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TEACHER’S MANUAL



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. 44 
Unit 9 
Part 5  9. 

(D) planed (D) planned 

p. 47 
Unit 10 
Part 7  2. 

When is the percentage for unmarried 
women aged 50? 

What is the percentage for unmarried 
women aged 50? 

p. 59 
Unit 12 
Part 7  6. 

(B) Sales in the market are refrain 
from eating out. 

(C) People in Southeast Asia 
welcome the new customers. 

(B) Sales in the market are showing 
improvement. 

(C) People in Southeast Asia refrain 
from eating out. 
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Unit 1　スクリプト
p. 7
Part 1

1. 
(A) The man is eating bread.
(B) The man is holding a cup. 
(C) The man is wearing a necktie.
(D) The man is putting on a jacket.

2. 
(A) The woman is crossing her arms.
(B) The woman is taking a shower.
(C) The woman is watering the plant. 
(D) The woman is sitting on the floor.

3. 
(A) Some people are strolling under the trees. 
(B) Some people are looking up at the flowers.
(C) Some people are waiting in line.
(D) Some people are walking up the stairs.

4. 
(A) Some ships are docked along the coast.
(B) Some boats are occupied. 
(C) Some people are seated on a bench.
(D) Some people are swimming in the water.

5.
(A) They are sitting side by side.
(B) They are lying on the picnic sheet. 
(C) They are putting out some dishes.
(D) They are having a picnic. 

6.
(A) The woman is taking some pictures.
(B) The woman is standing next to some electrical  
　　goods.
(C) The woman is fixing some cameras.
(D) The woman is replacing the lamp.

p. 10
Part 2

1. 
What did you think of the budget?
(A) In the bath.
(B) I thought the same thing.
(C) Overall, it looked good. 

2.
Where have you been?
(A) It’s almost five.
(B) To get a sandwich. 
(C) I’ve been there twice.

3.
When will the renovations be finished?
(A) Submit your resume.
(B) It’s under construction.
(C) October, I heard. 

4.
Why didn’t you come to work yesterday?
(A) I had a cold. 
(B) He drove me home.
(C) I like this workplace.

5.
Has the new digital device arrived?
(A) You can handle it.
(B) Divide them into smaller pieces.
(C) No, but it’ ll come later today. 

6.
Were you upset when you heard about Terry quitting?
(A) It was just today.
(B) Yes, but I understand his reasons. 
(C) He doesn’t have time to attend training.

7.
It sounds like you’ ll be transferred to the head office.
(A) We’re short of office supplies.
(B) I’ve already shipped it.
(C) How did you know that? 

8.
Hasn’t he sent us the brochures yet?
(A) He’s supposed to deliver them.
(B) Yes, they’re on your desk. 
(C) They broke the record.

9.
Would you prefer to check those figures, or shall I?
(A) Can you do it? 
(B) I like them both.
(C) A number of packages.

10.
Do you need a ride back home or are you taking the train?
(A) Three blocks from here.
(B) Thanks, but I’ve already bought a ticket. 
(C) I work as a trainee.
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Unit 1　正解・和訳
p. 7
Part 1

1. 正解  (B)
(A) 男性はパンを食べている。
(B) 男性はコップを持っている。
(C) 男性はネクタイを身に着けている。
(D) 男性はジャケットを着ようとしている。

2. 正解  (C)
(A) 女性は腕を組もうとしている。
(B) 女性はシャワーを浴びている。
(C) 女性は植物に水をやっている。
(D) 女性は床に座っている。

3. 正解  (A)
(A) 何人かの人々が木々の下を歩いている。
(B) 何人かの人々が花を見上げている。
(C) 何人かの人々が列を作って待っている。
(D) 何人かの人々が階段を上っている。

4. 正解  (B)
(A) 何隻かの船が岸辺に着岸している。
(B) 何隻かのボートが使用されている。
(C) 何人かの人々がベンチに座っている。
(D) 何人かの人々が水中を泳いでいる。

5. 正解  (D)
(A) 彼らは並んで座っている。
(B) 彼らはピクニックシートの上に寝そべっている。
(C) 彼らは何枚かの皿を取り出している。
(D) 彼らはピクニックをしている。

6. 正解  (B)
(A) 女性は何枚かの写真を撮っている。
(B) 女性はいくつかの電化製品の隣に立っている。
(C) 女性はカメラを修理している。
(D) 女性はランプを交換している。

p. 10
Part 2

1. 正解  (C)
あなたは予算に対しどう思いましたか。
(A) お風呂の中です。
(B) 同じことを思っていました。
(C) 全体的に良さそうでした。

2. 正解  (B)
どこに行ってたの？
(A) ほぼ５時です。
(B) サンドイッチを買いに。
(C) 私はそこへ2度行ったことがあります。

3. 正解  (C)
改築はいつ終わりますか。
(A) 履歴書を提出しなさい。
(B) 工事中です。
(C) 10月だと聞きました。

4. 正解  (A)
なぜ昨日仕事に来なかったのですか。
(A) 風邪を引いていました。
(B) 彼が車で私を家まで送り届けてくれました。
(C) この職場が好きです。

5. 正解  (C)
新しいデジタル製品は届きましたか。
(A) あなたならできます。
(B) それらを小さく分けなさい。
(C) いいえ、でも、それは今日遅くに届きます。

6. 正解  (B)
テリーの辞職を聞いた時、動揺しましたか。
(A) それはちょうど今日でした。
(B) はい、でも理由はわかります。
(D) 彼はトレーニングに参加する時間がありません。

7. 正解  (C)
あなたは本社へ異動するそうですね。
(A) オフィス用品が不足しています。
(B) すでにそれを送りました。
(C) どうやって知ったのですか。

8. 正解  (B)
まだ彼は冊子を送ってきていないの？
(A) 彼がそれらを配達することになっています。
(B) 送ってきました。あなたの机の上にあります。
(C) 彼らは記録を破りました。

9. 正解  (A)
その数字は自分で確認されますか、それとも私がやりましょうか。
(A) やっていただけますか。
(B) 私は両方とも好きです。
(C) たくさんの荷物です。

10. 正解  (B)
自宅まで車でお送りしましょうか、それとも電車を使いますか。
(A) ここから３ブロックです。
(B) ありがとう、でも、すでに切符を買ってしまいました。
(C) 研修生として働いています。



4

Unit 2　スクリプト
p. 11
Part 3

Questions 1 through 3 refer to the following 
conversation.

W: David, we’ re out of paper for the printer. Do you know 
where to get a new package? 

M: Did you check the cabinet nearby? I’m sure there’ re 
still some extra packs of paper in it. 

W: Oh, I should have checked there first. Anyway, I have 
to print all the handouts for the orientation. It’ ll be held 
at 2 o’clock. Did you hear anything about the event?

M: Yes. The director of Human Resources e-mailed us 
yesterday. It’s for new employees, right?  

Questions 4 through 6 refer to the following 
conversation.

M: Hello, this is Tsuyoshi Koga from MYK Printing 
Company. Could I speak to Michelle Wilson? 

W: Oh, she just left the office to see a client. She probably 
won’t come back until 6:30 P.M. May I take a 
message?

M: Thank you. This morning I sent a new design for her 
business cards by e-mail. I was wondering if she likes 
it or not.

W: Could you call her on her mobile phone directly? I’m 
sure she wants to talk to you about the card design. 

Questions 7 through 9 refer to the following 
conversation.

W: I heard you went to that big festival in your 
neighborhood. How was it? 

M: It was great. I especially enjoyed seeing some drum 
performances. But the fireworks display, the climax of 
the event, was canceled because of the rain.

W: That’s so disappointing! When I went to see the 
fireworks two years ago, they were impressive!

M: I didn’t know you were there. Why don’t you stop by 
my house next year? You can see the fireworks from 
the balcony. It’s very close. 

Questions 10 through 12 refer to the following 
conversation.

M: Hey, you need some help? You look very busy. 
W: I’m having a birthday party for my daughter, and I have 

to leave the office by 6 o’clock. But as you know, 
Karen is absent with a cold. So I don’t think I can finish 
up the report by then. 

M: I can work some extra hours and finish it up for you. 
You’ve got to leave. It’s almost 6.

W: I really appreciate it. It will probably take two more 
hours to finish. 

p. 13
Part 4

Questions 1 through 3 refer to the following 
announcement.

Good morning! Welcome to Farmer’s Groceries. Today is 
Thursday, so we offer senior customers, 60 years old or 
over, a 5 percent discount on all items except alcoholic 
drinks and cigarettes. Please make use of this once-a-
week special event. Just remember you should have your 
senior membership card and show it to the store clerk at 
the cash register. If you don’t have a card yet or have lost 
it for some reason, stop by the service counter. Our 
customer service staff will help you. Thank you for 
shopping at Farmer’s Groceries.  

Questions 4 through 6 refer to the following telephone 
message.

Hi, my name is Tomomi Sato. I’m calling about the online 
business English program your company started offering 
in February. A friend of mine told me that it’s easy to 
understand and very effective. She especially likes your 
writing lessons and the way feedback is given. So I really 
want to register for the April program. Could you get back 
to me and let me know if I can still sign up for it? I know 
your program is becoming popular lately. Thank you.  

Questions 7 through 9 refer to the following 
announcement.

Welcome to our fitness gym orientation. As you know, our 
brand-new facility will open on Wednesday, tomorrow. It’s 
located on the seventh floor of this building, and you can 
use it any time from 6 A.M. to 9:30 P.M. Please note that 
instructors are available only in the morning up until 8 
o’clock. I hope you will enjoy working out and that it will 
help you lead a healthy lifestyle. OK, now I’ ll pass around 
the sign-up forms. Please fill one out and bring it to me 
along with the membership fee.   

Questions 10 through 12 refer to the following 
announcement.

Attention passengers on the JYK Airlines Flight to 
Vancouver. We’re sorry that we’ re already delayed 15 
minutes due to a heavy snow fall. We’re now trying to 
remove the snow on the runway, and it looks like we’ ll be 
able to take off at 1:30 P.M. We are sorry that you will still 
have to wait 30 more minutes. So, as a token of apology, 
we’ ll serve you a hot drink for free. Please select one from 
three options – tea, coffee and hot chocolate. Thank you 
for your patience. 
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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。

女性：David、プリンターの紙がなくなっちゃった。新しい用紙
がどこにあるか知ってる？

男性：近くの棚を見てみた？　あそこにはまだ予備の用紙がいく
らか残っているはずだよ。

女性：そうね、初めにそこを確認すべきだったわ。とにかく、オ
リエンテーションの資料をすべて印刷しないといけない
の。オリエンテーションは２時からよ。そのイベントに関
して何か聞いた？

男性：うん。人事部の部長から昨日、われわれ宛にメールがあっ
て。新入社員向けだよね。

 
1. 正解  (C)
女性は何を探していますか。
(A) コピー機 (C) プリンター用紙
(B) 家具 (D) 新入社員

2. 正解  (C)
イベントは何時に行われますか。
(A) 正午 (C) 午後２時
(B) 午後１時 (D) 午後３時

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

問題4-6は次の会話に関するものです。

男性：こんにちは、こちらはMYK印刷のTsuyoshi Kogaです。
Michelle Wilsonさんはいらっしゃいますか。

女性：彼女はクライアントに会いに、たった今オフィスを出たと
ころです。午後６時30分までは戻らないと思います。伝
言を承りましょうか。

男性：ありがとうございます。今朝Eメールで、彼女の名刺用に
新しいデザインをお送りしました。彼女のお気に召したか
どうか気になりまして。

女性：彼女の携帯電話に直接電話していただいてもよろしいです
か。彼女は名刺のデザインについてお話したいと思ってい
るはずですよ。 

4. 正解  (B)
男性は誰だと考えられますか。
(A) 電話オペレーター (C) 建築家
(B) デザイナー (D) コンサルタント

5. 正解  (B)
女性はいつオフィスに戻りますか。
(A) 今朝 (C) 明日の朝
(B) 今晩 (D) 明日の夕方

6. 正解  (A)
女性は男性にどんなを提案をしていますか。 
(A) 同僚に電話をかける。
(B) ノートを取る。
(C) 彼女ではなくクライアントに会う。
(D) Wilsonさんにメールする。

問題7-9は次の会話に関するものです。

女性：近所で行われたあの大きなお祭りに行ったそうね。どうだ
った？

男性：すごかったよ。特に太鼓の演奏は見ていて楽しかったな。
でもね、イベントの一番の見せ場である花火は、雨でキャ
ンセルになっちゃったんだ。

女性：それはとても残念ね !　２年前に花火を見に行った時は、
とても印象的だったわ !

