ては，あなたの広告に関する知識が豊富であることに関心したと言っていました。私
はランドールの判断と彼の第一印象はいつも正しいと信じています。

あなたにお会いすることについてですが，今月はずっとオフィスにいません。10月2
日まで出張でニューヨークにいます。その週の後半は，ここにいますが忙しいです。
ですから 10月8日から12日の週に会うようにしましょう。今後の連絡方法としては
電子メールが一番便利です。

私のメールアドレスは，dharrington@valsa.comです。

敬具

デニス・ハリントン
副社長
ビジュアル広告社
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1. What is the purpose of the first letter?
(A) To apply for a job
(B) To request an interview
(C) To register for an advertising class
(D) To apply for an advertising internship

2. How did Ms. Nelson get Mr. Harrington’s address?
(A) From the career center at UC Santa Cruz
(B) From the McMahon and Reynolds Advertising Agency
(C) From Randall Moderhack
(D) From President Kosty

3. When will the writers of these letters most likely meet?
(A) On October 2
(B) Sometime between October 3 and October 5
(C) Sometime between October 8 and October 12
(D) Sometime after October 12

4. How is Randall Moderhack described in the second letter?
(A) As a good judge of character
(B) As an expert on consumer psychology
(C) As an excellent designer
(D) As a good manager

5. What previous position has Ms. Nelson held?
(A) Account executive
(B) English teacher
(C) Intern
(D) Interviewer
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1. 最初の手紙の主旨は何ですか。
(A) 職に応募すること
(B) 面会を依頼すること
(C) 広告に関する授業に登録すること
(D) 広告業界でのインターンに応募すること

2. ネルソンさんは，ハリントンさんの連絡先をどのようにして手に入れましたか。
(A) カリフォルニア大学サンタクルーズ校の職業相談室から
(B) マックマホン・レノルズ広告代理店から
(C) ランドール・マダハックさんから
(D) コスティ社長から

3. この 2通の手紙を書いた人たちは，いつ会うことが予想されますか。
(A) 10月 2日
(B) 10月 3日から 10月 5日の間
(C) 10月 8日から 10月 12日の間
(D) 10月 12日以降

4. 2通目の手紙で，ランドール・マダハック氏は，どんな人であると表現されていま
すか。
(A) 人の個性や人格についての判断が正しい
(B) 消費者心理についての権威である
(C) 優れたデザイナーである
(D) 優れた管理者である

5. ネルソンさんは，以前どんな仕事をしていましたか。
(A) 顧客担当部長
(B) 英語教師
(C) インターン
(D) インタビュアー

正解

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

1. Passengers can use a decongestant[1], nasal spray[2], or special earplugs[3] that can
help ------- the pressure during takeoff and landing.
(A) equal
(B) equalize[4]

(C) equity[5]

(D) equivocate[6]

2. What’s little known to most job seekers[7] ------- that the majority of job openings[8]

will never be announced on a website or in a want ad[9].
(A) are
(B) thinks
(C) is
(D) think

3. Most people in search of employment neglect[10] to do ------- research on jobs,
companies and industries before they write their resumes[11] or go on interviews.
(A) pilot
(B) prior[12]

(C) potential[13]

(D) platform

4. While my friends were visiting the aquarium[14], I ------- sick in bed.
(A) have been
(B) would be
(C) was
(D) will be

5. ------- at the end of the Second World War, the World Bank typically[15] provides up
to $20 billion a year to developing countries.
(A) Founding
(B) Foundation
(C) To found
(D) Founded

6. A new comprehensive[16] parking plan will be ------- next year for
implementation[17] in August 2009.
(A) announcing
(B) announce
(C) announced
(D) to announce
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Notes
1 decongestant「充血除去剤」
2 nasal spray「スプレー式点鼻薬」
3 earplug(s)「耳栓」
4 equalize「均一にする，等しくする」
5 equity「公平，公正」
6 equivocate「言葉を濁す」
7 job seeker(s)「求職者」
8 job opening(s)「求人」
9 want ad「求人広告」

10 neglect「怠る」
11 resume(s)「履歴書」
12 prior「事前の」
13 potential「潜在的な」
14 aquarium「水族館」
15 typically「一般的に，典型的に」
16 comprehensive「包括的な」
17 implementation「実施，遂行」

試訳

1. 乗客は離陸と着陸の際の圧力を均一にするのを補助する充血除去剤，スプレー式点
鼻薬，特別な耳栓を使うことができます。
(A) 等しい
(B) 等しくする，均一にする
(C) 公平，公正
(D) 言葉を濁す

2. ほとんどの求職者にあまり知られていないことは，大多数の求人はウェブサイトに
も求人広告にも決して公表されないということです。

3. 職を探している人の多くは，履歴書を書いたり面接に行く前に，仕事や企業や業界
について前もって調べることを怠っている。
(A) 試験的な
(B) 事前の
(C) 潜在的な
(D) 壇，基盤

4. 友達が水族館を訪問している間，私は病気で寝ていた。

5. 第2次世界大戦の終わりに設立された世界銀行は発展途上国に一般的に年間200億
ドルまで提供している。

6. 新しい包括的な駐車場利用計画は，2009年の8月の実施に向けて，来年発表される。

正解

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

Questions 1–3 refer to the following letter.

Dear Mr. Brown,

It is our pleasure to  you that a charge account[3] has been approved in

1. (A) recommend[1]

(B) notify[2]

(C) prove
(D) warn

your name. We welcome you as a new customer and hope that you enjoy the
convenience of your charge account.

We have established a credit limit[4] on your account in the amount of $3,000.
 you may wish to raise the credit line, a phone call or visit to our credit

office should expedite[5] our handling of your request.

We have enclosed your card together with our pamphlet, which  our

billing procedures, how to use your credit card, plus additional information we believe
you will find useful.

Thank you again for choosing to shop with us.

