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教材内容の訂正とお詫び

教材の内容に一部誤りがございました。深くお詫び申し上げます。謹んで下記の通り訂正させていただきます。

正誤表

ページ 該当個所 【誤】 【正】（下線部）

p. 6

「リスニング、
点数アップへ
の秘訣！」
上から10行目

●音声を聞きながら
……そのまま、リスニング中に……

●音声を聞きながら
……その目的は、リスニング中に……

p. 15
Unit 3 
Part 1のCD
番号

CD07 CD06
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Unit 1　スクリプト
p. 7
Part 1

1. 
(A) The man is reading a document.
(B) The man is wearing a shirt. 
(C) The man is carrying a computer.
(D) The man is looking at the curtain.

2. 
(A) The woman is holding something. 
(B) The woman is drinking coffee.
(C) The woman is pouring water into the cup.
(D) The woman is cleaning the table.

3. 
(A) Some people are putting on their hats.
(B) Some people are sitting outside.
(C) Some people are going up the stairs.
(D) Some people are playing musical instruments. 

4. 
(A) Some ships are docked along the river.
(B) Some boats are floating on the water. 
(C) Some people are seated on a bench.
(D) Some people are swimming near the boat.

5. 
(A) The man is looking down at the table.
(B) The man is holding a flower.
(C) The man is looking for a pen.
(D) The man is arranging some books.

6. 
(A) They’re sitting side by side.　
(B) They’ re looking out the window.
(C) They’ re greeting each other.
(D) They’ re washing their cups.

p. 10
Part 2

1.
What’s the price of this software?
(A) Just one week ago.
(B) Three thousand yen. 
(C) In your office.

2.  
Where did you put the annual report?
(A) I didn’t recommend it.
(B) In the newspaper.
(C) Sorry, I don’t know. 

3. 
When do you finish working today?
(A) I’ ll pick you up.
(B) About six. 
(C) At the entrance.

4. 
Why isn’t Alison in the office?
(A) She caught a cold. 
(B) On the shelf.
(C) Every Thursday.

5.  
Who knows how to get to the airport?
(A) Either airline is fine.
(B) You can ask Greg. 
(C) Turn left at the next corner.

6. 
How did the interview go?
(A) One day before that.
(B) The goal isn’t clear.
(C) It went well, I guess.

7.  
Has anyone ordered the new computers?
(A) It depends on the price.
(B) I think Karen did. 
(C) Nobody has repaired it yet.

8. 
I’ ve never been to Toronto.
(A) Oh, that’s a great place to visit. 
(B) Smart phones are convenient.
(C) It’s over there.

9. 
Are you ready to give your presentation, or do you need 
more time?
(A) I’ ll give you some advice.
(B) I’m OK. Thanks. 
(C) It’s getting worse.

10.  
Which position would you choose?
(A) I made the decision.
(B) That’s not a good idea.
(C) The more challenging one. 
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Unit 1　正解・和訳
p. 7
Part 1

1. 正解  (B)
(A) 男性は書類を読んでいる。
(B) 男性はシャツを着ている。 
(C) 男性はコンピューターを運んでいる。
(D) 男性はカーテンを見ている。

2. 正解  (A)
(A) 女性は手に何かを持っている。 
(B) 女性はコーヒーを飲んでいる。
(C) 女性はカップに水を注いでいる。
(D) 女性はテーブルを片付けている。

3. 正解  (D)
(A) 何人かの人々が帽子をかぶろうとしている。
(B) 何人かの人々が外で座っている。
(C) 何人かの人々が階段を上っている。
(D) 何人かの人々が楽器を弾いている。 

4. 正解  (B)
(A) 何隻かの船が川沿いに着岸している。
(B) 何隻かのボートが水面に浮かんでいる。 
(C) 何人かの人々がベンチに座っている。
(D) 何人かの人々がボートの近くで泳いでいる。

5. 正解  (A)
(A) 男性はテーブルを見下ろしている。
(B) 男性は手に花を持っている。
(C) 男性はペンを探している。
(D) 男性は何冊かの本を並べている。

6. 正解  (A)
(A) 彼らは並んで座っている。　
(B) 彼らは窓の外を眺めている。
(C) 彼らは挨拶を交わしている。
(D) 彼らはカップを洗っている。

p. 10
Part 2

1. 正解  (B)
このソフトウェアの値段はいくらですか。
(A) ちょうど１週間前です。
(B) 3,000円です。 
(C) あなたのオフィスにあります。

2. 正解  (C) 
年次報告書はどこに置きましたか。
(A) 私はそれを勧めませんでした。
(B) 新聞に載っています。
(C) すみませんが、わかりません。

3. 正解  (B)
今日、仕事はいつ終わりますか。
(A) 私があなたを迎えに行きます。
(B) だいたい６時です。 
(C) 入口です。

4. 正解  (A)
アリソンはなぜオフィスにいないのですか。
(A) 彼女は風邪を引きました。
(B) 棚にあります。
(C) 毎週木曜日です。

5. 正解  (B) 
誰か空港への行き方を知りませんか。
(A) どの飛行機でも大丈夫です。
(B) グレッグに聞いてみたら。 
(C) 次の角を左に曲がってください。

6. 正解  (C)
インタビューはどうでしたか。
(A) その１日前でした。
(B) その目的は明確ではありません。
(C) うまくいったと思います。

7. 正解  (B) 
誰か新しいコンピューターを注文しましたか。
(A) 値段次第です。
(B) カレンがしてくれたと思います。
(C) まだ誰もそれを修理していません。

8. 正解  (A)
私はトロントに行ったことがありません。
(A) 訪れるにはいい場所です。 
(B) スマートフォンは便利です。
(C) それは向こうにあります。

9. 正解  (B)
発表の準備はできていますか、それとも、もう少し時間が必要で
すか。
(A) 私がアドバイスしましょう。
(B) 私なら大丈夫。ありがとうございます。 
(C) それはだんだん悪くなっています。

10. 正解  (C) 
あなたならどちらの職を選びますか。
(A) 私がその決定をしました。
(B) それはいい考えではありません。
(C) よりやりがいのあるほうです。
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Unit 2　スクリプト
 
p. 11
Part 3

Questions 1 through 3 refer to the following 
conversation.

M: Hello, I just had dinner at your restaurant, but I’m 
afraid I left my wallet behind. 

W: I’m glad you called. It was on the table. When could 
you come and pick it up?

M: I think I can be there within an hour.
W: Good. My name’s Amanda Smith. Please ask for me 

when you arrive.

Questions 4 through 6 refer to the following 
conversation.

W: Paul, where’s the copy paper? I can’t find it.  
M: You should ask Cathy. She’s in charge of office 

supplies. 
W: Thanks. I have to copy these handouts by two o’clock. 

They are all for a training seminar. Did you hear about 
it? 

M: Yes. Our director e-mailed us yesterday. It’s for new 
employees.

Questions 7 through 9 refer to the following 
conversation.

M: Hi, this is Jason Brown. I have an appointment with Dr. 
Murphy at three, but I don’t think I can come to your 
clinic by then. The traffic is so bad. 

W: I’m sorry to hear that. I’ve heard the same thing from 
several other patients. OK, shall I change your 
appointment? How about next Saturday, at the same 
time?

M: That would be perfect. 

Questions 10 through 12 refer to the following 
conversation.

W: Hi Max, how was the festival? 
M: It was great. I loved watching the drum performances, 

but the fireworks were canceled because of the rain.
W: That’s too bad! I heard some of our colleagues went 

there, too. Did you see any of them? 
M: No, there were so many people that I couldn’t find 

anyone I knew.

p. 13
Part 4

Questions 1 through 3 refer to the following telephone 
message.

Hi, Ms. Anderson. This is Sam Daniels, calling from Harper 
Bookstore. I just wanted to let you know that we’ve 
received the soccer magazine you ordered. If you can 
come in to pick it up today, I’ ll be here until seven. 
However, if you come after that, another clerk will take 
care of you. We are closing at 9:30 P.M. today. 

Questions 4 through 6 refer to the following 
announcement.

Welcome to Farmer’s Supermarket. Today is Thursday, so 
we’re offering all customers a five percent discount. Just 
remember you should have your membership card ready 
and show it to the store clerk at the cash register. If you 
don’t have the card yet or have lost it for some reason, 
stop by the service counter. Our customer service staff will 
help you.

Questions 7 through 9 refer to the following 
announcement.

Welcome to the fitness gym orientation. As you know, our 
brand-new facility will open on Wednesday. It’s located on 
the seventh floor of this building, and you can use it at any 
time from 6:00 A.M. to 9:30 P.M. Just make sure to bring 
the sign-up form with you. I hope you will enjoy the 
workout and improve your health. 

Questions 10 through 12 refer to the following 
introduction.

Ladies and gentlemen, thank you for coming to honor 
Simon Suzuki, one of the great web designers at our 
computer business. We’re all proud that he was selected 
as Top Designer at the 2012 Computer Industry Awards. 
As you know, this is the first time that the prize has been 
given to one of our employees. Let’s welcome Mr. Suzuki 
and listen to his speech! 
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Unit 2　正解・和訳
 
p. 11
Part 3
問題1-3は次の会話に関するものです。

男性：こんにちは。そちらのレストランで夕食を取ったばかりで
すが、どうやら財布を置き忘れてきたようです。

女性：お電話ありがとうございます。テーブルの上にありまし
た。いつ受け取りに来られますか。

男性：１時間以内にそちらに伺えると思います。
女性：良かった。私はAmanda Smithと申します。ご到着の際

には私にお申し付けください。

1. 正解  (C)
女性はどこにいますか。
(A) ホテル (C) レストラン
(B) スーパーマーケット (D) 空港
 
2. 正解  (A)
男性は何を探していますか。
(A) 財布  (C) 傘
(B) 携帯電話 (D) カバン

3. 正解  (B)
男性は次に何をしますか。
(A) タクシーに乗る。 (C) 夕食を取る。
(B) レストランに行く。 (D) 席に着く。
 
問題4-6は次の会話に関するものです。

女性：Paul、コピー用紙はどこにありますか。見つけられないん
です。

男性：Cathyに聞いてみてください。彼女が事務用品の担当だ
から。

女性：ありがとう。２時までにこれらの配布資料をコピーしなけ
ればなりません。すべて研修会用です。それについて聞い
ていましたか。

男性：はい。部長から昨日Eメールがありました。新入社員を対
象としたものです。

4. 正解  (C)
女性は何を探していますか。
(A) コピー機 (C) 印刷用紙
(B) 家具 (D) 新入社員
 
5. 正解  (C)
そのイベントはいつ行われますか。
(A) 正午 (C) 午後２時 
(B) 午後１時 (D) 午後３時

6. 正解  (D)
男性はどうやってそのイベントについて知りましたか。
(A) インターネット (C) 手紙
(B) ラジオ (D) Eメール 

問題7-9は次の会話に関するものです。

男性：こんにちは、Jason Brownです。３時にMurphy先生と
の予約があるのですが、時間までに診療所に行くことがで
きません。交通渋滞がひどくて。

女性：それはお気の毒です。他の数人の患者様から同様のことを
聞きました。それでは、予約を変更いたしましょうか。同
じ時間で来週の土曜日はいかがですか。

男性：そうしていただけると助かります。

7. 正解  (A)
女性は誰だと考えられますか。
(A) 診療所の従業員  (C) 大学教授
(B) 患者 (D) 店員

8. 正解  (B)
女性は男性に何をするよう勧めていますか。
(A) バスを使う。 (C) 服を着替える
(B) 別の日に来る。 (D) もう一度彼女に電話をする。