男性：行ってたこと、知らなかったよ。来年はうちに寄ってよ。
バルコニーから花火を見ることができるからね。とても近
いんだ。

7. 正解  (B)
２人は何を話していますか。
(A) 太鼓の演奏 (C) 天候
(B) 忘れられないイベント (D) 来年のホームパーティー

8. 正解  (B)
女性は来年何をすると思われますか。
(A) 祭りで音楽を演奏する。 (C) イベントをキャンセルする。
(B) 男性と一緒に時間を過ごす。 (D) 友達を男性に紹介する。

9. 正解  (D)
男性の家はどこにありますか。
(A) 田舎 (C) 建物の最上階
(B) 隣町 (D) 祭りの開催地の近く

問題10-12は次の会話に関するものです。

男性：ねえ、手伝おうか。とても忙しそうだね。
女性：娘の誕生日パーティーなの。６時までにはオフィスを出な

きゃ。でも、知っての通り、Karenが風邪でお休みだから。
時間までに報告書を終わらせることはできなさそう。

男性：僕が少し残業して仕上げてあげるよ。君は行かないと。も
う６時だよ。

女性：本当に感謝しているわ。あと２時間あれば、たぶん仕上が
るはずよ。

10. 正解  (D)
女性は何を心配していますか。
(A) 娘が風邪気味である。 
(B) Karenが早退するかもしれない。
(C) オフィスがまだきれいになっていない。
(D) 自分がイベントに遅れる。

11. 正解  (C)
男性は何をすると申し出ていますか。
(A) プレゼントをギフト用に包む。 (C) 残業する。
(B) 薬を取ってくる。 (D) 彼女の娘の世話をする。
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12. 正解  (D)
女性は次に何をしますか。
(A) 報告書を仕上げる。 (C) 子供を迎えにいく。
(B) 遅くまで起きている。 (D) 退社する。

p. 13
Part 4
問題1-3は次のお知らせに関するものです。

おはようございます !　Farmer’s食料品店にようこそ。本日は木
曜日ですので、60歳以上のお客様へ、アルコール飲料とタバコ以
外すべての商品に対し5％割引を実施いたします。この週に一度
の特別イベントをどうぞご活用ください。シニアメンバーカード
をご用意の上、レジで店員にお見せいただくことをお忘れなく。
カードをお持ちでない、または、何らかの理由で紛失されたお客
様は、サービスカウンターまでお立ち寄りください。カスタマー
サービススタッフがお手伝いいたします。Farmer’s食料品店で
のお買い物をありがとうございます。

1. 正解  (A)
話し手は誰だと思われますか。
(A) 店員 (C) 酪農家
(B) スーパーの買い物客 (D) 地元の顧客

2. 正解  (D)
特別イベントはいつ開催されますか。
(A) お昼時 (C) 来週
(B) 夕方 (D) 木曜日

3. 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) 商品を順番に置く。 (C) 現金で払う。
(B) カードを見せる。 (D) お金を求める。
 
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、Tomomi Satoと言います。２月に御社がスタート
したオンラインのビジネス英語プログラムについてお電話してい
ます。理解しやすく、とても効果的だと友達から聞いています。
彼女は特にライティングレッスンがお気に入りで、フィードバッ
クの仕方も気に入っているそうです。そんなわけで、４月からの
プログラムにぜひ登録したいと思っています。お返事の電話をい
ただくことはできますか。そしてまだ登録できるかどうか知らせ
てください。御社のプログラムは最近とても人気になってきてい
ますね。ありがとうございます。

4. 正解  (B)
女性はどのようなオンラインプログラムに興味がありますか。
(A) 水彩画 (C) 効果的な書き方
(B) ビジネス英語 (D) 情報技術（IT）

5. 正解  (A)
女性はそのプログラムについてどうやって知りましたか。
(A) 彼女の友達が教えてくれた。 (C) 手紙で知らされた。
(B) 無料雑誌に広告されていた。 (D) 英語の先生が話していた。

6. 正解  (D)
女性は聞き手に何をするようお願いしていますか。
(A) クラスに申し込む。
(B) 企画書にフィードバックをもらう。
(C) 契約書にサインをする。
(D) あとで電話をかけてもらう。

問題7-9は次のお知らせに関するものです。

私どものフィットネスジムのオリエンテーションにようこそ。ご存
じのように、新しい施設が明日、水曜日にオープンいたします。こ
のビルの７階にあり、朝６時から夜９時30分までいつでもご利用
いただけます。インストラクターがいるのは朝の８時までだけで
あることにご注意ください。運動をお楽しみいただき、健康的なラ
イフスタイルをお過ごしください。それでは今から登録用紙をお
渡しいたします。ご記入いただき、会費とともにお持ちください。

7. 正解  (C)
お知らせの目的は何ですか。
(A) クラスに申し込む。 (C) スポーツジムの説明をする。
(B) 予約を取る。 (D) 新入社員を教育する。

8. 正解  (B)
この話はいつ行われていますか。
(A) 午前６時から (C) 水曜日
(B) 火曜日 (D) ８時

9. 正解  (A)
男性は次に何をしますか。 
(A) 用紙を手渡す。 (C) 設備を紹介する。
(B) ゲストを迎える。 (D) 運動をする。

問題10-12は次のお知らせに関するものです。

JYKエアラインでバンクーバーへご出発のお客様にご案内申し
上げます。大雪のため、すでに15分の遅れが生じていることを
お詫び申し上げます。ただ今滑走路の雪を取り除いており、午後
１時30分に離陸できる見通しとなっております。お客様にはも
う30分お待ちいただくことになってしまい申し訳ありません。
お詫びとして、温かいお飲み物を無料にてご提供いたします。次
の３つ、紅茶、コーヒー、ココアからお選びください。もうしば
らくお待ちいただけますようお願いいたします。

10. 正解  (D)
何が遅延の原因ですか。
(A) エンジントラブル (C) 搭乗の遅れ
(B) 燃料不足 (D) 悪天候

11. 正解  (B)
飛行機はいつ離陸しますか。
(A) 午後１時15分 (C) 午後１時45分
(B) 午後１時30分 (D) 午後２時

12. 正解  (C)
聞き手は何を受け取りますか。
(A) 旅行券 (C) 無料の飲み物
(B) 食事券 (D) 映画のチケット
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Unit 3　スクリプト
p. 15
Part 1

1.
(A) She’s reading a newspaper.
(B) She’s wearing a short-sleeved shirt.
(C) She’s reaching for a cup of coffee.
(D) She’s holding some reading material. 

2.
(A) The man is carrying a computer. 
(B) The man is placing something on a shelf.
(C) The man is typing on a keyboard. 
(D) The man is leaning against the wall.

3.
(A) They’ re boarding a bus.
(B) They’ re pointing at each other.
(C) They’ re touching the screen.
(D) They’re looking for some information. 

4. 
(A) The motorcycles are being repaired.
(B) Some vehicles have been parked outside. 
(C) Some bags are being loaded onto the vehicles.
(D) Some people are riding the motorcycles.

5.
(A) He’s playing an instrument. 
(B) He’s taking the violin out of a case.
(C) He’s hanging a picture on the wall.
(D) He’s putting on a jacket. 

6. 
(A) Some items are being placed by the wall. 
(B) A plant is sitting on top of a piece of furniture.
(C) The wooden desk contains different items.
(D) Some dishes have been arranged in a cupboard.

p. 18
Part 2

1.
What are you bringing to the conference?
(A) Dozens of business cards. 
(B) As soon as possible.
(C) So many participants.

2.
Why are you still working on the document?
(A) Ms. Suzuki replaced me.
(B) Sorry, I’m almost finished. 
(C) It’s been put in the folder.

3.
Who’s in charge of bringing refreshments?
(A) I like fresh vegetables.
(B) Chocolates and cookies.
(C) Isn’t it Susan? 

4.
How can we reach you if we have questions?
(A) Those are very difficult.
(B) You can e-mail me. 
(C) The sooner, the better.

5.
Should I exercise on a daily basis?
(A) Going for a walk isn’t fun.
(B) At least one newspaper every day.
(C) I’d recommend it.  

6.
I think we should accept more foreign workers.
(A) I couldn’t agree more. 
(B) We were hired overseas.
(C) He’s a part-time worker.

7.
The office seems a little cold.
(A) I’ ll turn on the air conditioner. 
(B) I’ve already shipped it.
(C) How did you know that?

8.
You have a background in sales, don’t you?
(A) They are on display.
(B) Yes, for most of my career. 
(C) No, not at the back.

9.
Isn’t this an eco-friendly car?
(A) I majored in economics.
(B) No vehicles are parked there.
(C) Yes, it’s very fuel-efficient. 

10.
Should I work overtime today, or can I leave the office at 
five?
(A) I’m overweight.
(B) It’s up to you. 
(C) No, you can’t.
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Unit 3　正解・和訳
p. 15
Part 1

1. 正解  (D) 
(A) 彼女は新聞を読んでいる。
(B) 彼女は半袖シャツを着ている。
(C) 彼女はコーヒーカップに手を伸ばしている。
(D) 彼女は読み物を持っている。

2. 正解  (C)
(A) 男性はコンピューターを運んでいる。
(B) 男性は棚に何かを置いている。
(C) 男性はキーボードでタイプしている。
(D) 男性は壁に寄りかかっている。

3. 正解  (D) 
(A) 彼らはバスに乗り込んでいる。
(B) 彼らはお互いを指差している。
(C) 彼らはスクリーンを触っている。
(D) 彼らは何らかの情報を探している。

4. 正解  (B)
(A) オートバイが修理されているところだ。
(B) 何台かの車が外に駐車されている。
(C) いくつかのカバンが車に積み込まれているところだ。
(D) 何人かの人々がオートバイに乗っている。

5. 正解  (A) 
(A) 彼は楽器を演奏している。
(B) 彼はケースからバイオリンを取り出している。
(C) 彼は壁に絵を掛けている。
(D) 彼はジャケットを着ようとしている。

6. 正解  (B)
(A) いくつかの物が壁際に置かれているところだ。
(B) 植物が家具の上に置いてある。
(C) 木製の机には様々な物が入っている。
(D) 何枚かの皿が食器棚に並べられている。

p. 18
Part 2

1. 正解  (A)
あなたは会議に何を持っていきますか。
(A) たくさんの名刺を。
(B) できる限りすぐに。
(C) 参加者がとても多いです。

2. 正解  (B)
なぜまだその文書に取り組んでいるのですか。
(A) Suzukiさんが私と交替しました。
(B) ごめんなさい、もう少しで仕上がります。
(C) それはフォルダーに入っています。

3. 正解  (C)
誰が軽食を持ってくるのですか。
(A) 新鮮な野菜が好きです。
(B) チョコとクッキーです。
(C) Susanじゃないの？

4. 正解  (B)
質問がある場合、どうやってあなたと連絡が取れますか。
(A) それらはとても難しいです。
(B) 私にメールしてください。
(C) 早ければ早いほどいいです。

5. 正解  (C)
毎日のように運動をすべきですか。
(A) 散歩をすることは楽しくありません。
(B) 毎日最低でも１つの新聞を。
(C) それをお勧めします。

6. 正解  (A)
もっと多くの外国人労働者を受け入れるべきだと思います。
(A) まったく同感です。
(B) われわれは海外で雇われました。
(C) 彼はパートタイム従業員です。

7. 正解  (A)
オフィスは少し寒い気がします。
(A) エアコンをつけますよ。
(B) すでに荷物を送りました。
(C) どうやってそれを知ったのですか。

8. 正解  (B)
あなたは販売の経歴がありますよね。
(A) それらは展示されています。
(B) はい、経歴のほとんどはそうです。 
(C) いいえ、後ろではないです。

9. 正解  (C)
これは環境に優しい車じゃないですか。
(A) 経済学を専攻しました。
(B) そこに駐車された車はありません。
(C) はい、とても燃費がいいです。

10. 正解  (B)
今日は残業すべきですか、それとも５時に退社できますか。
(A) 私は太りすぎです。
(B) あなたにお任せします。
(C) いいえ、できません。
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Unit 4　スクリプト
p. 19
Part 3

Questions 1 through 3 refer to the following 
conversation.