Very truly yours,

James Ritter

2. (A) At such time as
(B) As much as
(C) In spite of
(D) No matter how

3. (A) explain
(B) explains
(C) explaining
(D) to explain
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Notes
1 recommend「推薦する」
2 notify「知らせる，通知する」
3 charge account「掛け売り口座，クレジットの口座」
4 credit limit「信用限度，クレジットの上限」
5 expedite「迅速に処理する，早める」

試訳

問題 1–3は以下の手紙についてです。

ブラウン様

あなたの名前で掛け売り口座が承認されたことを喜んでお知らせいたします。あなた
を新しい顧客として歓迎するとともに，わが社の掛け売り口座の便利さを満喫してい
ただけることを願っております。

あなたの口座の信用限度を総額 3000ドルに設定いたしました。信用限度を上げるこ
とをご希望になる場合は，わが社の信用調査窓口にお電話をいただくかお越しいただ
くと，ご要望を迅速に処理できます。

カードとともにパンフレットを同封します。このパンフレットはわが社の請求手順，
クレジットカードの使い方，さらにあなたが便利だと思われるだろう追加の情報につ
いて説明しています。

当社で買い物をすることを選んでいただき再度お礼を申し上げます。

敬具

ジェームズ・リッター

1. (A) 推薦する
(B) 知らせる
(C) 証明する
(D) 警告する

2. (A) …のようなときは
(B) …と同じ程度に，…ではあるが
(C) …にもかかわらず
(D) どんなに…であろうとも

正解

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

From: Jess Young (jessy@zmail.com)
To: Neil Stone (nstone@xyz.com)
Subject: Receipt of Estimate

 is to inform you that we have carefully reviewed your estimate[1] on

4. (A) What
(B) Which
(C) This
(D) That

the parking lot refurbishing[2]. Based on your estimate, we are planning to ask you to
do this work.

However, we are unable to sign this contract immediately, as final approval[3] of
 of this nature must come from the head office in New York.

We  to receive their answer within the next 30 days. As soon as we do,

we will contact you with detailed specifications[7].

If we may be of any assistance[8] in the meantime[9], please feel free to e-mail us.

Notes
1 estimate「見積もり」
2 refurbishing「改装」
3 approval「承諾，承認」
4 revenue「歳入，収入」
5 estimation「見積もり」
6 expenditure(s)「支出，歳出」
7 specification(s)「仕様（書）」
8 be of any assistance「何かお役に立つ」
9 in the meantime「その間にも，そうしているうちに」

5. (A) return
(B) revenue[4]

(C) estimation[5]

(D) expenditures[6]

6. (A) expect
(B) expected
(C) have expected
(D) had expected
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試訳

問題 4–6は以下の電子メールについてです。

差出人：ジェス・ヤング（jessy@zmail.com）
あて先：ニール・ストーン（nstone@xyz.com）
件名：見積もりの受け取り

これは，駐車場の改装についての貴社の見積もりを入念に再検討したことをお伝えす
るものです。貴社の見積もりを元に，貴社にこの作業を依頼する計画でおります。

しかしながら，この種の支出についてはニューヨークの本社からの最終承諾が来なけ
ればならないので，この契約に今すぐサインすることはできません。

30日以内に本社の回答を得る見込みです。そうなり次第，詳細な仕様について，あな
たにご連絡申し上げます。

もし，その間にわれわれで何かできることがあれば，遠慮なくメールをいただきたく
存じます。

5. (A) 帰ること，返すこと
(B) 歳入，収入
(C) 見積もり
(D) 歳出，支出

正解

4. (C)    5.  (D)    6.  (A)
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 Unit 11
Part 7

Questions 1–4 refer to the following article.

Flight Controllers Regain Communication with Computers on Space Station

Flight controllers in Moscow yesterday were able to reestablish contact with critically
important computers aboard the International Space Station. The computers that
control, among other things, oxygen and water supply had gone down the day before.

Russian ground controllers have regained partial communication with the computers
aboard the International Space Station’s Russian Zarya module[1]. The computers are
responsible for such operations as orientation, navigation[2], and water and oxygen
supplies.

The computers failed early Wednesday as astronauts began working on retraction[3] of
one of the solar arrays. Flight director Holly Ridings says controllers working through
the night in Moscow are now able to send and receive signals to and from the
computers.

“They have made a lot of progress overnight and there is still cleanup stuff to do, and
some investigation,” she said.

Mission controllers still do not know what caused the computer crash aboard the space
station. Officials say that, normally, the computers reboot themselves in the event of a
crash.

NASA says it might have to extend the mission of the shuttle Atlantis, which is
docked[4] at the space station, to help fix the problem. The scheduled 11-day mission
has already been extended to 13 days to repair a heat protection blanket that came
loose during liftoff.

In the meantime[5] , the shuttle is helping the orbiting[6] laboratory maintain its
position in space by periodically[7] firing its thrusters[8]. In a worst-case scenario[9],
NASA says, the space station could be evacuated[10] if the problem cannot be fixed.

Notes
1 module「宇宙船の一部を成すが母船から独立して行動できるユニット」
2 navigation「航行，飛行術」
3 retraction「引き込むこと」　cf. retract (v.)
4 dock「（宇宙船を）ドッキングさせる，接続する」
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5 in the meantime「その間に」
6 orbit「軌道を回る」
7 periodically「定期的に」
8 thruster(s)「制御用推進エンジン」
9 in a worst-case scenario「最悪の展開としては」

10 evacuate「避難させる」

試訳

問題 1–4は次の記事に関する問題です。

飛行管制係が宇宙ステーションのコンピュータと交信を再開する

昨日，モスクワにある飛行管制係が，非常に重要な国際宇宙ステーションのコン
ピュータとの交信を再開することができました。酸素と水の供給，その他の制御をす
るコンピュータは，一昨日交信できなくなっていました。