9. 正解  (C)
男性はその場所にいつ訪れますか。
(A) 月曜日 (C) 土曜日
(B) 木曜日 (D) 日曜日 

問題10-12は次の会話に関するものです。

女性：Max、お祭りはどうでしたか。
男性：良かったですよ。太鼓の演奏は最高でした。でも、花火が

雨で中止になっちゃって。
女性：それは残念でしたね！　同僚も何人かお祭りに行ったと聞

きました。誰かに会いましたか。
男性：いいえ、ものすごい人だったので、知り合いには誰も会え

ませんでした。

10. 正解  (B)
２人は何を話していますか。
(A) 天気予報 (C) パーティー 
(B) イベント (D) ピアノのコンサート

11. 正解  (D)
男性はなぜがっかりしていますか。
(A) 雨で濡れた。 (C) 祭りに行けなかった。
(B) 太鼓を演奏できなかった。 (D) 花火を見られなかった。

12. 正解  (B)
男性はその場所について何と言っていますか。
(A) 食べ物がなかった。 (C) 特別な席があった。
(B) 混雑していた。 (D) 自分の家から遠かった。
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p. 13
Part 4
問1-3は次の電話のメッセージに関するものです。

こんにちは、Anderson様。Harper Bookstore のSam Daniels
です。ご注文のサッカー雑誌が入荷したことをお伝えしたくお電
話しました。本日受け取りにお越しいただけるなら、私は７時ま
でこちらにおります。しかし、もしそれ以降にお越しになる場合
は、別の店員が対応いたします。本日は午後９時半に閉店させて
いただきます。 

1. 正解  (B)
男性はどこから電話していますか。
(A) 旅行代理店 (C) 花屋
(B) 本屋  (D) スポーツジム

2. 正解  (D)
Andersonさんはどんな雑誌を注文したのですか。
(A) ビジネス (C) 旅行
(B) 音楽 (D) スポーツ

3. 正解  (D)
本日、閉店するのは何時ですか。
(A) 午後７時 (C) 午後９時
(B) 午後７時半 (D) 午後９時半

問題4-6は次のお知らせに関するものです。

Farmer’sスーパーマーケットにようこそ。今日は木曜日ですの
で、すべてのお客様が５％割引の対象になります。会員証の準備
をして、レジの係に提示することをお忘れにならないようお願い
します。まだカードをお持ちでない方や何らかの理由でカードを
紛失された方は、サービスカウンターにお立ち寄りください。カ
スタマーサービスのスタッフがお手伝いいたします。

4. 正解  (A)
話し手は誰だと思われますか。
(A) 店員 (C) レストランのオーナー
(B) ウェイトレス (D) 地元のお客

5. 正解  (D)
特別割引が実施されるのはいつですか。
(A) 月曜日 (C) 水曜日
(B) 火曜日 (D) 木曜日

6. 正解  (B)
聞き手はレジで何をするよう求められていますか。
(A) カバンを持ってくる。
(B) カードを見せる。
(C) 現金で支払う。
(D) 用紙に記入する

問題7-9は次のお知らせに関するものです。

フィットネスジムの説明会にようこそ。ご存じのように、私ども
の新しい施設が水曜日にオープンします。ジムはこの建物の７階
にあり、朝６時から夜９時半の間はいつでもご使用になれます。

お越しの際には申込用紙を必ずお持ちください。皆様が運動を楽
しんで健康を改善されることを願っております。

7. 正解  (C)
このお知らせの目的は何ですか。
(A) レッスンに申し込むこと。
(B) 約束をすること。
(C) スポーツジムについて説明すること。
(D) インストラクターを訓練すること。

8. 正解  (C)
ジムは何階にありますか。
(A) ５階 (C) ７階 
(B) ６階 (D) ８階

9. 正解  (A)
聞き手は何をするよう求められていますか。
(A) 書類を持ってくる。 (C) 施設に電話する。
(B) 健康食品を食べる。 (D) 運動をする。

問題10-12は次の紹介に関するものです。

皆様、わがコンピューター業界の優れたウェブデザイナーの１人
であるSimon Suzukiさんを称えるためにお集まりいただき、あ
りがとうございます。彼が2012年度Computer業界賞のトッ
プデザイナーに選出されたことを、われわれ一同誇りに思います。
ご存じのように、その賞がわが社の社員に贈られたのはこれが初
めてです。それでは、Suzukiさんをお迎えして、彼のスピーチを
聞きましょう！

10. 正解  (A)
何が開催されていると考えられますか。
(A) 祝賀会 (C) スピーチ大会
(B) ビジネス会議 (D) 定例会議

11. 正解  (C)
Simon Suzukiとは誰ですか。
(A) ファッションデザイナー (C) ウェブデザイナー 
(B) プログラマー (D) 営業担当者

12. 正解  (B)
Suzukiさんは次に何をしますか。
(A) 新しいデザインを作る。 (C) 新入社員を歓迎する。
(B) スピーチをする。 (D) 次のリーダーを選ぶ。
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Unit 3　スクリプト
p. 15
Part 1

1.  
(A) They’ re watching TV.
(B) They’ re wearing glasses.
(C) They’re playing cards. 
(D) They’ re waiting in a line.

2.  
(A) The woman is carrying some pieces of luggage. 
(B) The woman is examining her bags.
(C) The woman is trying on the coat.
(D) The woman is looking at some items.

3.  
(A) He’s placing an order.
(B) He’s cutting some cardboard.
(C) He’s packing a box. 
(D) He’s opening a drawer.

4.  
(A) A lamp is being repaired.
(B) A painting is hanging on the wall. 
(C) Some chairs are being carried.
(D) A picture has been left on the table.

5.   
(A) They’ re boarding a plane.
(B) They’ re pointing at each other.
(C) They’ re leaning against the pole.
(D) They’re looking at the board. 

6.  
(A) Some trucks are moving along the road.
(B) Some vehicles are parked in a row. 
(C) Some drivers are getting in the cars.
(D) Some cars are being painted.

p. 18
Part 2

1. 
Where is the next meeting?
(A) Next Friday.
(B) I’ ll drive a car.
(C) The conference room. 

2. 
Why was the plan changed?
(A) Here it is.
(B) Because Tom didn’t like it. 
(C) The plane has arrived.

3. 
Why don’t we have dinner together?
(A) To see them at the party.
(B) That sounds great. 
(C) No, we didn’t.

4. 
Who will prepare the document?
(A) From eight to ten.
(B) I’ ll fix the printer.
(C) Ms. Carlton. 

5. 
Can I help you find something?
(A) Thank you. 
(B) He is the founder.
(C) I’d like something to drink.

6. 
Would you like to join our team?
(A) We have six groups.
(B) A yellow one, please.
(C) Thanks, but let me think about it. 

7. 
Could you help me with this?
(A) No, I couldn’t save it.
(B) Sure. What’s the problem? 
(C) Yes, I did my best.

8. 
Our projector is getting old.
(A) The project has just started.
(B) He looks younger.
(C) We bought it ten years ago. 

9. 
Today is your birthday, isn’t it?
(A) It has to be finished by today.
(B) Yes, but how did you know? 
(C) I was born there.

10. 
Don’t you need an umbrella?
(A) I like warm weather.
(B) It took me two hours.
(C) You’re right. Thanks.
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Unit 3　正解・和訳
p. 15
Part 1

1. 正解  (C) 
(A) 彼らはテレビを見ている。
(B) 彼らはメガネをかけている。 
(C) 彼らはトランプをしている。
(D) 彼らは列に並んで待っている。

2.  正解  (A) 
(A) 女性はいくつかの荷物を運んでいる。 
(B) 女性はカバンを調べている。
(C) 女性はコートを試着している。
(D) 女性はいくつかの品物を見ている。

3. 正解  (C) 
(A) 彼は注文をしている。
(B) 彼はダンボールを切っている。
(C) 彼は箱を荷造りしている。
(D) 彼は引き出しを開けている。 

4. 正解  (B) 
(A) ランプは修理されているところである。
(B) 絵が壁に掛かっている。 
(C) いくつかの椅子が運ばれているところである。
(D) 絵がテーブルの上に置かれている。

5. 正解  (D)  
(A) 彼らは飛行機に乗り込んでいる。
(B) 彼らは互いを指差している。
(C) 彼らは柱に寄りかかっている。
(D) 彼らは掲示板を見ている。

6. 正解  (B) 
(A) 何台かのトラックが通りを動いている。　
(B) 何台かの乗り物が一列に駐車されている。
(C) 何人かのドライバーが車に乗り込んでいる。
(D) 何台かの車が塗装されているところである。 

p. 18
Part 2

1. 正解  (C)
次の会議はどこですか。
(A) 次の金曜日です。
(B) 私が車を運転します。 
(C) 会議室です。

2. 正解  (B)
計画はなぜ変更になったのですか。
(A) はいどうぞ。
(B) トムが気に入らなかったからです。
(C) 飛行機が到着しました。

3. 正解  (B)
一緒に夕食を食べませんか。
(A) パーティーで彼らに会うためです。
(B) それはいいですね。
(C) いいえ、しませんでした。

4. 正解  (C)
誰が書類の準備をするのですか。
(A) ８時から10時までです。
(B) 私がプリンターを修理します。
(C) Carltonさんです。

5. 正解  (A)
探すのを手伝いましょうか。
(A) ありがとうございます。
(B) 彼が設立者です。 
(C) 飲み物が欲しいです。

6. 正解  (C)
私たちのチームに参加しませんか。
(A) グループが６つあります。
(B) 黄色のものをお願いします。
(C) ありがとう、でも、考えさせてください。

7. 正解  (B)
これを手伝ってもらえませんか。
(A) いいえ、助けられませんでした。
(B) もちろんです。どうしましたか。
(C) はい、最善を尽くしました。

8. 正解  (C)
私たちのプロジェクターは古くなってきています。
(A) そのプロジェクトは始まったばかりです。 
(B) 彼は若く見えます。
(C) 10年前に買いました。

9. 正解  (B)
今日はあなたの誕生日ですよね。
(A) 今日までに終わらせなくてはなりません。
(B) はい、でもどうやって知ったんですか。 
(C) 私はそこで生まれました。

10. 正解  (C)
傘が必要じゃないんですか。
(A) 暖かい天気が好きです。
(B) ２時間かかりました。
(C) そうですね。ありがとうございます。
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Unit 4　スクリプト
p. 19
Part 3

Questions 1 through 3 refer to the following 
conversation.

