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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. 33,   6. (D)

Donate money if it will help the police

→ Donate money if it helps the police

p. 47,   1st paragraph, l. 2

from $1.89 last summer to $2.78 this summer

→ from $1.89 last summer to $3.78 this summer

第2刷以降は修正されています。
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 Pretest
Part 5

1. There was ------- public sympathy[1] for the strikers, but public support[2] began to
wane[3] as some schools had to postpone mid-term exams.
(A) considering
(B) consideration
(C) considerably
(D) considerable

2. Most of the complaints[4] reported to the customer service center ------- product
failure that occurred during the warranty period[5].
(A) are concerning
(B) is concerning
(C) are concerned
(D) is concerned

3. No matter what road you take to the Ben and Jerry’s factory or the Vermont Teddy
Bear store, ------- you will cross a covered bridge[6].
(A) a chance is
(B) chances are[7]

(C) in case that
(D) in case of

4. You ------- to your supervisor before you revised the price quote[8], but you didn’t.
(A) should have talked
(B) must have talked
(C) had talked
(D) would talk

5. Hedging[9] is what banks and other businesses do to offset[10] the risk that the price
of their assets will rise or fall contrary ------- their wishes.
(A) to
(B) of
(C) at
(D) with

6. The experts said the paintings would need restoration work[11] after ------- by
rainwater while they were missing.
(A) damaging
(B) damaged
(C) being damaging
(D) being damaged
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Notes
1 public sympathy「（一般の）人々の共感」
2 public support「世論［一般市民］の支持」
3 wane「弱まる，衰える，（月が）欠ける」
4 complaint(s)「苦情」
5 warranty period「保証期間」
6 covered bridge「屋根つきの橋」
7 chances are (that) . . .「たぶん…であろう」
8 price quote「価格見積もり」
9 hedging「ヘッジング」　hedgeは「（賭け事や投資で）掛け金を分散してリスクを回避
する」という意味。

10 offset「相殺する，弱める」
11 restoration work「修復作業，復旧工事」

試訳

1. そのストライキについて人々の共感をかなり得ていたが，いくつかの学校が中間試
験を延期しなければならなくなると，世論の支持は弱まり始めた。
(A) 考慮すること
(B) 考慮
(C) かなり
(D) かなりの

2. 顧客サービスセンターに寄せられた苦情のほとんどは，保証期間中に発生した製品
の欠陥に関するものである。

3. ベン・アンド・ジェリーの工場かバーモント・テディ・ベアの店に行くのにどの道
を取ろうとも，おそらく屋根つきの橋を渡ることになる。

4. あなたは価格見積もりを修正する前に上司に相談すべきだったのに，相談しなかっ
た。

5. ヘッジングとは銀行や他の企業が自分の資産が思惑に反して上昇したり下降したり
するリスクを相殺するために行うことである。

6. 専門家たちによれば，その絵画は行方不明になっていた間に雨水で傷んでいるの
で，修復作業が必要になるだろうとのことだ。

正解

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

Dear Mr. Davis:

This is to introduce Mr. Cohen, one of my colleagues in the R&D[1] department of our
company for the past eight years. He will be in New Orleans to attend 2008
CONNECTIONS: The Digital Home Conference and Showcase, at the Ernest N.
Morial Convention Center, for one week  September 12.

7. (A) begin
(B) begins
(C) begun
(D) beginning

Mr. Cohen, one of our most capable staff members, is very interested in Wi-Fi[2]

technology for home computing. He would like to take this  to visit

your R&D department to exchange views on wireless network systems with your staff.

I realize[3] how busy you must be, but  you could provide an

opportunity for him to talk with your staff, I would be most appreciative.

Sincerely yours,

Julie Fowlis

Notes
1 R&D = research and development「研究開発」
2 Wi-Fi「ワイファイ，無線LAN」　無線LANの標準規格の愛称。Wireless Fidelityを縮め
たもの。

3 realize「…であることは承知してる」

8. (A) advantage
(B) consideration
(C) opportunity
(D) reference

9. (A) if
(B) least
(C) whether
(D) whichever
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試訳

問題 7–9は以下の手紙についてです。

デイビス様

わが社の研究開発部で8年間働いているコーエン氏をご紹介します。彼はアーネスト
N.モリアル・コンベンション・センターで行われる 2008 CONNECTIONS，デジタ
ル・ホーム・カンファレンスと展示会に出席するために，9月12日から1週間ニュー
オリンズにまいります。

コーエン氏は，わが社の最も有能なスタッフの1人で，ホームコンピューティングに
おけるワイファイ技術に関心があります。この機会を利用して貴社の研究開発部を訪
問し，貴社のスタッフと無線ネットワークシステムについて意見を交換したいと考え
ております。

皆さまがどんなにお忙しいかは承知しておりますが，彼に貴社のスタッフと話をする
機会をご提供いただければ，大変ありがたく存じます。

敬具

ジュリー・ファウリス

8. (A) 利点
(B) 考慮
(C) 機会
(D) 参照，言及

正解

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

China’s official news agency[1] reports that Mr. Wen[2] promised to moderately tighten
monetary policies[3] soon  stable growth.

10. (A) to expand
(B) to ensure
(C) expanding
(D) ensuring

China’s economy is booming. Government statistics released Thursday show that
industrial output[4] was 18 percent higher in May than in the same period a year ago.

But China’s runaway growth has been accompanied by a large trade ,

rising inflation and a surge[5] in energy use.

The Chinese government has raised interest rates four times in 14 months to slow
growth, but those moves have proved ineffective. Last month, the government tripled
the stamp tax[6] on stock market transactions[7]. That prompted selling for a few
days,  the market has since rebounded[8].

Notes
1 news agency「通信社」
2 Wen (Jiabao)「温家宝」　2003年 3月に中国の国務院総理（首相）に就任。
3 monetary policy[ies]「金融政策」
4 industrial output「工業生産（高）」
5 surge「急増，急上昇」
6 stamp tax「印紙税」
7 stock market transaction(s)「株式市場での取引」
8 rebound「値を戻す，反発する」

11. (A) balance
(B) company
(C) mission
(D) surplus

12. (A) and
(B) but
(C) or
(D) if
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試訳

問題 10–12は以下の記事についてです。

中国の公式通信社は，安定成長を確実なものにするために金融政策を適度に強化する
ことを温氏が約束したと報じています。

中国経済は急成長しています。木曜日に発表された政府の統計によると，5月の工業
生産高は昨年の同時期に比べて 18パーセント増加しています。

しかし，中国の急成長は，巨額の貿易黒字と上昇を続けるインフレとエネルギー使用
の急増を伴うものでした。

中国政府は成長を緩やかにするために 14カ月の間に金利引き上げを 4回行いました
が，その手だてには効果がないことが証明されています。先月，政府は株式市場での
取引にかける印紙税を 3倍にしました。それによって 2，3日は売りが刺激されまし
たが，市場はその後値を戻しました。

11. (A) 均衡
(B) 企業
(C) 使命
(D) 余り，黒字

正解

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

Elizabeth Mehrabian
727 Hartford Ct.
Hoboken, NJ 07030

July 16, 2007

Mr. Allan Sherman
Beeco Direct, Inc.
71 Weathersfield Way
White Plains, NY 10601

Dear Mr. Sherman:

When I received your letter of July 15 with my check attached[1] marked
“insufficient[2] funds,” I called my credit union immediately.

The gentleman I spoke with at Allied Credit Union, Mr. John Stewart
(jstewart@alliedsavings.org), told me that the bank had failed to credit my account
with[3] a deposit[4] I had made two business days previously[5]. The same thing
happened to several other people who, like me, had deposited checks in the after-hours
depository at my local branch. The after-hours depository[6] was not opened for two
days due to a staffing change and miscommunication.

The bank has assured[7] me that they will be sending you a formal letter of apology for
their error. Enclosed is my check in the amount of $486.22 to replace the one you have
returned. Also, I would like the $25 service charge for submitting an insufficient-funds
check removed from my account.

Thank you,

Elizabeth Mehrabian

Elizabeth Mehrabian

Note
1 attached「添付された」
2 insufficient「十分でない，不足の」
3 credit . . . with「…に入金する」
4 deposit「入金」
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5 previously「その前に，以前に」
6 depository「金庫，受託所」
7 assure「約束する，確かにする」

試訳

問題 13–15は次の書簡に関するものです。

エリザベス・メラビアン
727ハートフォードコート
ハボケン，NJ 07030

2007年 7月 16日

アラン・シャーマン
ビーコディレクト株式会社
71ウェザーズフィールドウェイ
ホワイトプレインズ，NY 10601

シャーマン様

7月 15日に「預金残高不足」と書いてある私の小切手が添付された手紙を受け取り，
すぐにクレジットユニオンに電話をしました。

アライドクレジットユニオンのジョン・スチュアート（jstewart@alliedsavings.org）
という方と話したところ，その2日前に私が入金したお金が，口座に入金されなかっ
たことがわかりました。私のように支店の時間外金庫に小切手を入れたほかの何人か
の人にも同じことが起こったそうです。職員の配属換えとコミュニケーションがうま
く行われなかったため，時間外金庫は 2日間開けられることがなかったそうです。

銀行は彼らの手違いについての謝罪文書をそちらに送ると約束しました。あなたが返
送してきた小切手の代わりとして，ここに486.22ドルの小切手を同封しました。また
預金残高不足の口座から小切手を発行したときに発生する手数料 25ドルの請求につ
いては，私の口座から取り除いてください。

ありがとうございます。

エリザベス・メラビアン
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13. What is the purpose of this letter?
(A) To explain why her check could not be cashed
(B) To complain about a service charge
(C) To apologize for late payment of a bill
(D) To cancel her account

14. What caused the problem?
(A) She deposited her check too late.
(B) The company cashed her check too early.
(C) The after-hours depository was not opened for two days.
(D) The company overbilled her by $25.

15. What will most likely happen next?
(A) The credit union will reimburse Beeco Direct.
(B) The depository will be opened.
(C) The credit union will send a letter of apology to Beeco Direct.
(D) Beeco Direct will charge $25 to the credit union.
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13. この手紙を書いた目的は何ですか。
(A) どうして彼女の小切手が現金化できなかったかを説明する
(B) 手数料について苦情を言う
(C) 請求書の支払いが遅れたことを謝罪する
(D) 彼女の口座を取り消す

14. この問題を引き起こしたのは何ですか。
(A) 彼女は小切手を入金したのが遅すぎた。
(B) その会社は彼女の小切手を現金化するのが早すぎた。
(C) 時間外金庫が 2日間開けられなかった。
(D) その会社は彼女に 25ドル多く請求した。

15. 次に起こることとして次のどれが一番適当ですか。
(A) クレジットユニオンはビーコディレクトに金額を払い戻す。
(B) 金庫が開けられる。
(C) クレジットユニオンはビーコディレクトに謝罪文書を送る。
(D) ビーコディレクトはクレジットユニオンに 25ドルを請求する。

正解

13. (A)    14.  (C)    15.  (C)
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Questions 16–19 refer to the following document.

EQUIPMENT MAINTENANCE AGREEMENT BETWEEN
MANNHEIM-ROHLAND PRINTING PRESS

and
THE EL CENTRO WEEKLY SUPER SAVER

Mannheim-Rohland agrees to provide maintenance service, including biannual[1]

maintenance calls and interim[2] calls as required, at the El Centro Weekly Super
Saver, 711 Albion Way, El Centro, CA 92170, on the following equipment.

Section A
1. One Mannheim-Rohland Binder B 5-S
2. One Frankfurt All Color Spray Unit
3. One Mannheim-Rohland Printmaster GTO 51

Section B
All charges specified[3] are those currently in effect and are subject to change[4] only
at the time of subsequent[5] annual renewal. If the charges are increased, the customer
may, as of the effective date of such increase, terminate[6] this agreement by written
notice to Mannheim-Rohland, 22 E. Parkway Dr., El Cajon, CA 92117. Otherwise[7],
the new charges shall become effective upon the date specified in the renewal invoice.
This agreement is limited to equipment regularly operated during a single eight-hour
shift[8] per day, and all Mannheim-Rohland calls are restricted[9] to the normal
working hours of the El Centro Weekly Super Saver. To cover increased maintenance
costs, if any piece of equipment is regularly operated during more than one eight-hour
shift per day, an increase in the Annual Rate will apply as follows:

Standard Rate Annual Maintenance $4,200.00
Increased Use + 50% $2,100.00
Increased Use + 75% $3,150.00

Notes
1 biannual「年に 2回の」　cf. annual「毎年の」
2 interim「暫定の，しばらくの間」
3 specify「詳細を示す」
4 subject to change「変更される可能性がある」
5 subsequent 「続いて起こる，その後の」
6 terminate「終わらせる，取り消す」
7 otherwise「それ以外は」
8 eight-hour shift「8時間交代の」
9 restrict「制限する，指定する」
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試訳

問題 16–19は次の文書に関するものです。

マンハイムローランド・プリンティングプレスとエルセントロ・ウィークリースー
パーセイバーの機械保守整備に関する合意書

マンハイムローランドはエルセントロ・ウィークリースーパーセイバー（711アルビ
オンウェイ，エルセントロ，CA 92170）に対して，年に 2回および必要に応じて暫
時の保守整備訪問を，次の機種において行うことに合意します。

セクションA
1. マンハイムローランド　バインダー　B 5-S　1台
2. フランクファート　全色スプレーユニット　1台
3. マンハイムローランド　プリントマスター　GTO 51　1台

セクション B
設定された代金は現行のものであり，毎年行われる更新時にのみ変更されることがあ
る。代金が上がる場合は，顧客はその値上げ時にマンハイムローランド（22 E.パー
クウェイドライブ，エルカホーン，CA 92117）に対し，書面をもってこの合意を破
棄することができる。それ以外は，更新された代金が更新の請求書に設定された日付
をもって有効となる。この合意書の内容は，1日に 8時間定期的に使用される機器に
つき有効であり，マンハイムローランドの出張は，エルセントロ・ウィークリースー
パーセイバーの通常の営業時間中に限られる。機器が定期的に1日8時間を超えて使
用された場合は，増える保守整備費をまかなうため，年間保守整備費は次の利率で値
上げされる。

標準年間保守整備費　 4200ドル
機器の使用が増加した場合　+50%　 2100ドル
機器の使用が増加した場合　+75%　 3150ドル
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Section C
The following services are included:

Complete inspection, cleaning and tune-up of all machinery listed in Section A.

Optimum[10] performance of the equipment covered by this agreement can be expected
only if supplies provided by or meeting the specifications of Mannheim-Rohland are
used. Mannheim-Rohland shall have full and free access to the equipment. If persons
other than Mannheim-Rohland’s representatives perform maintenance or repairs, and
as a result, further work is required by Mannheim-Rohland to restore[11] the equipment
to operating condition, such repairs will be billed at Mannheim-Rohland’s published
time and material rates then in effect.

Section D
For service as specified above on the equipment listed, the undersigned[12] agrees to
pay in advance[13] the total annual charge of $4,200.00 to Mannheim-Rohland.

Signature Printed Name

16. What type of document is this?
(A) A contract to sell printing equipment
(B) A contract to provide maintenance on printing equipment
(C) A contract to sell newspapers
(D) A contract to buy advertising space from a newspaper

17. Which of the following is a stipulation of this document?
(A) Mannheim-Rohland agrees to work on the equipment at any time.
(B) Mannheim-Rohland can cancel the agreement with six months’ notice.
(C) The newspaper must use supplies approved by Mannheim-Rohland with the

equipment.
(D) The newspaper can cancel the agreement at any time.

18. What is the cost of an annual agreement?
(A) $2,100.00
(B) $3,150.00
(C) $4,200.00
(D) $9,450.00

19. Which of the following is a reason for an increased charge?
(A) The machinery was damaged during a repair by the newspaper staff.
(B) The machinery was operated up to eight hours a day.
(C) The actual advertising space was larger than what had been agreed upon.
(D) The number of newspapers printed increased.

Notes
10 optimum「最高の」
11 restore「現状に戻す」
12 undersign「下にサインをする」　the undersignedで「下に署名をした者」を指す。
13 in advance「事前に」
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セクション C
保守整備には次のサービスが含まれる。

セクションAにある機器の全面的な点検，清掃，整備。

この合意書で保証される機器はマンハイムローランドが提供した材料を使用するか，
マンハイムローランドの設計仕様書に合った材料を使用した場合にだけ最高の性能を
発揮することが期待できる。マンハイムローランドはそれらの機器をいつでも自由に
扱うことができる。マンハイムローランドの従業員以外の者が保守整備，修理を行っ
た結果，不具合が生じ，マンハイムローランドがその不具合を現状に戻すために修理
をしなければならないとき，その修理費および材料費は，そのときにマンハイムロー
ランドが公表している代金を請求できる。

セクションD
リストにある機器に対する設定された保守整備について，ここにサインをした者は，
マンハイムローランドに先払いで年間 4200ドルを支払う。

サイン 活字体で氏名

16. この書面はどのような種類の書面ですか。
(A) 印刷機器を売る契約書
(B) 印刷機器の保守整備を提供する契約書
(C) 新聞を売る契約書
(D) 新聞の広告スペースを買う契約書

17. 次のどれが契約の条項に入っていますか。
(A) マンハイムローランドは機器の修理をいつでも行う。
(B) マンハイムローランドは 6カ月前に申し出ればこの合意を取り消せる。
(C) 新聞社はマンハイムローランドが許可した材料をこの機器に使用しなければ
ならない。

(D) 新聞社は，この合意をいつでも取り消すことができる。

18. 年間契約の代金はいくらですか。
(A) 2100ドル
(B) 3150ドル
(C) 4200ドル
(D) 9450ドル

19. 代金が増えた理由としてどれが正しいですか。
(A) 新聞社のスタッフが修理を行い機械が壊れた。
(B) 機械が 1日に 8時間使用された。
(C) 実際の広告のスペースが合意されたものより大きかった。
(D) 印刷された新聞の量が増えた。

正解

16. (B)    17.  (C)    18.  (C)    19.  (A)
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Questions 20–24 refer to the following two documents.

