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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. 34
Unit 7
Part 5  15. 

Mr. Parker ------- at a press 
conference that her company 
recieved more than 2,000 applicants 
from job seekers this year.

Mr. Parker ------- at a press 
conference that his company 
recieved more than 2,000 applicants 
from job seekers this year.

p. 37
Unit 8
Part 7  2. 

(C)  He has long followed a lot-fat  
diet.

(C)  He has long followed a low-fat 
diet.

p. 49
Unit 10
Part 7  7. 

(A)  Talking phone calls from 
customers

(A)  Taking phone calls from 
customers

p. 53
Unit 11
Part 5  4. 

Ms. Byrd finds interaction with 
customers to be most ------- 
aspect of her current position.

Ms. Byrd finds interaction with 
customers to be the most ------- 
aspect of her current position.
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Unit 1　スクリプト
p. 7
Part 1

1. 
(A) The man is wearing a tie.
(B) The man is putting on a tie.
(C) The man is wearing a jacket.
(D) The man is putting on a shirt.

2. 
(A) The table has been put away.
(B) The boy is working on a paper.
(C) The chair is leaning against the wall.
(D) The boy is kneeling down by the table.

3.
(A) They’ re carrying their dogs. 
(B) They’ re standing in a crowd.
(C) They’ re strolling hand in hand.
(D) They’re walking with their pets.

4.
(A) Packages are being unloaded from a van.
(B) The back of the vehicle has been left open.
(C) The men in the truck are facing each other.
(D) Several vehicles are parked facing a warehouse.

5.
(A) A log is being carried away.
(B) A tree is surrounded by bushes.
(C) They’ re examining the log by hand.
(D) They’ re carrying a ladder on their shoulders.

6.
(A) A hat rack is being installed on the wall.
(B) A picture has been displayed on the wall.
(C) Several ties have been hung on the wall.
(D) A lot of caps have been arranged on the wall.

p. 10
Part 2

1.
What size suit are you looking for?
(A) I’m not familiar with U.S. sizes. 
(B) This doesn’t suit me well.
(C) I’ve gained three kilograms.

2.
Where are you going on vacation?
(A) I went to Sydney last time.
(B) Two to three weeks.
(C) No specific ideas at the moment.

3.
When is the quarterly report due?
(A) It went very well.
(B) By the end of the week. 
(C) It’s a quarter to ten now. 

4.
Why are we out of office supplies?
(A) I left the report at home.
(B) Sorry, I forgot to place an order. 
(C) Because they’ re surprisingly cheap.

5.
Can we pay Mr. Sato for his travel expenses in advance?
(A) Yes, it’s advanced technology.
(B) I withdrew that amount.
(C) Any reimbursement must be made afterwards. 

6.
Do you know Mr. Brown’s extension number?
(A) Yes, it’s 1-1-6. 
(B) His secretary quit recently.
(C) Sales have been rapidly expanding.

7.
Ms. Anderson from the accounting department stopped 
by yesterday.
(A) That accounts for thirty percent.
(B) It’s being sold for a bargain price.
(C) I heard about it from our boss. 

8.
Isn’t your supervisor back from his business trip?
(A) It’s a one-way ticket.
(B) Not until tomorrow. 
(C) He must have booked a flight.

9.
Should I get back to her now, or will she call me back 
later?
(A) She wants you to call her back. 
(B) No later than May 31.
(C) I’ ll return to the office.

10.
Would you prefer to come in early or leave after 7 o’clock 
tomorrow? 
(A) I’m not available on either day.
(B) Angela can join us tomorrow.
(C) I’d rather stay late. 
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Unit 1　正解・和訳
p. 7
Part 1

1. 正解  (A)
(A) 男性はネクタイを身に着けている。
(B) 男性はネクタイを着けようとしているところだ。
(C) 男性はジャケットを身に着けている。
(D) 男性はシャツを着ようとしているところだ。

2. 正解  (B)
(A) テーブルは片付けられた。
(B) 少年はプリントに取り組んでいる。
(C) 椅子は壁に寄りかかっている。
(D) 少年はテーブルのそばでひざまづいている。

3. 正解  (D)
(A) 彼女らは犬を運んでいる。
(B) 彼女らは人ごみの中に立っている。
(C) 彼女らは手をつないで散歩している。
(D) 彼女らはペットと歩いている。

4. 正解  (B)
(A) 荷物がバンから荷下ろしされているところだ。
(B) 車両の後部が開いたままになっている。
(C) トラックの男性たちは互いに向き合っている。
(D) 数台の車両が倉庫に向かって駐車されている。

5. 正解  (A)
(A) 丸太が持ち運ばれているところだ。
(B) １本の木が茂みに囲まれている。
(C) 彼らは手で丸太を調査している。
(D) 彼らははしごを肩に乗せて運んでいる。

6. 正解  (D)
(A) 帽子掛けが壁に取り付けられているところだ。
(B) 絵が壁に展示されている。
(C) 数本のネクタイが壁に掛けられている。
(D) たくさんの帽子が壁に並べられている。

p. 10
Part 2

1. 正解  (A)
どのサイズのスーツをお探しですか。
(A) アメリカのサイズには慣れていないんです。
(B) これはあまり私に似合いません。
(C) ３キロ太りました。

2. 正解  (C)
休暇はどちらへ行きますか。
(A) 前回シドニーに行きました。
(B) ２～３週間。
(C) 特にまだ決めていません。

3. 正解  (B)
四半期報告書の締め切りはいつですか。
(A) とてもうまくいきました。
(B) 週の終わりまでです。
(C) 今９時45分です。

4. 正解  (B)
なぜ事務用品がないのですか。
(A) 家にレポートを置いてきてしまいました。
(B) すみません、発注するのを忘れていました。
(C) なぜなら、それらは驚くほど安いんです。

5. 正解  (C)
Satoさんに前もって出張費を支払いましょうか。
(A) はい、それは先端技術です。
(B) その額を引き出しました。
(C) いかなる払い戻しも事後でなくてはなりません。

6. 正解  (A)
Brownさんの内線番号を知っていますか。
(A) はい、116です。
(B) 彼の秘書は最近辞めました。
(C) 売上が急激に拡大している。

7. 正解  (C)
経理課のAndersonさんが昨日、立ち寄りました。
(A) それは30％を占めている。
(B) それはバーゲン価格で販売されている。
(C) 上司から聞きました。

5. 正解  (B)
あなたの上司は出張から戻ったのではないのですか。
(A) それは片道切符です。
(B) 明日まで戻りません。
(C) 彼は飛行機の便を予約したに違いありません。

9. 正解  (A)
彼女に今、折り返し電話しましょうか、それとも彼女が私にあと
で電話をくれますか。
(A) 彼女はあなたから折り返し電話をもらいたがっています。
(B) 遅くとも５月31日です。
(C) オフィスに戻ります。

10. 正解  (C)
明日は早めに出社されますか、それとも７時以降に退社されます
か。
(A) どちらの日も都合が良くありません。
(B) Angelaは明日参加できます。
(C) 遅くまで残るほうがいいです。
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Unit 2　スクリプト
p. 11
Part 3

Questions 1 through 3 refer to the following 
conversation.

W: Hi. Wayne. I hear that you’ re giving a big presentation 
at a conference in Miami sometime soon. That’s 
exciting. If there’s anything I can do for you, please tell 
me. You know, I owe you a lot.

M: Oh, thank you, Claire. I really appreciate your offer, but 
actually it was last weekend. And my colleague, Dean, 
said the presentation went well.

W: What do you mean? Weren’t you presenting, too?
M: Unfortunately, no. I couldn’t even get there! All the 

flights from New York to Miami were suspended 
because of the heavy snow. 

Questions 4 through 6 refer to the following 
conversation.

M: Hello, this is Ivan Backer. I had dinner at your 
restaurant around 7:30 P.M. I was wondering if anyone 
found a wallet on the counter. It’s brown, and there 
should be a driver’s license inside so you can check 
my name. 

W: I’m glad you called. It was found on the table. Could 
you come and pick it up today? We’ll be closing in two 
hours.

M: I’m so happy you found it! I think I can make it within 
an hour. 

W: Good. My name’s Amanda Smith. Please ask for me 
when you arrive. 

Questions 7 through 9 refer to the following 
conversation.

W: Hi, this is Janine Brown. I have an appointment with 
Dr. Murphy at three, but I don’t think I can make it in 
time. I was late leaving home and the traffic is very 
bad. 

M: Yes, there seems to have been a big accident in the 
area. Do you want me to change your appointment?

W: That would be great. Let’s see... I’d like to have my 
teeth treated as soon as possible, but I’ ll be busy until 
next weekend. 

M: OK. Then how about today at 5:30 P.M.? I don’t think 
it’s a good idea to wait until next Saturday. 

Questions 10 through 12 refer to the following 
conversation.

W: Thank you for calling Customer Support at ET & LE. 
How may I help you?

M: The book I ordered was delivered this morning. 
However, I found two of the same book and the 
invoice says I ordered two, not one! Is there any way I 
can cancel one copy and get a refund for that?

W: I’m sorry about the mistake. Could you send the extra 
book back to us? Once we’ve received it, your refund, 
including the shipping cost, will be issued immediately. 
The refund will appear on your credit card statement 
within the next seven days.

M: OK, thanks much. I’ ll do it right away.
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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. We’re sorry to have kept you waiting over your 
order. I’m happy to let you know that we’ve finally 
received the magazine you ordered̶the August edition of 
“World Soccer.” If you can come in today to pick it up, I’ ll 
be here until 7 P.M. However, if you come after that, 
another clerk will take care of you. We are open until 9:30 
P.M. today. Thank you. 

Questions 4 through 6 refer to the following 
announcement.
  
Welcome to our City Sights Bus Tour. I’m your guide, 
Cindy Barnard. It’s my pleasure to show you around the 
city of Melbourne today. First, we are going to stop by the 
City Museum, where you can see not only traditional 
Australian arts but also hundreds of contemporary 
artworks by locals. After that, we will have lunch in a 
nearby restaurant specializing in Australian lamb and beef 
dishes. Please ensure that you show your lunch ticket to 
the restaurant staff. Lunch is included in the tour so you 
don’t have to pay extra. Before you get in the bus, I’ ll give 
out your meal tickets. Thank you.

Questions 7 through 9 refer to the following 
advertisement.

Banks Cameras is happy to announce our annual photo 
contest. We’ve been hosting and sponsoring this annual 
event for the last 10 years. As you may know, 
photography is growing in popularity as a hobby, and as a 
result we had a record number of applicants last year. 
That led to a decision to change one of the rules for the 
contest. We used to allow up to three photographs per 
person but this year we will only accept one. The good 
news is that every contest will receive a discount coupon 
for our latest products. We look forward to seeing your 
best picture!

Questions 10 through 12 refer to the following 
introduction.