W: Excuse me. Are there any tickets available for Ken 
Williams’ concert?

M: You mean for tonight? I’m sorry, but they were all sold 
out a week ago. We have a few tickets left for next 
month, though.

W: Really? I didn’t realize that he’s so popular. Well, then 
can I get one, please? I can’t wait to see his wonderful 
guitar performance. 

Questions 4 through 6 refer to the following 
conversation.

M: Hey, I have great news! Allen has a new position. He’ ll 
be a manager from next month.  

W: Good for him. We all know he’s been working very 
hard. Then how about having a party to congratulate 
him? I know a nice place nearby. 

M: Sounds great! I’ ll contact as many people as possible 
in our office. 

Questions 7 through 9 refer to the following 
conversation.

W: The air conditioner doesn’t seem to be working yet. 
Didn’t we ask a repairperson to come? 

M: Yes. A man came yesterday, but unfortunately he 
couldn’t fix it. He said that it is so old that he can’t get 
spare parts to repair it. 

W: Does that mean we should buy a new one?
M: Yes. I think we could also save electricity with a new 

model. 

Questions 10 through 12 refer to the following 
conversation.

M: Excuse me. I know I’m late, but has the bus already 
left for the station?

W: You’ve just missed it, but don’t worry. This route runs 
every 10 minutes. 

M: That’s good. I have an appointment with a client at 
5:30, but with the next bus I can still be there in time. 

p. 21
Part 4

Questions 1 through 3 refer to the following 
announcement.

Good afternoon and welcome to the Hawaiian cooking 
class. My name is Nancy Morgan. Today I’ ll be sharing 
some of the best techniques for Hawaiian organic dishes. 
We have twenty-one students, so I’d like you to form 
groups of three for the lesson. After the lesson, we will 
take the food outside and have a little party. 

Questions 4 through 6 refer to the following telephone 
message.

Hello, this is Juan Nelson from Nelson Milk Products. Can 
you pick up some dairy products and send them to a 
department store tomorrow? We have ten boxes. A TV 
program featured our yogurt drinks three days ago, and 
ever since they’ve been very popular. Could you come by 
6 P.M.? That way, our customers can get these drinks first 
thing tomorrow morning. 

Questions 7 through 9 refer to the following 
announcement.

Hello. Today I’m very proud to announce that our research 
and development team has finally created a dream 
product! They’ re called PE Navigation Glasses. They look 
like a normal pair of glasses. But once you wear them, 
you’ ll see a difference. They will guide you with a 3D 
image. You will be given perfect directions and you will 
never be lost again.

Questions 10 through 12 refer to the following 
introduction.

Today I’m going to introduce our new manager, Joy Miller. 
For seven years, Joy has been successful in the marketing 
department at Rosa Electronics and helped increase their 
sales by 30 percent. OK, Joy, can you tell us a little bit 
about yourself? It doesn’t have to be long, but everybody 
will be interested to hear more about your work up until 
now. 
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Unit 4　正解・和訳
p. 19
Part 3
問題1-3は次の会話に関するものです。

女性：すみません。Ken Williamsのコンサートチケットは手に
入りますか。

男性：今夜のですか。残念ながら１週間前にすべて売り切れてし
まいました。来月のチケットでしたら少し残っています
が。

女性：本当ですか。彼がそんなに人気があるとは思いませんでし
た。じゃあ、１枚いただけませんか。彼の素晴らしいギタ
ー演奏を見るのは待ちきれません。

1. 正解  (B)
会話はどこで行われていますか。
(A) スタジアム (C) ギターのお店
(B) コンサートホール  (D) クラスルーム

2. 正解  (A)
Ken Williamsとは誰ですか。
(A) ギター奏者  (C) チケット販売員
(B) 音楽の先生 (D) エンジニア

3. 正解  (B)
女性は次に何をしますか。
(A) コンサートを見る。 (C) Ken Williamsに会う。
(B) チケットの支払いをする。 (D) 歌を教わる。

問題4-6は次の会話に関するものです。

男性：やあ、いい知らせです。Allenが昇進しました。彼は来月
から部長になります。

女性：それは良かったです。彼がとても一生懸命頑張ってきたこ
とは、みんな知っています。では、お祝いのパーティーを
開くのはどうでしょう。近くのいい場所を知っています。

男性：いいですね！　オフィスにいるできるだけ多くの人に声を
かけますね。

4. 正解  (A)
男性は女性に何について話していますか。
(A) 同僚の成功  (C) 新しいプロジェクト
(B) 新聞記事 (D) いいレストラン

5. 正解  (C)
２人は何を計画していますか。
(A) 部長と話す。 (C) Allenを祝う。
(B) 休暇を取る。 (D) いいレシピを手に入れる。

6. 正解  (D)
男性は次に何をしますか。
(A) レストランに電話する。 (C) Allenを手伝う。
(B) 今まで以上に一生懸命働く。 (D) 同僚を招待する。

問題7-9は次の会話に関するものです。

女性：エアコンはまだ作動してないようですね。修理の人に来て
もらうよう頼まなかったのですか。

男性：頼みました。男性が昨日来ましたが、残念なことに修理で
きませんでした。エアコンが古すぎて、修理に必要な予備
の部品を入手できないそうです。

女性：ということは、新しいエアコンを購入しないといけないと
いうことですか。

男性：そうです。新しい製品を使えば電気を節約することも可能
だと思います。

7. 正解  (B)
２人は何を話していますか。
(A) ノートパソコン (C) 修理の人
(B) エアコン  (D) 新しいアプリケーション

8. 正解  (B)
製品の問題は何ですか。
(A) 使いにくい。 (C) 運ぶには重い。
(B) 古すぎて修理できない。 (D) 修理するには高価だ。

9. 正解  (A)
男性は何を望んでいますか。
(A) エネルギーの使用を抑える。 (C) 別の修理の人を頼む。
(B) 誰かを探す。 (D) 新しい製品を開発する。

問題10-12は次の会話に関するものです。

男性：すみません。遅れたのですが、駅に向かうバスはもう出ま
したか。

女性：ちょうど出たばかりですが、心配いりませんよ。この路線
は10分おきに出ています。

男性：それは良かった。５時半にお客さんと約束があるのです
が、次のバスでもまだ時間に間に合います。

10. 正解  (D)
会話はどこで行われていますか。
(A) バス (C) 電車
(B) 駅 (D) バス停 

11. 正解  (C)
男性はどれくらい乗り物を待つことになりますか。
(A) 約１分 (C) 約10分
(B) 約５分 (D) 約30分

12. 正解  (C)
男性は次に何をする予定ですか。
(A) 約束をキャンセルする。 (C) 誰かに会う。
(B) 次のバス停まで歩く。 (D) 時間を確認する。
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p. 21
Part 4
問題1-3は次のお知らせに関するものです。

こんにちは、ハワイ料理の教室へようこそ。私の名前はNancy 
Morganです。本日は、ハワイ式オーガニック料理で最高の調理
技術の一部をご紹介します。21名の生徒さんがいらっしゃいま
すので、レッスンに際しては３人１組のグループをお作りくださ
い。レッスンのあとは外へ料理を持っていき、ささやかなパーテ
ィーを行います。

1. 正解  (D)
この会話はどこで行われていますか。
(A) 屋外 (C) ハワイアンレストラン
(B) 夕食パーティー (D) 料理教室

2. 正解  (A)
話し手は聞き手に何をするよう求めていますか。
(A) グループを作る。 (C) 料理を出す。
(B) アイデアを共有する。 (D) 自己紹介する。

3. 正解  (C)
聞き手はあとで何をしますか。
(A) 別の講師を迎える。 (C) 屋外のイベントを行う。
(B) 指示を出す。 (D) クラスに申し込む。

問題4-6は次の電話のメッセージに関するものです。

こんにちは、Nelson乳業のJuan Nelsonです。乳製品をいくつ
か受け取って、明日デパートに届けていただけますか。10箱あ
ります。あるテレビ番組が３日前に当社のヨーグルト飲料を取り
上げました。それ以来すごく人気があります。午後６時までに来
ていただけますでしょうか。そうすれば、お客様は明日の朝一番
に当社の飲料を購入できます。

4. 正解  (C)
話し手は何を送りたいのですか。
(A) 牛乳 (C) ヨーグルト飲料
(B) オフィス用品 (D) 書類
 
5. 正解  (C)
その商品はいつ人気が出ましたか。
(A) 10日前 (C) ３日前 
(B) ６日前 (D) 昨日の朝

6. 正解  (C)
話し手はいつ商品を受け取りに来てもらいたいですか。
(A) 午前６時 (C) 午後６時
(B) 午前10時 (D) 午後10時

問題7-9は次のお知らせに関するものです。

こんにちは。当社の研究開発チームがついに夢の製品を開発した
ことを、本日発表するのはとても光栄です！　商品名はPEナビ
ゲーションメガネです。一見普通のメガネのようですが、いった
ん装着すると、違いは一目瞭然。ユーザーを3D映像でナビゲー
トします。完璧な道案内をしてくれるので、もう二度と道に迷う

ことはありません。

7. 正解  (C)
話し手は誰だと考えられますか。
(A) アナウンサー (C) チームのリーダー 
(B) メガネ店のオーナー (D) 警察官

8. 正解  (A)
話し手は何について話していますか。
(A) 新商品  
(B) カーナビゲーションシステム 
(C) 有名なデザイナー
(D) 現地の地図

9. 正解  (C)
どんな利点が述べられていますか。
(A) デザインの良さ (C) 簡単な道案内 
(B) 手頃な価格 (D) 様々な色

問題10-12は次の紹介に関するものです。

本日、新しい部長のJoy Millerさんをご紹介します。彼女は７年
にわたって、Rosa電機のマーケティング部門で成功を収めてき
ました。そして売上の30％アップに貢献してきました。それで
は、Joy、少し自己紹介をしていただけますか。長くなくて結構
ですが、あなたの今までの仕事についてみんな興味があると思い
ます。

10. 正解  (D)
この話の目的は何ですか。
(A) プロジェクトを説明すること。
(B) 販売目標を発表すること。
(C) 賞を与えること。
(D) 新しい部長を迎えること。

11. 正解  (D)
Joyはどの部署で働いていましたか。
(A) 人事 (C) 財務
(B) 研究開発 (D) マーケティング 

12. 正解  (B)
Joyは次に何をしますか。
(A) 同僚を紹介する。
(B) 自分のキャリアについて話す。
(C) 新しい顧客と会う。
(D) 新しい考えを発表する。
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Unit 5　スクリプト
p. 23
Part 1

1.
(A) The man is fixing a tire.
(B) The man is leaning against the vehicle.
(C) The man is removing some parts.
(D) The man is examining the engine. 