Wienczek’s Roofing
71 E. Palatine Road
Juneau, AK 99811

(999) 555-9077

Invoice

Bill to: Richard Teranishi
43 Tok Ak Road SW
Juneau, AK 99850

Payment due[1]: 7/23/08

Material Qty Unit Cost Total
Slate[2] roofing 20 $80.00 $1,600.00
Chimney flashing[3] $60.00 $60.00
Nails, glue, etc. $60.00 $60.00

Labor
Remove old roofing $900.00 $900.00
Slate installation[4] $1,500.00 $1,500.00
Trim work $400.00 $400.00
Cleanup $150.00 $150.00

Subtotal $4,670.00
Sales tax (7%) $326.90

Total $4,996.90

All work is complete. We appreciate prompt[5] payment. Thank you for your business.

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

Notes
1 due「期限」
2 slate「板，石板」
3 flashing「雨押さえ，水切り」
4 installation「設置，取り付け」
5 prompt「迅速な，素早い」
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試訳

問題 20–24は次の 2枚の書簡に関するものです。

ワインセックルーフィング
71 E.パラタイン通り
ジュノー，AK 99811
(999) 555-9077

請求書

あて先：リチャード・テラニシ
43トックアク通り SW
ジュノー，AK 99850

支払い期限：7/23/08

材料 数量 単価 合計
屋根板 20 80ドル 1600ドル
煙突用雨押さえ 60ドル 60ドル
くぎ，接着剤など 60ドル 60ドル

人件費
古い屋根の撤去 900ドル 900ドル
屋根板の取り付け 1500ドル 1500ドル
縁どり 400ドル 400ドル
清掃 150ドル 150ドル

小計 4670ドル
消費税（7%） 326.90ドル

総合計 4996.90ドル

すべての作業が完了しました。早めのお支払いをお願いします。ありがとうございま
した。
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Wienczek’s Roofing
71 E. Palatine Road
Juneau, AK 99811

(999) 555-9077

September 2, 2008

Dear Mr. Teranishi:

We have yet to receive payment for the roofing work done on your home on July 1 and
2. This letter serves as a reminder[6] that you owe $4,996.90 to Wienczek’s Roofing
and payment is past due.

If there is a problem with making a full payment at this time, please contact us so we
can arrange a payment plan. We have set up installment[7] plans for customers in the
past and can do so in this case as well.

This may be just an oversight[8] on your part, or the check may have been lost. Please
call (999) 555-9077 if you believe we have sent this letter in error.

If we do not receive payment from you, or if other arrangements are not made by
October 2, we will turn the matter over to a collections agency[9].

Sincerely,

James Wienczek

James Wienczek

Notes
6 reminder「督促状，思い出させること」　cf. remind (v.)
7 installment「分割払い」
8 oversight「見過ごすこと」
9 collections agency「集金代理店，集金代理人」
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ワインセックルーフィング
71 E.パラタイン通り
ジュノー，AK 99811
(999) 555-9077

2008年 9月 2日

テラニシ様

7月 1日，2日に行われたご自宅の屋根の取り付け作業に関してのお支払いをまだい
ただいておりません。この書面はワインセックルーフィングに対する4996.90ドルの
お支払いがされておらず，期限が過ぎていることお知らせするものです。

全額のお支払いに不都合がある場合は，私どもにご相談ください。お支払い計画をご
用意します。私どもは，過去にも分割払いをご用意したことがありますので，このた
びもそのような方法を取らせていただきます。

お客さまが請求書を見過ごされてしまった可能性，または小切手が紛失した可能性も
あると存じます。この書面が手違いで送られたとお思いの場合は，(999) 555-9077ま
でご連絡ください。

もしお支払いがいただけない場合，または何らかの手配が 10月 2日までなされない
場合は，この件は集金代理店の方に委ねられます。

敬具

ジェームズ・ワインセック



22

20. Why was this letter written?
(A) There was damage to the roof.
(B) Payment for the work has not been received.
(C) The roofing company made a billing error.
(D) The terms of the payment plan need to be revised.

21. According to the letter, when is the final due date for payment to Wienczek’s
Roofing?
(A) July 2
(B) July 23
(C) September 2
(D) October 2

22. What option does Wienczek’s Roofing offer?
(A) Arranging installment payments
(B) Doing the roofing job again
(C) Offering a discount on the total amount
(D) Collecting the money after the 90-day deadline

23. What is the total cost of the slate roofing?
(A) $800
(B) $1,500
(C) $1,600
(D) $2,400

24. What should Mr. Teranishi do?
(A) Call or pay Wienczek’s Roofing
(B) Call the collections agency
(C) Send a check for 7 percent of the total amount
(D) Not pay until the damage is repaired
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20. どうしてこの書簡が送られたのですか。
(A) 屋根に損害を与えられたから。
(B) 行った作業に対してまだ代金が支払われていないから。
(C) 屋根の取り付け会社が請求書を間違えたから。
(D) 支払い計画の条件を変える必要があるから。

21. この書簡によるとワインセックルーフィングへの最終の支払い期限はいつですか。
(A) 7月 2日
(B) 7月 23日
(C) 9月 2日
(D) 10月 2日

22. ワインセックルーフィングはどんな選択肢を提供していますか。
(A) 分割払い
(B) 屋根の取り付け作業をもう一度行うこと
(C) 合計金額の値引き
(D) 90日の期限後に代金を集金すること

23. 屋根板の合計金額はいくらですか。
(A) 800ドル
(B) 1500ドル
(C) 1600ドル
(D) 2400ドル

24. テラニシさんはどうするべきですか。
(A) ワインセックルーフィングに電話をするか，支払いをする
(B) 集金代理店に電話をする
(C) 合計金額の 7パーセントの小切手を送る
(D) 損害が修理されるまで支払わない

正解

20. (B)    21.  (D)    22.  (A)    23.  (C)    24.  (A)
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  Unit 1
Part 5

1. Some analysts say the stability[1] of populous[2] countries like the United States and
Japan ------- to show that overpopulation[3] can be successfully managed.
(A) serve
(B) serves
(C) served
(D) serving

2. ------- population growth rates are seen mainly in industrialized countries like Japan
and Germany.
(A) Declaring
(B) Demanding
(C) Declining
(D) Developing

3. When he retired last month, the manager ------- for the company for 45 years.
(A) had worked
(B) has worked
(C) works
(D) will work

4. Many apartment complexes[4] have ------- to draw rainwater into underground
reservoirs[5], in an attempt to replenish[6] the water table[7].
(A) drained
(B) residents[8]

(C) resided
(D) drains[9]

5. Climate change is creating new realities for many communities across the globe[10],
threatening livelihoods[11] and producing environmental refugees[12] in some cases,
while presenting new opportunities in -------.
(A) other
(B) others
(C) the other
(D) the others

6. They say that living in a soup of electromagnetic radiation[13] one billion -------
stronger than natural fields will cause severe long-term health problems.
(A) time
(B) times
(C) degrees
(D) degree
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Notes
1 stability「安定性」
2 populous「人口の多い」
3 overpopulation「人口過剰」
4 apartment complex(es)「集合住宅群」
5 reservoir(s)「貯水槽」
6 replenish「補充する，再び満たす」
7 water table「地下水面」
8 resident(s)「住人」
9 drain(s)「排水設備」

10 across the globe「世界中で」
11 livelihood(s)「暮らし，生活の手段」
12 environmental refugee(s)「環境難民」　環境悪化により移住を強いられた人。
13 electromagnetic radiation「電磁放射線」

試訳

1. アメリカや日本のような人口の多い国の安定性は，人口過剰は何とかうまく処理す
ることができることを示すのに役立つという分析家もいる。

2. 人口増加率の低下は主に日本やドイツのような工業国で見られる。

3. 部長は先月退職した時点で，この会社に 45年間勤めたことになった。

4. 多くの集合住宅群は，地下水面を補充する試みとして，地下の貯水槽に雨水を引く
排水施設を設置している。
(A) drained < drain　排水する
(B) 住人
(C) resided < reside　住む
(D) 排水装置

5. 気候の変動は，世界中の多くの地域に新しい現実をもたらしたり，暮らしを脅かし
たり，場合によっては環境難民を作り出している一方で，ほかの地域では新しい
チャンスをもたらしている。

6. 自然界の 10億倍の電磁放射線の中で生活することは，深刻で長期的な健康問題を
引き起こすと言われている。

正解

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

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

From: XYZ (service@xyz.com)
To: Linda Winston (lindaw@zmail.com)
Subject: Preferred Customer[1] Private Sale

Dear Ms. Linda Winston,

We have missed you!

We didn’t see you at our Summer Sale and we didn’t see you at our Fall Sale,
. So, after putting our heads together[2] here at XYZ Company, we

concluded that a possible reason for your having stayed away so long might be that
you don’t like crowds. We  the following solution:

A PRE-CHRISTMAS SALE
OPEN ONLY TO PREFERRED CUSTOMERS
DECEMBER 17, 2008
5:00 p.m.–9:00 p.m.

If there is  reason that has kept you away, won’t you please let us know

by e-mailing us, or calling us at (305) 555-0000? Thank you.

1. (A) either
(B) neither
(C) already
(D) too

2. (A) went along with
(B) got along with
(C) came up with
(D) gave up with

3. (A) any one
(B) any other
(C) no other
(D) no one
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Notes
1 preferred customer「お得意さま」
2 put one’s heads together「…の知恵を出し合う，検討する」

試訳

問題 1–3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：リンダ・ウィンストン (lindaw@zmail.com)
件名：お得意さま限定セール

リンダ・ウィンストン様

ごぶさたしております！

当店の夏のセールでもお見かけしませんでしたし，秋のセールでもお見かけしません
でした。そこで，当XYZ社で検討した結果，あなたの足がこんなに長く遠のいてい
る理由として考えられるのは，あなたは人込みがお嫌いなのだろうという結論に達し
ました。私どもは以下のような解決策を思いつきました。

クリスマス前のセール
お得意さま限定
2008年 12月 17日
午後 5時から 9時まで

何かほかにあなたの足が遠のいている理由がおありでしたら，どうか電子メールでお
知らせいただくか，(305) 555-0000にお電話をいただけないでしょうか。ありがとう
ございます。

正解

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

EcoReserve, an ecotourism[1] program/nature reserve recently launched in Malaysia, is
looking for volunteers to work in various forest [2] and ecotourism

4. (A) consistence
(B) contradiction
(C) consequence
(D) conservation

activities. Responsibilities include maintaining facilities in an environmentally
sound[3] manner, teaching tourists about forest conservation, and assisting in research
projects. Volunteers must be in good health (medical certificate[4] required) and able
to walk long distances and carry heavy loads. They should be team players, but also
have the ability to work unsupervised. Previous experience working in the outdoors is

. Volunteers must pay for their transportation to and from the reserve,

but EcoReserve will provide lodging,  meals and basic amenities[5],
free of charge.

5. (A) preferred
(B) preceded
(C) preferring
(D) preceding

6. (A) in case of
(B) as well as
(C) not so much as
(D) so as to

Notes
1 ecotourism「エコツーリズム」　ecologyと tourismからの造語。熱帯雨林やアフリカの
サバンナなどへの旅行を主催することによって環境学や環境の保存に焦点を置く観光旅
行産業。

2 forest conservation「森林保全」
3 environmentally sound「環境に優しい，環境を損なわない，環境保全型の」
4 medical certificate「医師が作成した診断書」
5 basic amenities「基本的な設備（風呂やトイレなど）」
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試訳

問題 4–6は以下の広告についてです。

最近マレーシアでエコツーリズムのプログラムと自然保護を始めたエコリザーブでは，
さまざまな森林保全に携わるボランティアを探しています。職務に含まれるのは，環
境に優しい方法で施設の維持を行うこと，観光客に森林保全について教えること，研
究活動を手助けすることです。ボランティアになる方は健康で（医師が作成した診断
書が必要），長い距離を歩くことや重い荷物を運ぶことが可能な方でなければなりま
せん。チームプレーができる人である必要がありますが，監督されなくても働く能力
も必要です。以前に野外で活動した経験があることを希望します。現地までの往復の
交通費はボランティアをする方にお支払いいただかなければなりませんが，泊まる所
と食事と基本的な設備（風呂やトイレなど）は，エコリザーブが無料で提供します。

4. (A) 一貫性
(B) 矛盾
(C) 結果
(D) 保護

正解

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

Questions 1–4 refer to the following article.

Governor Whitman Talks about Renewable Energy Sources

Leaders of the eight largest industrialized[1] nations—or G-8—agreed last week in
Heilingendamm, Germany, to join forces to make “substantial[2],” but unspecified[3],
cuts in greenhouse gas emissions[4]. At President Bush’s insistence[5], the G-8 did not
impose[6] binding targets for the reductions. G-8 Summit host Chancellor Angela
Merkel has described the compromise[7] as a major step forward, although some
analysts call it “weak.”

Christine Todd Whitman, former head of the U.S. Environmental Protection Agency
and former governor of the state of New Jersey, says the compromise does represent
“major progress” because the United States is now at the table and “reengaged[8] in
international dialogue” on the issue of climate change. Governor Whitman also says
what is really significant[9] about President Bush’s proposal is that it is a “way to get
China and India to the table as well.”

Although the United States is currently the largest emitter of greenhouse gases,
Governor Whitman says “China will pass us—not in 10 years, but next year.” And, she
says, America needs to share its knowledge with the rest of the world about how to
reduce dependence[10] on fossil fuels[11]and how to be more energy-efficient[12] “so
that the developing economies can continue their growth in a way that doesn’t damage
the world’s environment” and the health of their citizens.

Governor Whitman says the United States faces the possibility of a 40 percent increase
in power demand by 2030, which will probably require reconsidering the matter of
nuclear power while developing safe ways to dispose[13] of nuclear waste. However,
there is no “magic bullet,” Governor Whitman says, so the nation needs to pursue[14]

several alternatives—solar energy and wind power, non-fossil fuels such as ethanol,
hybrid cars[15], and electric cars. And, she adds, conservation[16] is a must, and
citizens should be encouraged to buy energy-efficient cars and appliances. Several
states, Governor Whitman says, have been creative in encouraging businesses to
devise[17] strategies for conservation. She suggests more tax incentives[18] for people to
drive hybrid cars.

Notes
1 industrialize「産業化する，高度に工業化する」
2 substantial「実際の価値がある，実体のある」
3 unspecified「特定していない」
4 emission(s)「放出，排出」
5 insistence「強い主張，強要」
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6 impose「課する，強いる」
7 compromise「妥協する，歩み寄る」
8 reengage「再び取り組む」
9 significant「意味のある，意義深い」

10 dependence「依存，従属」
11 fossil fuel(s)「化石燃料，石炭，石油，天然ガス」
12 energy-efficient「エネルギー効率の高い」
13 dispose「処分する」
14 pursue「実施する，やり遂げる」
15 hybrid car(s)「ガソリン・電気自動車」
16 conservation「保護，保存」
17 devise「考案する，発明する」
18 incentive(s)「報奨（金），動機づけ」

試訳

問題 1–4は次の記事に関するものです。

ウィットマン知事が再利用できるエネルギー源について話す

G-8一工業先進国8カ国の首脳が，先週ドイツのハイリンゲンダムで会合し，温室
効果ガスの放出を減らすための実質的ではあるが，詳細を特定しない削減案について
合意しました。ブッシュ大統領が強く主張し，G-8では拘束力のある削減目標を課し
ませんでした。この妥協案を専韆門家らは「弱い」と批判しましたが，G-8サミット
のホスト役であったアンゲラ・メルケル首相はこの妥協案は大きな一歩であると述べ
ました。

アメリカの環境保護局の局長とニュージャージー州知事を歴任したクリスティン・
タッド・ウィットマンはこの妥協案は「大きな進歩」であると述べました。その理由
はこれでアメリカがテーブルに着き「国際的な対話にもう一度かかわる」ことになっ
たからです。ウィットマン知事はブッシュ大統領の提案に意義があったのは，これが
「中国とインドも交渉のテーブルに着く道だ」と述べています。

アメリカは現在温室効果ガスの最大の放出国ですが，ウィットマン知事は「10年後と
は言わず，来年にも中国は私たちを追い抜くでしょう」と述べました。彼女は，アメ
リカは化石燃料への依存を減らし，エネルギー効率を向上させる方法をほかの国と情
報交換する必要があり，そうすれば，発展途上にある経済も地球の環境や人々の健康
を破壊することなく，その成長を継続することができるのだとも述べました。

ウィットマン知事はさらに，アメリカは2030年までに電力需要が40パーセント高ま
る可能性があり，それであれば核廃棄物の安全な処分法の開発とともに，原子力につ
いて再検討する必要があると述べました。しかし，1つの「魔法の方法」はありませ
ん。国はいくつかの方法を実施していかなければなりません。たとえば，太陽エネル
ギー，風力エネルギー，エタノールなど化石燃料でないエネルギー，ガソリン・電気
自動車，電気自動車などです。そして，彼女は，エネルギーの節約は絶対で，人々は
エネルギー効率の高い車や機器を使うよう奨励されるべきであると言っています。い
くつかの州では，企業にエネルギー節約を促すよう工夫しています。彼女は，ガソリ
ン・電気自動車を運転する人に税金の優遇措置を設けるべきだと提案しています。
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1. Why was this article written?
(A) G-8 leaders had a meeting where they agreed to cut greenhouse gas emissions.
(B) China and India are emitting more greenhouse gases.
(C) The need for power in the U.S. is growing.
(D) Conservation is a growing topic in the U.S.