ロシアの地上管制係は，国際宇宙ステーションにあるロシアのザイヤユニットのコン
ピュータと部分的な交信を再開できました。このコンピュータは宇宙船の位置の確定，
飛行の操縦，水や酸素の供給を制御します。

宇宙飛行士が水曜日の朝早く，太陽電池の 1つの取り込み作業を行っていたところ，
コンピュータが故障しました。飛行管制部長のホーリー・ライディングは，モスクワ
で管制官が昨晩，一晩かけて修理をし，現在，コンピュータと信号の送信と受信がで
きるようになったと話しています。

「一晩でかなりの進展がありました。まだ仕上げの作業と事故調査作業が残っていま
す」と彼女は語りました。

管制官は，宇宙ステーションにあるコンピュータが作動しなくなった原因について解
明していません。当局者は，「通常，コンピュータは作動不可能に陥っても，自動的
に再起動することになっている」と話しています。

NASAは，この宇宙ステーションに接続されているシャトルのアトランティスも予定
を延長して，この問題解決の手助けをしなければならないかもしれないと話していま
す。離陸の際にゆるんだ熱遮断層を修理する仕事は 11日間の予定でしたが，それは
すでに 13日に延長されています。

その間，シャトルは，軌道を回る宇宙船が定位置を維持できるよう，定期的に制御用
エンジンを噴射しています。最悪の場合，この問題が解決されなければ宇宙ステー
ションの人々は避難しなければならないとNASAでは話しています。
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1. What is the main idea of this passage?
(A) The space station may be evacuated.
(B) The space station’s computers crashed, but are now communicating with ground
controllers.
(C) The space station has crashed.
(D) The space shuttle will extend its mission.

2. What caused the communication failure?
(A) Astronauts working on the solar arrays
(B) The heat protection blanket coming loose
(C) Firing of the thrusters
(D) Unknown causes

3. For which operation are the computers responsible?
(A) Supplying oxygen
(B) Docking
(C) Modulating
(D) Cleaning up

4. What is the current scheduled length of the space shuttle’s mission?
(A) One more day
(B) Eleven days
(C) Thirteen days
(D) Indefinite
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1. この記事の主旨は何ですか。
(A) 宇宙ステーションの人々は避難しなければならないかもしれない。
(B) 宇宙ステーションのコンピュータが作動停止したが，現在は地上の管制官と
交信ができるようになった。

(C) 宇宙ステーションが衝突した。
(D) スペースシャトルはその仕事の予定を延長するだろう。

2. 交信ができなくなった原因は何ですか。
(A) 太陽電池の作業をしていた宇宙飛行士
(B) 熱遮断層が外れたこと
(C) エンジンを噴かすこと
(D) 原因不明

3. コンピュータがやるのはどの仕事ですか。
(A) 酸素を供給すること
(B) 接続すること
(C) 調節すること
(D) 清掃すること

4. 現在予定されているスペースシャトルの任務期間はどのくらいですか。
(A) もう 1日
(B) 11日間
(C) 13日間　
(D) 決まっていない

正解

1. (B)    2.  (D)    3.  (A)    4.  (C)
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Questions 5–6 refer to the following advertisement.

Need a Getaway[1]?
Try Madison’s Grand Hotel

The Benson
A Three Lakes Hotel

Experience Madison’s premier hotel, offering luxurious accommodations in a romantic
European setting. This treasured[2] landmark in historic downtown Madison is where
old world charm meets modern-day elegance. Every time you choose The Benson, you
immerse yourself[3] in an enchanting[4] experience that is truly unique.

Enjoy a complimentary continental breakfast and afternoon tea in the Tuscany Room.
In addition, all guests receive an assortment[5] of fresh fruit and sweets with each stay.

Summer Weekday Special
• Two-night accommodation includes a $50 dining certificate
• Room rates begin at $159/night
• Executive suites begin at $249/night
• Whirlpool[6] suites begin at $279/night

Visit us at www.thebensonmadison.com to book your room today.

Other applicable fees and taxes not included in rates. Summer weekday special rates
are for rooms reserved between Sunday and Thursday only. For full details and
conditions, log on to www.thebensonmadison.com/weekday/info/.

5. Where is this hotel located?
(A) In the Three Lakes region
(B) In Madison
(C) In Tuscany
(D) In Benson

6. When are rooms available for $159 a night?
(A) Any time in the summer
(B) Monday through Friday in the summer
(C) Sunday through Thursday in the summer
(D) Sunday through Thursday in the summer, only with a two-night reservation

Notes
1 getaway「短期休暇，保養地」
2 treasure「大切に保存する，珍重する」
3 immerse oneself「…に浸る」
4 enchanting「うっとりさせるような，魅惑的な」
5 assortment「盛り合わせ」
6 whirlpool「ジェットで水流が起こせる風呂」
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試訳

問題 5–6は，次の広告に関するものです。

短期休暇が必要ですか
マディソンの一流ホテルをお試しください
ザ・ベンソン
スリーレイクスホテル

ロマンティックでヨーロッパ調の，豪華な宿泊施設を備えたマディソンの一流ホテル
をお試しください。大切に保存されてきた歴史的な街，マディソンには伝統的な魅力
と現代的な優雅さが融合しています。ザ・ベンソンを選んでいただければ，いつでも
ユニークでうっとりするような経験に浸ることができるのです。

コンチネンタルブレックファストと午後のお茶はタスカニールームで無料でご奉仕し
ています。それに加え，お泊まりのときはいつでも，お客さまに新鮮な果物とお菓子
の盛り合わせをご提供します。

夏の平日特別料金
・2泊の宿泊には 50ドルの食事券がつきます。
・宿泊費は 1泊 159ドルから
・特別スイートルームは 1泊 249ドルから
・ジェットバスつきスイートルームは 1泊 279ドルから

お部屋のご予約は，www.thebensonmadison.comまで，今日にでも承ります。

ほかの料金や税金はこの金額には含まれません。夏の平日特別料金は日曜日から木曜
日までのご予約に限ります。詳細についてはwww.thebensonmadison.com/weekday/
info/をご覧ください。

5. このホテルはどこにありますか。
(A) スリーレイクス地域
(B) マディソン
(C) タスカニー
(D) ベンソン

6. 1泊 159ドルで泊まれるのはいつですか。
(A) 夏の期間中いつでも
(B) 夏の期間中，月曜から金曜まで
(C) 夏の期間中，日曜から木曜まで
(D) 夏の期間中，日曜から木曜までの 2泊の宿泊に限り

正解

5. (B)    6.  (C)
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 Unit 12
Part 7

Questions 1–5 refer to the following two e-mails.