2. 
(A) Some people are reaching for flowers.
(B) Some people are strolling under the trees. 
(C) Some people are walking hand in hand.
(D) Some people are going down the stairs.

3. 
(A) The woman is wearing a short-sleeved shirt.
(B) The woman is folding an apron.
(C) The woman is preparing a dish. 
(D) The woman is putting away some food.

4. 
(A) The harbor is empty.
(B) Passengers are seated outside.
(C) Some ships are docked on the water. 
(D) Trees are reflected in the water.

5. 
(A) He’s riding a bike. 
(B) He’s pushing a wheelchair.
(C) He’s standing next to a bicycle.
(D) He’s holding a backpack.

6. 
(A) There are some glasses on the table.
(B) Some food is being served. 
(C) The floor is covered with white cloth.
(D) Some cups are stacked on top of each other. 

p. 26
Part 2

1. 
What can we do to cheer him up?
(A) He didn’t go to college.
(B) How about taking him out to dinner? 
(C) No problem, I’ ll help you.

2. 
When can I expect your reply?
(A) Soon after I receive your e-mail. 
(B) It’s close to the post office.
(C) Show some respect.

3. 
How often do you visit the client?
(A) Is this enough?
(B) A few times a month. 
(C) Several hours, I guess.

4. 
Did you have a chance to check the contract?
(A) Where is the photocopier?
(B) I usually read the paper.
(C) No, but I’ ll do it now. 

5.
I’d like to make an appointment with Mr. Jones.
(A) Call me Steve.
(B) How was your new apartment?
(C) Can I have your name, please? 

6. 
Thank you for coming to our charity event.
(A) Go straight this way.
(B) It was my pleasure. 
(C) She’ ll take care of it.

7. 
She moved to another branch, didn’t she?
(A) Yes, she’s now in Seoul. 
(B) I don’t know its brand name.
(C) The traffic was terrible.

8. 
She has excellent language skills, doesn’t she?
(A) She spoke to me yesterday.
(B) I agree with you. 
(C) They spend a lot of time studying English.

9. 
Didn’t he leave a message?
(A) Say something to us.
(B) No, I left home.
(C) Yes, I wrote down the details. 

10. 
Can you contact the company, or should I?
(A) I’ve been there twice.
(B) I can probably do it. 
(C) The information was updated.
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Unit 5　正解・和訳
p. 23
Part 1

1. 正解  (D)
(A) 男性はタイヤを修理している。
(B) 男性は車に寄りかかっている。
(C) 男性はいくつかの部品を取り除いている。
(D) 男性はエンジンを調べている。

2. 正解  (B)
(A) 何人かの人々は花に手を伸ばしている。
(B) 何人かの人々は木々の下を散策している。
(C) 何人かの人々は手をつないで歩いている。
(D) 何人かの人々は階段を下りている。

3. 正解  (C)
(A) 女性は半袖のシャツを着ている。
(B) 女性はエプロンを畳んでいる。
(C) 女性は料理の用意をしている。
(D) 女性は食べ物を片付けている。

4. 正解  (C)
(A) 港は閑散としている。
(B) 乗客は屋外で座っている。
(C) 何隻かの船が水辺に着岸している。
(D) 木々が水面に映っている。

5. 正解  (A)
(A) 彼は自転車に乗っている。
(B) 彼は車椅子を押している。
(C) 彼は自転車の横に立っている。
(D) 彼はリュックを手に持っている。

6. 正解  (D)
(A) テーブルの上にいくつかのグラスがある。
(B) 食べ物が出されている。
(C) 床が白い布で覆われている。
(D) いくつかのカップが重なり合って積まれている。

p. 26
Part 2

1. 正解  (B)
彼を元気づけるのに何ができますか。
(A) 彼は大学に行きませんでした。
(B) 彼を夕食に連れ出すのはどうでしょう。
(C) 大丈夫です、私がお手伝いします。

2. 正解  (A)
いつ返事をいただけますか。
(A) あなたのEメールを受け取ったらすぐ。
(B) それは郵便局の近くにあります。
(C) 敬意を示しなさい。

3. 正解  (B)
どのくらいよく顧客を訪ねますか。
(A) これで十分ですか。
(B) １カ月に２、３回です。
(C) 数時間だと思います。

4. 正解  (C)
契約書を確認してくれましたか。
(A) コピー機はどこにありますか。
(B) たいていその書類を読みます。
(C) いいえ、でも今やります。

5. 正解  (C)
Jonesさんとお会いする約束をしたいのですが。
(A) Steveと呼んでください。
(B) 新しいアパートはどうでしたか。
(C) お名前を教えていただけますか。

6. 正解  (B)
チャリティーイベントにお越しくださり、ありがとうございます。
(A) この道をまっすぐ行きなさい。
(B) どういたしまして。
(C) 彼女が世話をしてくれます。

7. 正解  (A)
彼女は別の支店に異動になったんですよね。
(A) はい、彼女は今ソウルにいます。
(B) そのブランド名はわかりません。
(C) 交通状態はひどいものでした。

8. 正解  (B)
彼女は素晴らしい語学力がありますよね。
(A) 彼女は昨日私に話しかけてくれました。
(B) あなたに同感です。
(C) 彼らは英語の勉強にたくさんの時間を費やしています。

9. 正解  (C)
彼はメッセージを残しませんでしたか。
(A) 私たちに何か言ってください。
(B) いいえ、私は家を出ました。
(C) はい、詳細は書き留めてあります。

10. 正解  (B)
その会社に連絡してもらえますか、それとも私がやりましょうか。
(A) そこへは２回行ったことがあります。
(B) たぶんできると思います。
(C) その情報は更新されました。
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Unit 6  スクリプト
 
p. 27
Part 3

Questions 1 through 3 refer to the following 
conversation.

M: I didn’t know that Peter had left the company. What 
happened to him?

W: Well, he had been looking for a good position 
elsewhere, and finally he got hired at Tanaka Motors, a 
leading automobile company. 

M: That’s great for him, but are we OK without him?
W: Don’t worry. Another part-time worker is going to 

come next week.

Questions 4 through 6 refer to the following 
conversation.

W: Hi Kevin, it’s time for the meeting. You want to come 
with me? 

M: Didn’t you know that the meeting was postponed until 
tomorrow? I know you have worked really hard on your 
presentation, but our boss will be meeting an important 
client this afternoon instead.

W: OK. Then I’ ll be able to make some changes to one or 
two slides. 

Questions 7 through 9 refer to the following 
conversation.

M: Sue, are you coming to the business conference this 
weekend?

W: No, not this time. I went to the one last year and found 
it very interesting, but this year I’ve heard the 
conference is to be held in Taipei. It’s too far away. 
Sounds expensive, don’t you think? 

M: Yes, but we’ ll get paid for all the travel. You should 
reconsider.

Questions 10 through 12 refer to the following 
conversation.

W: Hello, thank you for coming to Los Angeles Travel. 
What can I do for you?

M: I’ve come here for a conference, but I’m free tomorrow 
afternoon. What tour do you recommend? 

W: How about riding a jet boat and enjoying local 
seafood? 

M: Sounds like fun! It will be great to relax after my 
presentation tomorrow morning. 

p. 29
Part 4

Questions 1 through 3 refer to the following 
advertisement.

Come to Best Clothing over the weekend. We will have a 
summer clearance sale. All kinds of clothes, including the 
latest brand-name jeans, will be discounted 50 percent. 
Those jeans are popular and have been featured in lots of 
fashion magazines, so don’t miss this chance. Remember, 
the sale will finish at 6 P.M. on Sunday. 

Questions 4 through 6 refer to the following 
announcement.

Good morning, everyone. Today, I have an important 
announcement to make. Starting at 10 A.M., most 
elevators will be closed for maintenance until tomorrow　
morning. One elevator will remain available, but please 
don’t use it. It’s only for handicapped and elderly visitors 
today. Take the stairs instead. You will be able to use all 
six of them tomorrow as usual.   

Questions 7 through 9 refer to the following 
announcement.

Yesterday, Thomas Valve Industries Ltd. announced that 
the company will be donating one million dollars for a new 
city library. The library is expected to target the younger 
generation and will have a large collection of picture 
books, comic books, and DVDs. The grand opening will 
take place on July 2, including a special photo exhibit by 
talented young photographers.  

Questions 10 through 12 refer to the following radio 
broadcast.

This is Satoshi Suzuki from Baytown Community Radio. 
As you know, we’ve had so much rain over the last twelve 
hours, and about 200 houses have been flooded with 
water. The city has therefore decided to open three 
community centers. If you need some help, please call us 
at 444-5566. In addition, updated information will soon be 
available on our Web site. 
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Unit 6  正解・和訳
p. 27
Part 3
問題1-3は次の会話に関するものです。

男性：Peterが会社を辞めたなんて知らなかった。彼に何かあっ
たのですか。

女性：ええ、彼は他でいい仕事を探していて、最終的に大手自動
車会社のTanaka自動車で採用されました。

男性：それは良かった。だけど、彼がいなくて私たちは大丈夫で
すか。

女性：心配しないで。別の非正規社員が来週入る予定です。

1. 正解  (A)
２人は何を話していますか。
(A) かつての従業員  (C) 自動車産業
(B) いい会社 (D) 仕事の面接

2. 正解  (C)
Peterに何がありましたか。 
(A) プロジェクトを立ち上げた。 
(B) 従業員を１人採用した。 
(C) 仕事を変えた。
(D) 車を買った。

3. 正解  (B)
来週何が起こりますか。
(A) Peterが戻ってくる。 (C) Peterが会社を辞める。
(B) 新しい社員が来る。 (D) ある人が就職活動を始める。