2. Which nation produces the most greenhouse gases?
(A) The United States
(B) Germany
(C) China
(D) India

3. What is a weak point of the agreement?
(A) There is no safe way to dispose of nuclear waste.
(B) There are no specific targets on cutting greenhouse gases.
(C) China cannot cut greenhouse gases without adverse effects to its economy.
(D) States do not offer enough tax incentives for people to drive eco-friendly cars.

4. Which of the following is mentioned as an alternative to fossil fuels?
(A) Bicycling
(B) Ethanol
(C) Telecommuting
(D) Walking
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1. なぜこの記事が書かれたのですか。
(A) G-8の首脳が会合をし，温室効果ガスの放出を削減することに合意したから。
(B) 中国とインドはもっと温室効果ガスを放出しているから。
(C) アメリカの電力需要が高まっているから。
(D) 節約はアメリカでは関心を集めている話題だから。

2. 温室効果ガスを一番放出している国はどの国ですか。
(A) アメリカ
(B) ドイツ
(C) 中国
(D) インド

3. この合意の弱い点はどんなことですか。
(A) 核廃棄物の安全な処分法がない。
(B) 温室効果ガスの削減に特定の目標値が示されていない。
(C) 中国は経済発展を遅らせることなく，温室効果ガスを減らすことができない。
(D) 州政府は，環境に優しい自動車を運転する人々に十分な税金優遇措置を与え
ていない。

4. 化石燃料に代わるものとして記事で提示されているのはどれですか。
(A) 自転車
(B) エタノール
(C) 在宅勤務
(D) 歩くこと

正解

1. (A)    2.  (A)    3.  (B)    4.  (B)
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Questions 5–7 refer to the following form.

Welcome to Health and Wellness[1] Weekly

You’re invited to join 7.8 million readers who already enjoy Health and Wellness
Weekly, the free publication[2] that provides health and wellness information
specifically for people over 55.

Getting your FREE SUBSCRIPTION is easy. All you have to do is take five minutes
to fill out the subscription form and a short questionnaire[3]. It’s that simple.

Health and Wellness Weekly’s Confidentiality[4] Policy
Subscriber data is kept strictly[5] confidential. Health and Wellness Weekly does not
sell, rent, or reveal[6] its mailing list to outside parties[7]. Occasionally[8] you may
receive additional information about potential[9] health benefits[10], but it will always
arrive in a Health and Wellness Weekly envelope.

First Name
Last Name
Street Address
City
State
Zip Code
E-mail address
Home phone - -

Notes
1 wellness「健康」
2 publication「発行物」
3 questionnaire「アンケート」
4 confidentiality「機密保持」　cf. confidential (adj.)「秘密の」
5 strictly「厳しく，厳格に」
6 reveal「（秘密などを）人に明かす，暴露する」
7 party[ies]「団体，グループ」
8 occasionally「まれに」
9 potential「可能性のある」

10 benefit(s)「利益，助けになること」



5-Minute Quizzes for the TOEIC® Test: Reading 3 35

試訳

問題 5–7は次の申込書に関するものです。

『週刊保健と健康』へようこそ

780万人がすでに購読している『週刊保健と健康』を購読しませんか。これは，55歳
より上の方の保健と健康に関する情報をお届けする無料の雑誌です。

無料購読の申し込みは簡単です。5分ほど時間を割いていただき，購読申込書を記入
し，簡単なアンケートに答えていただくだけです。それだけです。

『週刊保健と健康』の機密保持に関する方針
購読者のデータは厳重に機密保持します。『週刊保健と健康』は，郵送者リストを第
三者に売ったり，貸したり，見せたりしません。健康の向上に関する情報をお送りす
ることはまれにありますが，その情報は『週刊保健と健康』の封筒で郵送されます。

名前
名字
住所
居住する市
居住する州
郵便番号
電子メールアドレス
電話番号 - -
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CONFIDENTIAL
Health Survey
1. Year of Birth
2. Gender
3. Are you a caregiver or do you oversee

the medical decisions of a family member?
4. Do you smoke?
    4a. If yes, do you want to quit?
5. Do you own a pet?
6. Do you own a computer?
7. Do you use the Internet?
8. What is your household income?
9. Which of the following non-prescription[11] products are used regularly in your
household?
(Check all that apply.)

Ache and pain relievers
Allergy remedies[12]

Antacids
Anti-gas products
Bran, high-fiber products
Calcium supplements
Cough and cold products
Denture cleansers
Nutritional supplements
Sleep aid products
Vitamins/minerals
Other (please specify )

Signature Printed Name

Notes
11 non-prescription「処方箋なしで買える薬」
12 remedy[ies]「医薬品，治療」
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機密事項
健康に関するアンケート
1. 生まれた年
2. 性別
3.家族の介護を行ったり，医療に関して
何か選択したりすることはありますか。

4. たばこを吸いますか。
    4a. 「はい」と答えた方は，やめたいと思っていますか。
5. ペットを飼っていますか。
6. コンピュータを持っていますか。
7. インターネットを使いますか。
8. 世帯の収入はいくらですか。
9. 次の処方箋なしで買える薬の中で，あなたの家庭で常用されているのはどれですか。
（当てはまるものはすべてチェックしてください）

鎮痛剤
アレルギー治療薬
胃酸中和剤
腸内ガス緩和剤
ブラン，高ファイバー製品
カルシウム補給剤
せき，風邪の薬
入れ歯洗浄剤
栄養補助食品
睡眠補助薬
ビタミン剤，ミネラル
その他（ ）

サイン 名前（活字体で）
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5. What type of document is this?
(A) A health survey from a physician
(B) A questionnaire from a pharmaceutical company
(C) A magazine subscription form
(D) An information form from a tobacco company

6. What is the target market for this product?
(A) Doctors
(B) Pharmacists
(C) Health and wellness instructors
(D) People over age 55

7. In which category would weight control pills belong?
(A) Ache and pain relievers
(B) Anti-gas products
(C) Nutritional supplements
(D) Other
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5. この書類はどのような書類ですか。
(A) 医者が出した健康に関する調査
(B) 薬品会社が出したアンケート
(C) 雑誌購読申込書
(D) たばこ製造会社が出した情報

6. この商品のマーケットの対象は誰ですか。
(A) 医者
(B) 薬剤師
(C) 保健と健康に関する講師
(D) 55歳より上の人

7. 体重を減らすための薬はどのカテゴリーに入りますか。
(A) 鎮痛剤
(B) 腸内ガス緩和剤
(C) 栄養補助食品
(D) その他

正解

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

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

Subject: Beginning of fiscal year meeting
From: Shirley Beatty <sbeatty@printplant.com>
Date: Mon, Apr 7, 2008 10:35 a.m. CST
To: Recipient List Suppressed[1]

To all Sales Department members,

As the Sales Department begins its planning for the upcoming fiscal[2] year, we would
like to set a date and time for the new year sales goals meeting. Another reason for this
meeting is to go over changes that will affect everyone in the new fiscal year, which
begins on April 16.

I know that many of you want to take vacation time in late April and May, when we
enter our slow period. Also, we will all be too busy between Monday, 4/14, and
Wednesday, 4/16. Therefore, we need to have the meeting this week.

Please respond ASAP[3] with your availability[4] for 4/9 through 4/11. We could even
have the meeting on Saturday morning, 4/12, if that is the only time that works for
everyone.

Please note that it is imperative[5] that all sales staff attend.

Thank you,

Shirley Beatty
Executive Assistant to VP for Midwest Sales
Prints and Plants
999-555-2907 (phone)
999-555-7897 (fax)

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

Notes
1 suppress「公表しない，伏せる」
2 fiscal「会計の」
3 ASAP (as soon as possible)「できるだけ速く」
4 availability「出席できる可能性」　cf. available (adj.)「出席できる」
5 imperative「義務的な，命令的な」
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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。

件名：新しい会計年度の年頭会議について
差出人：シャーリー・ベイティ <sbeatty@printplant.com>
日付：2008年 4月 7日（月）午前 10時 35分
あて先：非公開の受信者

すべての営業員へ

営業課では次の会計年度の計画を立てるに当たって，年間売り上げ目標会議の日時を
設定したいと思います。この会議のもう1つの目的は，4月16日から始まる新しい会
計年度で，皆さんに影響を与えるであろう変更事項についてお話しすることです。

多くの方は商売が鈍くなる4月下旬から5月にかけて休暇を取ることを希望しておら
れると存じます。また，4月 14日の月曜日から 4月 16日の水曜日には私たちが忙し
くなります。従って，会議は今週中に行わなければなりません。

4月9日から11日までの間で会議に出席できるかどうか，できるだけ早く知らせてく
ださい。もしその時間しか皆さんが集まれないのであれば，4月12日の土曜日でも会
議は可能です。

会議にはすべての営業員が出席することが義務付けられています。

よろしくお願いします。

シャーリー・ベイティ
中西部営業担当副社長付き主任秘書
プリンツアンドプランツ
999-555-2907（電話）
999-555-7897（ファックス）

------------------------------------------------------------------------------------------
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Subject: RE: Beginning of fiscal year meeting
From: ajackson@printplant.com
Date: Mon, Apr 7, 2008 11:48 a.m. CST
To: sbeatty@printplant.com

Shirley,

Thanks for the e-mail about the meeting. I don’t know what to do about this. I’ve got
calls with clients all day on Wednesday and Thursday, so I won’t be here. I’m even
going out both nights (Wednesday with Jim from Neenah Cardboard and Thursday
with Ivory and Dan from Wausau Modular). Friday I’ll be here at the office, but I have
to finish all the numbers for the end of the fiscal year. I need Saturday off—it’s my
son’s first day of soccer, and his mom will be with our daughter at another function[6].

Basically, there’s no way I can find two or more hours for a meeting between now and
the 15th. Is it OK if I don’t come? I’m pretty sure I’ll agree to the goals that are
planned. Unless there’s something out of the ordinary[7] and I absolutely[8] have to
attend, I really can’t make the time for this.

Let me know what you think. Calling my cell will be best.

Thanks,

Allan

Notes
6 function「集まり，会合」
7 ordinary「通常の」
8 absolutely「絶対に，ぜひ」
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件名：新しい会計年度の年頭会議について
差出人：ajackson@printplant.com
日付：2008年 4月 7日（月）午前 11時 48分
あて先：sbeatty@printplant.com

シャーリー

会議についての電子メールをありがとうございました。これについて私はどうしたら
いいかわかりません。水曜日と木曜日は顧客訪問が1日中ありますので，会社にはい
ません。夜は，どちらの日も出かけています（水曜日はニーナ段ボール社のジムと木
曜日はウォーソーモデュラーのアイボリーとダンと一緒です）。金曜日は，会社にい
ますが，会計年度の締めなので会計報告を終わらせなければなりません。土曜日は休
みが必要です。私の息子のサッカーの初日です。彼の母親は娘と一緒にほかの用事が
あるのでいません。

基本的に今から15日までの間に，2時間からそれ以上の時間を会議に充てることはで
きません。私は出席しなくてもいいですか。私は設定された目標に異存はないと思い
ます。もし，何か特別なことがあって，私がどうしても出席しなければならない状況
でない限り，会議の時間を作ることはできません。

どう思いますか。私の携帯電話に電話していただくのが一番いいです。

よろしくお願いします。

アラン
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1. Why was the first e-mail sent?
(A) To inform staff about the end of the fiscal year
(B) To schedule a meeting
(C) To ask when people will be going on vacation
(D) To remind everyone of sales goals

2. Why was the second e-mail sent?
(A) To confirm the sender’s presence at the meeting
(B) To ask for the meeting to be postponed
(C) To confirm the time for soccer
(D) To say that the sender is too busy to attend the meeting

3. Which of the following is a possible date for the meeting?
(A) April 12
(B) April 14
(C) April 15
(D) April 16

4. Who will Allan meet Thursday night?
(A) Shirley
(B) His son
(C) Ivory and Dan
(D) Jim

5. What does Allan suggest Shirley do?
(A) Schedule another time next week
(B) Come with him on sales calls
(C) Call his cell phone
(D) E-mail him the sales goals for the next fiscal year
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1. 最初の電子メールはなぜ送られたのですか。
(A) 会計年度が終わることをスタッフに知らせるため
(B) 会議を設定するため
(C) いつ人々が休暇を取るか聞くため
(D) 売り上げ目標についてもう一度知らせるため

2. 2通目の電子メールはなぜ送られたのですか。
(A) 会議に出席することを確約するため
(B) 会議の延期をお願いするため
(C) サッカーの時間を確認するため
(D) 忙しくて会議に出席できないことを伝えるため

3. 会議が行われる可能性のある日時は次のどれですか。
(A) 4月 12日
(B) 4月 14日
(C) 4月 15日
(D) 4月 16日

4. アランは木曜日の夜に誰に会いますか。
(A) シャーリー
(B) 彼の息子
(C) アイボリーとダン
(D) ジム

5. アランはシャーリーにどうすることを提案しましたか。
(A) 来週ほかの時間に会議を設定すること
(B) 営業訪問に彼と一緒に来ること
(C) 彼の携帯電話に電話すること
(D) 来年の会計年度の売り上げ目標を彼にメールで送ること

正解

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

Questions 1–4 refer to the following e-mail.

From: bethm@harenails.com
Subject: Hare ’n’ Nails Monthly Gab
Date: May 30, 2008
To: Recipient List Suppressed

Dear Valued Hare ’n’ Nails Customers,

It is with great pleasure that we have recently welcomed Annie Chung to Hare ’n’
Nails. Annie started by working out of her home in Colorado, cutting her friends’ and
neighbors’ hair. As her reputation[1] grew, so did her client base[2]. She then became a
partner in Rocky Mountain Stylistics, where she was head stylist. After selling her part
of the business, Annie became the hair and makeup artist for the local AMC television
affiliate[3].

Annie was born and raised in Denver and lived there for most of her life. She has just
moved to the area and is getting used to her new home. Annie and her husband, Brian
Chung, have been married for 10 years and have two beautiful children, Brian Jr. and
Jennie. Make sure to say hi to Annie when you come in for your next appointment[4].
Welcome, Annie!

We would like to take this opportunity[5] to inform you of some other good news from
our salon. In the upcoming summer months (June 1 through August 31), if you make
an appointment to have more than one type of treatment on the same day, you’ll
receive a major discount. For example, if you have your hair done and also get
sculptured[6] nails, the cost for your nail application will be $25 instead of $30. A
manicure or pedicure[7] will be $2 off our regular price. Basic facials will be reduced
from $50 to $43. There are also discounts on more luxurious[8] packages that are too
numerous[9] to write about in my little newsletter. So come in and check out what we
have to offer—and definitely think about scheduling two treatments at once. Whether
it’s for a wedding, a special date, or just to treat yourself, come to Hare ’n’ Nails for a
completely new look, and some pampering[10] as well.

Thanks for reading, and be sure to check your e-mail for more information and
bargains at the end of June, when our July e-newsletter comes out.