From: btaylor@yippee.com
To: sgomes@americo.net
Subject: Ivan’s birthday party
Date: Mon. 17 Sep 2007 3:53 p.m. PST

Hello Sharon,

We’re having a surprise 40th birthday party for Ivan. He has no idea about it. That’s
why I’m sending this from my work e-mail account. :-)

Anyway, it’s going to be on the 22nd. His real birthday is Thursday, 9/20, but there’s
no way we can get all these people together on a week night. He thinks we’re just
having dinner with Beth and Connor, but really his whole family is coming as well as a
lot of his old friends from college, and some of his colleagues[1], and neighbors.

We’ll be going to Beth and Connor’s around 6:30, so we want everyone to get there
around 6:00 to be there to surprise him. You can park in the neighbors’ backyard so he
won’t see all the cars. Please RSVP[2] to this e-mail account (so he won’t see it on our
home account) or just call my cell.

Hope to see you there,

Brenda

Place Beth and Connor McDonald’s house, 847 Somerset Dr.
Time 6:00 p.m., 9/22
Why? To celebrate the end of Ivan’s youth
Parking 845 Somerset (The Mundies’)

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

Notes
1 colleague(s)「同僚」
2 RSVP「（招待状などの）お返事をお願いします」　RSVPはフランス語で「お返事をお
願いします」という文の頭文字を取ったもの。
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試訳

問題 1–5は次の 2通の電子メールに関するものです。

差出人：btaylor@yippee.com
あて先：sgomes@americo.net
件名：アイバンの誕生パーティーについて
日付：2007年 9月 17日（月）午後 3時 53分

こんにちは，シャロン

アイバンの 40歳の誕生パーティーを本人に内緒で計画しています。アイバンは何も
知りません。それで私の仕事場の電子メールを使っています。

パーティーは 22日です。彼の本当の誕生日は木曜日の 9月 20日ですが，平日にみん
なが集まるのは不可能です。彼は私たちがベス，カナーと夕食をすると思っています
が，実は家族全員と多くの大学時代の友達，同僚，近所の人たちも来ます。

私たちはべスとカナーの家に6時30分ころ行きます。皆さんには6時ごろにそこに集
まって彼を驚かせてほしいのです。車は隣の家の裏庭にとめて，彼に見られないよう
にしてください。返事はこの電子メールのアドレスに送るか（彼が家の電子メールで
そのメールを見ないように），私の携帯電話にお願いします。

パーティーに来ていただけることを願ってます。

ブレンダ

場所：べス，カナー・マクドナルドの家　847サマセット通り
時間：9月 22日午後 6時
なぜ：アイバンの若さの終焉を祝うため
駐車：845サマセット（マンディー宅）

------------------------------------------------------------------------------------------
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From: sgomes@americo.net
To: Brenda <btaylor@yippee.com>
Subject: RE: Ivan’s birthday party
Date: Tue Sep 18 07 9:25 a.m. PST

Hi Bren,

Got your message about Ivan’s birthday party. This sounds so fun. Of course, Tom and
I and the kids will be there. We wouldn’t miss this for anything. We knew Ivan when
he used to have hair (long hair even!). We knew him before he knew you, much less
before[1] you got married and had kids. I can’t believe we’re all getting so old.

Should I bring anything? What does he want? Do you need help with decorations?

Let me know.

As for parking, we’ll just walk. It’s only three blocks and I’m sure the Mundies don’t
need any more cars in their yard.

See you then,

Sharon

Notes
1 much less before . . .「…よりずっと前に」
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試訳

差出人：sgomes@americo.net
あて先：ブレンダ <btaylor@yippee.com>
件名：アイバンの誕生パーティーについて
日付：2007年 9月 18日（火）午前 9時 25分

ブレン，こんにちは

アイバンの誕生パーティーに関するメッセージをいただきました。楽しそうですね。
もちろんトムと私と子供たちは行きます。何があっても行きますよ。アイバンのこと
は彼がまだ髪の毛があったころから知っています（それも長い髪だったんです！）。彼
があなたと知り合う前から，つまり彼があなたと結婚して子供ができるずっと以前か
ら彼を知っています。私たちがみんな，こんなに年寄りになったなんて信じられない
わ！

何か持って行きましょうか。彼は何がほしいのかしら？　飾りつけを手伝いましょう
か。

何でも言ってくださいね。

駐車のことですが，私たちは歩いていきます。たった3ブロックくらいしか離れてい
ないし，マンディーさんの家も車がたくさんあるでしょうからね。

それじゃあ，パーティーで。

シャロン
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1. What kind of party is being planned?
(A) A backyard cookout
(B) A birthday party
(C) A college reunion
(D) A neighborhood block party

2. When is the party?
(A) September 17
(B) September 18
(C) September 20
(D) September 22

3. Why is the first writer sending this e-mail from work?
(A) It is a work-related party.
(B) She is too busy to send it from home.
(C) She wants to keep it a secret from her husband.
(D) Her home e-mail is out of order.