Ladies and gentlemen, thank you for coming tonight to 
honor Ms. Sarah Suzuki, one of the great web designers 
at our computer business. We’re all proud that she was 
selected as Top Designer at the 2012 Computer Industry 
Awards. I’ve known Sarah since our company was 
founded in 2001, and every year she has repeatedly 
applied for the award. Now her efforts have finally paid off! 
This is the first time that the prize has been given to one of 
our employees. Let’s welcome Sarah and listen to her 
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。

女性：こんにちは、Wayne。近々マイアミの会議で大きなプレ
ゼンをするそうね。スゴイわね。もし何か私にできること
があったら言ってね。いつもお世話になっているから。

男性：ありがとう、Claire。そう言ってくれて本当に助るよ。で
も、実はプレゼンは先週末だったんだ。同僚のDeanがと
てもうまくできたって言ってた。

女性：どういう意味？　プレゼンしたんじゃなかったの？
男性：残念ながらしてないんだ。現地へ行くことすらできなかっ

たんだ !　ニューヨークからマイアミへのフライトは、豪
雪ですべて欠航になったんだよ。

1. 正解  (D)
女性は男性に何をすると申し出ていますか。
(A) 旅行の予定を練る。 (C) 空港に男性を迎えに行く。
(B) 就職面接を手配する。 (D) 男性のプレゼンを手伝う。

2. 正解  (D)
誰がプレゼンを行いましたか。
(A) Wayne (C) Dean and Wayne
(B) Claire (D) Dean

3. 正解  (C)
男性に何が起こりましたか。
(A) 怪我をした。 
(B) 飛行機のチケットを失くした。
(C) フライトがキャンセルになった。
(D) 予約ができなかった。

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 Ivan Backerです。午後７時半頃に
そちらのレストランで食事をしました。カウンターの上で
誰か財布を見つけていませんか。茶色で運転免許証が入っ
ているので、それで私の名前を確認できると思いますが。

女性：お電話いただけて良かったです。テーブルの上にありまし
た。今日中に取りに来られますか。あと２時間ほどで閉店
になりますけど。

男性：見つけていただきありがとうございます !　１時間以内に
行けると思います。

女性：わかりました。私はAmanda Smithと申します。到着さ
れましたら私をお呼びください。

4. 正解  (C)
男性はどこに電話をしていますか。
(A) ホテル (C) レストラン
(B) スーパーマーケット (D) 電車の駅

5. 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

6. 正解  (D)
女性はその場所は何時に閉まると言っていますか。
(A) 午後７時30分 (C) １時間後
(B) 午後８時30分 (D) ２時間後

問題7-9は次の会話に関するものです。

女性：こんにちは、こちらはJanine Brownです。３時に
Murphy先生との予約が入っていますが、約束の時間に間
に合いそうにありません。自宅を出るのが遅れてしまっ
て、それに渋滞がかなりひどいんです。

男性：そうですか、その地域で大きな事故があったらしいですね。
予約の変更をなさいますか。

女性：できればお願いします。歯の治療は早くお願いしたいので
すが、来週末まで時間が取れそうにありません。

男性：わかりました。では、本日の午後５時半はいかがですか。
来週の土曜日までお待ちいただくのは良くないですから。

7. 正解  (A)
男性は誰だと思われますか。
(A) クリニックの受付係 (C) 歯医者
(B) 患者 (D) 警備員

8. 正解  (D)
女性はなぜ男性に電話をかけたのですか。
(A) 彼の同僚と話すため。
(B) ウェイティングリストに追加してもらうため。
(C) 予約を確認するため。
(D) 遅れることを彼に伝えるため。

9. 正解  (A)
男性は女性に何をするよう勧めていますか。
(A) あとで来る。 (C) 帰宅する。
(B) 別の日に来る。 (D) 彼に電話をかけ直す。

問題10-12は次の会話に関するものです。

女性：ET&LEのカスタマーサポートにお電話いただきありがと
うございます。どのようなご用件でしょうか。

男性：注文した本が今朝届きました。しかし、同じ本が２冊入っ
ており、請求書には私が１冊ではなく２冊注文したと書か
れていました !　１冊をキャンセルして、その分の返金を
してもらう方法はありますか。

女性：大変申し訳ございませんでした。不要な１冊をご返送いた
だけますか。それを受け取り次第、ただちに送料を含めた
返金をさせていただきます。返金は７日間以内にクレジッ
トカードの明細書に反映されます。

男性：わかりました、ありがとうございます。すぐにやります。

10. 正解  (A)
女性はどこで働いていると思われますか。
(A) カスタマーサービスセンター (C) 財務部
(B) クレジットカード会社 (D) 輸送会社

11. 正解  (A)
男性の問題は何ですか。
(A) 余計な本を受け取った。 (C) コピー機が故障した。
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(B) その本を配達できない。 (D) 間違え電話をした。

12. 正解  (B)
男性は次に何をすると考えられますか。
(A) 謝罪を求める。 (C) レシートを見せる。
(B) 商品を返す。 (D) 注文をキャンセルする。

p. 13
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、Andersonさん。こちらはHarper Bookstoreの
Sam Danielsです。ご注文の件でお待たせして大変申し訳あり
ませんでした。ご注文の雑誌、World Soccer 8月号がようやく
届きましたのでご連絡いたします。本日受け取りにお越しいただ
けるなら、午後７時までは私が対応いたします。しかし、もしそ
れ以降にお越しになる場合は、他の店員が対応いたします。本日
は午後９時30分まで営業しております。よろしくお願いします。

1. 正解  (B)
男性はどこから電話をかけていますか。
(A) 旅行代理店 (C) コンビニエンスストア
(B) 書店 (D) スポーツジム

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

3. 正解  (D)
今日は何時に閉店しますか。
(A) 午後７時 (C) 午後９時
(B) 午後７時30分 (D) 午後９時30分

問題4-6は次のお知らせに関するものです。

City Sightsバスツアーへようこそ。ガイドのCindy Barnardで
す。本日メルボルン市内をご案内できることをうれしく思いま
す。初めに、伝統的なオーストラリアの芸術作品だけでなく、地
域の人々による数百点の現代アート作品もご覧いただけるCity 
美術館に立ち寄ります。そのあと、オーストラリアの子羊の肉と
牛肉料理が専門の近くのレストランにて昼食となります。昼食券
をレストランスタッフにお見せください。昼食はツアーに含まれ
ておりますので、追加料金はかかりません。バスにご乗車される
前に、食事券をお渡しいたします。ありがとうございます。

4. 正解  (B)
話を聞いているのは誰だと思われますか。
(A) 市の職員 (C) 芸術家
(B) 観光客 (D) ツアーガイド

5. 正解  (A)
聞き手は初めにどこを訪れますか。
(A) 美術館 (C) バスターミナル
(B) 地元のレストラン (D) チケット売り場

6. 正解  (C)

話し手は聞き手に次に何をするよう求めていますか。
(A) バスに乗車する。 (C) 昼食券を受け取る。
(B) 絵画を注文する。 (D) ツアー料金を支払う。

問題7-9は次の広告に関するものです。

Banksカメラは毎年恒例の写真コンテストについてご案内申し
上げます。過去10年間、この年次イベントの主催と後援をして
おります。ご存じかもしれませんが、写真は趣味としての人気が
大変高まっており、その結果、昨年は応募者数が過去最高となり
ました。それを受けて、コンテストのルールの一部を変更させて
いただくことになりました。以前はお１人様につき３枚までの写
真を受け付けておりましたが、今年からは１枚限りとさせていた
だきます。ご参加いただいた方全員に、当社の新製品の割引クー
ポンを差し上げます。皆様の最高の１枚をお待ちしております !

7. 正解  (D)
話し手はどのような会社で働いていますか。
(A) 写真スタジオ (C) 電気店
(B) ソフトウェア開発会社 (D) カメラ会社

8. 正解  (D)
今年のコンテストでは何が変わりましたか。
(A) 場所 (C) 申し込みの締め切り
(B) 最優秀賞 (D) 写真の受け付け枚数

9. 正解  (A)
話し手はどのことを述べていますか。
(A) 割引券 (C) コンテストのスケジュール
(B) 写真のレッスン (D) 製品カタログ

問題10-12は次の紹介に関するものです。

皆様、今夜は、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Sarah 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。彼女が2012年度コンピューター
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。私は、わが社が創設された2001年以来Sarahを
知っております。また、彼女は、毎年その賞に繰り返し応募して
きました。その努力がついに報われました !　わが社の社員にそ
の賞が贈られたのは今回が初めてです。それではSarahを迎え
て彼女のスピーチを聞きましょう !

10. 正解  (A)
どんなイベントが開催されていますか。
(A) 表彰式 (C) スピーチコンテスト
(B) 結婚披露宴 (D) ビジネス会議

11. 正解  (C)
Sarah Suzukiとは誰ですか。
(A) システムエンジニア (C) ウェブデザイナー
(B) コンピュータープログラマー (D) 営業部長

12. 正解  (B)
Suzukiさんは次に何をしますか。
(A) 新たなデザインを作り出す。 (C) 新人社員を迎える。
(B) スピーチをする。 (D) コンペに応募する。
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Unit 3　スクリプト
p. 15
Part 1

1. 
(A) The shoes have been placed on the shoe rack.
(B) The baskets are being filled with a lot of shoes.
(C) The man is paying for purchases at the register.
(D) The man is taking some shoes out of the cabinet.

2.
(A) The car door is being locked.
(B) The man is parking a vehicle.
(C) The man is standing by the car.
(D) A car window has been left open.

3.
(A) They’ re facing each other.
(B) They’ re holding a large bag together.
(C) They’ re crossing the street hand in hand.
(D) They’re carrying backpacks.

4. 
(A) A man on a horse is putting on a hat.
(B) Pedestrians are standing near the horses.
(C) People are feeding the horses by hand.
(D) Passengers are riding in a wagon pulled by horses.

5.
(A) A bicycle is being fixed.
(B) There is a bicycle in the garage.
(C) A bicycle is leaning against a railing.
(D) A bicycle has been parked in a garden.

6.
(A) A shopping cart is full of groceries. 
(B) A lot of cartons have been piled up.
(C) Some of the boxes are lying on the ground.
(D) Several carts are being taken to the storeroom.

p. 18
Part 2

1.
What did you think of the workshop this morning?
(A) Most of the colleagues did.
(B) I’d prefer this evening.
(C) It wasn’t very informative. 

2.
Why don’t we take a break for a while?
(A) OK. Is ten minutes long enough? 
(B) The rest of it was boring.
(C) To follow the new regulations.

3.
Who will replace Ms. Taylor and lead the project?
(A) I believe it’s his choice.
(B) That should be more productive.
(C) You might want to ask her. 

4.
How soon can we have the marketing materials ready?
(A) By express mail, I think.
(B) We have to wait until tomorrow to know. 
(C) The product was released last week.

5.
Is Mr. Graham coming to the opening ceremony?
(A) I’m afraid he’s not. 
(B) No, it was just refurbished.
(C) It’s close to the reception venue.

6.
The light bulbs we ordered last week haven’t arrived yet.
(A) Who’s going to purchase them?
(B) Place an order for some.
(C) Really? Then I’ ll call the supplier. 

7.
We haven’t got enough programs for all the participants.
(A) Those programs come in different sizes.
(B) That’s almost half the price.
(C) Can we get more in time? 

8.
Robert is back in the office now, isn’t he?
(A) No, the storage space is limited.
(B) Yes, that’s what I’ve heard. 
(C) Is there any background information?

9.
Haven’t you sent your resume to the travel agency?
(A) No, I changed my mind. 
(B) To Singapore on a business trip.
(C) The tour has to be rescheduled.

10.
Will you be coming to dinner with us, or are you going to 
work late? 
(A) You want something to drink?
(B) Sorry, I’m way behind schedule. 
(C) What needs to be addressed?
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Unit 3　正解・和訳
p. 15
Part 1

1. 正解  (A)
(A) 靴はラックに入っている。
(B) カゴはたくさんの靴でいっぱいにされているところだ。
(C) 男性はレジで購入品の代金を支払っている。
(D) 男性は戸棚から何足かの靴を取り出している。

2. 正解  (C)
(A) 車のドアは鍵が掛けられているところだ。
(B) 男性は車を駐車している。
(C) 男性は車のそばに立っている。
(D) 車の窓が開いたままになっている。

3. 正解  (D)
(A) 彼らは互いに向き合っている。
(B) 彼らは一緒に大きなカバンを持っている。
(C) 彼らは手をつないで道を横断している。
(D) 彼らはバックパックを運んでいる。

4. 正解  (B)
(A) 馬に乗っている男性は帽子をかぶろうとしている。
(B) 歩行者たちは馬の近くに立っている。
(C) 人々は手で馬にエサをあげている。
(D) 乗客は馬に引かれた荷馬車に乗っている。

5. 正解  (C)
(A) 自転車は修理されているところだ。
(B) ガレージに自転車がある。
(C) 自転車は手すりに立て掛けられている。
(D) 自転車は庭に駐輪されている。

6. 正解  (B)
(A) ショッピングカートは食料品でいっぱいだ。
(B) たくさんのダンボール箱が積み重ねられている。
(C) いくつかの箱が地面に置いてある。
(D) いくつかのカートは倉庫へ運ばれているところだ。

p. 18
Part 2

1. 正解  (C)
今朝のワークショップをどう思いましたか。
(A) 同僚のほとんどが行いました。
(B) 今晩がいいです。
(C) あまり参考になりませんでした。