Hoping you have a good hair day,

Beth McKenzie
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Notes
1 reputation「評判，名声」
2 client base「顧客層」　baseは「基礎，層」の意味だが，ここでは「客層」。
3 affiliate「支店，系列の会社」
4 appointment「予約」
5 opportunity「機会」
6 sculpture「彫刻する，形作る」　ここでは「つめを整える」という意味。
7 pedicure「足指のつめを手入れすること」
8 luxurious「豪華な，贅沢な」
9 numerous「数々の」

10 pamper「十分手入れする」

試訳

問題 1–4は次の電子メールに関するものです。

差出人：bethm@harenails.com
件名：ヘアー&ネイルズの月刊おしゃべり通信
日付：2008年 5月 30日
あて先：非公表の受信者

ヘアー&ネイルズのお客さまへ

ヘアー&ネイルズに新しいスタッフ，アニー・チャンが加わったことを喜んで皆さん
にお知らせします。アニーはコロラドの自宅で友人や隣人の髪を切ることから始めま
した。彼女の評判が上げるにつれ，彼女の顧客も増えました。それからロッキーマウ
ンテンスタイリスティックス社の共同経営者となり，そこではスタイリストの代表を
務めました。彼女の所有していた事業の部分を売却した後，アニーはAMCテレビ系
列の配信会社のヘアーとメークアップのアーティストになりました。

アニーはデンバーで生まれて育ちました。ここには引っ越してきたばかりで，新しい
土地に慣れてきたところです。アニーと彼女の夫，ブライアン・チャンは結婚して10
年，2人の素晴らしい子供，ブライアン・ジュニアとジェニーに恵まれました。次の
予約でご来店されたときには，ぜひアニーに声をかけてください。アニー，ようこそ。

この場をお借りしてサロンのそのほかのニュースをお知らせします。この夏に（6月
1日から8月31日），1日に2つ以上のサービスをご予約された方は，大幅な値引きが
あります。たとえば，ヘアーとつめの手入れを予約された場合，つめの手入れは30ド
ルが 25ドルになります。マニキュア，ペディキュアは，定価の 2ドル引きになりま
す。基本フェイシャルコースは50ドルが43ドルになります。そのほかにも豪華なパッ
ケージにたくさんの値引きがありますが，この小さなニュースレターには書き切れま
せん。ですからご来店して，何があるかお聞きください。そして絶対に 1日に 2つの
サービスを予約しましょう。ウェディング，特別なデート，またはただお体のお手入
れに，ヘアー&ネイルズに来て，まったく新しい装いや体のお手入れをしましょう。

読んでいただいてありがとうございます。7月号の電子ニュースレターが発信される
6月末に電子メールをチェックして，そのほかの情報やバーゲンについて読んでくだ
さい。

ご機嫌よう。

べス・マッケンジー
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1. What is the purpose of this e-mail?
(A) To announce a new staff member and discounts
(B) To announce that prices will be going up in September
(C) To provide a biography of a popular staff member
(D) To let people know the summer months are very busy

2. Which job has Annie Chung previously held?
(A) Stay-at-home mother
(B) Nail artist
(C) Hairstylist
(D) Masseuse

3. What is the discount on a basic facial?
(A) $2
(B) $5
(C) $7
(D) $25

4. Which of the following is NOT a suggestion in this e-mail?
(A) Introduce yourself to Annie Chung
(B) Get two treatments done on the same day
(C) Get a pedicure before wearing sandals
(D) Check your e-mail in June
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1. この電子メールの目的は何ですか。
(A) 新しいスタッフと値引きについて知らせること
(B) 9月に値上げがあることを知らせること
(C) 人気のスタッフの履歴を知らせること
(D) 夏の期間はとても忙しいことを知らせること

2. アニー・チャンは以前どんな仕事をしていましたか。
(A) 主婦
(B) ネイルアーティスト
(C) ヘアスタイリスト
(D) マッサージ師

3. 基本フェイシャルの値引きはいくらですか。
(A) 2ドル
(B) 5ドル
(C) 7ドル
(D) 25ドル

4. この電子メールで提案されていないのは次のどれですか。
(A) アニー・チャンに会うこと
(B) 1日に 2つのサービスを受けること
(C) サンダルを履く前にペディキュアを受けること
(D) 6月に電子メールをチェックすること

正解

1. (A)    2.  (C)    3.  (C)    4.  (C)



50

Questions 5–7 refer to the following document.

Recycling Program

From: Gerald Dorn, Facilities Manager
To: Maynard Clinic Staff
Date: January 7, 2008

This memo is an introduction to the MayCycle program. I’m sure you’ve all noticed
the new blue recycling receptacles[1] in hallways[2], laboratories[3], and offices around
our facilities.

The average American throws out 4.5 pounds of waste[4] a day. At Maynard Clinic,
over 12,000 tons of waste are generated[5] each year. Averaged out for the 35,000 staff
and patients[6] that are here annually, that’s about two pounds of waste a day per
person, or almost half the average amount.

The goal of the MayCycle program is to minimize[7] waste by conserving resources,
reusing what we can, and recycling what has been used. The following is a description
of what can and cannot be disposed of in the new recycling receptacles at Maynard
Clinic.

If you have any questions, please e-mail Facilities Management at
maycycle@maynard.edu.

Thank you,

Gerald Dorn

Paper Receptacle
Yes No
• White and Colored Paper • Food and Food Wrappers
• Glossy[8] Paper • Milk Cartons
• Envelopes, including Window Plastic • Styrofoam and Paper Cups
• Newspapers and Magazines • Tissues
• Copy-Paper Ream Wrappers • Paper Towels
• Post-it  Notes • Plastic Bags
• Tissue Boxes • Photographic Paper
• Brown Paper • Coated Fax Paper

• Padded Mailers
Notes

1 receptacle(s)「入れ物，容器」
2 hallway(s)「廊下」
3 laboratory[ies]「実験室，研究室」
4 waste「ごみ，廃棄物」
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5 generate「生み出す，作る」
6 patient(s)「患者」
7 minimize「最小にする」
8 glossy「つやのある」

試訳

問題 5–7は次の書面に関するものです。

リサイクルプログラム

差出人：ジェラルド・ドーン，施設管理課長
あて先：メイナードクリニック職員
日付：2008年 1月 7日

メイサイクルプログラムをご紹介します。私たちの施設の廊下や，実験室，事務室な
どにリサイクルのための青い容器が置いてあるのにお気づきの方も多いと存じます。

アメリカ人は平均で 1日に 4.5ポンドのごみを出しています。メイナードクリニック
では，1年に 1万 2000トンのごみが出されます。ここには延べ 3万 5000人のスタッ
フや患者がおりますので，1日に1人が2ポンドのごみを出していることになります。
これは，平均量の約半分です。

メイサイクルプログラムの目標は資源を節約し，できるだけ再使用し，使ったものを
再利用することでごみを最小限に減らすことです。次の表は，メイナードクリニック
の新しいリサイクル容器に入れていいもの，悪いものを示しました。

何か質問がありましたら，maycycle@maynard.eduあてに施設管理課長に電子メール
を送ってください。

よろしくお願いします。

ジェラルド・ドーン

紙用容器
入れていいもの 入れてはいけないもの
• 白紙，色紙 • 食べ物や食べ物の包み紙
• つや紙 • 牛乳パック
•封筒（プラスチックがあて名部分に • スタイロフォームや紙のコップ
張ってあるものも含む） • ティッシュ

• 新聞，雑誌 • ペーパータオル
• コピー紙の包装紙 • ビニール袋
• 付箋紙 • 写真用の紙
• ティッシュボックス • 加工してあるファックス用紙
• 茶色の紙 • クッションが入っている封筒
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Staples and paper clips do not need to be removed. Cardboard boxes should be broken
down and placed behind the recycling bins.

Bottles and Cans Receptacle
Yes No
• Aluminum Cans • Liquids in Bottles
• Steel Cans • Bottle Lids
• Plastic Bottles • Plastic Yogurt Containers
• Glass Beverage Bottles • Plastic Bags

• Test Tubes
• Drinking Glasses
• Broken Glass

5. What is the primary purpose of this memo?
(A) To inform employees of the need for recycling
(B) To inform employees of the penalties for not separating their garbage correctly
(C) To inform employees about what can go in the different recycling receptacles
(D) To give statistics about the amount of waste generated in the U.S.

6. Which of the following may be put in a “bottles and cans” receptacle?
(A) A glass yogurt drink bottle
(B) A half-full can of cola
(C) An unopened bottle of orange juice
(D) An empty milk carton

7. Which of the following may be put in a “paper” receptacle?
(A) A cardboard box
(B) A tabloid newspaper with staples
(C) A tissue box with tissue in it
(D) A plastic bag filled with shredded documents
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ホチキスの針やクリップは，外さなくてもよいです。段ボール箱はたたんでリサイク
ル容器の後ろに置いてください。

瓶，缶用の容器
入れていいもの 入れてはいけないもの
• アルミニウム缶 • 液体の入った瓶
• スチール缶 • 瓶のふた
• プラスチックの瓶 • プラスチックのヨーグルト容器
• 飲料用のガラスの瓶 • ビニール袋

• 試験管
• コップ
• 壊れたガラス

5. このお知らせの主な目的は何ですか。
(A) 資源を再利用する必要があることを職員に知らせること
(B) ごみを正しく仕分けしていない職員にその罰則について知らせること
(C) それぞれのリサイクル容器に何を入れたらいいか知らせること
(D) アメリカで出されるごみの量の統計について知らせること

6. 瓶と缶用の容器に入れられるのは次のどれですか。
(A) ヨーグルトドリンクのガラス瓶
(B) コーラの半分入った缶
(C) 開けていないオレンジジュースの瓶
(D) 空のミルクパック

7. 紙用の容器に入れられるのは，次のどれですか。
(A) 段ボール箱
(B) ホチキスの針のついたタブロイド版の新聞紙
(C) ティッシュの入ったティッシュボックス
(D) 細かく切り刻んだ書類の入ったビニール袋

正解

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

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

To: agarza@motocom.com
Subject: Computer Specialist I Position
From: aanushka@manassas.edu
Date: May 12, 2008 11:35 a.m.
Attachments: 1

Dear Mr. Garza,

This e-mail is to express[1] my interest in the Microcomputer Specialist I position at
Motocom that was advertised on Motocom’s website. I believe that my strong
technical background as well as my education make me the right person for the job.

The following are my key strengths[2]:

•I have successfully installed and supported live use applications.
•I am a self-starter.
•I am eager to learn new things.
•I provide exceptional customer service.

I will be graduating from the University of Manassas this June with a BS in Computer
Science. I have worked in the Academic Computing Center on campus for the past two
years. Working at the ACC has given me the kinds of real-world[3] experience and
problem-solving skills that are needed at Motocom. The biggest project I worked on
was the overhaul[4] of the computer lab in Burnham Hall, where I supervised[5] four
other student workers in replacing all the PCs and connecting them to the university’s
network. The management and logistical[6] skills I gained during that project are
invaluable[7]. Please see my attached resume for additional information on my
experience and education.

I thank you for taking the time to review my resume, and I am looking forward to
meeting you in person.

Sincerely,

(Ms.) Anand Anushka
------------------------------------------------------------------------------------------
Notes

1 express「表現する，表す」
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2 strength(s)「長所」
3 real-world「実社会の」
4 overhaul「整備する，点検する」
5 supervise「監督する，指図する」
6 logistical「物流の」
7 invaluable「とても貴重な」

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。

あて先：agarza@motocom.com
件名：コンピュータ専門職 I
差出人：aanushka@manassas.edu
日付：2008年 5月 12日午前 11時 35分
添付：1

ガーザ様

モートコムのウェブサイトで募集していたマイクロコンピュータ専門職 Iについて，
とても興味があります。私は卓越した技術力と学歴があるので，この職に最適である
と信じております。

私の長所は次の通りです。

• 私はソフトウェアをコンピュータにインストールし，そのソフトウェアの使用につ
いて指導や補助をした経験があります。
• 私は自分で率先して物事を行います。
• 私は新しいことを学ぶことに熱心です。
• 私はお客さまへの対応に優れています。

私はマナサス大学でコンピュータ科学専攻の学士号を取得し，この6月に卒業します。
私は大学の学術コンピュータセンターで 2年間働きました。ACCで働いたことで，
モートコムで必要となる実践的な経験を得て，問題解決のための手法を学ぶことがで
きました。私がかかわった最も大きなプロジェクトはバーナムホールのコンピュータ
室の整備です。私が4人の学生職員を監督をして，コンピュータを入れ替え，それを
大学のネットワークに接続しました。このプロジェクトで，管理と物流の能力を身に
つけたことは大変貴重でした。その他の経験や学歴については，添付した履歴書をご
覧ください。

私の履歴書をご審査いただくお時間を取っていただき，感謝しております。直接にお
会いできることを願っております。

敬具

アナンダ・アニュシュカ
------------------------------------------------------------------------------------------
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From: Andres Garza <agarza@motocom.com>
To: aanushka@manassas.edu
Subject: Interviews 6/9, 6/10, 6/11
Date: 15 May 2008 08:35 a.m.

Dear Ms. Anushka:

Thank you for your recent application for employment as a Microcomputer Specialist I
with Motocom.

Interviews are being scheduled for Monday through Wednesday, June 9–11, with Phil
Benoit, head of IT, two other systems analysts, and myself. Interviews will be in Room
1009 at our main offices on Higgins Road. Just sign in at security[8] to get a visitor’s
badge and then come to the conference room. Be sure to bring a valid[9] driver’s
license or state-issued ID.

Interviews will be in the morning and should take one hour. After the interview, you
will need to take a test which will also take about an hour. Interview times are at 9:00,
10:00, or 11:00 on those three days. Please e-mail back to let me know what time I
should schedule you for.

If you are unable to keep the appointment, please call me at (999) 555-4000.

Best,

Andres Garza

Notes
8 security「警備室」
9 valid「有効な」
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差出人：アンドレス・ガーザ <agarza@motocom.com>
あて先：aanushka@manassas.edu
件名：6月 9日，10日，11日の面接について
日付：2008年 5月 15日午前 8時 35分

アニュシュカ様

モートコムのマイクロコンピュータ専門職Iに応募いただきありがとうございました。

面接は IT部長フィル・ベノイト，ほか2名のシステムアナリストと私が行い，日程は
6月 9日から 11日，月曜日から水曜日です。場所はヒギンズ通りにある本部の 1009
室です。警備室で名前を登録して訪問者用のバッジをもらい，会議室に来てください。
有効な自動車免許証か，州で発行している身分証明書を持ってくるのを忘れないでく
ださい。

面接は午前中で約 1時間かかります。面接の後，約1時間の試験を受けなければなり
ません。面接時刻は，どの日も 9時，10時，11時です。どの日に面接を設定したら
いいか電子メールで返事をください。

もし面接時間に来られない場合は，(999) 555-4000に電話してください。

敬具

アンドレス・ガーザ
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1. What does the writer of the first e-mail want?
(A) A position at a university
(B) A stronger technical background
(C) A microcomputer specialist position
(D) An overhaul of the computer lab

2. What is the purpose of the second e-mail?
(A) To invite the first writer for a job interview
(B) To provide test-taking strategies
(C) To cancel an appointment
(D) To notify the first writer that she needs to renew her driver’s license

3. Who will be at the interview?
(A) Security personnel
(B) The head of IT
(C) A driving instructor
(D) Officials from the university

4. About which of the following experiences does the first writer give details?
(A) Driving
(B) Dealing directly with customers
(C) Computer programming
(D) Supervising student workers

5. According to the second e-mail, which of the following is a possible time for a test?
(A) June 9 at 9:00 a.m.
(B) June 9 at noon
(C) June 11 at 9:00 a.m.
(D) June 11 at 8:00 a.m.
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1. 最初の電子メールの差出人は何を希望していますか。
(A) 大学での職
(B) もっと優れた技術力
(C) マイクロコンピュータの専門職
(D) コンピュータ室の整備

2. 2通目の電子メールの目的は何ですか。
(A) 最初のメールの差出人を仕事の面接に呼ぶこと
(B) 試験の受験対策を知らせること
(C) 予約を取り消すこと
(D)最初の電子メールの差し出し人に自動車免許証を更新する必要があると知ら
せること

3. 面接には誰がいますか。
(A) 警備員
(B) IT部長
(C) 自動車運転講習の教員
(D) 大学の職員

4. 最初の電子メールの差出人は次のどの経験について詳細を述べましたか。
(A) 運転
(B) 直接お客さまを接待すること
(C) コンピューターのプログラミング
(D) 学生職員を監督したこと

5. 2通目の電子メールによると試験が行われる可能性があるのはどの時刻ですか。
(A) 6月 9日午前 9時
(B) 6月 9日正午
(C) 6月 11日午前 9時
(D) 6月 11日午前 8時

正解

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

1. The Constitution[1] does give the president the ------- to grant clemency[2].
(A) authority
(B) author
(C) authorized
(D) authoritative

2. Most of the human cases of bird flu ------- from people coming in close contact
with[3] infected poultry.
(A) has resulted
(B) are resulted
(C) is resulted
(D) have resulted

3. The subsidy[4] cut and resulting price rise[5] are expected to ------- demonstrations.
(A) provide
(B) prevent
(C) pretend
(D) provoke[6]

4. No matter how fast you drive, Flight 006 ------- by the time[7] we arrive at the
airport.
(A) will have departed
(B) will depart
(C) has departed
(D) departs

5. There are three private campsites inside the park ------- we use quite often for
overnight stops[8].
(A) which
(B) where
(C) when
(D) what

6. Mr. Paynn was used ------- several tasks at once[9] and making quick decisions.
(A) to handle
(B) to handling
(C) handling
(D) handled

Notes
1 the Constitution「憲法」
2 grant clemency「恩赦［特赦］を与える」
3 come in close contact with . . .「…に間近で接触する」
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4 subsidy「助成金」
5 price rise「物価上昇」
6 provoke「引き起こす，怒らせる，挑発する」
7 by the time . . .「…するときまでには」　by the timeに続く部分は，時や条件を表す if
節やwhen節と同様，未来のことでも現在時制を使う。

8 overnight stop「1泊の滞在」
9 at once「一度に，すぐに」

試訳

1. 憲法は大統領に恩赦を与える権限を与えている。
(A) 権限
(B) 著者
(C) 公認の
(D) 権威のある

2. 鳥インフルエンザのヒトの症例の大半は，感染した家禽に間近で接触している人に
起こっている。

3. 助成金の削減とその結果起こる物価上昇によって，デモが引き起こされると思われ
る。

4. あなたがどんなにスピードを出して運転しても，私たちが空港に着くまでに006便
は出発してしまっているだろう。

5. 私たちが1泊で滞在するときによく使うその公園内には3つの民間キャンプ場があ
る。

6. ペイン氏はいくつかの仕事を同時に処理しながら，素早く決断することに慣れてい
た。

正解

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

Questions 1–3 refer to the following letter.