4. How long has Sharon known Ivan?
(A) Longer than Brenda
(B) Since he got married
(C) Since after he had children
(D) Since they became neighbors

5. Who is NOT invited to the party?
(A) Ivan’s colleagues
(B) Brenda’s colleagues
(C) College friends
(D) Family



5-Minute Quizzes for the TOEIC® Test: Reading 2 77

1. どんなパーティーが計画されていますか。
(A) 裏庭での野外調理パーティー
(B) 誕生パーティー
(C) 大学の同窓会
(D) 近所の人が集まるパーティー

2. パーティーはいつありますか。
(A) 9月 17日
(B) 9月 18日
(C) 9月 20日
(D) 9月 22日

3. 最初の電子メールを書いた人は，なぜ仕事場から電子メールを送っているのです
か。
(A) 仕事に関係するパーティーだから。
(B) 彼女は忙しくて家から送れないから。
(C) 彼女は夫にこのことを知られたくないから。
(D) 彼女の家の電子メールが壊れているから。

4. シャロンはどのくらいアイバンを知っていますか。
(A) ブレンダより長く彼を知っている
(B) 彼が結婚してから
(C) 彼に子供ができてから
(D) 彼らが近所に住むようになってから

5. パーティーに招待されていないのは次の誰ですか。
(A) アイバンの同僚
(B) ブレンダの同僚
(C) 大学時代の友人
(D) 家族

正解

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

1. Graduate students[1] at Medill pay more than $58,000, which includes a place to
live, meals, books and other costs like health -------.
(A) insurance[2]

(B) warranty[3]

(C) utilities[4]

(D) hospitalization[5]

2. Vermont was not among the 13 colonies[6] that declared their ------- from England in
1776.
(A) independent
(B) depend
(C) independence
(D) dependently

3. In the most recent term[7], ------- began in October, the four most conservative[8]

justices[9] convinced the moderate[10] justices to change their minds.
(A) which
(B) when
(C) where
(D) that

4. If a 50-kilometer-by-50-kilometer solar thermal[11] unit ------- built, it could supply
all of the country’s power[12] in 2010.
(A) are
(B) were
(C) have been
(D) had been

5. Mr. Colvin didn’t ask what his salary ------- at the job interview[13].
(A) would be
(B) is
(C) will have been
(D) would have been

6. People who want to avoid weight gain ------- balance the number of calories they
eat with[14] the number of calories they use.
(A) has to
(B) have
(C) have to
(D) has
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Notes
1 graduate student(s)「大学院生」
2 insurance「保険」
3 warranty「保証」
4 utility[ies]「公共料金，公共施設」
5 hospitalization「入院」
6 colony[ies]「植民地」
7 term「（裁判所の）開廷期間，（議会の）会期，（学校の）学期」
8 conservative「保守的な」
9 justice(s)「裁判官」

10 moderate「穏健派の」
11 solar thermal「太陽熱の」
12 power「電力」
13 job interview「就職の面接」
14 balance A with B「Aと Bのバランスを取る，Aと Bを両立させる」

試訳

1. メディルの大学院生は，5万8000ドル以上を支払っており，それには，住居費，食
費，書籍代，その他健康保険料などが含まれます。
(A) 保険
(B) 保証
(C) 公共料金，公共施設
(D) 入院

2. バーモント州は 1776年にイギリスから独立した 13の植民地に含まれていなかっ
た。
(A) 独立した
(B) 依存する
(C) 独立
(D) 頼って

3. 10月に始まった最も最近の開廷期間中に，4人の最も保守的な裁判官たちが，穏健
派の裁判官たちの気持ちを変えるように説得した。

4. もしも縦横50キロメートルの太陽熱（吸収）装置が建設されるなら，この国の2010
年の電力すべてを供給することが可能となるのだが。

5. コルビン氏は就職の面接で自分の給料がいくらになるか質問しなかった。

6. 体重増加を避けたい人は，自分の食べるカロリー数と自分が使うカロリー数のバラ
ンスを取らなければいけない。

正解

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

From: XYZ (service@xyz.com)
To: Carol Baker (baker@zmail.com)
Subject: Apology for Accounting Error[1]

Dear Mrs. Baker,

Thank you for your recent e-mail regarding account number 38010366. We were able
to track down[2] the error and have credited your account . A report to

7. (A) accordingly
(B) frequently
(C) previously
(D) respectively

this effect[3] has been sent to our credit reporting company.

As of this date[4], your account balance[5] is $253.25.

You are a valued customer[6] and we apologize for any  this mix-up[7]

may have caused. If  may be of further assistance[8], please contact

8. (A) convenience
(B) inconvenience
(C) impossibility
(D) possibility

this e-mail address at your convenience[9].

Notes
1 accounting error「会計ミス」
2 track down「突き止める，見つけ出す，追い詰めて逮捕する」
3 to this effect「この趣旨で［の］」
4 as of this date「本日現在で」
5 account balance「口座の残高」
6 valued customer「お得意さま」
7 mix-up「取り違え，混乱」

9. (A) it
(B) they
(C) you
(D) we
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8 if we may be of further assistance「何かほかに私どもでお役に立てることがございま
したら」

9 at one’s convenience「…のご都合のよいときに」

試訳

問題 7–9は以下の電子メールについてです。

差出人：XYZ (service@xyz.com)
あて先：キャロル・ベーカー (baker@zmail.com)
件名：会計ミスのおわび

ベーカー様

口座番号38010366に関する最近のメールをありがとうございます。ミスを突き止め
ることができ，あなたの口座にしかるべく入金いたしました。この趣旨の報告をクレ
ジット報告会社にいたしました。

本日現在で，あなたの口座の残高は 253.25ドルです。

あなたはお得意さまであり，この取り違えにより生じたあらゆるご不便に対しておわ
びを申し上げます。何かほかにも私どもでお役に立てることがございましたら，ご都
合のよろしいときにこのメールアドレスにご連絡ください。

7. (A) しかるべく
(B) たびたび
(C) 前もって
(D) それぞれに

8. (A) 便利
(B) 不便
(C) 不可能
(D) 可能性

正解

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

The computers that control the navigation[1] and orientation[2] of the space station,
 maintain the oxygen and water supplies for crew members, crashed

10. (A) as well as
(B) no matter how
(C) for example
(D) in spite of

shortly after astronauts[3] connected power from a truss[4] that supports solar arrays[5]

to the space station module.