2. 正解  (A)
少し休憩でもしませんか。
(A) はい。10分で十分ですか。
(B) その残りはつまらないものでした。
(C) 新たな規則に従うためです。

3. 正解  (C)
Taylorさんの代わりにプロジェクトを率いるのは誰ですか。
(A) 彼の選択だと思います。
(B) もっと生産的になるはずです。
(C) 彼女に聞いたほうがいいかもしれません。

4. 正解  (B)
マーケティングの資料が準備できるまで、あとどのくらいですか。
(A) 速達だと思います。
(B) 明日まで待たないとわかりません。
(C) その製品は先週発売されました。

5. 正解  (A)
Grahamさんは開会式にいらっしゃる予定ですか。
(A) 残念ながらいらっしゃいません。
(B) いいえ、ちょうどリフォームされたところです。
(C) パーティー会場の近くです。

6. 正解  (C)
先週発注した電球がまだ届いていません。
(A) 誰が購入するのですか。
(B) いくつか注文してください。
(C) 本当ですか。じゃあ仕入先に電話してみます。

7. 正解  (C)
参加者全員に十分な数のプログラムがありません。
(A) それらのプログラムはサイズが異なります。
(B) ほぼ半額です。
(C) 時間までにもっと入手できますか。

8. 正解  (B)
Robertはもうオフィスに戻っていますよね。
(A) いいえ、倉庫スペースは限られています。
(B) はい、そのように聞きました。
(C) 参考となる情報はありますか。

9. 正解  (A)
旅行代理店へ履歴書を送ったのではないのですか。
(A) いいえ、気が変わりました。
(B) 出張でシンガポールへ。
(C) ツアーのスケジュールは組み直さなければなりません。

10. 正解  (B)
夕食をご一緒しませんか、それとも残業するつもりですか。
(A) 何か飲み物いりますか。
(B) すみません、予定よりだいぶ遅れています。
(C) 解決する必要があるのは何ですか。
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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, but are there any tickets available for 
Nancy Williams’ jazz concert? She was interviewed on 
TV on Saturday and they said her concert tour was 
very popular.

M: You mean for tonight’s show? I’m sorry, but it’s been 
sold out for a few days. We still have a few tickets for 
tomorrow, though. Would you like some?

W: Well..., I need two, but I’m not sure if my husband will 
be able to come tomorrow. Let me just call him now 
and see. 

M: Sure. I’ ll reserve two tickets for you so take your time. 

Questions 4 through 6 refer to the following 
conversation.
  
M: My presentation is scheduled for the first day, Monday. 

How about you? I hope yours is on Tuesday or 
Wednesday so that I can go to your session.

W: I don’t know yet. I submitted my application for the 
conference just before the deadline. I’ve been 
checking my e-mails for the last few days, hoping for 
an answer.

M: Well, you won’t get an e-mail about it from the 
organizers. You’ve got to go to the conference Web 
site and log in with the password they sent you. Didn’t 
you get an e-mail about it when you registered online?

W: Oh, that’s right! Thanks for reminding me! I’ ll check 
now.

Questions 7 through 9 refer to the following 
conversation.

W: It’s too hot in this room. I don’t understand why the air 
conditioner isn’t working yet. Didn’t we ask a 
repairperson to come yesterday? 

M: Yes. A man came, but unfortunately he couldn’t fix it. 
He said that it’s so old that it will take a few more days 
to get some of the parts he needs. 

W: Well, don’t you think that means it’s time to get a new 
one?

M: I guess so. We’ve used this one for almost ten years, 
and we could save electricity with a newer model. I 
heard the latest models are three times as energy-
efficient as older ones.

Questions 10 through 12 refer to the following 
conversation.
 
M: Have you booked your hotel for that environmental 

conference at Lake Louise in July? It’s being held 
during the high season, so you should book well in 
advance.

W: Yeah, I know, but I haven’t had time to book yet. How 
about you?

M: Not yet. But I’ve found a good place online. There’s a 
mini-kitchen in every room, a guest laundry, and 
complimentary Wi-Fi access. It’s $550 for three nights. 
It’s not a budget hotel, but I think it’s good value.

W: Hmm, it seems a little pricy, but it sounds worth it. I’ ll 
see if they still have any rooms available. Can you give 
me the phone number? 
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p. 21
Part 4

Questions 1 through 3 refer to the following 
announcement.

Good afternoon and welcome to our Hawaiian cooking 
class! My name is Nancy Morgan. Today I’ ll be sharing 
some popular recipes for traditional Hawaiian dishes. 
Before we start, I’d like you to form groups of three. We 
have twenty-one students, so let’s have seven groups. 
Each group can work together and share a table, a sink 
and a stove together. The class will end around 1 P.M., 
and then we’ll take the food outside and have a little party. 
I hope you’ ll enjoy the class and learn some tips for 
healthier eating.

Questions 4 through 6 refer to the following radio 
news report.
 
Good morning. This is Miranda Sheffield with your Weekly 
Business Broadcast. This week’s main news is that 
Jackson Interior, a London-based furniture business, will 
be opening a new store in Madrid. This is Jackson Interior’s 
first expansion into the overseas market and the company 
is now recruiting additional staff members. Applicants 
need at least three years of experience working in some 
related field, and preferably some command of Spanish. 
Resumes must be submitted by August 17, and the big 
opening is scheduled for October 10. 

Questions 7 through 9 refer to the following 
announcement.

Hello, everyone. Today I’m very proud to announce that 
our research and development team has finally created a 
dream product! They’ re called Outside Navigation 
Glasses. They look like a normal pair of glasses, but you’ ll 
notice a difference as soon as you put them on. They will 
guide you with a 3D image while you’ re walking. In 
addition, you will hear directions through the built-in 
speaker, so you will never be lost again. Next, I’ ll explain 
how our team came up with the idea and developed this 
innovative technology. 

Questions 10 through 12 refer to the following 
recorded message.

Hi, this is Emily from HR. I’m sorry for asking at such a 
busy time, but could you possibly add an extra story to 
the November edition of the newsletter? As you probably 
know, a new senior researcher, Linda Taylor, has just 
joined our company and everybody seems interested in 
her background. I have some information about her 
career, so I’d like to write a short introduction for the 
newsletter. Could you please call me back at 792-2935? 
Thanks.
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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、Nancy Williamsのジャズコンサートのチケ
ットはありますか。土曜日のテレビでインタービューされ
ていて、彼女のコンサートはとても人気があると言ってい
ました。

男性：今夜のショーのことですか。申し訳ございません、数日売
り切れの状態が続いております。明日の分ならまだ少し残
っていますが。それでよろしいですか。

女性：そうですか……、では２枚お願いしたいのですが、主人が
明日来られるかどうかわかりません。今、電話して聞いて
みます。

男性：わかりました。一応２枚取っておきますので、ゆっくりお
話しください。

1. 正解  (B)
話し手はどこにいると思われますか。
(A) スタジアム (C) ギターショップ
(B) チケット売り場 (D) ステージ上

2. 正解  (A)
男性は女性に何をするよう勧めていますか。
(A) 明日のチケットを購入する。
(B) Nancy Williamsに電話する。
(C) ギターの弾き方を習う。
(D) 今夜のコンサートを見る。

3. 正解  (B)
女性は誰と話すと言っていますか。
(A) 同僚　　(B) 家族　　(C) 店員　　(D) テレビ司会者

問題4-6は次の会話に関するものです。

男性：私のプレゼンは初日の月曜日に予定されています。君のは？
火曜日か水曜日なら君のセッションを見に行けるのに。

女性：まだわからないの。締め切りギリギリにカンファレンスの
申込書を提出したの。いつなのかと思って、ここ数日Ｅメ
ールをチェックしているんだけど。

男性：大会組織から通知のＥメールは来ないよ。カンファレンス
のウェブサイトに行って、もらったパスワードでログイン
しなきゃ。インターネットで申し込んだ時、それについて
のＥメールをもらわなかった？

女性：そうだったわ！　思い出させてくれてありがとう。今すぐ
チェックしてみるわ。

4. 正解  (A)
男性のプレゼンの予定はいつですか。
(A) 月曜日　　(B) 火曜日　　(C) 水曜日　　(D) 木曜日

5. 正解  (B)
女性は最近何をしていますか。
(A) プレゼンテーションの準備 (C) パスワードの変更
(B) Ｅメールのチェック (D) 大会組織への連絡

6. 正解  (B)
男性は女性に何をするよう勧めていますか。
(A) 締め切りを守る。
(B) ウェブサイトを見る。
(C) 新たなパスワードを入手する。
(D) プレゼンの予定を変更する。

問題7-9は次の会話に関するものです。

女性：この部屋は暑すぎます。どうしてエアコンがまだ効いてい
ないのかが理解できません。昨日、修理に来てもらうよう
にお願いしませんでしたか。

男性：しました。男性が来たのですが、残念ながら修理できなか
ったんです。このエアコンが古すぎて、必要な部品を取り
寄せるまで数日かかると言っていました。

女性：それだったら、新しいものを買う時期じゃありませんか。
男性：そうですね。ほぼ10年間使っていますし。新しいモデル

なら電力も節約できそうです。最新式は古いものと比べ
て、３倍もエネルギー効率がいいと聞きましたよ。

7. 正解  (B)
2人は何について話していますか。
(A) 部屋の温度　(B) エアコン　(C) 家電会社　(D) 新しい申込書

8. 正解  (A)
その製品は何が問題ですか。
(A) 修理が難しい。 (C) 運ぶのが重い。
(B) もう売られていない。 (D) 修理するのが高い。

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控える。 (C) 他の会社に連絡する。
(B) 中古品を買う。 (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：７月のLake Louiseで行われる環境のカンファレンスの
ホテルは予約した？　最盛期に開催されるから、かなり早
めに予約しないとね。

女性：わかっているけど、予約する時間がなくて。あなたは？
男性：まだだよ。でも、インターネットでいいところを見つけた

んだ。全室にミニキッチン、ゲスト用の洗濯サービス、無
料Wi-Fiアクセスが付いて、３泊で550ドル。格安ホテル
ではないけど、なかなかお得だと思うよ。

女性：う～ん、ちょっと値が張るけど、利用する価値はありそう
ね。まだ空きがあるか調べてみるわ。電話番号を教えても
らえるかしら。

10. 正解  (A)
２人は何について話していますか。
(A) 宿泊場所　　(B) 新しい本　　(C) 会議室　　(D) 環境問題

11. 正解  (B)
男性は自分が選んだものに対して何と言っていますか。
(A) とても高い。 (C) 観光客に人気である。
(B) 快適な設備がある。 (D) 会議場に近い。
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12. 正解  (B)
女性は何をすると決めましたか。
(A) 事前に550ドルを支払う。 (C) ルームサービスを頼む。
(B) 男性の勧めに応じる。 (D) インターネットで探す。

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 !　私はNancy 
Morganです。今日は、伝統的なハワイ料理のレシピで人気のあ
るものをいくつかご紹介いたします。始める前に、３人グループ
になってください。21人のご参加なので、グループを７つ作り
ましょう。グループごとに協力して行い、テーブル、流し、コン
ロを共有していただきます。クラスは午後１時頃に終わりますの
で、それから料理を外に運んで、ちょっとしたパーティーを開き
たいと思います。このクラスを楽しんでいただき、健康的な食事
の秘訣を学んでください。

1. 正解  (D)
この話はどこで行われていますか。
(A) 屋外 (C) ハワイ風レストラン
(B) ディナーパーティー (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) 自己紹介をする。

3. 正解  (C)
聞き手は午後１時過ぎに何をしますか。
(A) 他の講師を迎える。 (C) 屋外で食事をする。
(B) レシピ付き小冊子を受け取る。 (D) 次の教室に申し込む。

問題4-6は次のラジオニュースに関するものです。

おはようございます。Weekly Business 放送のMiranda Shef-
fieldです。今週の主なニュースは、ロンドンを拠点に家具を扱う
Jackson Interiorが、マドリッドに新店舗を開くことです。
Jackson Interiorの初の海外市場での展開となり、現在追加スタ
ッフを募集中とのことです。応募者は、関連した分野で少なくと
も３年以上の経験が必要で、ある程度スペイン語ができると好ま
しいとのことです。履歴書は８月17日が提出期限になっており、
盛大なオープニングイベントが10月10日に予定されています。