問題4-6は次の会話に関するものです。

女性：あら、Kevin。会議の時間ですよ。一緒に行きませんか。
男性：会議が明日まで延期になったことを知らなかったのです

か。あなたがプレゼンに懸命に取り組んできたことは知っ
てますが、上司が会議の代わりに今日の午後、大切な顧客
と会うことになってるんです。

女性：わかりました。それなら、何枚かのスライドに変更を加え
ることができそうです。

4. 正解  (D)
２人はどこにいると思われますか。
(A) 郵便局 (C) 空港
(B) 本屋 (D) オフィス

5. 正解  (D)
会議はいつ行われますか。
(A) 今日の午前 (C) 今夜
(B) 今日の午後 (D) 明日 

6. 正解  (C)
女性はあとで何をしますか。
(A) 顧客と会う。 (C) プレゼンに取り組む。
(B) 自分の考えを発表する。 (D) 会議室へ行く。

問題7-9は次の会話に関するものです。

男性：Sue、今週末のビジネス会議には行きますか。
女性：いいえ、今回は行きません。去年のはとても興味深かった

のですが、今年は台北で開催されると聞きました。台北は
遠すぎます。費用がかかると思いませんか。

男性：はい、でも移動に関してはすべて支払われます。もう一度
考え直すべきです。

7. 正解  (C)
２人は何を話していますか。
(A) 興味深い製品 (C) ビジネス会議
(B) 休暇 (D) 観光地
 
8. 正解  (B)
女性は台北について何と言っていますか。
(A) 人気のある場所だ。 
(B) 行くのにお金がたくさんかかる。
(C) 台北には去年行った。
(D) その場所が好きだ。

9. 正解  (C) 
男性は女性に何をするよう勧めていますか。
(A) 旅行代理店に行く。 (C) そのイベントに参加する。
(B) 会議を開催する。 (D) クレジットカードで支払う。

問題10-12は次の会話に関するものです。

女性：いらっしゃいませ。ロサンゼルストラベルへようこそ。何
かご用でしょうか。

男性：ある会議でこちらへやってきたのですが、明日の午後はオ
フなんです。お薦めのツアーはどれですか。

女性：ジェットボートに乗って地元の海産物を満喫するのはいか
がですか。

男性：楽しそうですね！　明日の午前中のプレゼンのあと、リラ
ックスするのは最高です。

10. 正解  (B)
男性は何について聞いていますか。
(A) 会議のチケット (C) 地元の地図
(B) 旅行情報 (D) 有名な海産物

11. 正解  (D)
男性はなぜロサンゼルスにいるのですか。
(A) 地元の料理を食べるため。 (C) 休暇を楽しむため。
(B) 顧客に会うため。 (D) 会議に出るため。

12. 正解  (C)
男性は明日の朝何をしますか。
(A) 旅行に行く。 (C) プレゼンをする。
(B) 家に帰る。 (D) 飛行機を予約する。
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p. 29
Part 4
問題1-3は次の宣伝に関するものです。

週末はBest Clothingへお越しください。夏の在庫一掃セールを
行います。最新ブランドのジーンズを含むあらゆる種類の服が
50％割引になります。そのジーンズは人気で、多くのファッショ
ン雑誌で取り上げられているので、この機会をお見逃しなく。セ
ールは日曜日の午後６時に終わります。お忘れなく。

1. 正解  (B)
その店はどんな商品を売っていますか。
(A) CD (C) 雑誌
(B) 服  (D) 宝石類

2. 正解  (A)
話し手は一部の商品について何と言っていますか。
(A) よく売れている。 (C) ６色ある。
(B) 夏にだけ使用される。 (D) 割引されない。

3. 正解  (C)
特別イベントはいつ終わりますか。
(A) 金曜日 (C) 日曜日
(B) 土曜日 (D) 月曜日   

問題4-6は次のお知らせに関するものです。

皆様、おはようございます。本日は大切なお知らせがあります。
午前10時から明日の朝まで、ほとんどのエレベーターがメンテ
ナンスのため使えません。１台のエレベーターは利用可能です
が、使わないようお願いします。障害者と高齢者専用です。代わ
りに階段をご使用ください。明日にはいつも通り６台すべてご使
用いただけます。

4. 正解  (A)
この話はいつ行われていると思われますか。
(A) 午前10時前  (C) 午後１時
(B) 午前10時 (D) 午後６時

5. 正解  (D)
聞き手は何をするよう求められていますか。
(A) お知らせをする。 (C) 高齢者の手伝いをする。
(B) ドアを閉める。 (D) 階段を使用する。

6. 正解  (C)
エレベーターは何台ありますか。
(A) １台 (C) ６台 
(B) ４台 (D) 10台

問題7-9は次のお知らせに関するものです。

昨日、Thomasバルブ工業株式会社は、新しい市の図書館に100
万ドルを寄付するとの発表を行いました。その図書館は若い世代
をターゲットとすることが予想され、絵本、マンガ、DVDを多く
蔵書します。７月２日には、才能ある若手写真家による特別写真
展を含む開館式が行われます。

7. 正解  (A)
主に何についての報告ですか。
(A) 市の図書館  (C) 新しい産業
(B) 写真学校 (D) 地元の会社

8. 正解  (D)
Thomasバルブ工業株式会社は何を行いましたか。
(A) 建物を建設した。 (C) DVDを販売した。
(B) 写真家を援助した。 (D) 図書館に寄付をした。

9. 正解  (C)
７月２日には何がありますか。
(A) 写真のクラスが始まる。 
(B) 慈善コンサートが開かれる。 
(C) 写真が展示される。
(D) 学校の子供たちが招待される。

問題10-12は次のラジオ放送に関するものです。

こちらはBaytownコミュニティーラジオのSatoshi Suzukiで
す。ご存じのように、ここ12時間ものすごい雨に見舞われまし
た。そして、約200世帯が洪水の被害を受けました。そのため、
市は３つあるコミュニティーセンターを開放する決定をしまし
た。もし助けが必要であれば、444-5566までお電話ください。
加えて、最新の情報は私たちのウェブサイトで間もなく入手可能
になります。

10. 正解  (C)
そのニュースは何についてのものですか。
(A) 地元のバスサービス (C) 水による損害 
(B) 新しい家 (D) 交通情報

11. 正解  (A)
市は地域の人々に何を提供しましたか。
(A) コミュニティーセンター  (C) 無料の食事
(B) 飲料水 (D) 携帯電話

12. 正解  (D)
聞き手はさらなる情報をどうやって入手できますか。
(A) 掲示板を見る。
(B) 新聞を読む。
(C) インフォメーションセンターに行く。
(D) ウェブサイトを訪れる。
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Unit 7　正解・和訳
p. 33
Part 5

1. 近年、日本では国際協力が推進されている。
正解  (D) 形容詞 international（国際的な）を受ける名詞を選ぶ。

2. S&S Financeは昨日、シンガポールに２番目となる事務所を
開いた。
正解  (B) yesterdayに注目。「過去形」であることがわかる。

3. Watersさんは新しい販売計画にコメントすることを控えた。
正解  (C) refrain from -ingで「～することを控える」。com-
mentは「動詞」「名詞（可算）」の両方が考えられるが、名詞ならば
refrained from commentsとしなくてはならない。

4. 日本は石油の供給を中東に依存するところが大きい。
正解  (D) rely onで「～に頼る／依存する」。

5. 電気自動車は環境に優しい社会に貢献すると言われている。
正解  (A) be said to doで「～すると言われている」。

6. 販売報告書は各月の終わりまでに提出しなければならない。
正解  (C) 「締切・期限」を表す前置詞by（～までに）を選ぶ。「（継
続的な）期間」を表すuntil（～まで）との違いに注意。

7. ZZA社は、革新的な製品が近々発売されると発表した。
正解  (B) 形容詞 innovative（革新的な）を受ける名詞を選ぶ。
product（製品）とproduction（生産）の違いに注意。

8. IHI社がハイブリッドエンジンの生産ノウハウを知っているか
どうか誰も知らない。
正解  (A) Nobody knowsに続く「目的語」になるのはwheth-
er（～かどうか）のみ。

9. 高速インターネットアクセスが無料で提供されるだろう。
正解  (C) 主語と動詞の関係が「能動」（～提供する）なのか「受動」
（～提供される）なのかに注目。

10. 雇用状況が良くないにもかかわらず、多くの学生が大企業で
働くことを望んでいる。
正解  (D) 空欄以降が＜S（主語）＋V（述語）＞の構造になって
いることに注目して「接続詞」を選ぶ。despite（～だけれども）
とbecause of（～のために）は前置詞。

11. この企業研修は実際的なアプローチで知られている。
正解  (B) ＜ its（代名詞）＋practical（形容詞）＋approach（名
詞）＞の形。

12. テレビメーカーは持続的に最新技術の向上に務めている。
正解  (B) improve ------- latest technology（～の最新技術を
向上させる）に注目。theirは「テレビメーカー」を指す。

13. 開館式は建設が終わり次第行われた。
正解  (B) opening ceremonyは「行われる」もの。また、after 
the construction finishedから「過去形」であることがわかる。
ちなみにfinishesならば (D)が正解。

14. Agnewさんは、努力したにもかかわらず、入学試験に合格す
ることができなかった。
正解  (B) 空欄のあとが名詞になっているので接続詞のwhileを
まず除外。except（～を除いて）、due to（～のために）。

15. 入社以来、新入社員はまだわれわれの期待に応えていない。
正解  (B) ourを受ける名詞がないことに注目。meet one’s 
expectationで「～の期待に応える」。

16. どうして貴社が成功したのか私たちに教えてください。
正解  (B) 「何がyour businessをsuccessにしたのか」と考え
て、knowに続く目的語を作る。when、that、whereを正解にす
るには直後に＜S＋V＞の構造が必要。

17. 近年、ガソリン価格は急激に上昇している。
正解  (D) 「動詞」の rise（上昇する）を修飾できるのは「副詞」の
rapidly（急激に）。

18. 私たちの計画に関心がありさえすれば、誰でもメーリングリ
ストに参加できます。
正解  (D) as long asで「～する限り」。

19. ストレスを管理する方法を知ることは大切です。
正解  (A) how to doで「～する方法」。

20. 英語で書かれた指示を理解しているかご確認ください。
正解  (A) ＜make sure (that) S＋V＞で「（that以下）を確認
する」。

21. この時期、新鮮な野菜に対する需要は高い。
正解  (B) 「名詞」のdemand（需要）を修飾できるのは「形容詞」
のhigh（高い）。

22. 研修会にいる間、参加者はその話題について自由に話し合う
ように求められた。
正解  (B) 空欄に続くのは＜S＋V＞の構造。接続詞を選ぶ。

23. 地域のイベントは、地元のビジネス関係者の人脈作りに役立
つことがよくある。
正解  (C) oftenは「現在形」のキーワード。主語が３人称単数で
あることに注目する。

24. 発表者が言っていることに耳を傾けましょう。
正解  (D) pay attention toで「～に注意する」。
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p. 36
Part 6