M: Hey, I have good news to share with you. Allen’s going 
to work at the head office in London as a buyer.  

W: Good for him. We all know he’s been working hard on 
increasing sales at the retail store. He deserves it. How 
about having a surprise party to congratulate him? 

M: Great! I’ ll call the Italian restaurant and reserve a table 
for ten. Is that enough?

W: Yes. Then I’ ll send out the invitations, but we have to 
keep it a secret. 

Questions 4 through 6 refer to the following 
conversation.

W: Hi, I bought these shoes two months ago, and I like 
them very much. But a week ago I found the right one 
was making a strange sound while I was walking. 
What should I do? 

M: I’m sorry about that. They’ re still under a one-year 
guarantee, so you can get a new pair for free. Could I 
ask you the model number and your size?

W: It’s S354N, size 7. 
M: Let me see... Oh, they’ re out of stock now. I’ ll call the 

shoe company to see if they have some.  

Questions 7 through 9 refer to the following 
conversation.

M: Excuse me, has the 4:45 bus already left? I know I’m 
two minutes late.

W: You’ve just missed it, but don’t worry. The No. 40 bus 
line runs every 10 minutes.

M: That’s good. I have an appointment for a haircut at 
5:30, but with the next bus I can still make it in time. 
The bus system around this area is so convenient! You 
wouldn’t believe it, but my town only has five or six 
buses in a day. 

Questions 10 through 12 refer to the following 
conversation.

W: Hey, why don’t we go see a soccer game after work? I 
want to support our local team. You know, if they win 
or tie the game tonight, they’ ll advance to the 
championship game. 

M: I know, and I wish we could, but I found out during the 
lunch break that the tickets are all sold out. 

W: Really? OK, then shall we watch the game at my 
apartment? We can invite some other colleagues. It will 
be fun. 

p. 21
Part 4

Questions 1 through 3 refer to the following telephone 
message.

Hello, this is Juan Nelson from Nelson Milk Products. I’d 
like you to send some dairy products to a department 
store tomorrow. As you may know, a TV program featured 
our yogurt drinks three days ago, and ever since we’ve 
had very strong demand. I know this is short notice, but 
I’d appreciate it if you could pick up twenty boxes of our 
drinks by 6 P.M., so that our customers can get them first 
thing tomorrow morning. If this will be difficult, please let 
me know as soon as possible.  

Questions 4 through 6 refer to the following talk.

Alright, everyone, this is the end of our two-day workshop 
on public speaking. Thank you for coming, and I do hope 
you had a great time and found this seminar useful. OK, 
there is one last thing. Can you see the questionnaires on 

the table? Before you leave, please take some time to write 
your comments on our program. We’re very interested to 
hear how you felt about the speech topics we provided. 
When you’ re finished, please hand them to our staff 
members sitting by the door. Thank you.

Questions 7 through 9 refer to the following 
introduction.

Today I’m going to introduce our new marketing manager, 
Joy Miller. For the past seven years, Joy was in charge of 
the marketing department at Rosa Electronics, one of the 
leading companies in our field, and helped increase their 
sales dramatically. I strongly believe that we can learn a lot 
from her experience. 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. 

Questions 10 through 12 refer to the following talk.
 
Hi everyone, I’m Ken Lee, the director of Spring Museum. 
It’s great to meet you all on the very first day of this 
museum guide seminar. You’ ll be having special training 
for the next two weeks. It’s not easy. You’ re going to 
submit an in-depth report every day, for instance. But if 
you complete this program, you’ ll be given a license as an 
official guide. OK. Now I’ ll divide you into groups of four 
so each group can make a tour of the museum with a 
senior guide.  
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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。

男性：君と共有したい、いいニュースがあるんだ。Allenがバイ
ヤーとしてロンドンの本社で働く予定だって。

女性：良かったわ。店舗での売上アップに熱心に取り組んでいた
もの。彼にはその資格があるわよ。彼をお祝いするサプラ
イズパーティーなんてどうかしら。

男性：いいね !　イタリアンレストランに電話して、10人分の予
約をするよ。それで足りるかな。

女性：大丈夫。じゃあ、案内状を出しておくわね。でも、このこ
とは秘密にしなきゃ。

1. 正解  (A)
男性は女性に何を話していますか。
(A) 同僚の昇進 (C) パーティー
(B) 年次売上報告 (D) レストラン

2. 正解  (C)
２人は何を計画していますか。
(A) 食料品店に行く。 (C) Allenの異動を祝う。
(B) 本社で働く。 (D) 退職パーティーを主催する。

3. 正解  (D)
女性は男性に何をするよう求めていますか。
(A) 売上の数値を見直す。
(B) テーブルを予約する。
(C) 議題作成を手伝う。
(D) イベントのことを秘密にしておく。

問題4-6は次の会話に関するものです。

女性：こんにちは。２カ月前にこの靴を買って、とても気に入っ
ています。でも１週間前、歩いている時に、右の靴から変
な音がすることに気がつきました。どうすればいいです
か。

男性：それは申し訳ございません。そちらはまだ１年の保証期間
内ですので、新しいものと無料にて交換させていただきま
す。製品番号とサイズをお聞かせいただけますか。

女性：S354Nで、サイズは７です。
男性：少々お待ちください。ただ今在庫を切らしております。在

庫があるかどうか、製造元に電話して確認してみます。

4. 正解  (A)
２人はどこにいると思われますか。
(A) 靴屋 (C) 車の工場
(B) CDショップ (D) 体育館

5. 正解  (C)
男性は何を申し出ていますか。
(A) 製造番号を探す。 (C) 新しい靴を提供する。
(B) 電話をかける。 (D) 在庫を処分する。

6. 正解  (D)
男性は次に何をしますか。
(A) 最新のモデルを手に入れる。 (C) 彼女の靴のサイズを尋ねる。
(B) 製品の品質を調べる。 (D) 靴メーカーに連絡する。

問題7-9は次の会話に関するものです。

男性：すみません、４時45分のバスはもう行ってしまいました
か。２分遅れてしまいました。

女性：ちょうど出たところですが、心配いりませんよ。40番の
バスは10分おきに出ています。

男性：良かった。５時30分に散髪の予約を入れてあるんです。
次のバスならまだ間に合いそうです。この地域のバスのシ
ステムはとても便利です !　信じられないと思いますが、
私の町では1日に５～６本のバスしかありません。

7. 正解  (D)
この会話はどこで行われていると考えられますか。
(A) 自動車販売店 (C) 電車の駅
(B) 床屋 (D) バス停

8. 正解  (C)
男性は次に何をするつもりですか。
(A) 予約をキャンセルする。 (C) 髪の毛を切る。
(B) 次の階まで歩く。 (D) 会議の日程を変更する。

9. 正解  (B)
男性はなぜ驚いているのですか。 
(A) 時刻表が読みやすい。
(B) バスのシステムが利用者にとって使いやすい。
(C) 同僚が行ってしまった。
(D) 時間通りに来ることができなかった。

問題10-12は次の会話に関するものです。

女性：ねえ、仕事終わりにサッカーの試合を見に行かない？　地
元チームを応援したいのよ。ほら、今晩の試合に勝つか引
き分けるかで、決勝戦に進めるの。

男性：知ってるよ。行ければいいんだけど、昼休みの間に調べた
らチケットは完売だって。

女性：本当？　じゃあ、私のアパートでテレビ観戦しましょうよ。
他の同僚を誘ってもいいわね。楽しくなりそうだわ。

10. 正解  (C)
何が問題ですか。
(A) 彼は足を骨折してしまった。 (C) チケットが手に入らない。
(B) 彼女は忙しすぎる。 (D) 彼らは試合に勝てなかった。

11. 正解  (A)
２人はどこで集まりますか。
(A) 彼女のアパート (C) 一番近い駅
(B) スタジアム (D) 彼のレストラン

12. 正解  (B)
２人は次に何をしますか。
(A) ビデオゲームをする。 (C) 夕食に出かける。
(B) 同僚を誘う。 (D) 仕事をする。
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p. 21
Part 4
問題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、こちらはNelson乳業のJuan Nelsonです。明日、
デパートに乳製品を送っていただきたいのですがよろしいです
か。ご存じかもしれませんが、３日前、テレビ番組で当社のヨー
グルト飲料が特集され、それ以来、受注がすごいことになってい
ます。急なお願いと承知しておりますが、午後６時までに飲料
20箱の集荷をお願いできませんか、そうすればお客様は、明日の
朝一番には当社の製品を手に取ることができます。もし無理な場
合は、すぐにお知らせください。

1. 正解  (B)
話し手はどこから電話をかけていると考えられますか。
(A) 人事部 (C) 食料品店
(B) 乳製品の会社 (D) コーヒーショップ

2. 正解  (C)
話し手は何を送りたいですか。
(A) 牛乳 (C) ヨーグルト飲料
(B) 事務用品 (D) 書類

3. 正解  (D)
話し手はどんなサービスを必要としていますか。
(A) 顧客の手伝い (C) インターネット接続
(B) 地域社会への奉仕 (D) 速達便

問題4-6は次の話に関するものです。

よろしいでしょうか、皆様、これで２日間のパブリックスピーキ
ングのワークショップが終わりになります。ご参加ありがとうご
ざいました。皆様が有意義な時間を過ごされたこと、そしてこの
セミナーが皆様の役に立ったことを強く願っております。それで
は、最後にもう１つ。テーブルの上にあるアンケート用紙をご覧
いただけますか。お帰りになる前に、当社のプログラムについて
コメントをお寄せください。スピーチのトピックに関し、皆様が
どのようにお感じになられたか非常に興味がございます。ご記入
し終わりましたら、ドアのそばに座っているスタッフにお渡しく
ださい。ありがとうございました。

4. 正解  (C)
聞き手はどのようなワークショップに参加しましたか。
(A) 効果的な書き方 (C) パブリックスピーキング
(B) 時間管理 (D) スタッフトレーニング

5. 正解  (A)
聞き手は何をするよう求められていますか。
(A) フィードバックをする。 (C) スピーチをする。
(B) セミナーに申し込む。 (D) 公共交通機関を使う。

6. 正解  (D)
ドア付近のスタッフは何をしますか。
(A) 配布物を配る。 (C) 参加者にインタビューする。
(B) 出席を確認する。 (D) アンケートを受け取る。

問題7-9は次の紹介に関するものです。

今日は、新しいマーケティング部長のJoy Millerを紹介いたしま
す。過去７年間、Joyは業界トップ企業Rosa電機のマーケティ
ング部の責任者で、売上を劇的に伸ばしました。彼女の経験から
たくさん学ぶことができると確信しております。それでは、Joy、
少し自己紹介をしていただけますか。長くなくても結構ですが、
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よ。

7. 正解  (D)
この話の主な目的は何ですか。
(A) 次のプロジェクトを説明すること。
(B) 新事業を発表すること。
(C) 売上報告書を分析すること。
(D) 新しい部長を歓迎すること。

8. 正解  (D)
Joyはどの部署で仕事をしますか。
(A) 人事 (C) 経理
(B) 広報 (D) マーケティング

9. 正解  (B)
Joyは次に何をしますか。
(A) ワークショップを企画する。 (C) 新しいクライアントと会う。
(B) 彼女の経歴について話す。 (D) 新しい議題を提案する。

問題10-12は次の話に関するものです。

こんにちは、みなさん。Spring Museum館長のKen Leeです。
館内ガイドセミナー初日にお会いできて光栄です。これから２週
間、特別トレーニングを受けていただきます。簡単ではありませ
ん。例えば、詳細なレポートを毎日提出していただくことになっ
ています。しかし、このプログラムを完了されれば、公式ガイド
としてライセンスが与えられます。それでは、グループごとに上
級ガイドと一緒に館内のツアーに出かけられるよう、今から４人
１組のグループに分けさせていただきます。

10. 正解  (B)
聞き手は誰ですか。
(A) 博物館の館長 (C) ツアー団体客
(B) 新しいガイド (D) 乗客

11. 正解  (C)
何が難しい課題ですか。
(A) プレゼンテーションをする。
(B) ディスカッションを導く。
(C) 毎日のように報告書を書く。
(D) 運転免許を取得する。

12. 正解  (D)
聞き手はグループで何を行いますか。 
(A) 自己紹介をする。 (C) 投票する。
(B) 申込書を完成させる。 (D) 建物を見て回る。
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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 car.
(C) The man is removing some parts.
(D) The man is getting into the vehicle. 