4. 正解  (B)
どんなビジネスについて話されていますか。
(A) 人材派遣会社　(B) 家具会社　(C) 語学学校　(D) スーパーマーケット

5. 正解  (A)
Jackson Interiorは何を求めていますか。
(A) 新しいスタッフを雇う。 (C) スペイン人スタッフを教育する。
(B) ロンドンに店をオープンする。 (D) 違うマーケティング方法を試す。

6. 正解  (C)
10月に何が起こりますか。
(A) 新しいスタッフが面接を受ける。 

(B) 入学式が開催される。
(C) 新しい店がオープンする。
(D) 本社が海外へ移転する。

問題7-9は次のお知らせに関するものです。

みなさん、こんにちは。当社の研究開発チームがついに夢のよう
な製品を開発したことを、本日発表いたします！　製品名は
Outside Navigation Glassesです。一見普通のメガネのようで
すが、メガネをかけたとたん、その違いがわかります。歩行時に
3Dイメージであなたをナビゲートし、さらに道案内が内蔵式ピ
ーカーから聞こえるので、二度と道に迷うことはないでしょう。
次に、わがチームがどのようにアイデアを生み出し、この革新的
な技術を開発したのかをご説明いたします。

7. 正解  (C)
話し手は誰だと思われますか。
(A) アナウンサー (C) チームリーダー
(B) メガネ店のオーナー (D) 映画監督

8. 正解  (C)
製品のどんな利点が述べられていますか。
(A) スタイリッシュなデザイン (C) 最新技術
(B) お買い得な価格 (D) 豊富な色

9. 正解  (D)
話し手は次に何を話しますか。
(A) 他のナビゲーション製品 (C) 新たな予算案
(B) 製品の発表日 (D) 製品の開発

問題10-12は次の録音メッセージに関するものです。

こんにちは、人事課のEmilyです。こんな忙しい時のお願いで申
し訳ありませんが、11月号のニュースレターに追加記事をお願
いできないでしょうか。おそらくご存じでしょうが、新しい上級
研究員のLinda Taylorがわが社の一員となり、彼女の経歴にみん
な関心があるようです。彼女の経歴についていくつか情報があり
ますので、ニュースレターに短い紹介文を書きたいのです。792-
2953まで折り返しお電話をいただけませんか。お願いします。

10. 正解  (B)
電話をかけた人は聞き手に何をするよう求めていますか。
(A) 履歴書を見せる。
(B) ニュースレターに記事を掲載する。
(C) 出版の締め切りを確認する。
(D) 他の従業員を紹介する。

11. 正解  (C)
Linda Taylorは誰ですか。
(A) 上級役員　　(B) 編集者　　(C) 研究員　　(D) 人事スタッフ

12. 正解  (D)
電話をかけた人は何をすると申し出ていますか。
(A) 同僚のリサーチをする。 (C) 情報を送る。
(B) 電話をかける。 (D) 紹介文を書く。
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Unit 5　スクリプト
p. 23
Part 1

1. 
(A) A flower pot is being picked up.
(B) A plant is being placed in a pot.
(C) A man is watering the plants outside.
(D) A man is bending down beside the flowers.

2.
(A) There is snow on the roof.
(B) They are carrying an umbrella stand.
(C) They are walking in the same direction.
(D) Two children are playing in the snow.

3.
(A) They’ re working outdoors.
(B) A dog is barking in the yard.
(C) They’re walking side by side.
(D) They are in a parking area.

4. 
(A) Some people are getting into a boat.
(B) A number of boats are docked at the pier.
(C) People are rowing a boat with oars.
(D) A ball is floating on the surface of the water.

5.
(A) Both recycle bins are full.
(B) The containers are being sealed.
(C) Both drawers have been left open.
(D) The trays are filled with stationary.

6.
(A) Some dishes are piled up in the kitchen.
(B) A picture is being hung on the wall.
(C) Several cups are arranged in a row. 
(D) There are some saucepans on the shelf.

p. 26
Part 2

1.
Where should we hold the next fund-raising event?
(A) We’ ll need a large conference room. 
(B) I didn’t go anywhere.
(C) In a month or so.

2.
When is the electric vehicle supposed to be released?
(A) We are stuck in a traffic jam.
(B) Probably the beginning of March. 
(C) I suppose at the city hall.

3.
Why has the 2011 financial report been delayed?
(A) You must report on the project.
(B) Sorry, I don’t have any.
(C) There’re some figures missing. 

4.
Who’ ll be presenting awards at the upcoming ceremony?
(A) Sorry, I’m not sure. 
(B) Tom prepared his presentation thoroughly.
(C) He never said a word.

5.
How do you get to the corporate Web site?
(A) Once in a month.
(B) By public transportation.
(C) I’ ll show you now. 

6.
Would you like me to edit your article?
(A) Yes, that would be very helpful. 
(B) I’d prefer the art museum.
(C) No, I’ ll pay by credit card.

7.
Could I get your feedback on how to improve our 
customer service?
(A) I could have done that.
(B) Sure, what’s the problem? 
(C) As far as I know.

8.
We assume that the proposal will receive wide support 
from local residents.
(A) Registration is expected to close on Monday.
(B) Normal service will resume shortly.
(C) Yes, it’s very likely. 

9.
There’s going to be an official announcement tomorrow, 
isn’t there?
(A) Yes, I wonder what’s going to happen next.
(B) It couldn’t be better.
(C) A branch office has been established.

10.
Which of these companies offers a longer guarantee? 
(A) All orders must be accompanied by cash.
(B) The one from Europe. 
(C) They are short of money.
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Unit 5　正解・和訳
p. 23
Part 1

1. 正解  (D)
(A) 植木鉢が持ち上げられているところである。
(B) 植物は鉢に植えられているところである。
(C) 男性は外で植物に水をやっている。
(D) 男性は花のそばでかかんでいる。

2. 正解  (C)
(A) 屋根の上に雪がある。
(B) 彼らは傘立てを運んでいる。
(C) 彼らは同じ方向に歩いている。
(D) ２人の子供が雪の中で遊んでいる。

3. 正解  (C)
(A) 彼らは外で働いている。
(B) 犬が庭でほえている。
(C) 彼らは並んで歩いている。
(D) 彼らは駐車場にいる。

5. 正解  (C)
(A) 数人がボートに乗り込もうとしている。
(B) 多くの船が桟橋に着岸している。
(C) 人々はオールでボートを漕いでいる。
(D) 水面にボールが浮いている。

5. 正解  (C)
(A) リサイクル容器は両方いっぱいである。
(B) 容器は封をされているところである。
(C) 両方の引き出しは開いたままである。
(D) 受け皿は文房具でいっぱいである。

6. 正解  (C)
(A) 皿が台所で積み重なっている。
(B) 絵が壁に掛けられているところである。
(C) いくつかのコップが一列に並べられている。
(D) 棚にいくつかの片手鍋がある。

p. 26
Part 2

1. 正解  (A)
次回の募金イベントはどこで行えばいいですか。
(A) 大きな会議室が必要です。
(B) 私はどこへも行きませんでした。
(C) １カ月後かその辺。

2. 正解  (B)
電気自動車はいつ発売されることになっていますか。
(A) 渋滞で身動きが取れません。
(B) おそらく３月初旬です。
(C) 市役所だと思います。

3. 正解  (C)
2011年度の会計報告はなぜ遅れているのですか。
(A) あなたがそのプロジェクトについて報告しなさい。
(B) ごめんなさい、私は何も持っていません。
(C) いくつかの数字が抜けています。

4. 正解  (A)
次の式典で誰が賞を贈ることになっていますか。
(A) ごめんなさい、知りません。
(B) Tomは周到にプレゼンの準備をしました。
(C) 彼は一言もしゃべりませんでした。

5. 正解  (C)
どのようにしてその企業のウェブサイトに行きますか。
(A) １カ月に１度です。
(B) 公共交通機関を利用して。
(C) 今、お見せします。

6. 正解  (A)
あなたの記事を編集しましょうか。
(A) はい、そうしていただけるととても助かります。
(B) 美術館がいいです。
(C) いいえ、クレジットカードで支払います。

7. 正解  (B)
カスタマーサービスをどのように改善するかについて意見をいた
だきたいのですが。
(A) 私だったらそうしたでしょう。
(B) もちろんです、何が問題ですか。
(C) 私が知っている限り。

8. 正解  (C)
その提案は、地元住民から幅広い支持を集めると推測します。
(A) 申し込みは月曜日で締め切られる見込みです。
(B) 通常業務はまもなく再開されます。
(C) はい、その可能性が非常に高いです。

9. 正解  (A)
明日、公式発表がありそうですね。
(A) はい、次に何が起きるのでしょうね。
(B) それは最高です。
(C) 支店が設置されました。

10. 正解  (B)
これらの会社のうち、保証期間が長いのはどちらですか。
(A) すべての注文は現金を添えなければなりません。
(B) ヨーロッパの会社です。
(C) お金が足りません。
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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: Hi, Inga. You know Jerome in the marketing 
department? I don’t know why, but it’s been a while 
since I’ve seen him around.

W: He left the company last month. Didn’t you know? He 
was hired by Kang Holdings, a leading investment 
company. 

M: Well, that’s great for him, but I wonder how our 
marketing department is coping. Aren’t they short-
staffed right now?

W: Yes, it’s a busy period for them. Luckily, his 
replacement is starting next week.

Questions 4 through 6 refer to the following 
conversation.
  
M: Hi, Keesha. I haven’t seen you around for a while. 

Where have you been?
W: I was in Atlanta all week, and I only just got back. I was 

supervising a product launch there. It was a tough 
assignment, but our local staff handled it great.

M: Wow, congratulations! I think you should get paid extra 
for your hard work. I guess you haven’t reported your 
expenses yet, right? I can do that for you. Just fill in 
this form here and give me all your receipts.  

W: Thank you for reminding me! I totally forgot about it. 

Questions 7 through 9 refer to the following 
conversation.

M: Hiromi, are you coming to the Asian Global Conference 
this month? Terry and I are going to give a 
presentation, so we have no choice.

W: Me? No, not this time. I went to the one in Seoul last 
year and found it very interesting. But this year’s 
conference is being held in Taipei, right? I can’t afford 
to go. It’s a bit far away from Tokyo. 

M: We’ ll get paid for all the travel this year, as long as our 
boss approves the request in advance. You should 
discuss it with her. This year’s conference looks great, 
and maybe we can even check out some of the local 
tourist attractions, too.

Questions 10 through 12 refer to the following 
conversation.
 
W: Hi. Are you the new tenant for that empty office? I’m 

the owner of the accounting firm on this floor.
M: Then we’ ll be neighbors. I’ ll be signing the contract 

with the building owner soon. I like the building, as it’s 
close to the station and has a wonderful view from up 
on this floor. The only problem is that the monthly rent 
is a little high. 

W: I agree. Actually, we’ re moving out next month 
because of that. We found a more reasonably priced 
rental office on the other side of the station. Maybe you 
should look around, too.

M: Oh, thanks for your advice. I’ ll definitely do that.
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p. 29
Part 4

Questions 1 through 3 refer to the following 
advertisement.

Come to Ritz Footwear this weekend for our annual 
summer clearance sale! All kinds of shoes will be 
discounted by up to 50 percent. The sale even includes 
the newest Spring Athletic Sneakers, as seen on TV and 
in the fashion magazines. A limit of one pair per customer 
due to their popularity. The sale ends at 6 P.M. on Sunday, 
but it’s very likely some items will sell out more quickly. 
Don’t miss this chance! Ritz Footwear is located on the 
second floor of the Summerfield Mall.

Questions 4 through 6 refer to the following excerpt 
from a workshop.
  
Thank you for coming to today’s workshop. Our presenter, 
Eric Gordon from Ellington Press, Ltd., is going to share a 
practical approach to publishing your work. As I’m sure 
you know, Mr. Gordon has been highly successful in 
discovering talented new writers. Last year alone Mr. 
Gordon made connections with dozens of amateur writers 
and five have recently published their first books. In the 
second half of the workshop, Mr. Gordon will be holding 
personal interviews, and you will have the opportunity to 
show him your work. First, however, he’s going to talk 
about the latest approaches to getting your work noticed, 
including making use of Internet technology and blogs.