Technicians cut the main power from the truss in an effort to[6] bring the computers
back on line[7]. When that did not work, they started looking for a 

power source[8] that might be responsible for the computer crash.

ISS Mission[9] Manager Mike Suffredini says the problem turned out to be a faulty
circuit[10] inside the computers,  Russian technicians were able to

bypass.

“They went to activate the four that they thought were still good, and all four of the
computers came up,” he said.

Notes
1 navigation「飛行」
2 orientation「位置確認」
3 astronaut(s)「宇宙飛行士」
4 truss「トラス（構造）」　はりを三角に組んだ構造。
5 solar array(s)「太陽光線を集めるためのアンテナ」
6 in an effort to do「…するために」
7 bring . . . back on line「…を回復させる，再び接続する」
8 secondary power source「2次電源」
9 ISS (= International Space Station) Mission「国際宇宙ステーション計画」

10 faulty circuit「故障回路」

11. (A) preliminarily
(B) primarily
(C) seriously
(D) secondary

12. (A) that
(B) which
(C) where
(D) when
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試訳

問題 10–12は以下の記事についてです。

乗組員の酸素と水の供給の維持はもとより，宇宙ステーションの飛行と位置確認を制
御するコンピュータが，宇宙飛行士が太陽光線を集めるためのアンテナを支えるトラ
ス（構造）からの電力を宇宙ステーションモジュールに接続した直後に故障しました。

技術者たちが，コンピュータを復旧させるために，トラスからの主電源を切りました。
それでもうまくいかなかったので，彼らはコンピュータを故障させた可能性のある2
次電源を探し始めました。

国際宇宙ステーション計画の責任者マイク・サファディーニによると，問題はコン
ピュータ内部の故障回路であることが判明したとのことです。これについては，ロシ
アの技術者たちが回避することに成功したとのことです。

「彼らはまだ正常であると考えた4番目（のコンピュータ）を起動させに行き，4つの
コンピュータすべてが回復した」と彼は述べました。

10. (A) …はもちろんのこと
(B)どんなに…であろうとも
(C) たとえば
(D) …にもかかわらず

11. (A) 予備的に
(B) 第 1に
(C) 真剣に
(D) 第 2の

正解

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

James Hutchinson
291 Sherman Dr.

Passaic, NJ 07656

October 29, 2007

Partzin Rental Cars
Consumer Complaint[1] Division
1249 Corporate Plaza Dr.
San Diego, CA 92117

Dear Consumer Complaint Division:

On March 29, I rented a Ford Expedition from your LAX office. On March 31, the
rear[2] door on the driver’s side was hit and dented[3] while the car was parked in a
parking lot. I noticed the damage when I returned from shopping. The person who
caused the damage left no note. I reported the damage immediately[4] to a Partzin
representative and was told that since the vehicle was drivable[5] and the damage was
minor, I need only report it when I dropped the vehicle off at the Victorville Airport on
April 2. This is exactly what I did.

On my last credit card statement, there is a charge for $452.54 for damage to the
vehicle. This charge is in error, since I purchased Partzin comprehensive[6] insurance,
which covers this type of damage. I have called Partzin and was told that no record of
my insurance purchase exists. Therefore, I am enclosing a photocopy of my rental
agreement complete with the itemized[7] receipt showing I purchased the insurance.

I am looking forward to a quick resolution[8] of this problem, and I need to have my
credit card credited for the amount of $452.54 as soon as possible. You can contact me
at jhutchinson448@yippee.com or at (999) 555-7868.

Sincerely,

James Hutchinson

Enclosure

Notes
1 complaint「苦情」
2 rear「後ろの」
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3 dent「くぼみを作る」
4 immediately「至急，直ちに」
5 drivable「運転することができる」
6 comprehensive「総合的な」
7 itemize「項目別に述べる，明細を示す」
8 resolution「（問題の）解決」

試訳

問題 13–15は次の手紙に関するものです。

ジェイムズ・ハッチンソン
291シェリダン通り
パセーイク，NJ 07656

2007年 10月 29日

パーツィンレンタルカー
顧客苦情課
1249コーポレイトプラザ通り
サンディエゴ，CA 92117

顧客苦情課御中

3月 29日にフォードエクスペディションをロサンジェルスオフィスから賃貸しまし
た。3月31日に駐車場で駐車している間に，車の後方の運転者席側のドアがぶつけら
れ，くぼみができました。私は買い物を終えて車に戻ったところで，その損害に気づ
きました。その損害を起こした人は，何の書き置きも残しませんでした。私はその損
害をすぐにパーツィン社の社員に伝えたところ，この車は運転ができる状態だし，損
害も小さいので，4月2日にビクタービル空港で車を返すときに報告するだけでよい
と言われました。

私の最新のクレジットカード明細書には，車への損害として 452ドル 54セントが請
求されていました。この請求は間違いです。なぜなら私はこのような損害を補償する
パーツィン総合保険に入っていたからです。パーツィン社に電話をしましたが，保険
を購入した記録がないと言われました。そこで，私がその保険を購入したことを証明
する，レンタル契約書と項目の明細書の写しをお送りします。

この問題を迅速に解決していただくようお願いします。そしてできる限り早く私のク
レジットカードに 4 5 2 ドル 5 4 セントを返金してください。私への連絡は
jhutchinson448@yippee.comまたは (999) 555-7868までお願いします。

敬具

ジェイムズ・ハッチンソン

同封物
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13. What does the writer of this letter want?
(A) To have the car repaired
(B) To find the person responsible for the damage
(C) To be credited for an erroneous charge on his credit card
(D) To receive a free car rental

14. How was the car damaged?
(A) Someone hit it while it was parked in a parking lot.
(B) The writer drove into something in a parking lot.
(C) It was hit while the writer was parking at the airport.
(D) A shopping cart was blown by the wind into the car.