2.
(A) He’s gripping the railing with both hands.
(B) He’s putting away his computer.
(C) He’s climbing up the ladder.
(D) He’s going down the stairs. 

3.
(A) Some people are waiting under the bridge.
(B) Some people are supporting the poles.
(C) Some people are leaning against the railing. 
(D) Some people are gathered inside the building.

4.
(A) Some people are standing on the sidewalk. 
(B) Some people are crossing the intersection.
(C) Some people are getting out of the car.
(D) Some people are waiting at a bus stop.

5.
(A) Sushi is being rolled into different sizes.
(B) Many kinds of sushi are displayed. 
(C) Some plates are full of canned food.
(D) A variety of sushi is being produced.

6.
(A) The man is arranging some vegetables.
(B) The man is putting his knife into the sink. 
(C) The man is selecting some ingredients.
(D) The man is cutting something into small pieces. 

p. 26
Part 2

1. 
Where will the two-day seminar be held next week?
(A) Because it’s urgent.
(B) Nobody attended the seminar.
(C) In Osaka, I guess. 

2.
When’s your dentist appointment?
(A) I’m going to take that position.
(B) Not until September. 
(C) Usually two hours to get in.

3.
Why are you in the office so late?
(A) I have to complete this task. 
(B) To the contemporary art museum.
(C) It’s been off line.

4.
Who helped to organize the community event?
(A) She’s an organized person.
(B) That was held outside the building.
(C) Some people from human resources. 

5.
How many complaints have we received in the last few 
months?
(A) There are several phone calls.
(B) Not as many files.
(C) Let me check the data. 

6.
Would you like some cake with your coffee?
(A) Please wait by the table.
(B) Yes, what’s on the menu? 
(C) Three copies, please.

7.
Aren’t you meeting with the regional director this week?
(A) Oh, I almost forgot. Thanks. 
(B) Yes, it’s a great movie.
(C) In about two weeks.

8.
That’s the most demanding project I’ve ever done.
(A) You didn’t request it.
(B) How did it go? 
(C) Which assignment would you like?

9.
Tommy, I’ ll be discussing the price with the client, won’t 
I?
(A) Who paid for the dinner?
(B) The meeting wasn’t productive.
(C) Yes, within the next few days. 

10. 
Which orders need to be dealt with first?
(A) I’ ll pay the bill.
(B) Ask David. 
(C) The second line.
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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外している。
(D) 男性は車に乗り込んでいるところだ。

2. 正解  (D)
(A) 彼は両手で手すりをつかんでいる。
(B) 彼はコンピューターを片付けている。
(C) 彼ははしごを上っている。
(D) 彼は階段を下っている。

3. 正解  (C)
(A) 何人かの人々が橋の下で待っている。
(B) 何人かの人々が柱を支えている。
(C) 何人かの人々が手すりに寄りかかっている。
(D) 何人かの人々が建物の中に集まっている。

4. 正解  (A)  
(A) 何人かの人々が歩道に立っている。
(B) 何人かの人々が交差点を渡っている。
(C) 何人かの人々が車から降りているところだ。
(D) 何人かの人々がバス停で待っている。

5. 正解  (B)
(A) 寿司が様々な大きさに巻かれているところである。
(B) たくさんの種類の寿司が陳列されている。
(C) 何皿かは缶詰の食品でいっぱいだ。
(D) 様々な寿司が製造されているところである。

6. 正解  (D)
(A) 男性はいくつかの野菜を並べている。
(B) 男性は包丁を台所にしまっている。
(C) 男性はいくつかの食材を選んでいる。
(D) 男性は何かを小さく切っている。

p. 26
Part 2

1. 正解  (C)
来週の2日間セミナーはどこで行われますか。
(A) 緊急だから。
(B) 誰もセミナーに参加しませんでした。
(C) 大阪だと思います。

2. 正解  (B)
歯医者の予約はいつですか。
(A) 私はその仕事を受けるつもりです。
(B) 9月まではありません。
(C) 到着するまで通常２時間かかります。

3. 正解  (A)
なぜそんなに遅くまでオフィスに残っているのですか。
(A) この仕事を完成させなくてはなりません。
(B) 現代美術館へ。
(C) オフラインです。

4. 正解  (C) 
誰が地域のイベントの企画を手伝ったのですか。
(A) 彼女は計画的な人です。
(B) それは建物の外で行われました。
(C) 人事課の一部の人々です。

5. 正解  (C)
ここ数カ月で何通の苦情を受けましたか。
(A) 電話が数件あります。
(B) そんなにたくさんのファイルではありません。
(C) データをチェックしてみます。

6. 正解  (B) 
コーヒーにケーキはいかがですか。
(A) テーブルのそばで待っていてください。
(B) いいですね、メニューには何がありますか。
(C) コピーを３枚お願いします。

7. 正解  (A)
今週、地域の代表と会う予定ではないのですか。
(A) 忘れるところでした。ありがとう。
(B) はい、とてもいい映画です。
(C) 約２週間後です。

8. 正解  (B) 
それは、今までで一番大変なプロジェクトです。
(A) あなたはそれを要求しませんでした。
(B) うまくいきましたか。
(C) どちらの課題がいいですか。

9. 正解  (C) 
Tommy、クライアントと値段について話し合うのは私ですよね。
(A) 誰がディナーの支払いをしたのですか。
(B) その会議ははかどりませんでした。
(C) はい、２～３日以内にお願いします。

10. 正解  (B)
どちらの注文を先に扱う必要がありますか。
(A) 私が勘定を払います。
(B) Davidに聞いてください。
(C) ２列目です。



14

Unit 6　スクリプト
p. 27
Part 3

Questions 1 through 3 refer to the following 
conversation.

W: Hey Kevin, it’s 9:50. The meeting starts in ten minutes. 
You want to go to the conference room with me? 

M: Didn’t you know that meeting was postponed until 
tomorrow? The project manager finally got a chance to 
see the board of directors. She’s trying to ask for an 
increase in the budget.

W: Oh, that’s right. Well, I really wanted to finish our 
presentation today.

M: I know, but the good thing is that now we can make 
some changes to the slides. 

Questions 4 through 6 refer to the following 
conversation.

W: Excuse me, I saw an advertisement for the Blue-ray 
disc player this morning. Do you still have some?

M: I’m sorry. Since those products are very popular, they 
sold out quickly.

W: Oh, I should have come a lot earlier. Could you call the 
other store and see if they have some players left? If 
that’s the case, I’ ll go there to get one. 

M: Sure, but I’m afraid it’s unlikely because they also only 
had twenty units for the sale. 

Questions 7 through 9 refer to the following 
conversation.

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

M: I’m in town for a conference. I’m here for three more 
days, and I’m free tomorrow afternoon. What tour do 
you recommend? 

W: How about our special beach tour? That includes a 
one-hour boat ride and a ticket for the biggest 
aquarium here in Los Angeles. 

M: Sounds good! It should be relaxing, especially after my 
big presentation scheduled for tomorrow morning.

Questions 10 through 12 refer to the following 
conversation.

M: Hi, I’m starting a new job in town next month and I 
need to find an apartment quickly. Do you have a 
reasonably priced one-bedroom place? 

W: Let’s see... We have a large apartment that’s only a 
two-minute walk from the station. It’s in great 
condition. We can offer you a special price of 600 
dollars per month.

M: Sounds good, but do you have something a little 
cheaper? 600 dollars is too expensive for me.

W: Actually, there’s a smaller apartment in the same 
building for $550. Would you like to see it? I’ ll be 
happy to take you there. 

p. 29
Part 4

Questions 1 through 3 refer to the following 
announcement.

Good morning, everyone. Today, I have an important 
announcement to make. Starting at 10 A.M., almost all of 
the elevators will be closed for maintenance until tomorrow 
morning. Our office is on the fourth floor, so I understand 
how inconvenient this will be. One elevator will remain 
available, but please don’t use it. It is reserved for 
handicapped and elderly visitors. Take the stairs instead. 
You will be able to use all six of them tomorrow as usual. If 
there are no questions, we’ ll finish our meeting.

Questions 4 through 6 refer to the following telephone 
message.

Ms. Lee, this is Jason, the receptionist at the Daniel Clinic. 
I’m calling to let you know that you’ve left your wallet in 
our waiting room. I can imagine how upset you are now, 
and I hope you will be in touch soon. We have one more 
hour before the clinic closes at 6 P.M., but usually some 
staff members remain in the office until 7:30 P.M. We hope 
you have time to drop by. Could you give me a call at 333-
2936? Thank you. 

Questions 7 through 9 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 in the northeastern area of 
the city have been flooded with water. The city has 
therefore decided to open three community centers for 
anyone who wants to evacuate from the flood. If you need 
some help, please call us at 444-5566. Also, further 
information will soon be available on our Web site.  

Questions 10 through 12 refer to the following talk.