Questions 7 through 9 refer to the following news 
report.

Yesterday, Ergo Electrical Industries Ltd. announced that 
the company has donated one million dollars for a new 
public sports center. The center is expected to cater for all 
ages, and will include a gymnasium, a heated indoor pool, 
an outside jogging track and a childcare center. In a 
speech today, the Mayor, Selena Tanner, said that some 
of the money will be set aside to help talented young 
athletes from our city. The grand opening will take place 
on July 2 next year, and there are also plans to hold a 
citywide sports festival the following weekend.  

Questions 10 through 12 refer to the following 
telephone message.

Hello. This is Angela from Winners Sports Gym. I just 
wanted to remind you that your current membership will 
end on January 15. You probably received an e-mail from 
us that suggested renewing your membership online. If 
you do that within the next few days, the membership will 
be re-activated immediately and you won’t be charged 
any additional fees. However, if it expires, you will have to 
pay a re-joining fee of 50 dollars. Also, starting from last 
month, we are no longer sending out new membership 
cards by postal mail. Instead, we will print one out at the 
front desk for you. Please call me if you have any 
questions.
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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：こんにちは、Inga。マーケティング部のJeromeを知って
る？　なぜだかわからないけど、最近ずっと見ていないん
だよね。

女性：先月退職しましたよ。知らなかったのですか。投資会社ト
ップのKangホールディングスに雇われました。

男性：彼にとっては良かったね。でも、マーケティング部はどう
やって対処していくのだろう。今頃人数不足になっている
のではないかな。

女性：はい、彼らにとって忙しい時期ですから。運がいいことに、
彼の後任者が来週来ることになっています。

1. 正解  (A)
２人は主に何について話していますか。
(A) 元従業員 (C) 自動車産業
(B) マーケティング戦略 (D) 就職の面接

2. 正解  (C)
男性は何について心配していますか。
(A) 今後のキャリア (C) 人員不足
(B) 友達の昇進 (D) 新入社員の質

3. 正解  (B)
来週何が起こりますか。
(A) Jeromeが仕事に戻ってくる。
(B) 新しいスタッフが到着する。
(C) マーケティングスタッフが会議をする。
(D) 就職の面接が行われる。

問題4-6は次の会話に関するものです。

男性：こんにちは、Keesha。最近見ませんでしたね。どこに行
ってたの？

女性：１週間アトランタにいて、戻ってきたばかりです。そこで
商品発売の指揮をとっていました。大変な任務だったけれ
ど、現地スタッフが手際良くこなしてくれました。

男性：おめでとう !　その頑張りにプラスアルファの給料があっ
てしかるべきです。まだ経費の報告はしていないですよ
ね。私がしておきます。この用紙のここに記入して、領収
書をすべて私にください。

女性：思い出させてくれてありがとう !　完全に忘れていました。

4. 正解  (B)
どれだけの期間、女性はいませんでしたか。
(A) １日だけ (C) 数日
(B) 約１週間 (D) １カ月以上

5. 正解  (D)
男性はなぜ女性にお祝いの言葉を述べているのですか。
(A) 彼女の給料が上がった。
(B) 彼女は部長職へ昇進した。
(C) 彼女はアトランタで新しい職に就いた。

(D) 彼女は難しい仕事を成功させた。

6. 正解  (A)
女性は何を怠りましたか。
(A) 返金請求を行う。 (C) 新しい製品をデザインする。
(B) 登録用紙に記入する。 (D) 上司に報告書を提出する。

問題7-9は次の会話に関するものです。

男性：Hiromi、今月のアジアグローバル会議には行きますか。私
はTerryとプレゼンをするので選択の余地がありません。

女性：私ですか。いいえ、今回は行きません。去年のソウル大会
には参加しましたが、とても興味深いものでした。今年は
台北で開催されるのですよね。金銭的に行けません。東京
からちょっと遠いですし。

男性：事前に上司の許可さえあれば、今年の旅費はすべて支給さ
れます。彼女と話してみたらどうですか。今年の大会はす
ごく良さそうですし、現地の観光スポットを見て回ること
もできそうです。

7. 正解  (C)
今月どんなイベントが開催されますか。
(A) 従業員オリエンテーション (C) ビジネス会議
(B) 部長との面接 (D) 海外研究旅行

8. 正解  (B)
女性は台北について何と言っていますか。
(A) 観光客に人気である。　
(B) 行くのにお金がたくさんかかる。
(C) 昨年会議に行った。
(D) ソウルよりも台北が好きである。

9. 正解  (C)
男性は女性に何をするよう勧めていますか。
(A) プレゼンテーションを手伝う。
(B) 海外旅行を予約する。
(C) 上司と話す。
(D) 観光スポットを調べる。

問題10-12は次の会話に関するものです。

女性：こんにちは。あの空室だったオフィスの新しいテナントさ
んですか。私はこのフロアの会計事務所のオーナーです。

男性：ということは、お隣同士になるんですね。ビルのオーナ―
との契約書にサインをするところなんです。駅から近くて
フロアからの景色も素晴らしいので、このビルがとても気
に入っています。唯一の問題と言えば、毎月の賃貸料が少
し高いところかな。

女性：同感です。実はそれが理由で、来月引き払う予定なんです。
駅の向こう側に、価格がもっとリーズナブルな賃貸オフィ
スを見つけました。あなたも見てみてはいかがですか。

男性：アドバイスをありがとうございます。必ずそうします。

10. 正解  (B)
女性は誰だと思われますか。
(A) 不動産会社社員 (C) 公認会計士
(B) 経営者 (D) 会社役員
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11. 正解  (C)
オフィスについて何が問題ですか。
(A) 駅から遠い。 (C) 値段が高い。
(B) １階にある。 (D) 来月まで使えない。

12. 正解  (C)
女性は何を勧めていますか。
(A) 早く契約を結ぶ。 (C) 他の選択肢を検討する。
(B) ビルから引っ越す。 (D) 割引を求める。

p. 29
Part 4
問題1-3は次の広告に関するものです。

毎年恒例のサマークリアランスセールを行う今週末、Ritz靴店に
お越しください !　全種類の靴が最大50％までの割引となりま
す。セールには、テレビやファッション雑誌で取り上げられた最
新のSpring運動シューズも含まれます。人気商品のため、お１
人様につき１足でお願いします。セールは日曜の午後６時で終了
しますが、商品の中にはすぐに売り切れる可能性があるものもあ
り ま す。 こ の チ ャ ン ス を お 見 逃 し な く !　Ritz靴 店 は
Summerfieldモールの２階にあります。

1. 正解  (B)
この店はどのような商品を販売していますか。
(A) CD (C) 服
(B) 靴 (D) スポーツ用品

2. 正解  (C)
話し手は一部の商品について何と言っていますか。
(A) ある特定のお客様のみ購入可能である。
(B) 夏にのみ使用可能である。
(C) お客様は１足のみ購入できる。
(D) クリアランスセール除外品である。

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は次のワークショップの一部に関するものです。

本日のワークショップへお越しいただき、誠にありがとうござい
ます。プレゼンターであるEllington出版のEric Gordonは、皆
様の作品を出版する実用的な方法をお話いたします。ご存じのこ
とと思いますが、Gordon氏は有能な新人作家を発掘することに
長けています。昨年だけでも、Gordon氏は数十名のアマチュア
作家との関係を築き、最近５人が処女作を出版しました。ワーク
ショップの後半では、Gordon氏は個別面談を行う手はずになっ
ており、皆様の作品を彼に見てもらう機会があります。しかし、
最初は作品を認知してもらう最新の方法（インターネット技術や
ブログを利用することも含む）の話からになります。

4. 正解  (C)
本日のワークショップの話題は何ですか。
(A) ソーシャルネットワーキングサイトの使用
(B) 出版業界における仕事

(C) 作家として自分を売り込む
(D) ライティング力向上の方法

5. 正解  (D)
Eric Gordonは昨年何をしましたか。
(A) ベストセラー小説を書いた。
(B) 人気のあるホームページを始めた。
(C) 多数の有名作家にインタビューした。
(D) 本の制作を手伝った。

6. 正解  (D)
Eric Gordonはまず何について話しますか。
(A) 出版社にアプローチする方法
(B) 執筆のスピードを上げる方法
(C) 人気作家になる方法
(D) オンラインツールの利用の仕方

問題7-9は次のニュースレポートに関するものです。

昨日、Ergo電機工業は、新しい市民スポーツセンターへ100万
ドルの寄付を行ったと発表しました。センターは全年齢に対応す
る計画で、体育館、室内温水プール、屋外ジョギングコース、チャ
イルドケアセンターが含まれます。今日のスピーチで市長の
Selena Tannerは、地元の有能な若手運動選手の育成に費用の一
部が使われると話しました。オープニングは来年の７月２日で、
その翌週には、市で大々的なスポーツフェスティバルを開催する
計画もあります。

7. 正解  (A)
主に何についてのレポートですか。
(A) スポーツセンター (C) オープニングセレモニー
(B) 地域イベント (D) 地元企業

8. 正解  (D)
Ergo電機工業は何をしましたか。
(A) 建物を建設した。 (C) 市の子供たちを援助した。
(B) 有能な運動選手を支援した。 (D) 財政支援を行った。

9. 正解  (C)
７月２日に何がありますか。
(A) 市長がスピーチをする。
(B) フェスティバルが行われる。
(C) スポーツセンターがオープンする。
(D) スポーツのスター選手が実演する。

問題10-12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WinnersスポーツジムのAngelaです。１
月15日付けで、現在の会員資格が切れてしまうことをお知らせ
いたします。オンラインにて会員資格の更新を勧めるEメールを
受け取られたことと存じます。数日中に更新手続きが完了すれ
ば、ただちに会員資格がまた使えるようになり、追加料金も発生
いたしません。しかしながら、もし会員資格が切れてしまうと、
50ドルの再入会料を支払わなくてはならなくなります。また、
先月から開始となりましたが、新しい会員証を郵送でお送りする
ことはいたしません。その代わりに、フロントにて会員証を印刷
いたします。ご質問があればお電話ください。
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10. 正解  (D)
電話をかけた人はどこで働いていますか。
(A) クレジットカード会社 (C) インターネット販売店
(B) 宅配便会社 (D) フィットネスセンター

11. 正解  (B)
聞き手は何をするよう求められていますか。
(A) Eメールに返信する。 (C) 代金を支払う。
(B) サービスを継続する。 (D) 電話をかけた人を訪ねる。

12. 正解  (D)
聞き手はフロントで何を受け取ることができますか。
(A) イベントのスケジュール (C) 登録用紙
(B) 印刷された明細書 (D) 会員証
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Unit 7　正解・和訳
p. 33
Part 5

1. Watersさんは、２年で利益を伸ばす新しい販売計画について
コメントを控えた。
正解  (D) refrain from -ingで「～を控える」。

2. イベント運営者は、参加者がワークショップにいる間、様々な
トピックを自由に議論するよう提案した。
正解  (B) while they were at the workshopの＜主語＋be動
詞＞が省略された形。

3. Stevensグループの経営陣は、高品質で信頼できる製品とい
う評判を築こうとしてきている。
正解  (A) 「製品」を修飾するいいイメージの形容詞を選ぶ。

4. 多くの地元企業の支援を受け、オープニングセレモニーは工事
が終わり次第、開催される。
正解  (D) 主語（The opening ceremony）と動詞（hold）が受
身の関係。また、＜after S＋V＞の時制と合わせる。

5. 広告業界で経験のある人はどなたでも構いません。当社を成
功させるのに何が必要か教えてください。
正解  (B) ＜make A＋B＞の形。「何がわれわれのビジネスを
成功させるのか」と考える。

6. この不況が続けば、失業保険を受ける人数は予想よりも増える
かもしれない。
正解  (A) the number of peopleと相性がいい動詞を選ぶ。

7. ３年間で初めてZyster社は、革新的な新しい製品がまもなく
発表されると発表した。
正解  (B) 発売されるのは、production（生産）ではなくprod-
uct（製品）。