宛先： 　Karen Yamaguchi
送信者：　Carry Peltz
件名： 　ご注文のCD
日付： 　７月13日

Yamaguchi様

７月７日にお見えになった時、Texas Jazzオーケストラがリリ
ースした最新CDの在庫がなく申し訳ありませんでした。１週間
後に前回よりたくさんのCDが入荷することをご連絡いたしま
す。７月18日以降いつでもCDを受け取りにお越しください。
お待ちくださりありがとうございました。

敬具

Carry Peltz、カスタマーサービス部、部長
MYC音楽ストア

1. 正解  (C) コンマで挟まれた部分が the latest CDを修飾して
いる。CDは「発売する」ものなのか、それとも「発売される」もの
なのか。空欄直後のby「～によって」がヒント。

2. 正解  (C) ＜ in＋期間＞で「～後」を表す。＜ for＋期間＞は
「～の間」。byやuntilのあとにone weekのような「期間」が続
くことはない。

3. 正解  (A) ＜主語＋動詞＋目的語＞の構造になっている。
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Unit 8　正解・和訳
p. 37
Part 7
問題1-2は次のお知らせに関するものです。

鉄道の展示会

７月９日から７月３０日まで、Renlo博物館で特別展が一般公開
されます。それは、その地域で最も高速で運行する鉄道の25周
年を祝うものです。何百もの写真が、大展示室で展示されます。
博物館への無料送迎バスサービスは市の中心部から利用できま
す。詳しくは博物館ウェブサイト（www.renlo-museum.com）
をご覧ください。

1. 正解  (C)
この新聞発表の目的は何ですか。
(A) バスの運転手を称えること。
(B) 新しい博物館を宣伝すること。
(C) 展示会を発表すること。
(D) 新しいサービスを説明すること。

2. 正解  (C)
興味のある人はどうやってこのイベントに行けますか。
(A) 電車で (C) バスで
(B) 歩いて (D) 自転車で

問題3-4は次のEメールに関するものです。

宛先：　　全従業員
送信者：　Paul Barry、部長
日付：　　２月20日
件名：　　新しいプリンター

ご存じのように、プリンターの調子が最近良くありません。この
４年間ずっとオフィスで使っておりますので、新しいプリンター
を買ういいタイミングのように思われました。新しいプリンター
の注文はすでに私がしておきました。オフィス用品の会社による
と、２日後に５台のプリンターすべてが届きます。新しいオフィ
ス機器でみなさんの仕事がはかどることを願います。

3. 正解  (B)
Barryさんは古いプリンターについてどんなことを言っています
か。
(A) 紛失している。 (C) リサイクルされる。
(B) 多少問題がある。 (D) 正しい選択だった。

4. 正解  (C)
新しいプリンターはいつ届きますか。
(A) ２月２日 (C) ２月22日
(B) ２月20日 (D) ２月24日

問題5-6は次の情報に関するものです。

第30回年次スピーチコンテスト

MYC出版がスポンサーを務める第30回年次英語スピーチコン
テストが、11月13日に大阪の IHホールで開催されます。何百人
もの大学生から選ばれた10人の最終選考通過者は、再び競い合
うことになります。優勝者には、次の夏にオーストラリアで２カ
月間勉強する機会が与えられます。イベントに関する詳しい情報
はスポンサーのウェブサイト（www.myc.co.jp）でご覧いただけ
ます。

5. 正解  (B)
参加者は誰だと考えられますか。
(A) 高校生 (C) 会社員
(B) 大学生  (D) 言語療法士

6. 正解  (D)
優勝者は何を受け取りますか。
(A) 大阪での夏期休暇 (C) 大学の奨学金
(B) トロフィー (D) 海外で勉強するチャンス

問題7-8は次のレストランレビューに関するものです。

2012年10月２日

The Old Farmhouse

Northern Forest Bldg.
South Ave. 532番地
Miami, FL 30308
687-409-1041

最近はるばるカナダのトロントからこのレストランを訪れたの
は、友人の評価が高かったからだ。彼は正しかった。

このレストランは築100年になるレンガ造りのビル内にある。
内部の壁には地元の歴史的な出来事の写真が飾られている。メニ
ューは国際色豊かだが、一番の人気料理はピザだ。いったんその
店の手作りピザのおいしさを知ったら、私の真意がおわかりいた
だけるだろう。気前のいい分量なので、Lサイズのピザは２、３
人でシェアできるほどだ。

Thomas Lipton

7. 正解  (B)
著者はこのビルについてどんなことを言っていますか。
(A) カナダ式である。 (C) 内部が美しい。
(B) 昔に建てられた。 (D) 友達がデザインした。

8. 正解  (D)
このピザについてどんなことが述べられていますか。
(A) １人で食べることができる。
(B) 人気料理ではない。
(C) 毎日出されている。
(D) とてもおいしい。
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問題9-13は次のEメールと電話のメモに関するものです。

宛先：　　mobata@jmail.com
送信者：　howardst@moterengine.co.jp
日付：　　４月15日
件名：　　５月１日、インド

Obata様

先週の面接にお越しくださりありがとうございました。アシスタ
ントマネージャーの仕事をしていただけることを非常にうれしく
思います。タイでの３年間の職務経験は必ず、当社のインドスタ
ッフの訓練に役に立つことでしょう。

５月１日から働き始めることは可能でしょうか。急なお願いであ
ることは承知しておりますが、５月10日に現地スタッフのトレ
ーニングを予定しておりますので、できるだけ早急にわれわれの
チームに加わっていただきたいのです。

敬具

Howard Steel
人事部長
TTFエンジン開発

メモ

宛先：　　　　Howard Steel
送信者：　　　Mika Obata
電話番号：　　793-555-4900
時刻／日付：　午後３時40分／４月16日
用件：　　　　 Obataさんは現在お勤めの会社に４月30日まで

勤務しなければなりませんので、勤務開始日の変
更を希望しております。できるだけ早く折り返し
電話をかけてほしいそうです。

受信者：　　　Ivan Vincent

9. 正解  (A)
SteelさんはなぜEメールを書きましたか。
(A) Obataさんに新しい職について伝えるため。
(B) Obataさんを面接に招くため。
(C) Obataさんにボーナスを与えるため。
(D) Obataさんにアドバイスを求めるため。

10. 正解  (D)
Steelさんとは誰ですか。
(A) アシスタントマネージャー (C) 工場労働者
(B) 販売担当者 (D) 会社役員
 
11. 正解  (C)
Obataさんはいつ仕事を始めるよう求められていますか。
(A) ４月16日 (C) ５月１日
(B) ４月30日 (D) ５月10日

12. 正解  (C)
メモを書いたのは誰ですか。
(A) Howard Steel (C) Ivan Vincent
(B) Mika Obata (D) インド出身のスタッフ
 
13. 正解  (D)
ObataさんがSteelさんに求めていることは何ですか。
(A) 別の会社と契約する。
(B) 翌日、自分に電話する。
(C) 自分を現地スタッフに紹介する。
(D) 自分の勤務開始日を変更する。
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Unit 9　正解・和訳
p. 43
Part 5

1. 次のプロジェクトに向けたアイデアがあれば、７月２日までに
いつでもご提出ください。
正解  (A) ＜ If S＋V＞で「～ならば」。whetherは「～かどうか」
「～であろうとなかろうと」という２通りの意味があるが、ここで
はどちらも適さない。

2. 上司は従業員の強みと弱みを知っておく必要がある。
正解  (C) our employees’ のアポストロフィ（’）に注目。「（誰々
の）～」という形で直後に「名詞」が続く。

3. 500以上の最新ハイテク製品の見本が展示されるだろう。
正解  (D) displayは「（人が）～を展示する」という他動詞。こ
こでは、主語は人ではないので「受身」（be動詞＋過去分詞）の形
になる。

4. 最終的な決定が出された時点で、あなたからの連絡をお待ちし
ております。
正解  (D) ＜ look forward to -ing /名詞＞で「～することを楽
しみにしている」。

5. 子供たちは、地域が用意する放課後プログラムを楽しんでいる
ようだ。
正解  (C) afterschool programs（that S＋V）で「SがVする
afterschool programs」。関係代名詞の thatは人以外も修飾で
きる。

6. イベントから集められたすべてのお金はチャリティーに使用
される。
正解  (C) all the money（すべてのお金）を後ろから修飾する形。
この raisedは形容詞（名詞を修飾）の役割を果たしている。

7. 誰もが彼のプレゼンの成功を喜んでいる。
正解  (A) ＜ the＋名詞＋of＞の形。

8. 燃費のいい車は依然高価だが、人気が出てきている。
正解  (A) even thoughで「～だけれども」。althoughと同じ「逆
接」の意味を持つ。

9. 年間10億ドル以上が医療費に使われている。
正解  (C) ＜spend＋お金＋on＞で「（人が）～にお金を使う」。
この場合、お金が主語なので「受身」（～される）になる。

10. インド出身の何百人ものエンジニアが、毎年雇用されている。
正解  (C) 人を修飾する関係代名詞を選ぶ。come from India
の主語に相当することからwhoと thatの両方が考えられるが、
thatはコンマのあとに使うことができない。

11. 私たちは、８月６日に新製品を発売する準備が十分できてい
ると思う。
正解  (D) ＜ feel＋形容詞＞の形。well prepared（準備がよく
できている）は、well known（よく知られている）と同じように
形容詞として使われる。

12. 現地のコミュニティーカレッジは、参加者に創造的な能力を
高める機会を提供している。
正解  (C) a chance（名詞）を修飾する「不定詞の形容詞的用
法」。

13. 英語を話す時は、完璧でなくても大丈夫だと自分に言い聞か
せましょう。
正解  (D) ＜ remind 人 that S＋V＞で「人に～だと思い出させ
る」。remindするのはyouで「それと同じ代名詞が目的語の位置
に入る」場合、再帰代名詞（oneself）を使う。

14. 研究によれば、金銭的なストレスは健康にマイナスの影響を
与える。
正解  (B) ＜Research shows that S＋V＞という構造に注
目。stress（名詞）を修飾するfinancial（形容詞）が入る。

15. ２週間におよぶ研修期間のあと、新入社員は仕事を与えられ
た。
正解  (B) 空欄のあとが the two-week training periodと名詞
なので、前置詞を選ぶ。

16. デジカメに問題が見つかった時、Karenは客のクレームに対
応しなければならなかった。
正解  (D) ＜when S＋V＞に注目すると時制が過去であること
がわかる。

17. 週末はお客様相談窓口を利用できません。
正解  (B) 主語になるのは representative（担当者）のみ。

18. ほとんどの商品は２営業日以内に配送されます。
正解  (D) ＜within＋期間＞で「～以内」。

19. オンラインプログラムの詳細な説明は、弊社のウェブサイト
をご確認ください。
正解  (B) ＜a（冠詞）＋ full（形容詞）＋名詞＞の形。

20. 弊社の製品を試していただけるよう無料サンプルをお届けい
たします。
正解  (A) ＜so that S＋V (can)＞で「目的」（～できるように）
を表す。