Dear Michael Stanford,

I have written to you several times over the past three months requesting an
explanation as to why you have failed to bring your account up to date with[1] us.

By ignoring these requests, you are damaging the excellent credit record you had
previously maintained with our company. , you are incurring[2]

1. (A) However
(B) Otherwise
(C) In addition
(D) In summary

additional expense to yourself and to us.

 I hear from you within 10 days, we will have no other choice but to

turn your account over[3] for collection[4]. I am sorry that such drastic action[5] is
necessary but I am afraid you leave us no . You can preserve your

credit rating by remitting[8] your check today for the amount stated above.

Notes
1 bring one’s account up to date with . . .「…について自分の勘定を整理する，請求され
ている金額を支払う」

2 incur「（費用などを）負担する，（損失などを）被る」
3 turn . . . over「…を引き渡す」
4 for collection「取り立てのため」
5 drastic action「思い切った対応［行動］」
6 alteration「変更」
7 alternative「代替案，選択肢」
8 remit「送金する，支払う」

2. (A) For
(B) What
(C) When
(D) Unless

3. (A) alteration[6]

(B) alternative[7]

(C) appointment
(D) appreciation
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試訳

問題 1–3は以下の手紙についてです。

マイケル・スタンフォード様

私どもに関する勘定を整理し損なっている理由について説明を求めるお便りを過去3
カ月にわたり数度出しました。

これらの要求を無視なさいますと，当社との間に以前から維持されていた優良なクレ
ジット記録に傷をつけることになります。その上さらに，あなた自身と私どもに追加
の費用を負担させることになります。

10日以内にあなたから連絡がない場合は，取り立てのためにあなたの口座を引き渡す
以外に方法がなくなります。そのような思い切った行動が必要であることを残念に思
いますが，あなたが私どもにほかに取る道のない状態になさったのです。上記に記載
された金額を本日小切手で送金していただければ，あなたのクレジットレートを維持
することは可能です。

1. (A) しかしながら
(B) さもなければ
(C) その上
(D) 要約すれば

3. (A) 変更
(B) 代替案，選択肢
(C) 約束
(D) 感謝，鑑賞，評価

正解

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

Position[1]: Assistant Tax Auditor[2]—Small Business[3] Division

A medium-sized accounting firm[4] in Chicago is seeking an organized[5] and
outgoing[6] individual to fill the post of Assistant Tax Auditor in its Small Business
Division. If you’re a newcomer to the industry seeking an entry-level position[7] with
potential for growth, this may be just  you’re looking for.

4. (A) as
(B) if
(C) what
(D) that

You will work directly with the division’s Tax Auditor in auditing a variety of small
businesses in the Chicago area. Your duties will include conducting interviews and
analyzing financial records. If a business[8]  to file a complete report[9],

you will help investigate the cause of the problem and inform those concerned[10] of
their reporting .

5. (A) has failed
(B) has been failed
(C) will have failed
(D) will have been failed

6. (A) abbreviations[11]

(B) consumption[12]

(C) immigration
(D) obligations[13]

Notes
1 position「（専門的な・ホワイトカラーの）職，勤め口」
2 tax auditor「税務監査員［官］」　cf. audit「会計監査をする」
3 small business「中小企業」
4 accounting firm「会計事務所」
5 organized「有能な，まめな」
6 outgoing「社交的な」
7 entry-level position「初めて仕事をする人向けの職」
8 business「企業，会社」
9 file a report「報告書を提出する」

10 those concerned「関係者」
11 abbreviation(s)「短縮，省略（形）」　cf. abbreviate「短縮する，短くする」
12 consumption「消費」　cf. consume「消費する」
13 obligation(s)「義務」　cf. obligate「(v.)義務を負わせる，(adj.)義務を負わされた」
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試訳

問題 4–6は以下の広告についてです。

職：税務監査員補佐─中小企業の事業部

シカゴにある中規模の会計事務所で，中小企業事業部の税務監査員補佐の職位を補充
するために有能で社交的な人物を探しています。この業界の初心者で，初めて仕事を
する人向けの将来成長する可能性のある職を探しているのであれば，これはまさにあ
なたが探しているものでしょう。

シカゴ地区のさまざまな中小企業の会計監査に関して，事業部の税務監査員と直接一
緒に仕事をすることになります。あなたの職責には，面接を行うことと財務記録を分
析することが含まれます。企業が完全な報告書を提出しなかった場合，問題の原因を
調査するのを手伝い，関係者に報告の義務があることを知らせることになります。

6. (A) 省略，短縮（形）
(B) 消費
(C) 入国
(D) 義務

正解

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

Questions 1–4 refer to the following article.

Rising Student Debt in America

Nearly two-thirds of four-year college students in the United States borrow thousands
of dollars each year to pay for their education. Some carry more than $100,000 in debt.
And most are still repaying their loans years after graduation.

Student advocacy[1] groups say the average debt carried by public and private
university graduates has more than doubled in the past decade[2]—from about $9,000
to nearly $19,000. Accounting for[3] inflation, this represents an increase of 58
percent.

Analyst Jacqueline King of the American Council on Education says the numbers vary
depending on several factors. “For bachelor’s degree recipients[4], about 60 percent of
students graduate with debt and the median[5] amount is about $16,000. For graduate
students, it varies tremendously[6] according to the type of degree. Students with
master’s degrees leave with median debt levels of about $25,000,” says King.

Many professional graduate students carry even larger loans. The median debt for
medical students is about $115,000, and more than one-third of medical students owe
between $150,000 and $200,000 by the time they graduate.

Most students who borrow pay back their loans within 10 years. By most estimates,
only about 6 percent default[7] on their payments. But Mark Kantrowitz, publisher of
FinAid.org, an independent financial aid and college resource Internet site, says
growing numbers of low-income students who typically take out large loans are
struggling to repay their debts.

“The number of students who borrow more than $40,000 is on the order of about 7
percent these days. And that’s starting to get into the problematic area. If you borrow
more than twice your expected starting salary, then you are definitely going to have
financial difficulty,” says Kantrowitz. “Another issue with regard to low-income
students is that the need to take out a large loan has a chilling[8] effect on their
enrollment in higher education. If someone told you that you have to borrow more than
your parents earn in a year to pay for your college education, you would think twice
about going to college.”



5-Minute Quizzes for the TOEIC® Test: Reading 3 67

Notes
1 advocacy「支援，主張」
2 decade「10年間」
3 account for . . .「…のために，…の理由で」
4 recipient(s)「受けている人」
5 median「メジアン，中央値」
6 tremendously「ひどく，非常に」
7 default「義務を怠る」
8 chilling「気の滅入る」

試訳

アメリカで増加する学生の借金

アメリカでは4年制大学に通う学生の3分の2が教育費のために何千ドルもの借金を
しています。10万ドル以上も借金をしている人もいます。そして多くの人が卒業して
も長い間借金の返済に追われています。

学生保護団体は公立，私立大学の卒業生が抱える借金の平均は，9000ドルから 1万
9000ドルへと，この 10年で 2倍以上になったと言っています。インフレーションを
考慮すると増加は 58パーセントになります。

アメリカ教育委員会のアナリスト，ジャクリン・キングは，借金額はいろいろな要素
によって変わると述べています。「学士号取得者の約60パーセントは借金を背負って
卒業し，その中央値は 1万 6000ドルです。大学院生はその学位によって借金額が大
幅に違います。修士号を取得して卒業する学生の借金の中央値は2万5000ドルです」
とキングは話しています。

専門職の大学院生は，もっと多額の借金を抱えています。医学生は借金の中央値が約
11万 5000ドル，そして 3分の 1以上の医学生が 15万ドルから 20万ドルの借金を抱
えて卒業します。

借金をした多くの学生はそのお金を約 10年以内に返済します。多くの推計によると
借金を滞納しているのはたったの6パーセントです。しかし，FinAid.orgという独立
学資補助金と大学学資補助金のためのインターネットサイトの発信者，マーク・カン
トロウィッツ氏は，より多くの低所得家庭の学生が多額の借金をし，返済に困ってい
ると話しています。

4万ドル以上を借りた学生の人数は，全体の約 7パーセントに上っています。そして
それは問題になってきています。学生が仕事に就いたときの初任給の2倍以上の借金
があるとき，彼らは明らかに経済的に苦しくなります」とカントロウィッツ氏は話し
ます。「低所得家庭の学生に関するもう 1つの問題は，多くの借金をしなければなら
ないということが大学進学をあきらめる要素になっているということです。もし，あ
なたが大学教育を得るために，あなたの両親の年収より多くの借金をすることになる
と知ったら，大学に進学することを考え直すことでしょう」



68

1. What is the main idea of this article?
(A) The debt incurred by U.S. university students has been increasing.
(B) People in the U.S. are not attending university because of the high cost.
(C) Lenders are restricting the money available to U.S. university students.
(D) Students with advanced degrees face the highest levels of debt.

2. Which group has the most problems with student debt?
(A) Medical students
(B) Private university students
(C) Students from low-income backgrounds
(D) Master’s degree students

3. How much has individual student debt increased in the last 10 years?
(A) It has increased $28,000.
(B) It has more than doubled.
(C) It has increased by two-thirds.
(D) It has increased $16,000.

4. What does the article say is a problem faced by low-income students?
(A) They have financial difficulty during university.
(B) They usually default on their loans after graduating.
(C) They are not given loans due to their low incomes.
(D) They do not enroll in university due to the high debt they would incur.
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1. この記事の主旨は何ですか。
(A) アメリカの大学生が抱える借金は増加している。
(B) アメリカ人は，教育費が高いので大学に進学しない。
(C) お金の貸し手はアメリカの大学生に貸すお金を制限している。
(D) 高い学位を取得する学生は多額の借金を抱えている。

2. 学生ローンで最も多くの問題を抱えているのはどのグループですか。
(A) 医学生
(B) 私立大学の学生
(C) 低所得家庭の学生
(D) 修士号を取得した学生

3. この 10年間で 1人当たりの学生の借金額はどのくらい増えましたか。
(A) 2万 8000ドル増えた。
(B) 2倍以上になった。
(C) 3分 2増えた。
(D) 1万 6000ドル増えた。

4. 低所得家庭の学生がどんな問題を抱えていると，この記事は述べていますか。
(A) 彼らは大学在学中に経済的に苦しくなる。
(B) 彼らは大学卒業後，たいてい借金の返済を怠る。
(C) 彼らは低所得のため，借金ができない。
(D) 彼らは多額の借金をしなければならないため，大学に進級しない。

正解

1. (A)    2.  (C)    3.  (B)    4.  (D)
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Questions 5–7 refer to the following notice.

Police Telemarketing Information

One issue continually brought to the attention of the Richland Police Department is
fundraising[1] attempts[2] via telephone solicitation[3]. Frequently, telemarketers
imply[4] that the Richland Police Department benefits from the donation. This is not
true. The Richland Police Department neither authorizes[5] nor wants any organization
to solicit on its behalf[6]. The department is effectively funded through municipal
revenues[7] budgeted by the Richland City Council.

If a telemarketer states they represent the Richland Police Department, you are asked
to notify us so we can investigate the complaint. When reporting these solicitations,
please provide as much information as possible, including the name of the person
calling, the name and address of the organization and any telephone numbers provided.
Solicitors can be reported to the Richland Police Department by calling (888) 555-
7013.

We assure you that the Richland Police Department receives no direct benefit from
these solicitations, nor would it accept any. Some telemarketers even imply that
donating will improve the level of service the police provide the donor. This could not
be further from the truth. The Richland Police Department prides itself on[8] the high
level of service it provides to all members of our community.

While we appreciate the support of our residents, we suggest that if you choose to
donate to a soliciting organization, you do so based on personal choice and not because
you feel pressured by the implication[9] that the money will find its way to your local
police department.

Kind regards,

Richard S. Crowe
Chief of Police

Notes
1 fundraise「資金を集める」
2 attempt(s)「企て，やってみること」
3 solicitation「勧誘」
4 imply「…ということを意味する，それとなく言う」
5 authorize「認定する，正式に許可する」
6 on its behalf「…を代表して，…のために」
7 revenue(s)「収入」
8 pride itself on . . .「…を誇りに思う」
9 implication「ほのめかし，言外の意味」
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試訳

問題 5–7は次の通達に関するものです。

警察の電話による勧誘に関するお知らせ

リチャード警察署にこのところ引き続き持ち込まれる問題として，電話勧誘による資
金集めがあります。多くの場合，電話の勧誘者は寄付をするとリチャード警察署に利
益がもたらされると言うようです。それは，真実ではありません。リチャード警察署
はほかの団体に，リチャード警察署に代わって寄付集めをするよう認可したり，また
はそうしてもらいたいと思ってはおりません。リチャード警察署は，リチャード市議
会によって作成された予算で市の収入から十分な資金を得ています。

もし電話による勧誘者がリチャード警察署を代表すると言った場合，私たちに連絡し
てください。私たちが調査します。これらの勧誘者について報告する場合，できるだ
け多くの情報，たとえば電話をしてきた人の名前，団体の名前と住所，電話番号など
を提供してください。電話勧誘者に関する情報は，リチャード警察署の (888) 555-
7013まで通報してください。

リチャード警察署は，これらの電話勧誘者から寄付金などまったく受け取っておらず，
これからも受け付けることはありません。寄付金をすれば，寄付者に対する警察の
サービスが良くなると言っている電話勧誘者もいるようです。これはまったく事実と
は異なります。リチャード警察署は地域のすべての人々に高度なサービスを提供して
いることを誇りにしています。

住民の方のご支援には感謝しておりますが，もしそれらの電話勧誘者に寄付をする場
合でも，それは地元の警察署にそのお金が渡るという考えで寄付するのではなく，あ
なたご自身の選択で行ってください。

敬具

リチャード S.クロウ
警察署長
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5. What is the purpose of this announcement?
(A) To solicit money for a police organization
(B) To warn citizens of false solicitations
(C) To advertise for telemarketing positions
(D) To warn telemarketers against soliciting illegally

6. According to this notice, what should one do if a telemarketer solicits money for the
police?
(A) Complain to the telemarketer’s supervisor
(B) Hang up and immediately call the police
(C) Get the telemarketer’s information and report it to the police
(D) Donate money if it helps the police

7. What is the source of the police’s income?
(A) The city’s budget only
(B) The city’s budget and private donations
(C) The city’s budget and funds raised from telemarketing firms
(D) Funds raised by telemarketing firms only
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5. このお知らせの目的はなんですか。
(A) 警察署のためにお金を集めること
(B) 詐欺の資金集めについて市民に警告すること
(C) 電話勧誘の仕事に人を募集すること
(D) 電話勧誘者に対し，違法な資金集めを警告すること

6. このお知らせによると，電話勧誘者が警察のために寄付を集めようとしたらどうし
ますか。
(A) 電話勧誘会社の上司に苦情を言う
(B) 電話を切って，直ちに警察に連絡する
(C) 電話勧誘者に関する情報を得て，警察に通報する
(D) それが警察を支援するものであったら，寄付をする

7. 警察の資金源は何ですか。
(A) 市の予算のみ
(B) 市の予算と一般の寄付
(C) 市の予算と電話勧誘会社が集めた資金
(D) 電話勧誘会社が集めた資金のみ

正解

5. (B)    6.  (C)    7.  (A)
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 Unit 10
Part  7

Questions 1–5 refer to the following two letters.

A-One Paper
Quality Paper Products and

Office Supplies

June 4, 2008

Dear Corporate Disk Incorporated:

In the business world, the bottom line[1] is what really matters. And we at A-One Paper
know that having competitively[2] priced, high-quality office supplies delivered free to
your office the day you order them can only help your bottom line.

A-One Paper has been the premier[3] supplier of paper and office products throughout
the Metro D.C. area for the past 35 years. Our clients include Fortune 500
companies[4], government agencies, and institutions of higher learning. We have a
proven[5] track record[6].

We want to welcome you to the D.C. area and help your business grow. As part of that
welcome and assistance, we are offering you 10 percent off your first purchase of
office supplies totaling over $250.

Please look through our catalogue and see what we have to offer. I’m sure you’ll be
pleased with our prices, and convinced[7] that the service provided by A-One Paper is
the best.