As president of Golden Clothing, I’m very excited to tell 
you that next month we are opening our first overseas 
shop in London! To advertise the opening, we’ve been 
using a variety of media such as fashion magazines and 
newspapers, and so I hope our opening campaign will be 
successful. However, I’m afraid we won’t have enough 
staff members there to deal with the opening sales. So I’d 
like ten of you to help with the new store for at least two 
weeks.   
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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。

女性：Kevin、９時50分よ。あと10分で会議が始まるわよ。一
緒に会議室に行く？

男性：会議が明日に延期になったのを知らなかったの？　プロジ
ェクトマネージャーが、ついに役員会と会う機会を得たん
だ。彼女は予算の増額をお願いするつもりらしいよ。

女性：そうだったわ。本当は今日でプレゼンテーションを終わり
にしたかったのに。

男性：そうだね、でも今、僕たちが何枚かのスライドを変更でき
るのはいいことだよ。

1. 正解  (D)
２人はどこにいると思われますか。
(A) 会議室 (C) 空港
(B) 文房具屋 (D) オフィス

2. 正解  (B)
マネージャーはなぜ幹部社員と会いたいと思っていますか。
(A) 切手が必要だから。
(B) 予算の支援をもっと欲しいから。
(C) 昇進をお願いしたいから。
(D) 新しい職を引き継ぐから。

3. 正解  (C)
２人はあとで何をしますか。 
(A) 用品の代金を払う。
(B) 求職者を面接する。
(C) プレゼンテーションに取り組む。
(D) 会議のスタートを遅らせる。

問題4-6は次の会話に関するものです。

女性：すみません、今朝ブルーレイディスクプレイヤーの広告を
見たのですが。まだありますか。

男性：申し訳ございません。人気商品ですので、すぐに売り切れ
てしまいました。

女性：そうですか、もっと早く来るべきでした。もしよろしけれ
ば、他のお店に電話して在庫があるか確認していただけま
すか。もし残っていれば、取りに行きます。

男性：そうさせていただきますが、あいにく、あちらも当店と同
様に限定20個のセール品なので難しいと思います。

4. 正解  (D)
女性はどの製品を必要としていますか。
(A) CDプレイヤー 
(B) テレビゲーム 
(C) コンピューターのソフトウェア
(D) 電化製品

5. 正解  (C)
何が問題ですか。
(A) 広告が不正確である。

(B) 他の店が閉まっている。
(C) 製品が売り切れている。
(D) 在庫一層セールは明日である。

6. 正解  (B)
女性は男性に何をするよう求めていますか。
(A) 家まで車で送る。 (C) 会議に申し込む。
(B) 在庫を確認する。 (D) 彼女のチケットを取る。

問題7-9は次の会話に関するものです。

女性：こんにちは、Long Beach観光へようこそ。ご用件をお伺
いいたします。

男性：会議のためにこの街に来ました。あと３日滞在しますが、
明日の午後が空いています。お薦めのツアーはどれですか。

女性：それでは、スペシャルビーチツアーはいかがでしょうか。
１時間のボートツアーとロサンゼルス最大の水族館のチケ
ットが付いています。

男性：いいですね !　落ち着けそうです。特に、明日の朝に予定
されているプレゼンテーションのあとなので。

7. 正解  (B)
男性は何について尋ねていますか。
(A) Long Beachへの旅 (C) ３日間の会議
(B) 半日ツアー (D) 観光名所

8. 正解  (D)
男性はなぜロサンゼルスにいますか。
(A) 動物園に行くため。
(B) クライアントに会うため。
(C) プロジェクトの進行を監督するため。
(D) 会議に参加するため。

9. 正解  (C)
男性は明日の朝何をしますか。
(A) クルージングをする。 (C) プレゼンテーションを行う。
(B) ビーチに行く。 (D) 飛行機を予約する。

問題10-12は次の会話に関するものです。

男性：こんにちは、来月からこの街で新しい仕事を始めることに
なり、早急にアパートを探さなければなりません。お手頃
な価格のワンベッドルームの物件はありますか。

女性：お待ちください。駅から徒歩たった２分のところに大きな
アパートがあります。とてもいい状態です。月600ドル
という特別価格でご提供できます。

男性：いいですね、でも、もう少し安めのものはありませんか。
600ドルは私には高すぎます。

女性：実は、同じ建物にあるもう少し小さめのアパートなら550
ドルです。ご覧になりますか。喜んでお連れしますよ。

10. 正解  (B)
男性は何を探していますか。
(A) 駅 (C) 映画館
(B) アパート (D) 銀行

11. 正解  (D)



16

男性は女性に何をするよう求めていますか。
(A) 契約を更新する。 (C) チケットを買ってくれる。
(B) 駅に連れて行く。 (D) もっと安いところを紹介する。

12. 正解  (A)
女性は次に何をしますか。
(A) 彼に部屋を見せる。 (C) 植物を中に入れる。
(B) 部屋を掃除する。 (D) 契約書にサインする。
 
p. 29
Part 4
問題1-3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。本日は重要なお知らせがあります。
午前10時より明日の朝まで、ほとんどのエレベーターが点検整
備のため停止します。オフィスは４階にあるので、とても不便に
なってしまいます。１台は利用可能ですが、使用しないようにお
願いします。障害者やご高齢のお客様用として残してあります。
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
をご使用いただけます。ご質問がなければ、これでミーティング
を終わりにしたいと思います。

1. 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６時前
(B) 午前10時 (D) 午後６時

2. 正解  (D)
話し手は聞き手に何をするよう求めていますか。
(A) 発表を行う。 (C) 緊急行動を取る。
(B) 入り口をただちに閉める。 (D) 階段を使う。

3. 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4-6は次の電話のメッセージに関するものです。

Leeさん、こちらは、Danielクリニック受付担当のJasonと申し
ます。待合室に財布をお忘れになったことをお知らせするために
お電話しております。お困りではないでしょうか。すぐに連絡が
取れればいいのですが。クリニックが閉まる午後６時まで、あと
１時間あります。しかし、通常午後７時30分まではスタッフの
誰かがオフィスに残っています。ぜひお立ち寄りください。
333-2936までご連絡いただけますか。ありがとうございます。

4. 正解  (A)
電話をかけている人はどこで働いていると思われますか。
(A) クリニック (C) 電話サービス提供会社
(B) 小売店 (D) 歯科医院

5. 正解  (C)
電話をかけている人はなぜLeeさんに連絡をしているのですか。
(A) Leeさんが予約時に現れなかったから。
(B) Leeさんが確認書を送ったから。
(C) Leeさんが何かを忘れたから。

(D) Leeさんが勤務時間を短くしたかったから。

6. 正解  (B)
Leeさんは何をするよう言われていますか。
(A) 写真付き身分証明書を見せる。 (C) 電話を待つ。
(B) 電話をする。 (D) お店を閉める。

問題7-9は次のラジオ放送に関するものです。

Baytown Communityラジオ局のSatoshi Suzukiです。ご存
じだと思いますが、この12時間猛烈な降雨があり、北東部の約
200世帯が洪水の被害を受けました。そのため、市当局は洪水か
らの避難を望む人のために、３つのコミュニティーセンターを開
放することを決定しました。救援が必要な場合は、444-5566へ
お電話ください。また、追加情報は私たちのウェブサイトにてま
もなく閲覧可能となります。

7. 正解  (C)
何についての報道ですか。
(A) 地元のバスサービス (C) 水の被害
(B) 新しく発売された製品 (D) 交通情報

8. 正解  (A)
市当局はその地域住民のために何を提供しましたか。
(A) 一時避難所 (C) 無料市内通話
(B) 飲料水 (D) 財政援助

9. 正解  (D)
聞き手はどのように追加情報を得ることができますか。
(A) 掲示板を見る。 (C) 旅行情報センターに行く。
(B) 新聞を読む。 (D) ウェブサイトを訪れる。

問題10-12は次の話に関するものです。

Golden衣料品店の代表として、来月ロンドンに海外初店舗をオ
ープンできることを非常にうれしく思っております !　オープニ
ングの宣伝に当たっては、ファッション雑誌や新聞等の様々なメ
ディアを使ってきましたので、オープニングキャンペーンは成功
すると思っております。しかし、そのオープニングセールをこな
せる現地スタッフが足りないのではないかという不安がありま
す。そこで、みなさんの中から10名、最低２週間ほど、新店舗を
お手伝いしていただきたいと思っております。

10. 正解  (D)
話し手はどのようなビジネスをしていますか。
(A) オンライン取引 (C) マスコミ
(B) 出版 (D) 衣料品

11. 正解  (A)
話し手の心配事は何ですか。
(A) 限られた人数のスタッフ (C) 次の売上報告
(B) 開店広告キャンペーン (D) ロンドンへの旅行ツアー

12. 正解  (B)
話し手は聞き手に何をするよう求めていますか。
(A) 雑誌を定期購読する。 (C) 口座を開設する。
(B) ロンドン店をサポートする。 (D) 飛行機を予約する。
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Unit 7　正解・和訳
p. 33
Part 5

1. Hun Dung代表は日本の一貫した国際協力を称賛した。
正解  (C) international cooperation（名詞）を修飾する「形容
詞」が入る。

2. 留学生への財政支援は2013年度から３年間延長される。
正解  (B) financial aid（主語）とextend（動詞）は「～される」（受
身）の関係。

3. ２カ国は再生可能エネルギー資源で協力することを決定した。
正解  (A) decide to doで「～することを決定する」。

4. 専門家チームによりまとめられた年次報告書は、役員会に提出
された。
正解  (C) compiled～ expert panelが the annual report（主
語）を修飾している。

5. スイスを拠点とする組織は、低価格住宅が現在の財政難の大き
な要因であると述べた。
正解  (B) 「動詞」のcontribute to（～の一因となる）を修飾でき
るのは、「副詞」のsignificantly（著しく）。

6. 第三者による財務査定は、少なくとも3年ごとに行われる。
正解  (B) ＜every＋期間＞で「～ごとに」。

7. Dayec社は、認可が下りれば、買収はできるだけ速やかに完
了すると発表した。
正解  (D) announcedのあとの thatは接続詞（後ろに＜S＋V＞
が続く）。よって＜the＋空欄＞で主語（名詞）となる。

8. 自動車メーカーのCEOは声明の中で、自社には高出力エンジ
ンにおいて多岐にわたるノウハウがあると述べた。
正解  (C) ＜人 said that S＋V＞で「～であると人は言った」。

9. 民間企業により製造されたイタリア初の高速列車は、金曜日に
お披露目された。
正解  (D) コンマで挟まれた部分が主語を「～された」（受身）と
修飾している。

10. 多くの大学生は、一流企業よりもむしろ中小企業での職を探
している。
正解  (D) rather thanで「～よりもむしろ」。

11. ある調査によると、約半数の回答者は子供の教育にお金を貯
蓄するのが好ましいと言った。
正解  (C) ＜half of the＋複数形＞で「～の半分」。続く動詞が
saidなので「人」が入る。

12. 最新の技術では、ユーザーが気に入ったテレビ番組をデスク
トップパソコン上で見ることができる。
正解  (B) ＜allow＋人＋ to do＞で「人が～することを許す」。
watch ------- favorite TV programsで「～のお気に入りのテレ
ビ番組を見る」と考える。

13. 会社はまず年金制度を凍結し、次に休暇と有給休暇を削るつ
もりのようである。
正解  (C) ＜cut A＋B＞という構造。paid（過去分詞）＋
holiday（名詞）で「給料が支払われる休暇」と考える。　

14. 第1四半期の営業利益は、コスト削減の努力により20％増加
した。
正解  (A) thanks toで「～のおかげで」。

15. 過去３カ月間、アナリストが予測していたよりも売上は低下
した。
正解  (A) ＜ than＋人＋had expected＞で「人が予測したよ
りも」。the sales dropped（過去形）よりも前のことなので「過
去完了」が使われている。

16. ほとんどの収益は、自社のウェブサイトで販売されている電
気製品からもたらされる。
正解  (C) the electric products（人以外）に使われる関係代名
詞を選ぶ。

17. 火力発電で使う液化天然ガスの需要増加のため、燃料の輸入
が急激に増えた。
正解  (C) rose（動詞）を修飾できるのはsharply（副詞）。

18. ますます多くの小売業が海外において利益を拡大し、それは
全収益の約10％を占めている。
正解  (D) account forで「（～の割合を）占める」。

19. 外国人労働者が働きやすい環境を整備することは重要であ
る。
正解  (D) work（動詞）を修飾できるのはcomfortably（副詞）。

20. 「自分自身で多くの専門用語を勉強しなければならなかった」
と別の研修生は語った。
正解  (C) by oneselfで「1人で」。

21. 保険会社は、もっとスキルの高い人材を雇いたがっている。
正解  (C) ＜highly（副詞）＋skilled（形容詞）＋workers（名詞）＞
の形。

22. 経営陣は、正社員をもっと多く受け入れるべきかどうか議論
し続けている。
正解  (C) ＜whether S＋V＞で「～かどうか」。discussの目
的語になっている。

23. 評議会の調査によると、ほとんどの地元住人はどうやらこの
町の生活水準に満足しているようだ。
正解  (D) apparentlyで「どうやら聞いた（見た）ところによる
と」。文全体を修飾している。

24. 航空券は予約が確認されてから数日後に発行される。
正解  (C) ＜several days after S＋V＞で「～の数日後」。主
語には名詞（複数形）が入る。