21. これはストーリーを理解するのに細心の注意が必要な映画で
す。
正解  (C) pay attention to「～に注意を払う」の受身の形。
whereは関係副詞で直前のmovieを修飾している。

22. 梅雨は来月まで続くことが予想される。
正解  (C) until（～までずっと）は「継続的な期間」を表す。

23. 弊社の新しいソフトウェアは、もう数日間利用できない模様
です。
正解  (C) be likely to doで「～しそうである」。

24. Wildflower出版は、すでにその書籍の追加注文を受けていま
す。
正解  (C) orders（名詞）を修飾できるのはadditional（形容詞）。
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p. 46
Part 6

宛先：　　Smithson工業の従業員
送信者：　Takao Kuwano、人事部長
日付：　　10月10日
件名：　　来年の採用手順

2012年は、海外企業からの強い需要のため、昨年度に比べて売
上が15％伸びました。しかしながら、来年に関してはそれらの
海外企業が独自にエンジン部品を開発してきているため、当社の
主要な輸出製品はあまり売れないことが大いに予想されます。そ
れゆえ、2013年は非正規社員の雇用をしない決定を下しました。

1. 正解  (B) 「原因・理由」を表す前置詞due to（～のために）を
選ぶ。

2. 正解  (C) 「2012年は良かった」しかし「来年度は良くない」
のように空欄前後の文脈を大きくとらえる。

3. 正解  (B) on one’s ownで「独力・自力で」。
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Unit 10　正解・和訳
p. 47
Part 7
問題1-3は次の広告に関するものです。

Borderless旅行会社ではスタッフを募集

Borderless旅行会社は、弊社の旅行サービスをサポートしてく
れる３人の日本語を話せる人材を探しております。担当していた
だくことになる業務は、「お客様からの電話応対」や「ツアーコン
ダクターの補助」といったようなものです。これは2013年の９
月１日から年末までの非常勤の仕事です。応募を希望される方は
日本語と英語が流暢に使えなくてはなりません。応募するには、
履歴書をEメールで人事部長のMichel Anderson（m-anderson 
@bord-trav.com）までお送りください。締切は８月17日です。

1. 正解  (C)
この広告の目的は何ですか。
(A) 安いツアーを販売すること。
(B) Michel Andersonさんを紹介すること。
(C) 非常勤の社員を雇うこと。
(D) 新しいキャンペーンを知らせること。

2. 正解  (D)
応募者の要件は何ですか。
(A) 大学の学位 (C) ツアーコンダクター経験
(B) 経営手腕 (D) 言語能力　

3. 正解  (A)
応募者はいつまでに履歴書を送らなければなりませんか。
(A) ８月17日  (C) ９月30日
(B) ９月１日 (D) 12月31日

問題4-5は次のメモに関するものです。

メモ

送信者：　Ralf Harmer、広報役員、Greenvilleアパート住民組合
宛先：　　全住民
日付：　　11月10日
件名：　　住民組合の選挙

住民組合へのご支援ありがとうございます。12月10日に行われ
る次の会議では、来年の役員を決める選挙について話し合います。
「会長」「会計」「書記」の３つの役職が空いております。ご存じで
しょうが、現在の会長Pauline Tomlinsonさんはもうすぐ引越し
で出て行かれますし、他の２人も来年は交代したいと言っており
ます。これらの役職のうちいずれかに興味はありますか。そうで
あるなら、なるべく早くお知らせください。

4. 正解  (A)
このメモは誰が送りましたか。
(A) 広報役員  (C) 会長
(B) 会計担当 (D) 何名かの住民

5. 正解  (B)
現在の会長について何が言われていますか。
(A) 新しい役職に興味がある。
(B) この地域を出て行く。
(C) 住民からの連絡を望んでいる。
(D) 次の会議は欠席する。

問題6-8は次のお知らせに関するものです。

24時間サービス

病院に入ることになってもご心配なさらないでください。緊急疾
患であろうとなかろうと、弊社 (777) 660-358までお電話くだ
さるか、insurancesupport@craigs.comまでEメールをお送り
ください。24時間体制でお客様担当窓口を設置しております。
お客様の名前と保険証券番号、そして病院名の確認が取れ次第、
直ちに医療費還付の手続きを開始いたします。手続きが終わるま
で、忘れずに支払記録を保管しておいてください。

Craig保険サポートセンター
Peachtree Avenue 510番地
San Antonio, TX 350882

6. 正解  (A)
このお知らせは誰に向けたものだと思われますか。
(A) 保険の客　 (C) お客様窓口担当
(B) 医療スタッフ (D) 病院勤務者

7. 正解  (D)
この会社はどんなサービスを提供していますか。
(A) 速達サービス (C) 病院への無料送迎
(B) ネットでの相談 (D) 24時間のサポート

8. 正解  (B)
お客は何をするよう勧められていますか。
(A) 24時間以内にEメールを送る。
(B) 医療費のレシートを取っておく。
(C) 毎日この会社と連絡を取る。
(D) 病院に電話する。

問題9-11は次のお知らせに関するものです。

Feretti’sフィットネスジムは、水曜日にもう休業いたしません。
４月１日から30日までアンケートを実施し、当ジムが休業日を
設けるべきではないとのご提案を56％のお客様からたまわりま
した。その結果、６月１日から当施設は週７日ご利用いただけま
す。加えて、お客様のご意見に基づいて、夏季の営業時間を延長
いたします。これらの変更により、私どもの大切なお客様に、ジ
ムをもっと気軽にご利用いただけることを願っております。

通常の営業時間
月曜日～金曜日 午前９時～午後９時
土曜日＆日曜日 午前８時～午後８時

延長後の営業時間（７月１日から８月31日まで）
月曜日～金曜日 午前８時～午後10時
土曜日＆日曜日 午前７時～午後９時
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9. 正解  (B)
このお知らせの目的は何ですか。
(A) 会員証を販売すること。
(B) 新しい営業時間を紹介すること。
(C) 営業再開日を発表すること。
(D) 定期的な運動を勧めること。

10. 正解  (D)
Feretti’sフィットネスジムはなぜ水曜日に営業するのですか。
(A) もっと多くの従業員を雇うため。
(B) 売上目標を達成するため。
(C) 特別なイベントを開催するため。
(D) お客様のニーズに応えるため。

11. 正解  (C)
Feretti’sフィットネスジムは、夏のスケジュールをいつ開始しま
すか。
(A) ４月30日 (C) ７月１日
(B) ６月１日 (D) ８月31日

問題12-16は次の広告とEメールに関するものです。

2013年２月２日

ウィンターセール !!
XPW 7000 ― 一番売れ筋のノートパソコン！

今週限り、最大で20％の節約！ 

割引価格320ドル（小売価格400ドル）で最新ノートパソコンを
手に入れましょう。平均18時間という優れたバッテリーの駆動
時間で、ビデオや音楽、そして写真を楽しむことができます。加
えて、特別アフターサービスに30ドルを余分に支払っていただ
くと、２年間の保証（通常よりも１年長い）が与えられます。

Thompson家電

宛先：　　Thompson家電
送信者：　Helen Chang
日付：　　11月29日
件名：　　修理のお願い

担当者の方へ

２月にそちらの店でノートパソコン（XPW 7000）を購入しまし
たが、昨日故障してしまいました。それから自分で修理を試みて
いるのですが、私にできることは何もないようです。一番心配な
のはデータのバックアップを取っていないことです。データを取
り戻すことができなければ、仕事でとても困った事態となります。
まだ１年間の保証期間に該当すると思うのですが。

なるべく早くご連絡いただけますようお願いいたします。

Helen Chang

12. 正解  (B)
この割引で顧客はいくら節約できますか。
(A) 30ドル (C) 320ドル
(B) 80ドル　 (D) 400ドル

13. 正解  (A)
XPW 7000についてどんなことが述べられていますか。
(A) バッテリーが長時間持つ。 (C) １年間だけ保証される。
(B) 毎日割引される。 (D) 数年間入手可能である。

14. 正解  (C)
ChangさんはなぜEメールを書きましたか。
(A) 自分の製品を売るため。
(B) 返金してもらうため。
(C) 修理のサービスを頼むため。
(D) 新しいパソコンを注文するため。

15. 正解  (B)
Changさんの一番の心配は何ですか。
(A) パソコンを修理できなかった。
(B) パソコンのデータを失うかもしれない。
(C) パソコンを取り戻せない。
(D) 仕事を失うかもしれない。

16. 正解  (C)
Changさんはどのくらいノートパソコンを使用していますか。
(A) 約１カ月 (C) 約10カ月
(B) 約半年 (D) 約３年
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Unit 11　正解・和訳
p. 53
Part 5

1. パソコンユーザーは、定期的なデータのバックアップを推奨さ
れている。
正解  (B) ＜ It is ～ that S＋V＞の形。itは形式主語で that節
を指す。

2. 第10回年次会議は、６月30日から７月２日までの間に開催
される。
正解  (B) from A to Bで「AからBまでの間」。

3. 報告書に基づいて、鈴木さんは2013年の新しい販売目標を発
表した。
正解  (D) based on ～で「～に基づいて」という決まり文句。

4. ほとんどの大学のウェブサイトは、日本語と英語の両方で書か
れている。
正解  (A) both A and Bで「AとBの両方」。

5. Nasadyさんは、年に一度、チャリティーを行うグループを支
援することに特に関心があります。
正解  (C) ＜be interested in -ing /名詞＞で「～に興味があ
る」。

6. 私たちの部署の若い従業員の中には、部長よりも多くの売上を
たたきだす者がいる。
正解  (B) thanで「～よりも」。younger employeesとmanag-
erを比較している。

7. 定期的な運動をすることは、私たちが効率的に働く上で役に立
つ。
正解  (C) work（動詞）を修飾できるのはeffectively（副詞）。

8. この２つの会社は、提携を続けるかどうかの話し合いを始め
た。
正解  (A) whether（～かどうか）のあとは＜S＋V＞が続くの
が一般的だが、whether to doというパターンもある。

9. 私たちは、これから６カ月の間、10人の非正規社員を雇いま
す。
正解  (C) next six monthsから「未来」、つまりwillを使うこと
がわかる。それに加えて、主語と動詞の関係が「能動」（雇う）。

10. 改修工事のお知らせは１週間前に伝えられるだろう。
正解  (A) in advanceで「前もって」。

11. その地域の人口は2020年までに倍増するだろう。
正解  (D) by「（期日）までに」は、しばしば未来完了形（will 
have＋過去分詞）とセットで使われる。