15. What was the rental car company’s response?
(A) Their records indicate no insurance was purchased.
(B) They believe the writer caused the damage.
(C) They claim the damage was not reported when the car was returned.
(D) Their records indicate they have already credited the writer’s account.
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13. この手紙の差出人は何を要求していますか。
(A) 車の修理
(B) 損害を起こした人を見つけること
(C) クレジットカードに間違って請求された金額の返金
(D) 無料の自動車のレンタル

14. 車はどのような損害を受けましたか。
(A) 駐車場に駐車していたところを誰かにぶつけられた。
(B) 差出人が駐車場で運転している途中に何かにぶつけた。
(C) 差出人が空港で駐車しているときにぶつけられた。
(D) ショッピングカートが風に飛ばされて車にぶつかった。

15. レンタル会社の返事は次のどれでしたか。
(A) 彼らの記録には，保険は購入していないとある。
(B) 差出人が車に損害を与えたと考えている。
(C) その車が返されたとき，損害が報告されなかったと主張している。
(D) 彼らの記録には，差出人の口座にお金を返したとある。

正解

13. (C)   14.  (A)   15.  (A)
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Questions 16–18 refer to the following document.

Swenson’s Pools and Spas[1]

1700 Fish Hatchery Drive
Ft. Collins, CO 80524
swensonspools.com

April 2, 2008

Dear Mr. Saunders:

This letter will serve to confirm[2] our agreement regarding your purchase of and
payment for:

•One 14’ x 12’ hot tub, maroon tiles $2,240.00
•One pump and filtration[3] system $850.99
•One dry sauna $1,123.78
Parts subtotal $4,214.77
Labor $2,800.00
Total $7,014.77

We have agreed to install the above items at Victory Tennis Club, 7011 N. Alpine Rd,
Ft. Collins, starting on April 6. The work should be completed by April 8 barring[4]

any unforeseen[5] situations. The hot tub will not be usable for two days after
installation, as the grout[6] needs to settle.

You agree to abide by[7] our printed terms and conditions, and you additionally agree
to pay for the supplies and labor in three equal payments of $2,338.25.

First payment due: May 8, 2008
Second payment due: June 9, 2008
Third payment due: July 8, 2008

In no event shall total payment be received later than July 8, 2008.

Please sign a copy of this letter and return it to me.

Thank you for your business,

Jack Swenson Jr.
President, Swenson’s Pools and Spas

Notes
1 spa(s)「鉱泉，温泉」
2 confirm「確認する」
3 filtration「濾過すること」
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4 barring「…がなければ，…を除いて」
5 unforeseen「予期しない」
6 grout「割れ目に注入するセメント」
7 abide by . . .「（約束などを）守る」

試訳

問題 16–18は次の書類に関するものです。

プールとスパのスウェンソンズ
1700フィッシュハッチェリー通り
フォートコリンズ，CO 80524
swensonspools.com

2008年 4月 2日

ソーンダーズ様

この書面は，次の商品の購入と支払いに関する合意を確認するためのものである。

1　14 x 12浴槽，マルーン色のタイル 2240ドル
1　ポンプと濾過システム 850ドル 99セント
1　ドライサウナ 1123ドル 78セント
商品小計 4214ドル 77セント
人件費 2800ドル
合計 7014ドル 77セント

当社は上記の商品をビクトリーテニスクラブ（7011 N.アルパイン通り，フォートコ
リンズ）に設置するための工事を4月6日から行うことを合意した。予期しない状況
が起こらない限りにおいて，工事は 4月 8日までに終了する。浴槽は設置後，設置用
のセメントが固まるまで 2日間は使用できない。

あなたはここに書かれた条項に従うことに合意し，また，商品と人件費は 2338ドル
25セントの 3回分割払いで支払うことに合意する。

最初の支払い 2008年 5月 8日
2回目の支払い 2008年 6月 9日
3回目の支払い 2008年 7月 8日

合計金額の支払いは，2008年 7月 8日までに支払わなければならない。

この書面の写しに署名をし，私に送り返してください。

当社をご利用いただきありがとうございます。

ジャック・スウェンソン・ジュニア
プールとスパのスウェンソンズ社長
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16. What type of document is this?
(A) A request for services
(B) A confirmation of a purchase agreement
(C) An advertisement for a hot tub and sauna
(D) A bid

17. What is the total price of the parts?
(A) $2,338.25
(B) $2,800.00
(C) $4,214.77
(D) $7,014.77

18. What should the receiver of this letter do next?
(A) Wait for the merchandise to be installed
(B) Sign this document and mail it back
(C) Make a payment of $2,338.25
(D) Confirm that payment has been received
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16. この書類はどのような書類ですか。
(A) サービスの依頼
(B) 購入に関する合意を確認する書類
(C) 浴槽とサウナの広告
(D) 入札書類

17. 商品の合計金額はいくらですか。
(A) 2338ドル 25セント
(B) 2800ドル
(C) 4214ドル 77セント
(D) 7014ドル 77セント

18. この手紙を受け取った人はこれから何をするべきですか。
(A) 商品が設置されるのを待つ。
(B) この書類に署名をし，返送する。
(C) 2338ドル 25セントの支払いをする。
(D) その支払いが受け取られたことを確認する。

正解

16. (B)    17.  (C)    18.  (B)
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Questions 19–23 refer to the following advertisement and e-mail.

Get COMCAM
High-Speed Internet

$19.99 per month for the first 6 months

See if COMCAM High-Speed Internet is available in your home area.