8. 今やこのビジネスワークショップは実用的な方法で知られ、昨
年の２倍の申し込みを受けている。
正解  (B) ＜代名詞（所有格）＋形容詞＋名詞＞の形。

9. 新しいコンピューターシステムには何百万ドルものお金をか
けたが、いまだ期待に応えるものにはなっていない。
正解  (B) meet one’s expectationで「～の期待に応える」。

10. Tayami食品は、７日以内にオンラインアンケートを記入し
た申込者全員にエナジーサプリメントの無料サンプルを送る。
正解  (D) ＜provided that S＋V＞で「～である限り（＝only 
if）」。

11. 記録的な熱波の中、新鮮野菜の価格が消費者の需要を低下さ
せるほど高いものになっている。
正解  (B) ＜become＋形容詞＞と＜形容詞＋enough to do
＞が合わさった形。

12. 役員会は、イギリスの会社との合併提案について話し合う目
的で特別な会議を招集した。
正解  (B) with the purpose ofで「～する目的で」。

13. コンピューターの担当者は繰り返し謝罪し、カスタマーサー
ビスを向上させることを約束した。
正解  (C) apologize（動詞）を修飾できるのは repeatedly（副
詞）。

14. Sayuri Chibaデザインはユニークな洋服への高まる需要に
応えて、昨日シンガポールに２号店をオープンした。
正解  (B) yesterdayがあるので「過去形」と判断する。

15. Parker氏は記者会見で、今年は求職者から2,000通以上の
申込みがあったことを指摘した。
正解  (C) ＜point out that S＋V＞で「～であることを指摘す
る」。

16. 石油の供給を中東に強く依存している国は日本のみではな
い。
正解  (D) rely onで「～に頼る」。

17. 出張旅費の払い戻しを受けるには、上司から事前に許可をも
らわなければならない。
正解  (C) priorで「事前の～」。

18. 当校の語学講師は英語で理解してもらうため、ゆっくりと、
そしてはっきり話すことが求められている。
正解  (C) make oneself understoodで「自分を理解してもら
う」。

19. IHI社は、ハイブリッドエンジンの生産において多岐にわた
るノウハウを持っているが、一方でわれわれのライバル企業は、
電気自動車技術の推進に熱心である。
正解  (D) ＜ , whereas S＋V＞で「対比」を表す。

20. 人気テレビ番組で特集されたレシピのコピーは、添付ファイ
ルに入っている。
正解  (C) attached documentで「（Eメールの）添付ファイ
ル」。

21. ８月17日に発表予定の新しいソフトウェアは、ライバル企
業に複製できない技術を搭載している。
正解  (C) planned for releaseで「発売に向けて計画された」。

22. 売上報告は毎月10日までに提出ということをお忘れなきよ
う。
正解  (C) byは「締め切り」を表す前置詞。

23. Christinaホテルは、国際空港と市の中心地の間の便利な場
所に位置している。
正解  (D) be locatedで「～に位置している」。

24. 大多数のアナリストが予期していたよりガソリン価格は最近
急激に上昇している。
正解  (D) rise（動詞）を修飾できるのは rapidly（副詞）。
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p. 36
Part 6
問題1-3は次のメモに関するものです。

宛先：　　工場労働者のみなさんへ
送信者：　Theresa Irving、工場長
日付：　　７月13日
件名：　　生産見込み

昨年、世界経済の長引く低迷にもかかわらず、当社は売上と利益
の双方が大幅に増加する結果となりました。特にアジアの造船企
業から、当社の燃料ポンプに対する根強い需要は、ある程度続く
ものと考えられます。しかし、成長は最終的には横ばいとなり、
主要な輸出製品は数年でそれほど売れなくなることを認識してお
く必要があります。その理由として、数社の顧客企業が、独自に
燃料ポンプの開発を開始しているからです。実際、彼らは当社の
鍵となる技術の譲渡を繰り返し求めてきています。そのため、以
前と同じようなペースで新しい労働者を雇い続けることができま
せん。社長は、現在の仕事は保証されると断言しましたが、次の
四半期は追加の労働者を雇えないと思ってください。加えて、残
業は追って通知があるまで行いません。

1. 正解  (A) despiteで「～にもかかわらず」。

2. 正解  (B) 「顧客が独自に製品開発を始めた」、その結果、「新
しい労働者を雇えない」と考える。

3. 正解  (C) 主語が「人以外」なので受身（実行される）になる。
until further notice（追って通知があるまで）は未来を指す表現。
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Unit 8　正解・和訳
p. 37
Part 7
問題1-3は次の記事に関するものです。

５月12日―Paxton食品は昨日の年次株主総会で、今後５年間に
わたり健康関連商品への投資を２倍にすることを発表した。調査
によると、アメリカ人の約３分の２が太りすぎ、もしくは肥満と
分類されている。会社の常務取締役の１人であるTony Ramsey
は、「肥満は1980年以来異常な速さでアメリカ中に広まり、それ
に伴って人々の健康問題に対する意識も高まってきている。その
結果、より低脂肪あるいは低糖の食品を消費者は求めている」と
述べた。第一歩として、Paxton食品は、アイオワに大規模な食
品科学センターを建設する計画を明らかにした。

1. 正解  (D)
記事はなぜ書かれましたか。
(A) 重病について説明するため。 (C) 研究施設を公表するため。
(B) 健康商品を宣伝するため。 (D) 企業戦略を報告するため。

2. 正解  (C)
Ramsey氏によって述べられていないのはどれですか。
(A) 健康食品に対する需要が高まっている。
(B) 健康問題は数10年で悪化している。
(C) 彼は長い間、低脂肪食を続けている。
(D) 今日のアメリカ人はより健康意識が高い。

3. 正解  (A)
Paxton食品について記事からどんなことがわかりますか。
(A) 全国的な問題を解決しようとしている。
(B) 業界でトップブランドを作り上げてきた。
(C) 先駆者的な企業という評判がある。
(D) 本社はアイオワにある。

問題4-8は次の情報とＥメールに関するものです。

第30回Goodwill年次英語スピーチコンテスト

Goodwill出版の後援による、第30回Goodwill年次英語スピー
チコンテストへのエントリーが始まりました。イベントは18歳
から25歳までの全日制の日本の大学生が対象です。10人のファ
イナリストが、11月13日に、大阪のFestival Hallで決勝を競い
合います。最優秀賞はニュージーランド英語留学の奨学金です。
今年度のスピーチテーマは「世界平和」です。エントリーの仕方
についての詳細は、コンテストの公式ウェブサイト（www.
goodwill-speech-contest.or.jp）をご覧ください。

宛先：　　k-noboru@bestaccess.com
送信者：　jessi-farnaby@hirodai.edu
日時：　　８月10日
件名：　　スピーチコンテスト

Noboruさん

素晴らしい夏休みを過ごしていることと思います。今年度の
Goodwillスピーチコンテストの詳細が昨日わかったのでお知ら

せします。Daily English Timesに掲載されていました。まだ応
募に興味はありますか。時間は十分にあります。公式ウェブサイ
トの詳細によれば、スピーチ原稿を初回審査に送るまで６週間あ
り、決勝まではあと３カ月あります。
次の学期は大学ディベートトーナメントの準備で忙しそうです
が、今年の優勝商品はニュージーランド留学の奨学金です！ 海
外留学はあなたの夢ですよね。また、あなたは私たちの英語科で、
英語が最も堪能な１人です。準備は私がもちろんお手伝いしま
す。
コンテストのウェブサイトからPDFをダウンロードしました。
テーマや制限時間、各賞の詳細については添付の書類をご覧くだ
さい。私は８月14日から24日まで国内にはいませんが、留守の
間もEメールはチェックします。
残りの夏休みを楽しんでください！

敬具
Jessica Farnaby
Hiroshima International University English Dept.

4. 正解  (C)
コンテストについて何が述べられていますか。
(A) 歴史が浅い。 (C) 出版社が後援している。
(B) 多数の応募がある。 (D) 毎年１つの賞だけを与える。

5. 正解  (D)
FarnabyさんはなぜEメールを送ったのですか。
(A) Noboruの夏の予定を確認するため。
(B) 新聞の購読を勧めるため。
(C) ディベートの準備を手伝うため。
(D) コンテストの参加を提案するため。

6. 正解  (A)
Eメールに何が添付されていましたか。
(A) コンテストに関する情報
(B) 世界平和に関する新聞記事
(C) スピーチのサンプル原稿
(D) Farnabyさんの連絡先

7. 正解  (B)
Eメールの第１段落・２行目の revealedに最も近い意味の語は
(A) 降ろされた (C) 手配された
(B) 公表された (D) 印刷された

8. 正解  (D)
EメールからNoboruについてわからないのはどんなことです
か。
(A) 英語が堪能である。
(B) 大学のイベントで忙しくなる。
(C) 海外留学への強い希望がある。
(D) 以前にもそのコンテストに応募したことがある。

問題9-13は次の広告とお知らせに関するものです。

メキシコ芸術展　日本へ！
国際文化財団は、メキシコ芸術展「メキシコの宝―過去と現在」を
３カ所で開催いたします。わが国初の大規模なメキシコ芸術展で
す。
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展示会は、メキシコ国立博物館で通常展示されている伝統芸術品
が主であり、さらに50人のメキシコの現代美術アーティストに
よる新しい作品も含まれます。

日付：　　10月３日～10日　 大宮アートセンター  
　　　　　10月17日～24日　金沢展示ホール
　　　　　11月１日～７日　　倉敷アートミュージアム

時間：　　午前10時から午後８時、日曜日は１時間早く閉館

入場料：　大人2,000円、大学生・高校生1,000円、
　　　　　小学生・中学生500円、小学生以下無料

地元の生徒へ美術展の無料チケット

近日公開される「メキシコの宝」展のチケット1,000枚が、６歳
から18歳までの地元の生徒へ贈られます。展示会は10月の第
３週に金沢へやってきます。

無料チケットの申込用紙は、９月中旬までに市役所と全公立学校
に送付されます。応募に当たっては、名前、住所、電話番号、学校、
学年を記入して次の住所にお送りください。

金沢教育委員会
64-8-4 Nishi Izumi, Kanazawa
Ishikawa 904-8904

Eメール、電話、直接の応募は受け付けておりません。チケット
は先着順に当選者にお届けします。お早めにお申し込みくださ
い。

9. 正解  (A)
広告の目的は何ですか。
(A) 次に行われるイベントを宣伝すること。
(B) メキシコの美術アーティストを宣伝すること。
(C) コンテストに参加するように生徒を誘うこと。
(D) 子供向けのアートスクールを宣伝すること。

10. 正解  (A)
「メキシコの宝」展に関してどんなことがわかりますか。
(A) これまで日本では公開されていない。
(B) 現代アートのコレクションである。
(C) 地元アーティストに支えられている。
(D) 生徒に人気がある。

11. 正解  (A)
展示会は日曜日のいつ閉館しますか。
(A) 午後７時 (C) 午後９時
(B) 午後８時 (D) 午後10時

12. 正解  (A)
金沢教育委員会についてどんなことがわかりますか。
(A) 生徒用の割引券を1,000枚入手した。
(B) 申込用紙を配る支援を受ける。
(C) 他の地域の子供たちを美術館に招待する。
(D) イベントのチケットが十分に余っている。

13. 正解  (D)
生徒はどのようにオファーに申し込めますか。
(A) Eメール (C) 市役所に出向く
(B) 電話 (D) 郵送

問題14-16は次のレストランレビューに関するものです。

レビューの日付：2012年５月10日

対象レストラン：The Golden Triangle Grill
Riverside Blvd. 435番地 , Nashville, TN 31866
Tel. 587-219-7041
www.gtg.com

Ariana Spencer
Nashville Newsレストランレビュー担当

昨日、おいしいハンバーガーで有名な、新しく改装されたレスト
ランに行ってきました。ずば抜けた料理の腕前と親しみやすい性
格で地元ではよく知られていた前のオーナーが引退したので、何
を期待すればいいのかわかりませんでした。新しいオーナーはフ
ロリダから移住してきたばかりですが、現地では数軒のワインバ
ーを経営していました。建物に入った時点での最初の感想は、「ど
うか、いつもと同じ味のハンバーガーでありますように！」とい
うものでした。