18

p. 36
Part 6
問題1-3は次のEメールに関するものです。

宛先：　　JTL会員の皆様
送信者：　David Kawaguchi

皆様、こんにちは。

休暇シーズンですが、皆様お元気に過ごされていることと思いま
す。次回のビジネス会議についてお伝えしたいと思います。５月
27日、第12回JTL年次会議がLong Beach Seaside Hotelに
て開催されます。今年はLED研究者として名高いThomas 
Camachoを基調講演にお迎えし、また50以上のプレゼンテー
ションも行われます。

４月30日までに参加登録を完了されると、すべての会員が10％
割引を受けられます。この機会をお見逃しなく。

有意義でエキサイティングな会議でありますように。

1. 正解  (B) 前置詞duringは、during the summer vacation
（夏休みの間）やduring the lunch break（昼休みの間）のように
「期間」を表す。

2. 正解  (D) 主語が「人以外のもの」なので、「開催される＝受身」
と考える。

3. 正解  (B) conferenceは「（人を）ワクワクさせる」もの。
-ing（～させる）、-ed（～させられる）と考える。
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Unit 8　正解・和訳
p. 37
Part 7
問題1-2は次の告知に関するものです。

クールビズ

今年の夏のクールビズキャンペーンは、通常より１カ月前倒しし
て５月１日から始まります。今夏も電力不足が予想されておりま
す。政府はわれわれ公務員に対し、ノーネクタイを含む軽装と、
節電のためのエアコンの使用削減を勧めています。加えて、キャ
ンペーン期間が昨年よりも１カ月遅い10月末まで延期されまし
た。ご質問は、Jennifer Potter（jenniferpot@go.jp）までお願い
します。

1. 正解  (C)
告知の目的は何ですか。
(A) 苦情を述べること。
(B) 契約を更新すること。
(C) 新しいキャンペーンを告知すること。
(D) 新しいプロジェクトを発足すること。

2. 正解  (C)
昨年のキャンペーンはいつ終わりましたか。
(A) ４月初旬 (C) ９月下旬
(B) ５月初旬 (D) 10月下旬

問題3-4は次のEメールに関するものです。

宛先：　　すべての先生
送信者：　George Barron、学校長 
日付：　　３月20日
件名：　　コピー機

コピー機の不具合で大変ご迷惑をおかけしております。ご存じの
ように、修理のかいもなく、２つのコピー機がいまだ動作不良の
状態です。コピーを速やかに行うことができないストレスがどれ
ほどのものであるか、十分に承知しております。新しい機械に交
換しますが、あと数日かかりそうです。授業前で時間がない場合
は、受付のLucy Hendersonに気兼ねなくコピーを頼んでくだ
さい。できる限り早くクラスに印刷物をお持ちします。

3. 正解  (B)
Barronさんはどのような会社で働いていますか。
(A) 修理屋 (C) コピーセンター
(B) 学校 (D) 工場

4. 正解  (D)
誰が先生のコピーを手伝うことができますか。
(A) ティーチングアシスタント (C) George Barron
(B) 修理業者 (D) Lucy Henderson

問題5-7は次の書評に関するものです。

新しい月刊誌、English Listening Challengeは、特に大学生の
間で人気が出てきています。人気作家、映画監督、ミュージシャ

ン、人気プロスポーツ選手、ビジネスリーダーなど、たくさんの
インタビューが特集されおり、購読者（やリスナー）は記事を楽し
め、かつリスニング力を伸ばすこともできます。雑誌にはCDは
付いておりません。最初は使いやすいとは思えないかもしれませ
んが、すべてのインタビューは雑誌のウェブサイトよりダウンロ
ード可能となっています。そのような経費節約対策により、出版
社は500円という低価格で雑誌を提供しています。

5. 正解  (C)
誰が雑誌の読者だと思われますか。
(A) 高校生 (C) 語学学習者
(B) ラジオリスナー (D) ビジネスリーダー

6. 正解  (A)
読者はなぜその雑誌を買うのですか。
(A) リスニング力をつけるため。
(B) 映画監督に会うため。
(C) 様々な内容を共有するため。
(D) CDを買うため。

7. 正解  (D)
書評家はダウンロードシステムについて何と言っていますか。
(A) 便利なウェブシステムである。
(B) 使いやすい。
(C) 多くの言語で提供されている。
(D) 雑誌の低価格化に役立っている。

問題8-11は次のインフォメーションに関するものです。

あなたにとって最高のネクタイ

インストラクター：　 Mika Tomita
費用：　　　　　　　無料
日時：　　　　　　　５月９日（午前10時、午後１時、午後４時）
場所：　　　　　　　Omiyaアウトレットモール

ネクタイ選びに自信はありますか。東京を拠点にしているネクタ
イ販売チェーン店、Top Tiesがあなたのセンス磨きを応援しま
す！

次週、上級デザインマネージャーのMika Tomitaが当モールに
て、特別なワークショップを開催いたします。１時間のセミナー
を３つ計画しており、午前中は特に新社会人向けの企画で、他の
２つはどなたでもご参加いただけます。

セミナーのいずれに参加される場合も、793-5555までお電話く
ださい。最新デザインのネクタイを、通常価格の50％オフ、
1,000円にてご購入いただけるスペシャルクーポンをお渡しいた
します !　各セミナーは50席のみとなっております。お見逃しな
く !

8. 正解  (D)
インフォメーションの目的は何ですか。
(A) 新メンバーを地域に迎えること。
(B) 時刻表を提示すること。
(C) インストラクターの履歴書を渡すこと。
(D) セミナーを宣伝すること。
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9. 正解  (B)
Tomitaさんはいつ若者に話をしますか。
(A) 午前９時 (C) 午後１時
(B) 午前10時 (D) 午後４時

10. 正解  (A)
人々はどのようにしてセミナーに参加登録できますか。
(A) 電話をかける。
(B) ホームページに行く。
(C) Eメールを送る。
(D) Information Centerを訪ねる。

11. 正解  (C)
セミナーではどんなお得なことがあると述べられていますか。
(A) 会員証
(B) オンラインカタログへの無料アクセス
(C) 割引クーポン
(D) 無料の軽食

問題12-16は次のEメールに関するものです。

宛先：　　tanaufmi@jmail.com
送信者：　ruthst@moterengine.co.jp
日付：　　２月15日
件名：　　求職申し込み

Tanaka様

就職の面接のため本社へお越しくださりありがとうございまし
た。慎重に検討した結果、部長職をお引き受けいただきたく存じ
ます。面接では海外営業戦略へ関心を示されておりました。また
インドでの２年間に及ぶプロジェクトリーダーとしてのご経験
は、当社のインド営業スタッフを指導していただく上で有益なも
のになるでしょう。海外営業部の職をお引き受けいただけないで
しょうか。３月１日から働き始めることは可能でしょうか。ご存
じかもしれませんが、３月５日に現地チームの会議が行われます。

敬具

Ruth Steel
人事部長
Yamakiエンジン開発

宛先：　　ruthst@moterengine.co.jp
送信者：　tanafumi@jmail.com
日付：　　２月16日
件名：　　 Re：求職申し込み

Steel様

メールをいただきありがとうございました。喜んでお申し出をお
引き受けしたいと思いますが、勤務開始日を遅らせていただくこ
とは可能でしょうか。面接でお話したように、息子はまだ大学受
験の真っ最中です。３月の第１週に２つの試験があります。現地
チームにすぐにでも参加したいのですが、息子が大学受験を終え
るまでサポートしたいとも思っております。今月末までにインド
に移るのではなく、１週間遅れて引っ越すのでもよろしいでしょ

うか。

敬具

Fumito Tanaka

12. 正解  (A)
SteelさんはなぜEメールを送りましたか。
(A) Tanakaさんを会社に迎えるため。
(B) Tanakaさんを就職の面接に招くため。
(C) Tanakaさんに２度めのチャンスを与えるため。
(D) Tanakaさんに予約の変更をお願いするため。

13. 正解  (D)
Steelさんは誰ですか。
(A) 支店長 (C) 工場管理者
(B) 営業担当者 (D) 会社役員

14. 正解  (C)
Tanakaさんはいつから仕事を始めてほしいと頼まれています
か。
(A) ２月15日 (C) ３月１日
(B) ２月16日 (D) ３月５日

15. 正解  (B)
Tanakaさんは何を心配していますか。
(A) 別の会社からの新規求人 (C) 会議が予定されている場所
(B) 息子の入学試験 (D) 重労働

16. 正解  (D)
TanakaさんはSteelさんに何をしてほしいと思っていますか。
(A) 海外プロジェクトを考え直す。
(B) 申し込み期限を延ばす。
(C) 会議の取りまとめを手伝う。
(D) 開始日を変更する。
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Unit 9　正解・和訳
p. 43
Part 5

1. この４月から、上司は従業員の強みと弱みを慎重に評価するよ
う義務付けられている。
正解  (B) assessments（名詞）を修飾するcritical（形容詞）が
入る。

2. 成果主義給料システムは、職場において協力的な雰囲気を作り
出しにくい。
正解  (C) be likely to doで「～しそうである」。

3. 継続した結果を出さなくてはならないことを知っているモチ
ベーションの高い従業員は、さらなるチャレンジをするようであ
る。
正解  (A) コンマで挟まれた部分がmotivated employees（人）
を修飾する関係代名詞の形。

4. ブレーンストーミングは授業で広く使われているテクニック
だ。
正解  (B) a technique（名詞）をused（過去分詞）で修飾してい
る形。「動詞」を具体的に修飾できるのはwidely（副詞）。

5. ソフトウェア開発産業では、フルタイムで働く特許弁護士がも
っと必要だ。
正解  (D) patent lawyers（名詞）をworking（現在分詞）で修飾
している形。

6. ここ10年でガソリン価格が最高値に達しつつある中、ドライ
バーはもっと燃費のいい自動車を探している。
正解  (A) ＜with＋A＋-ing＞で「Aが～している状況の中」。
Aとの関係によっては「-ed」や「形容詞」が入ることもある。

7. アジアの家電企業は、日本国内で販売する洗濯機を開発してい
る。
正解  (C) 不定詞の形容詞的用法。「日本で販売される洗濯機」と
受身の関係になっている。

8. 新しいセンターは何百人ものエンジニアを雇ったが、その多く
は世界各国から来ている。
正解  (B) 関係代名詞（人）の前にmany ofやmost ofが来る場
合、whoではなくwhomになる。

9. われわれは、当初の計画通り、５月６日までに新製品を発売で
きるだろう。
正解  (D) ＜as＋過去分詞＞で「～されているように」。as it is 
originally plannedの it isが省略されている。

10. 製品が顧客の高い需要を満たすならば、国際的な競争で勝て
る可能性がある。
正解  (C) they（製品）＝competitive（競争力がある）。be動詞
は左右の内容をイコールの関係で結ぶ。

11. 中国企業は、海外の技術を手に入れることにより、市場にお
ける自分たちの価値を高めようとしている。

正解  (B) enhance（他動詞）＋ their（所有格の代名詞）＋
market value（名詞）の形。

12. 昨年、営業時間を短縮せざるを得ないスーパーもあった。
正解  (D) have no choice but to doで「～するより仕方がな
い」。

13. 新鮮な野菜の価格が悪天候のために急上昇した。
正解  (B) ＜due to＋名詞＞で「～のために」。

14. バッテリーの問題に関するお客様からのクレームはない。
正解  (B) ＜no＋複数形＞で否定を表す。

15. MYC自動車によると、生産力は次年度２倍になるであろう。
正解  (D) production capacityで「生産力」という複合名詞。

16. リサーチアナリストは、近い将来のさらなる景気後退の可能
性を示唆している。
正解  (C) in the near futureで「近い将来」。

17. 政府はその効果を何度も検証したのち、ビジネス戦略を承認
するとされている。
正解  (D) after -ing（～したあとに）の動詞を修飾できるのは
repeatedly（副詞）。