* Indicates a required field.
* First Name: 
* Last Name: 
* Street Address: 
Apt/Unit #: 
* Zip Code: 
Home Telephone:  - -
E-mail: 

Search Now

Hurry—offer ends August 31!

Offer expires 8/31/2007. Limited to COMCAM cable television customers in wired
and serviceable[1] areas only. Available only to new High-Speed customers, or former
residential customers with accounts in good standing[2] who have not had High-Speed
service in the last 365 days. Receive the first 6 months of COMCAM High-Speed
Internet for $19.99 per month after service activation[3]. After the promotional[4]

period, the regular monthly service charge of $59.99 plus equipment charges and taxes
will apply.

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

Notes
1 serviceable「サービスを供給できる」
2 in good standing「良い状態にある，不備のない」
3 activation「開始する」
4 promotional「促進の，奨励の」
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試訳

問題 19–23は次の広告と電子メールに関するものです。

COMCAMの高速インターネットを利用しよう！

最初の 6カ月は 19ドル 99セント

COMCAMの高速インターネットがあなたの町で供給されているか調べてみてくださ
い。

＊印は，必ず記入してください。
＊名前：
＊名字：
＊住所：
アパート・部屋番号
＊郵便番号
電話（自宅）
電子メールアドレス

探してみてください。

お急ぎください。このお値段は 8月 31日まで！

このお値段での提供は2007年8月31日までです。COMCAMのケーブルテレビが供
給できる地域に限ります。新規の高速インターネットのお客さま，または以前にご使
用いただいたお客さまで365日間高速インターネットを使用しておらず，支払い履歴
に不備のない方がご利用いただけます。サービス開始から最初の6カ月はCOMCAM
の高速インターネットを19ドル99セントでご利用いただけます。販売促進期間後は
通常料金の 59ドル 99セントと機器利用料，税金をお支払いいただきます。

----------------------------------------------------------------------------------------
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To: service@COMCAM.net
From: nhenck@jju.edu
Subject: Internet promotion
Date: Wed 22 Aug 2007 11:23 PM CST

Dear COMCAM,

I searched for availability of high-speed Internet service in my home town of Byron,
Illinois, and was pleasantly[5] surprised to find out that COMCAM has the cable
franchise[6] in the area. I also noticed that COMCAM is currently offering a promotion
of $19.99 for high-speed Internet service for six months. My problem is that I am
living in a college dormitory in Macomb right now and won’t return home and move
into my new apartment until September 6. That is after the deadline for this promotion.
Is there any way I can still receive the promotional price even though I won’t get
service until mid-September? Or will there be another promotion in October?

Thanks,

Nick Henck

Notes
5 pleasantly「うれしく，喜ばしく」
6 franchise「営業権」
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試訳

あて先：service@COMCAM.net
差出人：nhenck@jju.edu
件名：インターネットの販売促進について
日付：2007年 8月 22日（水）午後 11時 23分

COMCAM御中

私は私の故郷であるイリノイ州のバイロンで，高速インターネットサービスがないか
探していたところ，COMCAMがここでケーブル販売権を持っていることを知り，驚
いたものの，うれしく思いました。それと同時に COMCAMでは現在最初の 6カ月
間，19ドル99セントで高速インターネットが利用できる販売促進を行っていること
も知りました。私の問題は，現在，私がマコムの大学寮に住んでいて，故郷に帰って
新しいアパートに入るのは9月6日になることです。それはこの販売促進期間の後に
なります。私がインターネットのサービスを受けるのは9月半ばになってしまいます
が，何とかこの販売促進金額でサービスを受けることはできないでしょうか。それと
も，10月にもまた販売促進がありますか。

よろしくお願いします。

ニック・ヘンク
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19. Why is the man sending this e-mail?
(A) He wants the discount after the promotion ends.
(B) He is complaining about his Internet bill.
(C) He is wondering if COMCAM serves his area.
(D) He wants to transfer service from one residence to another.

20. Where is the man currently living?
(A) In a dormitory in Byron
(B) In an apartment in Byron
(C) In a dormitory in Macomb
(D) In an apartment in Macomb

21. How long will the promotional price last?
(A) Until August 31
(B) For one year after August 31
(C) For six months after August 31
(D) For six months after activation of an account

22. How much will high-speed Internet cost after the promotional period?
(A) $19.99
(B) $59.99
(C) $19.99 plus equipment fees and taxes
(D) $59.99 plus equipment fees and taxes

23. Who can receive the promotional price?
(A) Customers with current COMCAM accounts
(B) Customers in COMCAM serviceable areas
(C) Customers who want wireless service only
(D) Customers who bundle phone, Internet and cable television services
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19. この人はなぜこの電子メールを送ったのですか。
(A) 販売促進期間が終わった後も値引きをしてほしいから。
(B) インターネットの請求書に関して苦情がある。
(C) COMCAMが彼の町でサービスをしているかどうか聞くため。
(D) 彼は 1つの住居からほかの住居へサービスを移行させたいから。

20. この人は現在どこに住んでいますか。
(A) バイロンの学生寮
(B) バイロンのアパート
(C) マコムの学生寮
(D) マコムのアパート

21. 販売促進価格はいつまで続きますか。
(A) 8月 31日まで
(B) 8月 31日から 1年間
(C) 8月 31日から 6カ月間
(D) サービス開始から 6カ月間

22. 販売促進期間が終わると高速インターネットの代金はいくらになりますか。
(A) 19ドル 99セント
(B) 59ドル 99セント
(C) 19ドル 99セントと機器利用料と税金
(D) 59ドル 99セントと機器利用料と税金

23. 販売促進価格は次の誰が利用できますか。
(A) 現在の COMCAMの利用者
(B) COMCAMのサービスが受けられる地域に住んでいる人
(C) ワイヤレスサービスだけ利用したい人
(D) 電話，インターネット，ケーブルテレビをすべて利用する人

正解

19. (A)    20.  (C)    21.  (D)    22.  (D)    23.  (B)
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