Sincerely,

Michael Wolf

Michael Wolf
Senior Account Executive
------------------------------------------------------------------------------------------

Notes
1 bottom line「利益，収支，基本線，肝心要の点」
2 competitively「競合して，競争して」
3 premier「一流の，優れた」
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4 Fortune 500 companies「経済紙Fortuneが毎年掲載するアメリカの売り上げ規模上位
500社」

5 proven「証明された」
6 track record「記録」
7 convince「説得する」

試訳

高級紙製品と事務用品の
エーワンペーパー社

2008年 6月 4日

コーポレートディスク社御中

ビジネス界では，利益を上げることが重要です。エーワンペーパー社は，高品質の事
務用品を誰にも負けない値段で，注文をしたその日に無料でお届けすることが，あな
たの収支をご支援することと存じております。

エーワンペーパー社はD.C.都市圏でこの35年間，紙と事務用品の一流供給者の地位
を維持してまいりました。私どものお客さまには，フォーチュン500社に挙げられて
いる会社，政府機関，高等教育機関などがあります。それを証明する記録もございま
す。

私どもは，貴社をこのD.C.都市圏に歓迎し，貴社のビジネスをお手伝いしたいと思っ
ております。その歓迎の意と事業のお手伝いとして，合計250ドルを超える最初の事
務用品の購入に対して，10パーセントの値引きをさせていただきます。

どうか私どものカタログで，当社の品ぞろえをご覧ください。その値段に満足され，
エーワンペーパー社のサービスが一番であることをご納得いただけるものと確信して
おります。

敬具

マイケル・ウルフ
営業部長

------------------------------------------------------------------------------------------
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Hammer Mill Office Supplies
71 E Massachusetts Dr.
Alexandria, VA 22301
www.milloffice.com

(999) 888-5151

May 31, 2008

Dear Corporate Disk Incorporated:

Welcome to the neighborhood. We’ve heard that you recently set up an office in
Alexandria and we wish you success in your business.

To that end, we’d like to introduce ourselves to you and let you know that we’re here
to help you meet your office supply needs. We are the #1 distributor[8] of office
supplies in the D.C. area. And we would like you to be one of our customers.

If you call or log on and place an order with us, you’ll receive a 10 percent discount on
your first order. We also have a Customer Incentive Program that gives you a 5 percent
discount on every order you place totaling over $500, 10 percent on orders over
$1,000, and 15 percent on orders over $2,000. Delivery is always free, and we have the
most extensive inventory of paper and office supplies in Virginia, Maryland, and
Washington, D.C.

So please look through the enclosed catalogue or log on at www.milloffice.com and
place an order.

Sincerely,

Peter Mills

Peter Mills
Sales Manager

Notes
8 distributor「販売者，流通業者」　cf. distribute (v.)「販売する，供給する」
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ハンマーミル事務用品
71 Eマサチューセッツドライブ
アレキサンドリア，VA 22301
www.milloffice.com
(999) 888-5151

2008年 5月 31日

コーポレートディスク社御中

私たちの街へようこそおいでくださいました。貴社がアレキサンドリアにオフィスを
設置されたことをお聞きし，貴社の事業の成功をお祈りしたいと思います。

そのために当社について紹介させていただき，貴社の事務用品についてのご要望にお
応えするようご支援させていただきたいと思います。私どもは，D.C.都市圏の一番の
事務用品供給会社でございます。そして貴社にもぜひ当社のお客さまになっていただ
きたいと願っております。

当社にお電話またはウェブサイトを通じてご注文いただければ，最初のご購入の 10
パーセントを値引きさせていただきます。そのほかにも，顧客奨励プログラムとして，
500ドルを超えるご注文には5パーセントの値引きを，1000ドルを超えるご注文には
10パーセントの値引きを，そして2000ドルを超える注文には15パーセントの値引き
をさせていただきます。配達はいつでも無料です。私どもは，バージニア，メリーラ
ンド，ワシントンD.C.で最も広範囲な紙と事務用品の在庫を持っています。

同封しましたカタログか，またはwww.milloffice.comのウェブサイトをご覧になり，
ご注文をいただければ幸いです。

敬具

ピーター・ミルズ
営業課長
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1. Why were these letters written?
(A) To welcome a new business to the area with a discount offer
(B) To request a discount on office supplies
(C) To thank a preferred customer
(D) To confirm a delivery of office supplies

2. Which of the following does NOT make you eligible for a 10 percent discount?
(A) Placing a first order with A-One Paper for more than $250
(B) Placing a first order with Hammer Mill Office Supplies
(C) Placing a second order of $500 with Hammer Mill Office Supplies
(D) Placing an order of over $1,000 with Hammer Mill Office Supplies

3. What does A-One Paper promise?
(A) The lowest prices
(B) Same day delivery
(C) Contacts with government agencies
(D) Contacts with universities

4. What does Hammer Mill claim to have?
(A) A proven track record
(B) The newest offices
(C) The biggest inventory in the area
(D) A diverse list of customers

5. What do both letters guarantee?
(A) 15 percent discounts on orders of over $2,000
(B) Online ordering
(C) Business consulting
(D) Free delivery
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1. なぜこの 2通の手紙は書かれたのですか。
(A) 値引きの提供を通じて，新しい企業をその地域に歓迎するため
(B) 事務用品の値引きを依頼するため
(C) 顧客に感謝するため
(D) 事務用品の配達を確認するため

2. 10パーセントの値引きに該当しないのは，次のどれですか。
(A) エーワンペーパー社への初めての注文で 250ドルを超える注文をすること
(B) ハンマーミル社に初めて注文すること
(C) ハンマーミル社に 2回目の注文で 500ドルの注文をすること
(D) ハンマーミル社に 1000ドルを超える注文をすること

3. エーワンペーパー社は何を約束しましたか。
(A) 一番安い値段
(B) 当日の配達
(C) 政府機関と連絡を取ること（コネを紹介する）
(D) 大学と連絡を取ること（コネを紹介する）

4. ハンマーミル社は何を持っていると主張していますか。
(A) 証明としての記録
(B) 最新のオフィス
(C) その地域で一番広範囲な在庫
(D) さまざまな顧客

5. 両方の手紙が約束したのは，次のどれですか。
(A) 2000ドルを超える注文に対する 15パーセントの値引き
(B) オンラインでの注文
(C) ビジネスコンサルティング
(D) 無料の配達

正解

1. (A)    2.  (C)    3.  (B)    4.  (C)    5.  (D)
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 Unit 11
Part 7

Questions 1–4 refer to the following e-mail.

Subject: [CONFIDENTIAL] Message from the CEO
From: pmanning@rsp.org
Date: Wed. July 16, 2008 5:55 p.m.
To: unit_heads@rsp.org

Dear Colleagues[1]:

I am writing this e-mail to tell you that I have decided to retire from the RSP
Foundation at the end of this calendar year, December 2008. After eight years of deep
engagement[2], I feel the time has come for me to leave this inspiring[3] foundation
and the people who make it what it is.

Given my decision to retire, the recently launched[4] capital campaign will be best
served by a new CEO. It is not common but it is entirely feasible[5] and always, I
believe, highly desirable[6] to complete a search for a new CEO within six months.
President Black and the members of the Board of Trustees share this belief, and I am
confident that with your support, a search can be completed in that time.

Serving as CEO at the Regan, Searles and Parrot Foundation is a privilege[7] that has
brought me daily gratification[8]. While I look forward to my own next steps, I will
certainly miss being a part of RSP and working with its superb fundraisers, staff,
supporters, and community partners. But most of all, I have truly enjoyed working
with you, the heads of each of the units. Your invaluable support has enabled me to
realize many of the goals I had when I first became CEO. You’ve also been the link
between me and all of the people who work at the RSP Foundation. Thank you for
everything you have done, do and will do to sustain[9] this remarkable foundation and
secure its brilliant[10] future.

I am sending this e-mail to you, the unit heads, in advance of the official
announcement that will be made to the entire staff and to the public on Friday. The
board and I felt it was important to inform some of our major funders[11] of my
decision prior to the public announcement. Therefore, this information is strictly
CONFIDENTIAL and should not be shared with your employees until the official
public announcement is released.

Sincerely,

Peter Manning

Notes
1 colleague(s)「同僚，仲間」
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2 engagement「かかわり，取り組み」
3 inspiring「人を鼓舞する，感激させる」
4 launch「（ボートなどを）進水させる」　ここではキャンペーンを始めるという意味。
5 feasible「実現可能な」
6 desirable「望ましい」
7 privilege「特権」
8 gratification「感謝」
9 sustain「維持する」

10 brilliant「素晴らしい，明るい」
11 funder(s)「出資者」

試訳

問題 1–4は次の電子メールに関するものです。

件名：［機密事項］最高経営責任者からのメッセージ
差出人：pmanning@rsp.org
日付：2008年 7月 16日（水）午後 5時 55分
あて先：unit_heads@rsp.org

同僚の皆さん

私はこの年末，2008年の12月をもって，RSP財団を引退することを決めましたので，
この電子メールでお伝えします。8年間この財団に深くかかわってきて，そろそろこ
の感動的な財団やそれを作ってきた人とお別れするときが来たことを感じました。

私が引退するに当たり，先に開始したキャピタルキャンペーンは新しい経営責任者の
方に引き継いでいただくのが一番だと思います。経営責任者を6カ月で探すのはよく
あることではありませんが，実現可能ではあるし，私はそれを強く望みます。ブラッ
ク社長と役員会のメンバーは同じ考えです。そしてあなた方の支援があれば新しい経
営責任者はその間に見つけられると確信しています。

リーガン，サールズ，パロット財団の経営責任者を務めさせていただいたことは，私
にとってとても名誉なことで，毎日感謝の念を持っておりました。私の次のステップ
については楽しみにしていますが，RSPの一員でなくなることを寂しく思い，優れた
資金調達者たち，職員，支援者，コミュニティパートナーの皆さんを恋しく思うこと
でしょう。しかし，それにもまして部長のあなた方とは本当に楽しく仕事をさせても
らいました。私が最高経営責任者として赴任したときに設定した多くの目標は，あな
た方の貴重なご支援があったからこそ，達成することができました。あなた方はRSP
財団で働く人々と私を結びつけてくれました。この素晴らしい財団を維持し，輝かし
い未来を確実にするために皆さんがいろいろご尽力いただいたこと，いただいている
こと，そしてこれからもいただくであろうことすべてに感謝します。

各部長の皆さんには，金曜日に行われる全職員や社外への公表の前に，この電子メー
ルを送っています。役員会と私は，主要な出資者には，公式発表の前にこのことを伝
える必要があると思いました。従って，この情報は機密事項として扱い，公表される
までは職員には漏れないようにしてください。

敬具

ピーター・マニング
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1. What reason is given for the CEO’s departure?
(A) His management style conflicts with the president’s.
(B) The Board of Trustees wants him to go.
(C) His current position is too demanding.
(D) No specific reason is given.

2. Why is this e-mail confidential?
(A) The president does not know the CEO has decided to resign.
(B) High-profile funders need to know the information before the general public.
(C) The Board of Trustees may not accept the CEO’s resignation.
(D) There have been problems with the unit heads disclosing information in the past.

3. What is a primary theme of this letter?
(A) Thanking the unit heads for their support and dedication
(B) Complaining about the treatment by the president
(C) Expressing relief about leaving the organization
(D) Expressing worry about the future

4. What must the Board of Trustees do?
(A) Find more funding for the capital campaign
(B) Complete the search for a new CEO by January 1
(C) Elect a new president by January 1
(D) Appoint one of the unit heads as interim CEO
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1. 最高経営責任者が去る理由は次のどれですか。
(A) 彼の経営方針が社長と合わないから。
(B) 役員会は彼に辞めてもらいたいから。
(C)新しいキャピタルキャンペーンは新任の経営責任者にやってもらう方がいい
から。

(D) 彼は個人的な理由で辞める。

2. なぜこの電子メールは機密事項なのですか。
(A) 社長は経営責任者が引退すると決めたことをまだ知らない。
(B) 主要な出資者は一般の人々より先にこの情報を知る必要がある。
(C) 役員会は経営責任者の引退を受け入れないかもしれない。
(D) 過去に，部長による情報の開示に問題があった。

3. この手紙の主旨は何ですか。
(A) 部長に今までの支援と献身について感謝する
(B) 社長からの扱いについて苦情を言う
(C) この団体を離れることでほっとする気持ちを表す
(D) 将来に対する不安を表す

4. 役員会は何をしなければなりませんか。
(A) キャピタルキャンペーンのための資金を集める
(B) 新しい最高経営責任者を 1月 1日までに探す
(C) 1月 1日までに新しい社長を選ぶ
(D) 部長の 1人を暫定的な経営責任者として任命する

正解

1. (C)    2.  (B)    3.  (A)    4.  (B)
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Questions 5–7 refer to the following advertisement.

Just think . . .

Some people actually have to go outside to get groceries.

Why settle for[1] just an apartment? At Ministry Towers you could have an easier, more
convenient lifestyle in the heart of the bustling[2] River East neighborhood.

Features:
• Gourmet Market
• Seven Restaurants
• 30,000 Sq. Ft. Health Club with Pool and Running Track
• 24-Hour Door and Maintenance Staff
• Indoor Heated Parking Lot
• Dry Cleaners
• Cyber Center[3] with Wireless High-Speed Internet
• Coffee Shop, Salon, and Florist
• Five-Minute Walk to Theater District
• Two Subway Stops from Financial District

• Studios[4] from $1,050
• 1-Bedrooms from $1,400
• 2-Bedrooms from $2,100
• 3-Bedrooms from $2,700

MT Ministry Towers

Life’s easier here.
“The City within the City”
452 E. Washington
(at the intersection of Washington and Irving)
(888) 555-1589

www.ministrytowersapartments.com
Managed by The Environmental Co.

Prices and availability subject to[5] change without notice. Qualified[6] new applicants
only. Ministry Towers is an equal housing advocate[7]. Twenty-five percent of units are
handicapped accessible[8].

Notes
1 settle for . . .「…で妥協する，合意する」
2 bustling「せわしい，活気づく」
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3 cyber center「コンピュータセンター」
4 studio(s)「1部屋から成るアパート，ワンルーム」
5 subject to . . .「…の可能性がある」
6 qualified「該当する，資格のある」
7 advocate「支持者，主張者，提唱者」
8 accessible「入ることができる，手に入れやすい」

試訳

考えてみてください…。

買い物するのに実際に外に出なくてはならない人がいるなんて。

単なるアパートに甘んじていませんか。ミニストリータワーズでは，リバーイースト
のこの活気のある街の真ん中でより快適な，より便利な生活ができるのです。

特徴：
• グルメのためのマーケット
• 7つのレストラン
• 3万平方フィートのヘルスクラブ（プールとランニングトラック付き）
• 24時間体制のドア係，保守管理スタッフ
• 屋内暖房駐車場
• ドライクリーニング
• ワイヤレスハイスピードインターネット接続が可能なコンピュータ室
• コーヒーショップ，サロン，花屋
• 劇場街まで歩いて 5分
• 金融街まで地下鉄で 2駅

• ワンルーム 1050ドルから
• 1寝室 1400ドルから
• 2寝室 2100ドルから
• 3寝室 2700ドルから

MTミニストリータワーズ

快適な生活
街の中の街
452 E.ワシントン
（ワシントン通りとアービング通りの交差点）
(888) 555-1589

www.ministrytowersapartments.com
経営：エンバイランメンタル社

値段は通達なく変更されることがあります。新規の該当する応募者のみ。ミニスト
リータワーズは機会平等推進住宅です。25パーセントのユニットは身体障害者の入居
可能。



86

5. What is being advertised?
(A) A supermarket
(B) Apartments
(C) Restaurants
(D) A health club

6. Which of the following is NOT in the complex?
(A) A coffee shop
(B) A health club
(C) A movie theater
(D) A dry cleaners

7. What is the meaning of “The City within the City”?
(A) It has its own government.
(B) All daily necessities are available without going outside.
(C) “The City” is the name of a specific neighborhood.
(D) It is located downtown.
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5. 何が宣伝されていますか。
(A) スーパーマーケット
(B) アパート
(C) レストラン
(D) ヘルスクラブ

6. この建物の中にないのはどれですか。
(A) コーヒーショップ
(B) ヘルスクラブ
(C) 映画館
(D) ドライクリーニング

7.「街の中の街」とはどういう意味ですか。
(A) それは，独自の政府を持っている。
(B) 建物の外に出なくても日常の必需品が買える。
(C) 「街」は，ある特定の地域の名前である。
(D) その建物は市街地に位置しているから。

正解

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

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

From: ksalz@bloompark.org
To: jfsch9988@minn.net
Subject: Dance flyer
Date: 5/15/08 3:45 p.m. CST

Hi Jackie and Fritz,

Here’s the flyer we’ve made. I’m pasting it below this message. We’ll be posting[1] it
on the park district[2]’s website next week. Please check it and see if any changes need
to be made.

Best,

Karen

DANCE! with Jackie and Fritz Schmidt

The Hennepin County Association of the Minnesota Chapter of USA DANCE, in
association with the Bloomington Park District, proudly welcomes Jackie and Fritz
Schmidt as our newest ballroom and Latin dance instructors. Here is a list of available
group classes. For individual lessons, please call Hennepin County DANCE at (999)
555-9890.