12. 石油価格は強い需要のため上昇した。
正解  (A) due toで「～のために（原因・理由）」。

13. 進行中の道路建設は地元の経済に影響を与えているようだ。
正解  (B) seem to doで「～するようだ」。affectとbe affecting

はどちらも原形で始まっているが、ongoingから「今、現在進行
中の」というニュアンスになる。

14. コスト削減は最も難しい仕事の１つである。
正解  (B) ＜one of the most＋形容詞＋複数名詞＞で「最も～
な……の中の１つ」。

15. 多くの人々が、最近のテレビ番組はつまらないと考えている
ようだ。
正解  (C) テレビ番組は「（人々を）退屈させる」と考え、-ingを
選ぶ。

16. 研修会でグループのメンバーは初めに自己紹介するよう勧め
られた。
正解  (D) 「主語」のgroup membersが introduceの「目的語」
としてもう一度登場。こういう場合、主語が再び帰ってくると考
え、再帰代名詞のoneselfを選ぶ。

17. 才能豊かなスタッフを引き付けようとする当社の努力は、長
年成功している。
正解  (D) 元となる主語はour efforts（複数形）。修飾部分（不
定詞の形容詞的用法）の talented staff（単数形）に惑わされない
よう注意する。

18. 連絡先の変更はどんなものでもお知らせください。
正解  (C) ＜keep A＋現在 /過去分詞＞で「Aを～の状態にして
おく」。この場合、keepの主語はyouであるので、再帰代名詞
（ourselves）ではなく目的格（us）を選ぶ。

19. フランスやドイツのような国々はEUに含まれています。
正解  (D) Countriesは「含む」のか「含まれる」のかという判断
が必要。

20. 会議において、参加者はいつ質問できるのか定かではない。
正解  (D) questionsが抜けていればwhatが正解になる。

21. いかなるご不便に対しても弊社はお客様に心から謝罪しま
す。
正解  (D) apologize（動詞）を修飾できるのはsincerely（副詞）。

22. ほとんどの発表者がスライドをただ読んでいただけでガッカ
リでした。
正解  (C) 複数形を取れるのはmostのみ。everyとeachはど
ちらも単数形を伴い、almostは直後に名詞が続くことはない。
＜almost all＋複数形＞で「ほとんどすべての～」。

23. 出張のあと、必ず交通費を払い戻してもらってください。
正解  (B) ＜have A＋過去分詞＞で「Aを～してもらう」。

24. プロの建築家は、２日間にわたるデザインコンテストへの参
加を勧められるだろう。
正解  (A) be invited to doで「～するよう勧められる」。＜be 
invited to＋場所＞で「～に招待される」というパターンもある。
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p. 56
Part 6

Hewson電機によると、Floridは市場で一番売れているスマート
フォンです。最も重要な特徴の１つは、バッテリー駆動時間が長
いことです。
スマートフォンユーザーはたいてい、１日に１回は充電しなけれ
ばなりませんが、Floridを使うと３日間もの使用が可能になりま
す。

1. 正解  (D) ＜one of the most＋形容詞＋複数形＞で「最も～
な……の１つ」。

2. 正解  (A) once every dayは「習慣」を表すキーワード。つ
まり現在形となる。

3. 正解  (D) ＜allow 人 to do＞で「人が～することを許す」。
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Unit 12　正解・和訳
p. 57
Part 7
問題1-2は次のお知らせに関するものです。

新しい駅ビル

Youngtown鉄道は、Langston駅の新しいビルが７月15日の日
曜日にオープンすると発表しました。2010年の夏に建設が開始
されてからほぼ２年が経とうとしています。新しいビルのおかげ
で、北口と南口の移動がずっと楽になることでしょう。そして、
利用者にとって旅がさらに便利になります。加えて、多彩なレス
トラン、ホテル、書店、そして２つの大手電機店がビルに入ります。
それゆえ、電車を利用する人だけでなく、街中から一般の人々も
駅を訪れて買い物をするようになることでしょう。

1. 正解  (B)
なぜ新しい駅ビルが開発されたと考えられますか。
(A) 建設業者に仕事を与えるため。
(B) 列車の乗客に対するアクセスを向上するため。
(C) その地区をもっと最先端の街にするため。
(D) 鉄道の２周年を記念するため。

2. 正解  (C)
新しいビルについてどんなことが述べられていますか。
(A) 地元の人々によってのみ使用される。
(B) いくつかの食料品店が入っている。
(C) より多くの顧客をその地区へ集める。
(D) 乗客の数を倍増させる。

問題3-4は次の新聞記事に関するものです。

電気自動車の人気上昇

電気自動車、もしくはEVは、ニューヨーク、バルセロナ、アムス
テルダム、上海といった世界の主要な16都市で次第に人気を集
めています。ロサンゼルスもEVの人気が高い都市で、2020年
までに600万台を販売する目標を掲げています。ロサンゼルス
にあるレンタカー会社によれば、一部に車を購入しない人がいる
とのことです。彼らは環境保護に貢献したいと思っているため、
車、特にEVのような環境にやさしい車を好んで借ります。この
意見に基づき、以前にも増して多くのロサンゼルスのレンタカー
会社が、現在では電気自動車を提供しています。

3. 正解  (D)
この新聞記事の主な目的は何ですか。
(A) 新しいタイプの車を推進すること。
(B) 環境保護に役立つ方法を示すこと。
(C) 自動車会社を宣伝すること。
(D) 車の新しい流行を論じること。

4. 正解  (B)
ロサンゼルスについて何が述べられていますか。
(A) レンタカー会社を誘致しようとしている。
(B) 電気自動車のさらなる導入に熱心である。
(C) 世界で一番多くの電気自動車がある。

(D) 600万人の電気自動車ユーザーがいる。

問題5-7は次のEメールに関するものです。

宛先：　　全従業員
送信者：　Akiko Tachibana、社長
日付：　　４月28日
件名：　　George Ferrisさんのパーティー

Good Day出版の社長として、Ferrisさんを当社にお迎えするこ
とを非常にうれしく思います。ご存じのように、彼は当社の英語
テキスト部門を統括します。彼のために歓迎会を開催したいと思
います。パーティーにはご家族に来ていただいても構いません。
下記が詳細となります。

日時：　５月10日（金）、午後６時～８時
会費：　20ドル（従業員）、30ドル（家族）
場所：　Apple Hillレストラン̶South Street
料理：　イタリア料理のバイキング（ドリンクを含む）

地図と道順はこのEメールに添付されています。

5. 正解  (C)
このEメールの主な目的は何ですか。
(A) 昇進を発表すること。
(B) 予約すること。
(C) イベントにスタッフを招待すること。
(D) 新しい本を宣伝すること。

6. 正解  (D)
Ferrisさんとは誰ですか。
(A) 昔の同僚 (C) 社長
(B) スタッフの夫 (D) 新しい社員 

7. 正解  (B)
TachibanaさんはEメールと一緒に何を送りましたか。
(A) レシピ (C) レストランのクーポン
(B) 地図  (D) 名前のリスト

問題8-10は次の広告に関するものです。

Kanemura旅館

海外からの富士登山のための特別なツアー！
初心者の方、歓迎！

ツアー内容
・Kanemura旅館での１泊、登山口からたったの10分
・旅館から無料の送迎バスサービス
・ 英語のガイドが登山のお供をして、ベストスポットをご案内
・地元産の牛肉と野菜が入った日本のお弁当

39,900円ポッキリ！

３人以上のグループには、個々の登山客に20％が割引されます。
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8. 正解  (A)
このツアーの利点の１つは何ですか。
(A) 登山場所への無料乗車 (C) 旅館での２泊の滞在
(B) 初心者への登山レッスン (D) 登山前の英語のレッスン

9. 正解  (B)
現地の専門家は参加者に何ができますか。
(A) 一番のレストランに連れて行く。
(B) 現地を案内する。
(C) 代表的な料理を出す。
(D) 他の登山客に紹介する。

10. 正解  (B)
参加者はどうやって割引を得ることができますか。
(A) 前もって代金の20％を支払う。
(B) 別の２人と宿泊する。
(C) ネットで予約をする。
(D) 旅館に直接電話する。

問題11-15は次のお知らせとEメールに関するものです。

Comptonコミュニティーセンター
４月のイベントスケジュール

４月８日：　「ヨーロッパの経済状況の影響」
講演者：　　Billy Conrad
時間：　　　午前９時～午前11時
費用：　　　無料

この講演で、Conrad氏はヨーロッパの経済危機が世界の様々な
地域にどのような影響を及ぼすかについて話します。彼は特に、
中国と韓国の製造業に対する影響に注目しています。地元の大学
教授であるConrad氏は、世界経済について多くの著書を出版さ
れています。

４月22日：　「料理―生活の質」
講演者：　　 Mariko Yamazaki
時間：　　　 午前11時～午後１時
費用：　　　 ５ドル

日本の料理専門家として有名なYamazakiさんが、季節の野菜を
調理するための独自のヒントを教えてくださいます。参加者は実
際に料理を体験し、あとでおいしくて健康的なランチを一緒に楽
しむことができます。エプロンをお持ちになってください。

宛先：　　Comptonコミュニティーセンター
送信者：　Nandini Singh
日付：　　３月５日
件名：　　本の名前

拝啓

４月にConrad氏の講演に参加することを心待ちにしています。
理由の１つは、私が大学でヨーロッパ経済を勉強しているからで
す。講演の理解を深めるため、Conrad氏の著書を前もって１冊
か２冊読んでおきたいと思います。ネットでもう探しましたが、
たくさんありすぎて自分で決めることができません。何かお勧め

はありますでしょうか。

敬具
Nandini Singh

11. 正解  (A)
学術的な講演は何時に始まりますか。
(A) 午前９時  (C) 午前11時
(B) 午前10時 (D) 午後12時

12. 正解  (D)
Billy Conradはどんな話題について話しますか。
(A) 大学生向けの自分の新刊本
(B) ヨーロッパの企業とビジネスを行うこと
(C) 中国と韓国との違い
(D) ヨーロッパ経済の影響 

13. 正解  (C)
Yamazakiさんは講習会で何を提供しますか。
(A) 代表的な日本のエプロン (C) 料理のレッスン　
(B) 新鮮な春野菜 (D) 自分のレシピ本のコピー

14. 正解  (B)
SinghさんはなぜEメールを送りましたか。
(A) 講演会の登録を取り消すため。
(B) 本についての情報を入手するため。
(C) 中心部への行き方を尋ねるため。
(D) 大学の講座に申し込むため。

15. 正解  (D)
４月のイベントについて何が述べられていますか。
(A) すべて無料である。
(B) １週間に一度開催される。
(C) 同時に行われる。
(D) １人の話し手を取り上げる。