レストランは基本的に、以前と同じメニューを提供しています。
私は一番人気メニューのMushroomバーガーを注文しました。
私が最後に訪れた２年前と全く同じおいしいバーガーでした。さ
らにスタッフのみなさんは、以前と同様にフレンドリーでした。
新しいオーナーは、デザート類とお子様用セットをメニューに追
加しました。そしてこれは歓迎されることですが、中庭の屋外座
席を増やしてくれました。新装されたGolden Triangle Grillは、
新旧両方のお客を満足させてくれると確信しています。

14. 正解  (C)
SpenserさんはGolden Triangle Grillについてどんな心配をし
ましたか。
(A) 新しいオーナーと会っていない。
(B) 屋外で食べるスペースがなくなる。
(C) 味が変わっているかもしれない。
(D) 以前ほどスタッフがフレンドリーでない。

15. 正解  (D)
旧オーナーについてわからないことはどんなことですか。
(A) 素晴らしい料理人であった。 (C) 最近仕事から身を引いた。
(B) 客から愛されていた。 (D) フロリダへ移った。

16. 正解  (A)
現在レストランについてどんなことがわかりますか。
(A) サービスレベルは以前と同じくらいいい。
(B) 以前よりも多くの客を集めている。
(C) スタッフは完全に入れ替わっている。
(D) 以前よりバーガーの品揃えが豊富である。
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Unit 9　正解・和訳
p. 43
Part 5

1. 部下の強みや弱みを知らない上司は、部下とより良いコミュニ
ケーションを築くことが望まれる。
正解  (C) knowの目的語は＜空欄＋weakness＞。どちらも
名詞である。

2. 保護者たちは、地域が実施する一連の放課後プログラムに好意
的な反応を示している。
正解  (C) 「人以外のもの」を修飾する関係代名詞。

3. われわれの部署は、新製品の発売日として10月１日を仮提案
した。
正解  (A) tentatively（副詞）は「仮に、暫定的に」。

4. Nickの上司は、主要な問題を特定した彼のプレゼンテーショ
ンに大変満足していた。
正解  (D) identify（動詞）を修飾できるのはsuccessfully（副
詞）。

5. 顧客アンケートは、それがないと気づかない潜在的な問題を特
定する上で役に立つ。
正解  (C) ＜help＋人＋原形＞の形。

6. 美術館での特別展示が終わるまでには、５万枚以上のチケット
が売れてしまうだろう。
正解  (D) ＜by the time S＋V＞は「未来完了」（未来のある時
点では～になってしまっている）とセットでよく使われる。

7. 価格帯は依然として多くの若者の予算を超えているが、燃費効
率のいい車は以前より人気になっている。
正解  (A) 空欄以降が＜S＋V＞なので接続詞が入る。接続副詞
のhoweverは＜However, S＋V＞の形で使用。

8. Downingホテルの内装工事の提案は、まだ検討されていない。
正解  (D) 「提案はどうされるのか」という判断が必要。

9. George Garrettは長年にわたる経験があるので、香港で新し
い支店を運営する力が十分あるはずである。
正解  (B) ＜make A＋B＞の形。「彼の経験はわれわれを確信
させてくれる」と考える。

10. 経費を差し引いたあと、イベントから得られたすべての残金
は慈善事業へ寄付されます。
正解  (C) all the remaining moneyを過去分詞の raised（集め
られた）で修飾している形。

11. 政府の補助金の支援を受けた大規模な工業地帯が国中に建設
された。
正解  (D) throughoutは「時間」（～の間ずっと）以外に「場所」
（～の至るところで）でも使われる。

12. 地元のコミュニティーカレッジのワークショップは、参加者
の創造的なスキルを高める機会を提供している。
正解  (C) 不定詞の形容詞的用法。a chance（名詞）を後ろから
修飾している。

13. アプリケーションソフトを最初にご使用になる前は、忘れず
に取扱説明書をご参照ください。
正解  (B) instruction manualで「取扱説明書」。

14. Corneliusテクノロジーは、ソフトウェア業界における競争
力を維持するため、東ヨーロッパから何百人ものエンジニアを毎
年雇用している。
正解  (C) whoは「人」を修飾する関係代名詞。

15. ２週間に及ぶ研修期間のあと、Hyden電機の新しい研修生
は別会社と合併する計画について聞いた。
正解  (D) the plan to mergeで「合併する計画」。

16. Karenのチームは問題が見つかったらすぐに、お客様からの
苦情処理に取りかかるようにと強く言われている。
正解  (A) 「要求・提案」動詞に続く that節の動詞は「原形」。

17. 調査結果によれば、金銭的なストレスで苦しんでいる人々は
それが健康に悪影響があると答えた。
正解  (B) stress（名詞）を修飾するのはfinancial（形容詞）。

18. 新しい広告キャンペーンは、すべてのネット上の商品は２営
業日以内に配送されると約束している。
正解  (D) withinで「～以内」。

19. Cedric製薬は業務を改善したと主張しているが、お客様相
談窓口は週末利用できない。
正解  (B) representativeで「担当者」。

20. 次のプロジェクトにアイデアがあれば、10月７日に予定さ
れている地域会議にてお伝えください。
正解  (A) regional meetingで「地域ごとに開催される会議」。

21. 自分のペースで学び、英語を話す時は完璧でなくてもOKで
あることを忘れないでください。
正解  (B) at one’s own paceで「自分のペースで」。

22. 予想に反して、Wildflower出版は意外にもその本の多くの追
加注文を受けた。
正解  (B) 「追加注文がたくさんあったこと、それは意外だった」
と文全体を修飾している。

23. 雨季は、通常よりも４日長い７月17日まで続くと予想され
ている。
正解  (C) untilで「継続的な期間（～までずっと）」。

24. ティーチングスタッフの質に関する建設的な意見は、いつで
も大歓迎です。
正解  (D) concerning (= regarding)で「～に関する」。
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p. 46
Part 6
次の1-3は次のお知らせに関するものです。

Longman電機店は、大好評のプリンター Zest Mark 3が一時的
に在庫切れであることに対し、お客様にお詫び申し上げます。イ
ンクカートリッジを交換せずに類似モデルの２倍の量の書類が印
刷可能であり、他のプリンターでは代用できないことと存じます。
そのことが、Zest Mark 3が発売以来、プリンター市場を席巻し
ている最大の理由です。ただ今先行予約を受け付けております
が、商品のお届けまでに最大で３週間お待ちいただく可能性があ
ることをご承知おきください。商品が入荷し次第、Eメールにて
ご連絡を差し上げます。ご理解の程よろしくお願いいたします。

1. 正解  (B) temporarilyで「一時的に、暫定的に」。

2. 正解  (C) since（～以来）は現在完了のキーワード。

3. 正解  (D) ＜as soon as S＋V＞で「～するとすぐに」。
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Unit 10　正解・和訳
p. 47
Part 7
問題1-4は次の広告に関するものです。

Fergusフィットネスジム
Orange Avenue 560番地 
Otara, Auckland
09-272-4050
www.ferg-fit.co.nz

Fergusフィットネスジムは２カ月間の完全改装のあと、11月
23日にオープンいたします。フレンドリーなスタッフや最新器
具は以前と同じですが、次の心躍るような改善を行いました。
・営業時間：　　　　　 以前より１時間早く開店し、１時間遅く閉

店！
・冷水機サービス：　　１階と２階の両方で無料にて利用可能！
・個人用ロッカー：　　毎月たったの５ドル（以前の半額）！
・無料健康チェック：　木曜日を除く毎日利用可能！

これらの変更は、８月１日から31日までに実施したお客様アン
ケートのフィードバックを受けたものです。当社は大切なお客様
がジムをより使いやすく、楽しみながら健康を保つことができる
よう願っております。

＊11月30日までのオープニングウィーク中、先着50名様に当
社ロゴ入り記念Ｔシャツを進呈します！

営業時間　月曜日から金曜日　午前８時～午後10時
　　　　　土曜日と日曜日　　午前７時～午後９時

1. 正解  (D)
広告の主な目的は何ですか。
(A) 新しいインストラクターを紹介すること。
(B) アンケートのフィードバックを集めること。
(C) 新しいフィットネス器具を説明すること。
(D) 変更についての情報を示すこと。

2. 正解  (C)
変更されていないのは次のうちどれですか。
(A) 営業時間
(B) 所持品を入れるスペースの値段
(C) スタッフの数
(D) 無料の飲料水サービス

3. 正解  (C)
ジムはいつ改装を始めましたか。
(A) ８月初旬 (C) ９月下旬
(B) ８月下旬 (D) 11月下旬

4. 正解  (B)
Fergusフィットネスジムについてどんなことがわかりますか。
(A) 改装によって内装が大幅に変更した。
(B) 配布する無料ギフトの数には限りがある。
(C) 顧客を満足させることをあまり考えていない。
(D) インストラクターの数が多くない。

問題5-9は次の広告と職務経歴書に関するものです。

Totalトラベルスタッフ募集

TOTALトラベルは人気が高まっている観光地・韓国ソウルにて、
当社の旅行業をサポートしてくれる韓国語が堪能な人材３名を募
集しております。現地代理店でお客様の電話対応やツアーコンダ
クターとして働くことなどが業務内容です。2012年９月１日か
らのフルタイム勤務となっております。応募者は旅行業界で少な
くとも３年以上の経験があり、韓国語と英語の両方を流暢に話せ
ることが条件となります。採用者には当社で３年間有効の労働ビ
ザを手配いたします。応募に際しては人事課部長のMichelle 
Anderson（m-anderson@total-trav.com）宛に、Eメールにて
履歴書をお送りください。締切は７月17日です。

Brent Francis
Portland Street 69 番地
Wimbledon, London.
W8T 2EF
Tel. 020-779-4561
brent.francis@donmail.com

■プロフィール
私は国際旅行業において３年以上の経験があります。韓国の
Kwangju教育大学で交換留学生として１年過ごしました。韓国
人と韓国語でコミュニケーションするのはまったく問題ありませ
ん。さらに、タイムリーかつ効果的な旅行プランを作成する方法
を心得ております。私のプロとしての実績と言語運用能力は、
Totalトラベルに役立つことと存じます。

■職歴
2011年１月～現在
旅行代理店勤務　Big Adventures Ltd　ロンドン
アジアからのお客様へのオーダーメードツアーを専門に扱ってい
る大手旅行代理店に勤務しております。私の職務はお客様のニー
ズを聞き、パック旅行を企画し、そしてツアーを実施することで
す。韓国語ができるスタッフは私だけなので、弊社で20％を占
める韓国からのお客様対応を一任されております。

2009年１月～2011年１月
旅行代理店勤務　Online Tourist　バーミンガム
インターネット旅行代理店の社員として、世界中からのお客様に
対しご宿泊案内と旅行予定表の作成を任されていました。お客様
との直接のコンタクトはありませんでしたが、事務書類の処理と
時間管理術は非常に上達しました。

■教育
London Bridge大学　韓国語・学士号

5. 正解  (C)
Francisさんはどの業界で仕事を探していますか。
(A) ホテル経営 (C) 観光業
(B) 語学教育 (D) 金融
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6. 正解  (C)
Totalトラベルはいつから採用者に働いてもらうことを望んでい
ますか。
(A) 2011年１月 (C) 2012年９月
(B) 2012年７月 (D) 2015年12月

7. 正解  (D)
Francisさんが今までの仕事でしていないのはどれですか。
(A) 顧客の電話を受ける。
(B) ホテルの予約をする。
(C) 旅行予定表を完成させる。
(D) 韓国人ツアーガイドをサポートする。

8. 正解  (B)
Francisさんについてどんなことがわかりますか。
(A) 言語能力に自信がない。
(B) 広告の求人条件を満たしている。
(C) 何回も韓国を訪れている。
(D) 書類の処理が好きではない。