Classes are from July 15 to Aug. 19 and meet once a week (Tuesdays).

Cost: $87 resident[3] couple; $96 non-resident couple

Time Style
2:30–4:00 p.m. Beginning Swing[4], Fox Trot[5], Salsa[6],

Merengue[7], Samba[8],and Waltz
4:15–5:45 p.m. Intermediate Fox Trot, Swing, and Waltz
6:00–7:15 p.m. Intermediate Salsa, Samba, and Merengue

All classes meet in the Cary Recreation Center, 511 Briarsgate Road.
------------------------------------------------------------------------------------------

Notes
1 post「掲げる，掲載する」
2 park district「公園やスポーツ施設を管理するスポーツ区」　スポーツやレクリエーショ
ンのクラスも開催する。
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3 resident「その地区の住民」
4 swing「スイング」　ダンスの一種。
5 fox trot「フォックストロット」　4拍子の社交ダンス。
6 salsa「サルサ」　ラテンアメリカのダンスの一種。
7 merengue「メレンゲ」　ドミニカとハイチで生まれたダンス。
8 samba「サンバ」　ブラジルのダンス。

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：ksalz@bloompark.org
あて先：jfsch9988@minn.net
件名：ダンスの広告について
日付：2008年 5月 15日午後 3時 45分

ジャッキーとフリッツ，こんにちは。

これが私たちの作成した広告です。このメッセージの後に添付しました。来週，パー
クディストリクトのウェブサイトに掲載します。広告に何か変更することがないかど
うかチェックしてください。

よろしくお願いします。

カレン

ジャッキー・シュミット，フリッツ・シュミットと一緒に踊りましょう。

ダンスアメリカ，ミネソタ支部のヘネピン郡協会は，ブルーミントンパークディスト
リクトと共催で，ジャッキー・シュミット，フリッツ・シュミット両氏を新しい社交・
ラテンダンス講師としてお招きしました。ここに開催されるグループレッスンのリス
トを掲載しました。個人レッスンについては，次までお電話してください。

ヘネピン郡ダンス (999) 555-9890

クラスは 7月 15日から 8月 19日まで，週に 1回（火曜日）です。

授業料：地区内の住民のカップル 87ドル，地区外の住民カップル 96ドル

時間 スタイル
午後 2時 30分から 4時 初級スイング，フォックストロット，サルサ，

メレンゲ，サンバ，ワルツ
午後 4時 15分から 5時 45分 中級フォックストロット，スイング，ワルツ
午後 6時から 7時 15分 中級サルサ，サンバ，メレンゲ

全クラスともキャリーレクリエーションセンター，511ブライヤーズゲートロードで
行います。
------------------------------------------------------------------------------------------
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From: jfsch9988@minn.net
Subject: Changes to flyer
To: ksalz@bloompark.org
Date: Sat 17 May 2008 19:07 CST

Hi Karen,

Thanks for putting the flyer together. Everything looks good. We do have a slight
problem, though. It’s about the classes on August 12. Our daughter is getting married
on August 14. It’s a destination[9] wedding in Jamaica. We’ve bought our tickets and
are leaving on August 10 and returning on the 16th. Therefore, we won’t be here for
the lessons on the 12th. Should we leave the flyer like it is and then just tell the
students who come on the first day that there are no classes on August 12? Or should
we change the flyer to show that there are no classes on August 12 and classes will
continue until August 26? Is the space available on the 26th? If not, should we just
have five class days and charge less, or can we have one class day on a day other than
Tuesday?

Let us know what would be best. Sorry about this.

Thanks,

Jackie

Notes
9 destination「目的地」　a destination weddingは，地元でなく，結婚式のためにほかの
土地へ行って行う結婚式。
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差出人：jfsch9988@minn.net
件名：広告の変更点について
あて先：ksalz@bloompark.org
日付：2008年 5月 17日（土）19時 07分

カレンさん

広告を作成してくださってありがとうございました。よくできていると思います。し
かし，ちょっと問題があります。8月 12日のクラスについてです。実は，私の娘が 8
月 14日に結婚します。場所はジャマイカです。すでに8月 10日に出発して，16日に
帰って来る航空券を買ってしまいました。従って，12日のレッスンには，私たちはこ
こにいないのです。広告はこのままにしておいて，レッスンの最初の日に，8月12日
はクラスがないことを生徒に伝えましょうか。それとも，広告を変更して，8月12日
はクラスがなく，クラスは 8月 26日まで続くことにしましょうか。26日に，場所を
使えるでしょうか。もしだめなら，クラスは5回だけにして，その分授業料を減らし
ましょうか。それとも，もう 1回のクラスを火曜日以外にやりましょうか。

どの方法が一番よいか教えてください。ご面倒をおかけします。

ジャッキー
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1. Why was the first e-mail sent?
(A) To ask for possible revisions to a flyer
(B) To advertise dance classes
(C) To inquire about dance classes
(D) To inform someone about changes to a schedule

2. What is the problem?
(A) There are not enough students.
(B) There is no place for individual lessons.
(C) The instructors will be away on one class date.
(C) The wedding may be canceled.

3. Which of the following is NOT an alternative offered in the second e-mail?
(A) Canceling one class day
(B) Making up the classes a week later
(C) Making up the classes whenever space is available
(D) Changing the date of the wedding

4. According to the flyer, how would one arrange individual lessons?
(A) Send an e-mail to ksalz@bloompark.org
(B) Send an e-mail to jfsch9988@minn.net
(C) Call Hennepin County DANCE
(D) Call the Bloomington Park District

5. Where is the wedding to take place?
(A) At the Cary Recreation Center
(B) In Jamaica
(C) In a ballroom in Bloomington
(D) At the Hennepin County Latin American Center
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1. どうして最初の電子メールが送られたのですか。
(A) 広告に変更があるかどうか問い合わせるため
(B) ダンスクラスを宣伝するため
(C) ダンスクラスについて問い合わせるため
(D) 日程の変更について誰かに伝えるため

2. どんな問題がありましたか。
(A) 生徒数が足りない。
(B) 個人レッスン用の場所がない。
(C) 1回分のクラスに講師が来られない。
(D) 結婚式が取り消されるかもしれない。

3. 2通目の電子メールで提案されていないのは，次のどれですか。
(A) クラスを 1回取り消す
(B) 1週間後に埋め合わせのクラスを行う
(C) 場所が使えるときに，埋め合わせのクラスを行う
(D) 結婚式の日取りを変更する

4. 広告によると，個人レッスンはどのようにして申し込みますか。
(A) ksalz@bloompark.orgに電子メールを送る
(B) jfsch9988@minn.netに電子メールを送る
(C) ヘネピン郡ダンスに電話する
(D) ブルーミントンパークディストリクトに電話をする

5. 結婚式はどこで行われますか。
(A) キャリーレクリエーションセンター
(B) ジャマイカ
(C) ブルーミントンのダンス場
(D) ヘネピン郡ラテンアメリカンセンター

正解

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

1. Had it not been for[1] your help, I ------- a lot of valuable data in my computer.
(A) would lose
(B) had lost
(C) would have lost
(D) lost

2. I asked a lawyer how much it would cost to file for[2] bankruptcy[3], and his answer
------- me.
(A) astonishing
(B) astonishingly
(C) astonished
(D) astonishment

3. Pythagoras’ theorem[4] only applies to right-angled triangles—in other words, it
works only when one of the angles ------- 90°.
(A) are not
(B) is not
(C) is
(D) are

4. The government broke up AT&T in 1984 to end its -------, dividing it into seven
regional companies dubbed[5] “Baby Bells.”
(A) headquarters[6]

(B) enterprise[7]

(C) monopoly[8]

(D) conglomerate[9]

5. The manager scolded the staff members because none of them ------- their report by
the due date.
(A) have finished
(B) had finished
(C) finishes
(D) finish

6. I delivered the commercial samples[10] to the client, not ------- that they had
defects[11] in both material and workmanship[12].
(A) to be known
(B) being knowing
(C) to know
(D) knowing
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Notes
1 had it not been for . . . = if it had not been for . . . = without . . .「…がなかったなら」
2 file for . . .「…を申請［申告］する」
3 bankruptcy「破産，倒産」
4 theorem「定理」
5 dubbed = called「…と（のあだ名で）呼ばれる」
6 headquarters「本社，本部」
7 enterprise「企業，事業」
8 monopoly「独占（企業），専売（品）」
9 conglomerate「複合企業」

10 commercial sample(s)「商品見本」
11 defect(s)「欠陥，欠点」
12 workmanship「細工（品），作品，（職人の）技量」

試訳

1. あなたの助けがなかったら，私は自分のコンピュータにあるたくさんの貴重なデー
タを失っていただろう。

2. 破産申告をするのにいくら費用がかかるか弁護士に尋ねたら，彼の答えは私を驚か
せるものだった。

3. ピタゴラスの定理は直角三角形にだけ適用できる――言い換えれば，1つの角が90
度のときにだけ機能する。

4. 政府は1984年にAT&Tを解体してその独占に終止符を打ち，「ベビーベルズ」と呼
ばれる 7つの地区ごとの会社に分割した。
(A) 本社，本部
(B) 企業
(C) 独占
(D) 複合企業

5. 部長は，誰1人として期日までに報告書を作り終えていなかったので，部員たちを
叱責した。

6. 商品見本の素材と細工の両方に欠陥があることを知らずに，私はそれを取引先に届
けた。

正解

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

From: XYZ (service@xyz.com)
To: Jeff Norman (jeff-n@zmail.com)
Subject: Collateral[1] Decision, Request for Preparation of Loan Documents

Dear Jeff Norman,

It was a pleasure to have the opportunity to meet with you yesterday to discuss the
proposed loan on your property[2].

 reviewing the alternatives you suggested, I believe that it would be

7. (A) Before
(B) After
(C) No
(D) Without

best to collateralize[3] this loan with Multifamily Mortgages[4].

I am instructing my secretary to prepare a package consisting of all the necessary
documents and to mail them to your attention[5] today. I would be most

 if[6] you would arrange to have the loan documents drawn up[9] as

soon as possible.

I thank you for your cooperation in this matter and  looking forward to

the continuance of a long and mutually beneficial relationship.

Truly yours,

Suzan Tweedy

8. (A) appreciative
(B) aggressive
(C) respective[7]

(D) retrospective[8]

9. (A) am
(B) is
(C) were
(D) was
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Notes
1 collateral「担保（物件）」
2 property「地所，財産」
3 collateralize「副抵当によって保証する，副抵当として使う」
4 Multifamily Mortgages「複数世帯住宅ローン」
5 to one’s attention「…あてに」
6 I would be most appreciative if . . .「…していただければ大変ありがたい」
7 respective「それぞれの」
8 retrospective「回顧的な，遡及的な」
9 draw up「（文書などを）作成する」

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)
受取人：ジェフ・ノーマン (jeff-n@zmail.com)
件名：担保の判断，ローン文書準備のお願い

ジェフ・ノーマン様

昨日お会いしてあなたの地所へのローンの申し出についてお話しする機会を得たこと
は幸いでした。

あなたがお示しになった代替案を再検討し，このローンを複数世帯住宅ローンと副抵
当によって保証するのが最善だと思います。

私の秘書に必要な書類一式をひとまとめにしたものを用意しあなたあてに今日郵送す
るように，指示を出します。ローンの文書をなるべく早く作成していただき手はずを
取っていただければ，大変ありがたく思います。

この件に関するご協力を感謝するとともに，末永く双方にとって利益をもたらす関係
が続くことを楽しみにしております。

敬具

スーザン・トゥイーディー

8. (A) 感謝している
(B) 攻撃的な
(C) それぞれの
(D) 回顧的な，遡及的な

正解

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

California’s Silicon Valley, near San Francisco, is  many of the world’s

10. (A) so
(B) such
(C) when
(D) where

technology giants[1] are headquartered[2]. Some experts say these corporations’
 is rooted in[3] the area’s fierce[4] entrepreneurial[5] culture and

extraordinary support of business[6] and technological innovation[7].

In economic terms[8], California is the largest state in the U.S. In 2001, it was the first
American state to reach a trillion-dollar economy, and it is now the world’s eighth-
largest economy. Much of  wealth and dynamism[9] is centered in

Silicon Valley, which, during the Internet technology boom[10] of the 1990s,
spawned[11] more than 29,000 high-tech firms.

Notes
1 giant(s)「巨大企業」
2 be headquartered「本部［本社］を置く」
3 be rooted in . . .「…に根差している」
4 fierce「強烈な，荒々しい，すさまじい」
5 entrepreneurial「企業家［起業家］精神にあふれた」
6 extraordinary support of business「並外れた景気の後押し」
7 technological innovation「技術革新」
8 in economic terms「経済的観点から」
9 dynamism「活力，力強さ」

10 boom「急成長，好況」
11 spawn「生み出す，発生させる」

11. (A) success
(B) successor
(C) succeed
(D) succession

12. (A) it
(B) its
(C) their
(D) theirs
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試訳

問題 10–12は以下の記事についてです。

サンフランシスコの近くのカリフォルニアのシリコンバレーには，世界的な科学技術
大企業の多くが本社を構えている。専門家たちによれば，これらの企業の成功は，こ
の地区の強烈な企業家精神にあふれた文化と並外れた景気の後押しと技術革新に根差
しているという。

経済的観点から，カリフォルニアはアメリカで最も大きな州である。2001年には，1
兆ドル規模の経済に到達した最初のアメリカの州となり，今や世界で8番目に大きな
経済である。その富と活力はシリコンバレーに集中しており，そこでは，1990年代の
インターネット技術急成長の間に，2万 9000以上のハイテク企業が生まれた。

11. (A) 成功
(B) 後継者
(C) 成功する
(D) 相続

正解

10. (D)    11.  (A)    12.  (B)



100

Part 7
Questions 13–16 refer to the following letter.

DC Foods Inc.
1 Corporate Way
Salem, NC 27101

Dear DC Foods Employees:

Rising gas prices affect everyone’s pocketbooks[1]. The average price of a gallon of
gas in Winston-Salem has increased from $1.89 last summer to $3.78 this summer.
This doubling of fuel[2] costs is a serious burden[3] on the employees who make up the
DC Foods family, many of whom have to drive an hour or more to get to work. In
addition, the emission[4] of greenhouse gases is contributing to global warming,
affecting not only us in Forsyth County or even North Carolina, but everyone in the
world.

Hybrid cars are one solution to this problem. Hybrid cars get up to 60 miles per gallon
on the highway and produce up to 80 percent less harmful pollutants[5] and
greenhouse gases than comparable gasoline-fueled cars. However, hybrid vehicles cost
$1,200 to $10,000 more than their fossil-fuel counterparts[6].

In order to alleviate[7] the financial burden of living “green,”[8] I am proposing a
rebate[9] program for DC Foods employees who purchase a new hybrid, electric, or
fuel-cell[10] vehicle.

Here is how the plan will work. DC Foods will be making deposits totaling $1,000,000
in area banks and credit unions at 1 percent below the market interest rate. The money
that these institutions save in interest will be passed on to DC Foods employees in the
form of $1,000 rebates at the time of purchase. Right now, we have 10 area banks and
credit unions who have agreed to the plan. The names of these banks will be available
to DC Foods employees next week, once we have finalized the details of the
arrangement.

To get a rebate, a DC Foods employee must secure a car loan from one of these
participating banks or credit unions for a new hybrid, electric, or fuel-cell vehicle.
Employees can receive one rebate per vehicle.

We live in times of uncertainty and change. However, DC Foods has always been
committed[11] to facing the challenges of the world while helping our employees make
a better life for themselves and their families.