18. MYC電力は、ピーク時における電力消費量について包括的
な報告書を提出した。
正解  (C) a（冠詞）＋comprehensive（形容詞）＋ report（名詞）
の形。

19. ヨーロッパ各国の経済は、2012年には1.5％縮小すると予
測されている。
正解  (A) このbyは「差違」を表す。前年と比べて1.5％の違い
があるということ。

20. これはとても注意深く見る必要があるサスペンス映画だ。
正解  (A) very（副詞）＋close（形容詞）＋attention（名詞）の形。

21. Satoshi Alfredsonの小説は理解しやすいだけではなく、国
中の読者を感動させている。
正解  (C) not only A but also B（AだけでなくBも）の前半が
倒置されている。

22. 当社は２種類のスポーツカーを販売することになっている
が、その両方とも1980年代に幅広い人気を博した。
正解  (C) 関係代名詞の特殊な形。none of whichなら「両方と
も～ない」となる。

23. MYC出版は、少なくとも５年以上の管理経験と強いリーダ
ーシップ力を持った営業部長を探している。
正解  (B) ＜a sales manager with A＋B＞で「AとBを持っ
た営業部長」。

24. 公立大学は志願者数という点では、依然として上位にランク
される傾向にある。
正解  (B) ＜ the number of＋複数形＞で「～の数」。
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p. 46
Part 6
問題1-3は次の広告に関するものです。

MYC 出版は、パートタイムの編集アシスタントを２人探してい
ます。応募者は少なくとも３年の編集経験と、英語と日本語の両
方で優れたコミュニケーションスキルが必要です。
雇用契約は６月１日から始まり３年間続きますが、１回に限り更
新することができます。この仕事に興味がある人は、Susan 
Burge（burgesan@mycpublish.com）まで履歴書とカバーレ
ターをお送りください。採用候補者には、５月12日までにはご
連絡差し上げます。

1. 正解  (C) both A and Bで「AとBの両方」。

2. 正解  (B) take effectで「実施される」。

3. 正解  (D) no later thanで「遅くとも～までには」。
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Unit 10　正解・和訳
p. 47
Part 7
問題1-2は次のニュース記事に関するものです。

中年男性の20％以上が未婚

日本では、ますます多くの中年男性が未婚という状況である。最
近の統計調査によると、50歳になっても20％がまだ未婚である。
この数値は女性と比べると２倍の高さで、過去30年間、伸び続け
ている（特に1990年代において）。1980年には、50歳代の独身
人口はわずか2.6％だった。

1. 正解  (D) 
この記事の目的は何ですか。
(A) 新しいスタイルの結婚式を紹介すること。
(B) 日本の人口について説明すること。
(C) 将来何が起こるかを述べること。
(D) 結婚の傾向を報告すること。

2. 正解  (C)
50歳未婚女性の割合は何パーセントですか。
(A) 1.3％ (C) 10％
(B) 2.6％ (D) 20％

問題3-4は次のメモに関するものです。

メモ

発信者：　Taro Yoneyama、代表 
宛先：　　地区組織役員
日付：　　８月３日
件名：　　夏祭り

地域の支援にご尽力いただき誠にありがとうございます。次の会
議で、８月26～27日に開催される夏祭りについて話し合います。
ご存じの通り、役員全員が祭りの客の案内係を担当します。日中
はとても暑くなるので、役員は２時間おきに休憩を取り、十分な
水分を補給してください。会議では当日の仕事割振りが書かれて
いる資料をお渡しし、皆様方の質問にお答えいたします。

3. 正解  (C)
誰がこのメモを送りましたか。
(A) 地区役員 (C) 地域のリーダー
(B) パレードのサポーター (D) 祭りの参加者

4. 正解  (D)
役員は何をするよう求められていますか。
(A) 人々を２つのグループに分ける。
(B) 祭りのパレードをサポートする。
(C) 飲み物を手渡す。
(D) 定期的に休憩を取る。

問題5-7は次の広告に関するものです。

Best Sandwich
Roadside Street 555番地

Atlanta, GA 30080
電話番号：390-4488-0141

アトランタ中心部で一番人気のサンドイッチレストランBest 
Sandwichは、この３カ月の間改装工事を行っております。新し
いレストランは６月12日にオープン予定です。オーガニックサ
ンドイッチに対する高い需要に応えるため、旧レストランの約倍
のスタッフで対応いたします。しかしながら、メニューや価格の
変更は一切ございません。どうぞお越しいただき、当店のスペシ
ャルサンドイッチをご賞味ください !

営業時間：月曜日から金曜日　午前11時から午後10時　
　　　　　土曜日　　　　　　午前10時から午後９時30分　
　　　　　日曜日　　　　　　午前10時から午後８時

７月19日までのオープニングウィークにお越しいただいたお客
様には、ソフトドリンクを無料にて提供させていただきます。

5. 正解  (C)
広告の目的は何ですか。
(A) 無料の飲料を出すこと。
(B) 一番人気のある料理を宣伝すること。
(C) 開店についてお客様に伝えること。
(D) イベントへのボランティアを募集すること。

6. 正解  (C)
土曜日は何時に閉店しますか。
(A) 午前10時 (C) 午後９時30分
(B) 午後８時 (D) 午後10時

7. 正解  (C)
広告にはメニューについて何が書かれていますか。
(A) 軽食が出される。 (C) 以前と変わらない。
(B) 価格が変更されそうだ。 (D) 飲み物が毎日出される。

問題8-11は次のお知らせに関するものです。

YCフィットネスセンターは、10月10日に、３つのランニング
マシンが新たな設備として追加されることを発表いたします。そ
れらは最新のモデルであり、極めて効果のあるトレーニングメニ
ューをご利用いただけます。必要なものは、お客様の年齢、体重、
体脂肪率や、日々のランニングの記録などの個人データを自動的
に記録する ICカードのみです。ランニングマシンは操作がとて
も簡単です。カードを挿入していただき、距離をセットするだけ
です。そうするとマシンがあなたのレベルとニーズを分析し、ウ
ォーミングアップを含め、最適なスピードで走るよう指示してく
れます。
ICカードは500円かかりますが、10月10日にお越しの先着
100名様まで、無料にてカードを提供させていただきます。以前
はランニングマシンの数が不足し、お客様のニーズにお応えでき
ませんでした。また、マシンを使用するまで平均30分、お待ちい
ただく必要があったことは承知しております。最新トレーニング
機器の導入が、皆様に運動をお楽しみいただける一助になること
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を願っております。

8. 正解  (B)
このお知らせの目的は何ですか。
(A) フィットネスマシンを販売すること。
(B) 新しい器具を紹介すること。
(C) 再オープンの日を知らせること。
(D) 定期的な運動を勧めること。

9. 正解  (D)
新しいランニングマシンについて何が述べられていますか。
(A) 新しいデザインが発売された。
(B) １時間に500円かかる。
(C) 無料 ICカードが付いてくる。
(D) 使い方が簡単である。

10. 正解  (C)
フィットネスセンターはなぜより多くのマシンを導入するのでし
ょうか。
(A) 若い世代を呼び込むため。
(B) 時間とお金を節約するため。
(C) 顧客に対するサービス向上のため。
(D) フィットネスビジネスを拡大するため。

11. 正解  (A)
フィットネスセンターは会員に何を提供しますか。
(A) 無料のカード
(B) 食事券
(C) カスタマイズされたトレーニングプログラム
(D) 短時間のウォーミングアップマッサージ

問題12-16は次のEメールに関するものです。

宛先：　　Takada家電
送信者：　Haruna Goto
日付：　　11月23日
件名：　　修理依頼

担当者の方へ

そちらの店で購入したノートパソコンが、昨日動かなくなりまし
た。型式番号はDST5100です。それから自分で修理を試みまし
たが、私にできることは何もないように思われます。また悪いこ
とに、領収書と保証書の両方を失くしてしまったので、いつパソ
コンを購入したのか覚えておりません。最も心配していること
は、データのバックアップを取っていないことです。そのため、
もしデータを取り戻すことができなければ、仕事に大きな支障が
出てしまいます。

よろしくお願いいたします。

Haruna Goto

宛先：　　Haruna Goto
送信者：　Takada 家電
日付：　　11月24日
件名：　　Re：修理依頼

Goto様

今回のコンピューターの不具合では、大変ご迷惑をおかけしてお
ります。まず、確認しましたところ、お客様のノートパソコンは
まだ１年間の保証期間内でございます。お客様データによると、
４月20日に製品を購入されております。それゆえ、無料にて検
査及び修理させていただきます。また、保証はできかねますが、
お客様のデータは保護されている可能性が高いと思われます。

経験豊富なテクニカルサポートが週７日常駐しておりますので、
営業時間中にお立ち寄りください。お客様のノートパソコンとメ
ンバーカードをご持参いただくだけで結構です。

敬具

Yoshio Maeda
顧客サービス責任者
Takada家電

12. 正解  (C)
GotoさんはなぜEメールを書きましたか。
(A) 苦情を言うため。
(B) 返金してもらうため。
(C) 修理サービスを頼むため。
(D) 新しいパソコンを注文するため。

13. 正解  (B)
 Goto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。

14. 正解  (C)　
Goto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７カ月
(B) 約半年 (D) 約１年

15. 正解  (A)
Maedaさんはテクニカルサポートについて何と言っています
か。
(A) 平日も週末も利用可能である。
(B) 数カ国語を話せる。
(C) 昼夜を問わず連絡が可能である。
(D) 今までで最高のチームである。

16. 正解  (C)
MaedaさんはGotoさんに何をお願いしていますか。
(A) 事前に予約を取る。
(B) Eメールのコピーを持ってくる。
(C) ノートパソコンを持って来店する。
(D) インターネットで会議の日取りを決める。
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Unit 11　正解・和訳
p. 53
Part 5

1. われわれの課のほとんどの男性従業員は、全国平均よりも日常
的に多くの家事をこなしている。
正解  (C) on a daily basisで「日常的に」。

2. 定期的な運動をすることは、仕事の生産性に好影響を与えるよ
うだ。
正解  (D) work productivityで「仕事の生産性」。

3. 非正規社員の数は1990年後半から増え続けている
正解  (C) since（～以来）は現在完了（継続）のキーワード。

4. 景気後退により、２社は協力関係を強めるかどうかの議論を始
めた。
正解  (D) whether to doで「～するかどうか」。

5. コンビニ業界は、アジアにおける事業展開の拡大に積極的なよ
うだ。
正解  (C) be eager to doで「しきりに～したがっている」。

6. 次期の幹部社員は、６月に予定されている役員会議にて決定さ
れる。
正解  (D) The meeting is scheduled for June.のように、
scheduleを使う時は inではなく forを伴う。

7. 当社の売上高はこの数カ月で急速に増加している。
正解  (C) increase（動詞）を修飾できるのは rapidly（副詞）。

8. 格安航空会社同士の競争は激化するだろう。
正解  (A) Competition is intense.（競争は激しい）にbe likely 
to doが合わさった形。

9. その寿司店は、高い需要が予想されたため、ケータリングサー
ビスを始めることを決定した。
正解  (C) 空欄以降がS＋V構造なので、前置詞の (A) (D)は自動
的に除外する。

10. なぜ仕事が好きかと尋ねられたので、Suzukiさんは「当社の
製品にお客様が満足してくれるのを見るのがうれしい」と答えた。
正解  (D) 分詞構文の形。（Because she was） asked about... 
の冒頭の部分が省略されている。

11. 安全対策に関して、経費削減が優先されると同意する者は誰
もいない。
正解  (B) as forで「～に関して」。

12. 各PCユーザーは、定期的なデータのバックアップを強く推
奨されている。
正解  (A) 「要求・提案」型の動詞に続く that節は原形が入る。

13. R&D研究所は、地域の医療センターとして特別に指定され
た。
正解  (B) designate（動詞）を修飾できるのはspecially（副詞）。

14. 有能な大学生を集めるわれわれの取り組みは、当初ほとんど
成功しなかった。
正解  (A) ＜had＋目的語＞という構造になっている。

15. バイキング形式のパーティーなので、テーブルの上にあるも
のは自由にお召し上がりください。
正解  (C) help oneself toで「自由に～を取って食べる（飲む）」。