Sincerely,

Jan Webster

President and CEO
DC Foods

Notes
1 pocketbook(s)「財布，財力」
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2 fuel「燃料」
3 burden「重荷」
4 emission「排出すること」
5 pollutant(s)「汚染物質」　cf. pollute「汚染する」
6 counterpart(s)「対応するもの」
7 alleviate「軽減する」
8 living “green”「環境保全に配慮した生活を行うこと」
9 rebate「商品代金の一部払い戻し」

10 fuel-cell 「燃料電池の」
11 commit「約束する，誓う」

試訳

問題 13–16は次の書簡に関するものです。

DC食品会社
1コーポレートウェイ
セイラム，NC 27101

DC食品会社の職員の皆さんへ

ガソリン価格の上昇は皆さんの懐に影響を与えています。ウィンストンセイラム地区
のガソリン価格は，昨年夏の 1ガロン 1ドル 89セントから，今年の夏は 3ドル 78セ
ントまで上昇しました。DC食品会社職員の多くは 1時間からそれ以上をかけて通勤
しなければならないので，燃料費が2倍に上がったことは，大きな負担になっていま
す。それに加え，温室効果ガスの排出は地球温暖化を進め，フォーサイス郡や北カロ
ライナ州だけでなく，世界の人々に影響を与えています。

ハイブリッド自動車は，この問題に対する解決策です。ハイブリッド自動車は，幹線
道路では，1ガロンにつき60マイルという燃費で走り，公害物質や温室効果ガスの排
出量は，ガソリンを燃料とする自動車より80パーセントも少ないのです。しかし，ハ
イブリッド自動車は，化石燃料の自動車より 1200ドルから 1万ドル高価です。

「地球に優しく」生きたい人の金銭的な負担を軽減するため，新規にハイブリッド自
動車，電気自動車，または燃料電池自動車を購入するDC食品会社職員のために，払
い戻し制度を提案します。

このプログラムはこのような仕組みになっています。DC食品会社は100万ドルを市
場利率より1パーセント低い利率で地域の銀行と信用組合に預金します。これらの銀
行が節約できる利子を，DC食品会社職員がこれらの自動車を購入するとき，1000ド
ルずつ払戻金として受け取ります。現在，10の銀行と信用組合がこのプログラムに合
意しています。参加銀行リストは，合意事項の詳細が固まってから，来週DC食品会
社職員に発表されます。

払い戻し金を受け取るためには，DC食品会社職員はこれらの銀行や信用組合で新規
のハイブリッド自動車，電気自動車，燃料電池自動車のいずれかの自動車ローンを組
まなければなりません。自動車 1台の購入につき，1回の払戻金がもらえます。

私たちは不確かで変化の時代に生きています。しかし，DC食品会社はいつでも職員
とその家族がより良い生活を送れるよう支援し，世界のさまざまな試練に立ち向かう
ことに固い決意を持って取り組んできました。

敬具

ジャン・ウェブスター
社長兼最高経営責任者
DC食品会社
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13. What is the purpose of this plan?
(A) To help employees purchase hybrid vehicles
(B) To make donations to food banks
(C) To invest in local banks
(D) To sell cars

14. How can employees utilize the plan?
(A) Go to a food bank directly
(B) Trade in their old cars
(C) Take out a loan from a participating bank
(D) Make a deposit in a local bank

15. What caused the company to initiate this plan?
(A) The growing hunger crisis
(B) The increased pressure on local banks from their global competitors
(C) Rising interest rates for car purchases
(D) The doubling of gas prices in one year

16. How much is DC Foods investing?
(A) $1,000,000
(B) $1,000 per vehicle
(C) It will vary between $1,200 and $10,000 per vehicle.
(D) The investment figures have not been finalized.
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13. このプログラムの目的は何ですか。
(A) 職員がハイブリッド自動車を買う援助をすること
(B) 食糧バンクに寄付をすること
(C) 地元の銀行に投資すること
(D) 自動車を売ること

14. 職員はどのようにこのプログラムを利用できますか。
(A) 食糧バンクに直接行く
(B) 古い自動車を下取りに出す
(C) プログラムに参加している銀行でローンを組む
(D) 地元の銀行に預金する

15. このプログラムを始める原因になったのは次のどれですか。
(A) 餓えの危機が増しているため
(B) 地元の銀行が，世界のほかの銀行との競争で圧力を受けているため
(C) 自動車購入のためのローン利率が上がっているため
(D) 1年間にガソリン価格が 2倍になったため

16. DC食品会社はいくら投資しましたか。
(A) 100万ドル
(B) 自動車 1台につき 1000ドル
(C) 自動車 1台につき 1200ドルから 1万ドルまでいろいろである。
(D) 投資額は最終決定されていない。

正解

13. (A)    14.  (C)    15.  (D)    16.  (A)
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Questions 17–19 refer to the following article.

Madrid wows Tokyo’s Olympic bid team

Governor’s group gives 2016 rival high marks[1] at EU Games

MADRID—A delegation[2] pushing Tokyo’s Olympic bid gave high marks Friday to
how this Spanish city, a rival for the 2016 Summer Olympics, has played host to the
EU Games.

The delegation visited the EU Village, built in three years to house athletes in a
sprawling[3] compound[4] in the upscale[5] Ensanche barrio. Tokyo officials are in
Madrid to glean[6] lessons for their plans to be the host city for the Olympics.

Tokyo officials watched athletes surf the Internet in a cyber cafe and work out in
one of the compound’s 10 fitness centers. They also visited apartments and a dining
hall that can feed 5,000 athletes simultaneously[7]. From the upper floors, athletes
have hung huge national flags.

Just as Madrid will convert[8] EU Village into residential apartments, Tokyo will
convert the 100-billion-yen compound of 20 high-rise buildings in Yurakucho New
Town to residential apartments after the conclusion of the Olympics in 2016.

Tokyo governor Kashibara said the Madrid complex equals or surpasses[9] housing
built for the 2000 Olympics in Sydney.

“It’s amazing. It really is upscale. They’ve done very good work here.”
Governor Kashibara and his entourage[10] visited the site before and during

opening ceremonies Friday night, which included Spanish dance performers and a
flamenco concert. The group will stay in Madrid through the weekend.

The International Olympic Committee will choose the host city in 2009.

Notes
1 mark(s)「評価，点数」
2 delegation「代表団，代表」
3 sprawl「四方に広がる，あらゆる方向に広がる」
4 compound「さまざまな建物から構成される施設」
5 upscale「高所得層向けの，高級な」
6 glean「学ぶ」
7 simultaneously「同時に」
8 convert「改造する，変換する」
9 surpass「…より勝る，…を越える」

10 entourage「側近の人々，随行員」
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試訳

問題 17–19は次の記事に関するものです。

東京からのオリンピック入札使節団がマドリッドに驚嘆

知事一行が，2016年オリンピック候補地のライバル国が開催したヨーロッパ連合国際
試合を高く評価

マドリッド─東京オリンピックを推す使節団が，金曜日，2016年夏季オリンピック
開催候補地であるスペインの一都市のヨーロッパ連合国際試合のホストぶりに高い評
価を与えました。

使節団はヨーロッパ連合村を訪れました。この村は，高級なエンサンチェ街にある四
方に広がった施設の中に，選手たちを宿泊させるために 3年かけて建てられました。
東京都職員はオリンピック開催都市に選ばれるため，マドリッドでさまざまなことを
学びました。

東京都職員は，選手らがサイバーカフェでインターネットサーフィンをしたり，施設
にある 10のスポーツセンターの 1つで体を鍛える姿を見学しました。彼らはまた，
5000人の選手を同時に収容できるダイニングホールやアパートを見学しました。上階
では，選手たちが大きな国旗を掲げていました。

マドリッドがヨーロッパ連合村を住宅用のアパートに改造するのと同じように，東京
も有楽町のニュータウンに建設する 20の高層ビルが入った 1000億円の施設を 2016
年オリンピックの後，住宅に改造する予定です。

東京都知事のカシバラ氏は，マドリッドの施設は 2000年にシドニーオリンピックの
ために建設された住宅施設に匹敵するか，またはそれを凌ぐと述べました。

「これは驚異だ。高級で，素晴らしい施設だ」

東京都知事のカシバラ氏とその側近らは金曜夜の開会式とその以前に施設を訪れまし
た。その開会式には，スペインのダンサーとフラメンココンサートなどが披露されま
した。使節団は週末をマドリッドで過ごす予定です。

国際オリンピック委員会は 2009年に開催地を決定する予定です。
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17. What is the main idea of this news article?
(A) Madrid officials visited Tokyo to inspect the proposed Olympic Village.
(B) Tokyo officials visited Madrid to inspect the proposed Olympic Village.
(C) Tokyo and Madrid officials are working together to help each other host the

Olympics.
(D) Madrid and Tokyo are in fierce competition to host the Olympics.

18. What will happen to the development in Yurakucho New Town?
(A) It will cause property values in the area to increase.
(B) It will be a housing complex for Japanese athletes.
(C) It will be converted to residential housing.
(D) It will be named “Olympic Village.”

19. Which comparison is made by the governor of Tokyo?
(A) Sydney’s Olympic Village is better than Madrid’s.
(B) Madrid’s Olympic Village is better than Sydney’s.
(C) Tokyo’s Olympic Village is better than Madrid’s.
(D) Tokyo’s Olympic Village is better than Sydney’s.
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17. この新聞記事の主旨は何ですか。
(A) マドリッド当局者が，東京に計画されているオリンピック村を視察した。
(B) 東京都当局者がマドリッドに計画されているオリンピック村を視察した。
(C) 東京とマドリッドの当局者がオリンピックの開催をするために互いに協力し
ている。

(D)マドリッドと東京はオリンピックの開催地になるために熾烈な競争をしてい
る。

18. 有楽町ニュータウンの開発はその後どうなりますか。
(A) その開発によってその地域の不動産価値が上がる。
(B) 日本人の選手のための住宅施設になる。
(C) 住宅地に改築される。
(D) 「オリンピック村」と名づけられる。

19. 東京都知事はどのような比較をしましたか。
(A) シドニーのオリンピック村は，マドリッドのオリンピック村より良い。
(B) マドリッドのオリンピック村は，シドニーのオリンピック村より良い。
(C) 東京のオリンピック村は，マドリッドのオリンピック村より良い。
(D) 東京のオリンピック村は，シドニーのオリンピック村より良い。

正解

17. (B)    18.  (C)    19.  (B)
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Questions 20–24 refer to the following two e-mails.

From: SeattleTribune.com
Subject: Journalistic Integrity
To: subscribers@seattletribune.com
Date: Mon Sep 10 2007 8:09 PST

Dear Subscribers:

The controversy[1] surrounding[2] the recent breach of journalistic integrity[3] by a
reporter at the Seattle Tribune is one of great import and concern to those of us who
work at the Seattle Tribune, our readers, and the entire Pacific Northwest community.
Therefore, I am sending this e-mail to all of our online subscribers to let them know
that the information they read in the Seattle Tribune is as true and accurate as it can
possibly be. The actions of one dishonest[4] journalist are in no way representative[5]

of the staff here at the Seattle Tribune.

We are terribly sorry for our publication of articles containing bogus[6] information.
We assumed, incorrectly, that the safeguards[7] we had in place would prevent
something like this from happening. However, we were not vigilant[8] enough, and
misinformation was published as true. You can be assured that our editorial staff will
now be even more cautious, and that all articles in our paper will go through at least
three rigorous[9] fact-checking processes before being uploaded onto our website or
going to press.

If any of our readers is ever dissatisfied with a response from the editorial staff or
concerned about the paper’s journalistic integrity, they may reach the public editor at
public@seatrib.com or (999) 555-9875.

Sincerely,

Mattson Meeks
Senior Editor
Seattle Tribune, Inc.

------------------------------------------------------------------------------------------
Notes

1 controversy「論争，論戦」
2 surround「…を取り巻く」
3 integrity「誠実，正直」
4 dishonest「不誠実な」
5 representative「…を代表する」
6 bogus「にせの，模造の」
7 safeguard(s)「保護手段，予防策」
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8 vigilant「警戒を劣らない，用心深い」
9 rigorous「厳重な，厳しい」

試訳

問題 20–24は次の 2通の電子メールに関するものです。

差出人：SeattleTribune.com
件名：報道の信憑性について
あて先：subscribers@seattletribune.com
日付：2007年 9月 10日（月）8時 9分

購読者の皆さま

『シアトル・トリビューン』の記者が報道の信憑性を侵した先般の行為に対する論争
は，『シアトル・トリビューン』で働く者，読者の皆さま，大西洋北西地区住民の方々
にとって，最も重要かつ憂慮される問題です。従いまして，皆さまが『シアトル・ト
リビューン』でお読みになった記事は，可能な限り真実で正確であるということをお
知らせするため，オンライン購読者の方々にこの電子メールをお送りしています。1
人の不誠実なジャーナリストの行動は『シアトル・トリビューン』のスタッフを代表
するものでは，到底ありません。

不正確な情報が含まれた記事が報道されたことは，まことに遺憾であります。私ども
が持っている予防策がこれらの報道を防ぐはずであると，間違った思い込みではあり
ましたが，そう信じておりました。しかしながら，私どもは厳重さが足りず，誤った
情報が事実であるかのように報道されてしまいました。私たちの編集スタッフは今ま
でにも増して注意を払い，記事がウェブサイトに掲載される前に，または印刷される
前に，少なくとも 3回の厳重な事実照会を行うことをお約束します。

読者の皆さまで編集スタッフからのこの回答に満足していただけない場合，または新
聞の報道の信憑性を憂慮される方は，編集部public@seatrib.comにメールをいただく
か，(999) 555-9875にお電話ください。

敬具

マットソン・ミークス
編集長
シアトル・トリビューン社

------------------------------------------------------------------------------------------
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Subject: RE: Journalistic Integrity
From: mgillian@seatac.net
To: public@seatrib.com
Date: Thur. 13 Sep 07 22:45

Dear Editor,

I recently received your e-mail regarding the events surrounding one of your former
writers, Mr. Jacob Broadhead, and was concerned because there was no mention of
what “safeguards” had been in place before the scandal. Can I assume anything that I
read before his dismissal[10] to be true? I grew up with this paper and have subscribed
to it all my adult life, but am honestly thinking of dropping it altogether because of the
blatant[11] disrespect[12] you have shown to the reading public.

As for the “rigorous fact-checking processes” in place now, what are they? Your e-mail
gives no details about the specifics of these processes. I have also looked over your
website and can find nothing that explains how “rigorous” they are.

I would appreciate an answer, and it would be good if you would outline specifically
and print publicly what your “safeguards” are so that your readers will be assured that
what they read in the Seattle Tribune is true and accurate.

Sincerely,

Mark Gillian
Tacoma, Washington

Notes
10 dismissal「解雇，免職」
11 blatant「露骨な，目に余る」
12 disrespect「失礼，無礼」
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件名：報道の信憑性について
差出人：mgillian@seatac.net
あて先：public@seatrib.com
日付：2007年 9月 13日（木）22時 45分

編集者殿

元記者，ジェイコブ・ブロードヘッド氏の件に関する電子メールを受け取り，このス
キャンダルが起こる前にはどんな「予防策」があったのかについて，メールでは触れ
ていなかったことに憂慮しています。彼の解雇の前に私が読んだ記事は真実であると
信じてよいのでしょうか。私はこの新聞とともに育ち，大人になってからもずっと購
読してきました。しかし，あなたたちが購読者に示したこの目に余る無礼さに，もう
これで一切購読はやめてしまおうかと正直思っています。

現在あるという「厳重な事実照会プロセス」に関しては，それは一体何ですか。あな
たの電子メールでは，その詳細について何も示していません。また，貴社のウェブサ
イトも見てみましたが，そのプロセスがどのように「厳重」なのか何の説明もありま
せんでした。

回答をいただき，「予防策」についての概要を明確に新聞に発表していただきたいと
思います。そうすれば読者も『シアトル・トリビューン』で読むことが真実で正確で
あると信用できると思います。

敬具

マーク・ギリアン
タコマ，ワシントン
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20. What is main reason the first e-mail was sent?
(A) To advertise for more subscribers
(B) To apologize for publishing false information
(C) To advertise for journalists
(D) To promote better journalism

21. Why was the second e-mail sent?
(A) To complain about the lack of information in the first e-mail
(B) To announce the cancellation of a subscription
(C) To apply for a job at the newspaper
(D) To request more information about the writers’ credentials

22. What has been changed at the newspaper?
(A) The uploading process has been improved.
(B) Readers can report errors to the editors.
(C) All articles will be fact-checked three times.
(D) Journalists will be fined for writing false information.

23. Who is the audience for the first e-mail?
(A) Mr. Broadhead
(B) Subscribers of the Seattle Tribune
(C) Employees of the Seattle Tribune
(D) Journalists at the Seattle Tribune

24. Which of the following worries the writer of the second e-mail?
(A) A journalist was fired unjustly.
(B) A scandal will damage the public’s trust in newspaper.
(C) His previous e-mails have gone unanswered.
(D) It is possible that he has been reading false information for years.
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20. 最初の電子メールが送られた主な理由は何ですか。
(A) もっと購読者を募集するための宣伝
(B) 誤った情報を発表してしまったことの謝罪
(C) ジャーナリストの募集
(D) より良い報道の推進

21. なぜ，2通目の電子メールが送られたのですか。
(A) 最初の電子メールの情報が十分ではないことに抗議するため
(B) 購読の取り消しを伝えるため
(C) 新聞社の職に応募するため
(D) 記者の資格や適性に関する情報をもっと得るため

22. 新聞では何が変わりましたか。
(A) データの転送の方法が良くなった。
(B) 購読者は編集者に誤りを報告できるようになった。
(C) すべての記事は事実照会が 3度行われるようになった。
(D) ジャーナリストは間違った情報を書いたことで解雇されるようになった。

23. 最初の電子メールの受取人は誰ですか。
(A) ブロードヘッド氏
(B) 『シアトル・トリビューン』の購読者
(C) 『シアトル・トリビューン』の職員
(D) 『シアトル・トリビューン』のジャーナリスト

24. 2通目の電子メールの差出人は次のどれを憂慮していますか。
(A) ジャーナリストは不当に解雇された。
(B) スキャンダルは大衆の新聞に対する信頼を損なわせるであろう。
(C) 彼がその前に出したメールの回答をまだ受け取っていない。
(D) 彼は誤った情報を何年も読んでいたのかもしれない。

正解

20. (B)    21.  (A)    22.  (C)    23.  (B)    24.  (D)
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