16. 彼のオフィスは、インドやオーストラリアを含む国々からの
20代と30代の研究者でいっぱいだ。
正解  (B) countriesの具体例が後ろに続く形。such as（～の
ような）に置き換えることもできる。

17. 複数の企業が、参加者1人1人が将来のキャリアについて話
し合うことのできるワークショップを立ち上げた。
正解  (B) workshops（場所）を、where（関係副詞）を使って具
体的に説明している。

18. 新しい支社は東京の郊外に位置している。
正解  (A) be locatedで「～に位置している」。

19. 激しい交通渋滞で旅行計画が狂ったお客様に、心からのお詫
びをしなければならない。
正解  (C) offer（動詞）＋our sincerest（形容詞の最上級）＋
apologies（名詞）の形。

20. その求人に申し込む場合は、英語か日本語かのどちらかで書
かれた履歴書を送ってください。
正解  (D) either A or Bで「AかBかのどちらか」。

21. 昨日参加したプレゼンテーションは、非常に参考になったも
のがあったので、あなたとアイデアを共有させてください。
正解  (B) ＜so＋形容詞＋ that S＋V＞の形。

22. その食料品店は、週末のみ使用できる割引券を時々配る。
正解  (B) discount coupons（名詞）をavailable（形容詞）で後
ろから修飾している。

23. 一部の求職者は会社の給料や手当ばかりに目が行くが、企業
風土はしばしば軽視する。
正解  (A) 複数形を取るのはsomeとnot allのみ。not allは部
分否定（すべての求職者が～するわけではない）だが、後半が「求
職者というものは～を無視する」となり意味が不自然。

24. ワークショップが始まるとすぐに、グループのメンバーは自
己紹介するよう勧められた。
正解  (D) ＜as soon as S＋V＞で「～するとすぐに」。
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p. 56
Part 6
問題1-3は次のお知らせに関するものです。

MYC語学スクールにようこそ。本校のティーチングスタッフに
加わっていただき大変うれしく思います。ご存じの通り、ここ
10年間は、極めて効果的な英語の授業を提供しているとの高い
評判をいただいております。クラスのほとんどは、ビジネス英語
を学ぶ社会人向けです。新しい環境に慣れていただき、受講生の
上達にご尽力をいただけるよう期待しております。もしクラスの
運営で問題等があれば、アシスタントマネージャーのEmily 
Marshallが問題解決のお力になります。彼女は、本校の設立以来
最も経験豊かで熱心な先生の１人で、新任の先生は彼女を信頼し
アドバイスを求めることがよくあります。ですから、あまり緊張
せずに楽しみながら仕事をこなしてください。あなただったら大
丈夫です。

1. 正解  (A) for the last 10 yearsは「（継続的な）期間」を表す
現在完了のキーワード。

2. 正解  (D) highly effective English classes（人以外のもの）
に対する説明が続いている。

3. 正解  (C) 「Emilyという、新任の先生には心強い味方がいる
からリラックスして楽しんで」という文脈。
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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。

新しい言葉のサポート

MYC国際空港の何百人もの従業員は、ランゲージバッジを付け
ることになりました。中国語、スペイン語、韓国語を含む８カ国
語が利用可能となります。それらのバッジにより海外からのお客
様がわれわれスタッフにお声をかけやすくなることを期待してお
ります。言語ごとにバッジの色は異なります。例えば、中国語バ
ッジはピンク、スペイン語バッジは赤となっております。英語バ
ッジがないのは、すべてのスタッフが英語で十分コミュニケーシ
ョンを取れるためです。

1. 正解  (C)
空港はなぜランゲージバッジを導入するのでしょうか。
(A) 新しいお客様を迎えるため。
(B) 売上を伸ばすため。
(C) 外国人観光客を支援するため。
(D) イベントを宣伝するため。

2. 正解  (D)
英語バッジについて何が述べられていますか。
(A) 現在販売中である。
(B) スタッフは利用可能である。
(C) 違った方法で色付けされている。
(D) 必要ない。

問題3-4は次の広告に関するものです。

宅配サービス

７月13日に、MYC食料品店は、店舗で販売されている商品を地
元のお客様が注文できる宅配サービスを開始いたします。ご自宅
から食料品を注文できる利便性をお試しください。

ご注文方法
555-777にお電話いただくか、当社ウェブサイト（www.mycsuper.
co.jp）をご覧ください。注文があり次第、私どものスタッフが商品
を選び、お客様のもとへお届けいたします。ご注文された商品は３
時間以内にお届けします。

お支払い方法
現金でもクレジットカードでもお支払いいただけます。税抜きで
1,000円以上のご注文はすべて送料無料とさせていただきます。
1,000円未満の場合は送料として200円いただきます。

3. 正解  (D)
MYC食料品店はどんなビジネスをしていますか。
(A) コンビニエンスストア
(B) インターネットサービスプロバイダー
(C) 家電販売店
(D) スーパーマーケット

4. 正解  (D)
800円の買い物では客は合計いくら支払いますか。
(A) 払わない (C) 購入金額の５％
(B) 200円 (D) 1,000円

問題5-7は次の新聞記事に関するものです。

アジアのコンビニ人気上昇中

国内市場が厳しくなってきている近年、日本のコンビニ企業は中
流層の顧客数が急増しているアジア市場に関心を向けている。
インドネシアで店長をしているTsuyoshi Kobayashiさんは、「東
南アジアはとても魅力的な市場です。理由の１つとして、おでん
やおにぎりなどの伝統的な日本食品が現地のお客様にとても人気
があります」と述べた。屋台の飲食文化が東南アジアでは大変好
まれており、現地の人はコンビニエンスストアで販売されている
ファストフードを快く受け入れている。
別の主な要因はサービスのレベルである。「日本のコンビニエン
スストアの清潔さと、十分な訓練を受けた店員には驚かされた」
とフィリピンの常連客は述べた。
統計的に見ると、主要な日本のコンビニ企業は、昨年8,000店舗
を海外でオープンさせた。企業側はこの傾向が減速するとは考え
ておらず、それゆえ、アジアでこれまで以上の店をオープンさせ
る計画である。

5. 正解  (B)
記事は主に何についてですか。
(A) 観光業における新たな戦略プラン
(B) アジアにおける日本のコンビニエンスストア
(C) 日本製品の市場シェア
(D) 消費者需要の詳細な分析

6. 正解  (A)
Kobayashiさんは東南アジア市場について何と言っていますか。
(A) 日本食品はよく売れる。
(B) 市場における売上は改善している。
(C) 東南アジアの人々は外食することを控えている。
(D) 日本式のホスピタリティーは人気を博している。

7. 正解  (C)
アジアの日本のコンビニエンスストアは次に何をしますか。
(A) もっとたくさんの日本食を販売する。　　
(B) 新しい流行を広める。
(C) 店舗を増やす。
(D) 大量の商品を輸入する。

問題8-11は次のお知らせに関するものです。

コミュニティーホール　10月のイベント

10月７日　ヨーロッパにおけるライフスタイルの危機
Thomas Giles　午後３時から午後５時
この講演ではGiles氏が、ヨーロッパの経済危機が社会保障や生
活スタイル、政治、文化といった社会の様々な側面にどのような
影響を与えるかを話します。彼はUniversity of Torontoの教授
で、数多くの文化や社会に関する本を出版されています。
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10月14日　ランニング　生活の質
Keiko Suzuki　午前９時から午前10時30分
このワークショップでは長年マラソンを愛してきたSuzukiさん
が、定期的な運動を継続する重要性について彼女の考えをお伝え
します。参加者は10分間の基礎的なストレッチメニューにご参
加いただけますので、運動しやすい服装と靴をご用意ください。

10月21日から27日　地元の美術品フェア
終日
地元画家による100を超える美術作品が展示されます。中には、
国際的に有名で、みなさんもよくご存じのアーティストもいらっ
しゃいます。こういったアーティストが、地元の自然からどのよ
うに刺激を受けてきたかを見に来てください。

10月28日　活動なし　閉館
通常、すべてのイベントは無料で年齢制限はありません。10月
最終週は、当館スタッフが特別講習会参加のため、予定されたイ
ベントはありませんのでご注意ください。

8. 正解  (C)
学術講演は何時に始まりますか。
(A) 午前９時 (C) 午後３時
(B) 午前10時30分 (D) 午後５時

9. 正解  (D)
Thomas Gilesはどんなトピックについて話をしますか。
(A) 出版された彼の論文 (C) 経済的な車
(B) 社会保障制度 (D) ヨーロッパの生活における変化

10. 正解  (B)
Keiko Suzukiはワークショップで何を提供しますか。
(A) 無料のTシャツ
(B) エクササイズのセッション
(C) 10分間のプレゼンテーション
(D) 地元の自然マップ

11. 正解  (D)
10月の終わりについて何と書かれていますか。
(A) 事前登録は必要ない。
(B) イベントには追加料金が発生する。
(C) 従業員がイベントを主導する。
(D) 施設は開館しない。

問題12-16は次の広告とEメールに関するものです。

MYCトラベル
当社のGrand Canyonスペシャルツアーを

ぜひご利用ください！
至極のおくつろぎと極上のご旅行

ツアー内容
･ お部屋のバルコニーから美しい日の出を眺めることができる
Hotel Canyonでのご宿泊
･ 現地エキスパートが広々としたシャトルバスでベストスポット
にご案内
･観光フライトが20％割引
･グルメなご昼食を含む

たったの290ドル !
２人以上のグループなら観光フライトは無料になります。

宛先：　　MYC トラベル
送信者：　Tadashi Goto
日付：　　７月25日
件名：　　Grand Canyon ツアー

拝啓

８月17日と18日に、Grand Canyonへの個人ツアーを計画し
たいと思っております。貴社のパッケージツアーは素晴らしいで
すね。特に、バスの中でゆっくりとくつろげる送迎サービスが気
に入りました。

ツアーを予約する前に２つ質問があります。まず、日本語が話せ
るガイドさんはいらっしゃるでしょうか。熟練のガイドさんがツ
アーに同行していただけることにワクワクしていますが、英語の
みではコミュニケーションを取ることができません。日本語が話
せるガイドさんには追加料金をお支払いします。２つめに、観光
フライトの料金はいくらなのでしょうか。通常価格より20％割
引と書いてありましたが、広告には当初の価格が書いてありませ
んでした。フライトサービスも含めて合計290ドルでしょうか。

よろしくお願いします。

Tadashi Goto

12. 正解  (D)
ホテルについてどんな長所が述べられていますか。
(A) 無料のインターネットアクセス (C) 24時間の送迎サービス
(B) 広々としたベッド (D) 素晴らしい朝の眺め

13. 正解  (C)
現地エキスパートは参加者に対してどんなことができますか。
(A) 現地の食べ物を出す。
(B) 最高のレストランに連れて行く。
(C) 辺りを案内する。
(D) Hotel Canyonに迎えに行く。

14. 正解  (B)
無料の観光フライトはどのように入手できますか。
(A) 290ドルより多く支払う。
(B) パートナーと一緒にツアーに参加する。
(C) 直行便を予約する。
(D) ツアーに1人で参加する。

15. 正解  (A)
Gotoさんはパッケージツアーの中で何が一番好きですか。
(A) 心地よい車両 (C) 安いランチ
(B) 日本人ガイド (D) 熟練したパイロット

16. 正解  (D)
Gotoさんはツアーについて何を知りたがっていますか。
(A) ガイドの国籍 (C) シャトルバスの時刻表
(B) 予約の期限 (D) 飛行機に乗る価格