9. 正解  (B)
Francisさんはインターネット代理店でどれくらい働きました
か。
(A) １年間 (C) ３年間
(B) ２年間 (D) ３年半

問題10-14は次のメモとEメールに関するものです。

メモ

宛先：　　Christine Aston
発信者：　Kazunori Ishii
連絡先：　電話025-454-7298 　
Eメール : kazunori-ishii3@cmail.com
日付／時間： ８月７日／午後３時30分
用件 :  ビジネス英語中級コースの受講生の Ishiiさんから、電話が
ありました。ここ数カ月間のクラスに不満を持っているとのこと
です。今年の４月から、レベルの異なる２つのクラスが１つにな
り、現在合計９人の生徒さんがいます。まだ来て間もないPaul 
Atkinsが、その時点でCathy Tomlinsonのクラスを引き継ぎま
した。上級初心者クラスにいた４名の生徒さんにとって、内容を
理解するのは難しいようです。彼曰く、Tomlinson先生は複雑な
文法や語彙のポイントを細かく説明するのが上手だったそうで
す。しかしながら、Atkins先生はそうではないようです。また同
時に、Ishiiさんを含む旧ビジネス英語中級コースの５人は、遅い
ペースに不満があるようです。授業内容がわからない生徒がいる
場合、気まずい沈黙が度々あるそうです。彼は以前のように２つ
のクラスに分けることを提案しています。また授業への不満か
ら、以前よりも欠席する学生が増えてきているそうです。しかし、
経営側とこの問題の解決をしようとする勇気は今のところ誰にも
ありません。Ishiiさんに連絡を取って、この件について話してい
ただけますか。彼は新しいパートタイムの仕事でとても忙しいの
で、Eメールでの連絡を希望しています。
受信者：　Debra Steel

送信者：　christineaston@languten.com
宛先：　　kazunori-ishii3@cmail.com

件名：　　現行クラスの問題
日付：　　８月８日

Ishii様

お電話ありがとうございました。そして、クラスの問題をお知ら
せくださりありがとうございます。Ishii様とクラスメートのみな
さんがお感じになっているご不満には申し訳なく思っておりま
す。
われわれはこのことを真剣に受け止めており、以前のようにレベ
ルごとに２つのクラスに分けることとなりました。ただ、手配に
あと数週間お待ちいただけますか。ご存じかもしれませんが、以
前担当していたCathy Tomlinson先生は産休のため離れており
ます。10月まで仕事への復帰は難しいと最近連絡がありました。
このことを考慮して、下級レベルに新しい経験豊富な先生を雇う
ことを決めました。採用プロセスの完了には数週間かかることが
あります。いったん手配が完了したら、個人的にクラスの生徒さ
ん全員と連絡を取らせていただきます。
最後にもう一度、有益なコメントをありがとうございました。大
切な生徒さんに十分満足していただくことが、常にわれわれの目
標です。

敬具

Christine Aston
学校長　
Orange Language Institute

10. 正解  (B)
Ishiiさんについてどんなことがわかりますか。
(A) ４月に入学した。
(B) 彼のみが不満を抱いているわけではない。
(C) Tomlinson先生よりもAtkins先生を好んでいる。
(D) 数回授業に出席していない。

11. 正解  (C)
メモの主な目的は何ですか。
(A) 語学スキル向上のアドバイスを求めること。
(B) 教える仕事についての情報を求めること。
(C) クラスの問題点を説明すること。
(D) 先生に肯定的な評価をすること。

12. 正解  (A)
Ishiiさんのクラスへの提案は何でしたか。
(A) クラスを分けるべきだ。
(B) 以前の先生が教えるべきだ。
(C) 生徒の人数を増やすべきだ。
(D) 上級レベルの生徒に集中すべきだ。

13. 正解  (D)
メモ中の用件欄・３行目のcombinedに最も近い意味の語は
(A) 変えられる (C) 移動される
(B) 勧められる (D) 合併される

14. 正解  (B)
Eメールでわからないのはどんなことですか。
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(A) 学校は新しい社員をまもなく雇うことになっている。
(B) Tomlinson先生は８月より前に戻ってきたかった。
(C) 学校長は生徒の満足度を真剣に受け止めている。
(D) 生徒は手配の連絡を個別に受ける。

問題15-17は次のお知らせに関するものです。

夏の特別保険契約！

海外へ旅行される際は安心が必要です。Craig保険サポートセン
ターをご利用ください！　大小にかかわらず、すべての問題をお
引き受けいたします。緊急医療費、荷物の紛失、旅行の遅延や中
止など、24時間対応いたします！　顧客サービスのスタッフが
お客様の支援のために待機しております。お客様のお名前と保険
証券番号を確認し次第、速やかに払い戻し手続きに取りかかりま
す。12歳未満のお子様は、保護者の保険で常に無料でカバーさ
れることをお忘れなく。ご家族の節約になります！

サマースペシャル：すべての旅行保険商品は、追加料金なしで自
然災害の補償を含んでおります。（８月末までご利用可能）

Craig保険サポートセンター
Addington Way 156番地
Brisbane, QLD 4184
フリーダイヤル : 1800-748-989
www.craigs-safe.co.au

15. 正解  (A)
このお知らせは主に誰に対して書かれたものですか。
(A) 海外旅行者 (C) 顧客サービスのスタッフ
(B) 医療関係者 (D) 旅行代理店

16. 正解  (B)
提供されてないのはどんなサービスですか。
(A) 請求の迅速な処理 (C) 子供の追加料金なし
(B) 海外での言語サポート (D) 24時間サポート

17. 正解  (C)
保険の種類についてどんなことがわかりますか。
(A) 家族にのみ利用可能である。 (C) 夏の旅行に限定している。
(B) 地震被害は対応しない。 (D) 最高の病院で治療できる。
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Unit 11　正解・和訳
p. 53
Part 5

1. 最終選考に残っているならば、遅くとも12月23日には結果
が通知されるでしょう。
正解  (B) no later thanで「遅くとも～」。

2. 理想的には、緊急患者は10分以内に救急車で病院に搬送され
なければならない。
正解  (C) 主語と動詞の関係に注目。患者は「搬送する」ではな
く「搬送される」もの。

3. Meilin Chenは、長年の管理職経験により、テキサス支店の本
部長に昇進する資格がある。
正解  (C) be entitled toで「～の資格／権利がある」。

4. Byrdさんは、お客様との対話が今の仕事の中で最も面白味が
あると感じている。
正解  (B) ＜ the most＋形容詞＋aspect＞という形。「興味深
い」という意味の形容詞を選ぶ。

5. 効果的に仕事をこなそうと、Nandini Singhは出社前にジム
で運動を始めた。
正解  (C) in an effort to doで「～する目的で」。work（動詞）
を修飾するのはeffectively（副詞）。

6. Griffinさんは、会社の中で自分がその職に最適であると上司が
断言したので、昇進を楽観視している。
正解  (D) ＜assure 人 that S＋V＞で「人に～であると断言す
る」。

7. Gwyneth自動車は、スウェーデンの同業者との協力関係解消
を検討中と言われている。
正解  (B) whether to doで「～するかどうか」。

8. パソコンユーザーは、定期的にデータをバックアップすること
を強く勧められている。
正解  (B) recommend（動詞）を修飾するのはhighly（副詞）。

9. ファイルをEメールで送る時は、文章を作成する前に必ずそれ
を添付してください。
正解  (D) be sure to doで「必ず～する」。

10. 多くの企業が売上の落ち込みを報告しているように、メイン
ストリート沿いで継続中の建設工事は地元経済に影響を与えてい
るようである。
正解  (B) construction workで「建設工事」。

11. 成功している芸能人の一部は、この国の大統領よりもはるか
に稼いでいる。
正解  (C) farで「比較級」を強調している。

12. Kowalskiさんはニューヨークの研究センターの職をようや
く手に入れたので、大変満足している。
正解  (B) has gained（手に入れた）を修飾する副詞を選ぶ。

13. 若い世代にとってテレビを見ることは、もはや一番面白い娯
楽であると思われていない。
正解  (D) ＜ the most＋ 形 容 詞 ＋ 名 詞 ＞ の 形。leisure 
activitiesは「人をentertainさせる」ものなので、形容詞は-edで
はなく-ingの形を取る。

14. Marietta大学の学生は、貴重な職場経験を得るために、イン
ターンシッププログラムを最大限に利用している。
正解  (B) ＜so that S＋V＞で「～するために（目的）」。通常
canと共に使われる。

15. Enola大学の奨学金制度は、低所得の家庭の学生にだけ適用
されるわけではない。
正解  (D) exclusivelyで「独占的に」。

16. 上司が会議に参加できないことを知って、Kimさんは自分自
身で決断することが心配になった。
正解  (B) on one’s ownで「独力で、自分で」。

17. 外国人留学生を雇用する日本企業の数は、過去10年間で着
実に増加してきている。
正解  (C) steadilyで「着実に」。

18. 理由が何であろうと、電車内において携帯電話で話すことは
マナー違反で禁止されるべきだ。
正解  (D) whateverで「～が何であろうと」。

19. 人事採用担当者は、３分の１の志願者は恐らく条件を満たし
ており、幹部役員との面接へと進むであろうと言っている。
正解  (A) meet a requirementで「条件を満たす」。

20. 人事部は、従業員の一部が出張後旅費の払い戻し請求を行っ
ていないと気づいた。
正解  (B) ＜have＋A＋過去分詞＞で「Aを～してもらう」。

21. 休暇の申請は、少なくとも２週間前に部長に提出するように
してください。
正解  (A) in advanceで「前もって」。

22. AMA運送の配送サービスはすべての海外向け商品がインタ
ーネット上で簡単に追跡できることを義務付けている。
正解  (D) 「要求・提案」動詞のあとの that節は「動詞の原形」。

23. Reinhart自動車は2013年に８つの新しいモデルを発売する
予定であり、その中の３つはヨーロッパ以外で生産される。
正解  (A) 関係代名詞で直前に前置詞を取ることができるのは
whichとwhomのみ。

24. その工場で仕事に就くには、志願者は関係当局から適切な労
働許可書を取得することが義務付けられている。
正解  (C) work permitで「労働許可」。
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p. 56
Part 6
問題1-3は次のウェブページの情報に関するものです。

早起きはレッスンがお得！

Morgan語学学校は、ビジネスパーソンのために、３～５名の小
規模グループレッスンとプライベートレッスンの早朝クラスを開
始いたします。生徒のみなさんが出社前の時間を有効活用できる
ように、これらのクラスはすべて午前７時からの開始となります。
新しいクラスは夏学期の始めからご利用可能で、年内いっぱい続
きます。新しいクラスをご活用になりたい方を対象に、ただ今特
別オンラインキャンペーンを実施中です。
当校ウェブサイトwww.morg-lang-com.caにアクセスして、
20％割引券を印刷してください。その割引券をオフィスの受付
でお渡しくだされば、新たなクラス１つを割引させていただきま
す！

1. 正解  (B) ＜ , and S (= Morgan Language Service)＋V 
(= offers)＞に書き換え可能な分詞構文。元の動詞が能動態であ
れば-ing形になる。

2. 正解  (D) take advantage ofで「～をうまく利用する」。

3. 正解  (B) reception（場所）を修飾する関係副詞。
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Unit 12　正解・和訳
p. 57
Part 7
問題1-4は次のEメールに関するものです。

宛先：　　Goldstein’sエンジニアリング設計部の全スタッフ
送信者：　Allen Apone、本部長
日時：　　８月15日
件名：　　Jenette Ferroの送別会

ほとんどの方がご存じのように、Jenetteは来月Goldstein’s 
Hadley工場を離れ、ミズーリ州Whitebridgeにある技術センタ
ーの責任者として新しい職に就きます。大学卒業直後に入社し、
過去９年間、Janetteはわれわれのチームの重要な一員でした。
いくつかのわが社のヒット商品ラインアップの設計に貢献してき
ました。次の金曜日はJanetteの送迎会にご参加ください（この
イベントはわれわれエンジニアリング部のスタッフのみというこ
とにご注意ください。ご家族や他の部署を含めた週末のバーベキ
ューも計画中ですが、まだ日程が決まっておりません）。

日時：　　８月24日（金）　午後６時～午後８時　
費用：　　20ドル（ソフトドリンク、紅茶、コーヒーを含む）
場所：　　 The Roadhouseレストラン　Transit Road 346番地, 

Hadley
メニュー： インターナショナルバイキング（イタリア料理、ギリ

シャ料理、アジア料理など）

会場への地図がこのＥメールに添付してあります。また、工場か
らのミニバス送迎サービスも提供いたします。このサービスをご
利用の方は、席の予約を23日までにTrevor Croweまで連絡し
てください（t-crowe@goldsteins.com）。

1. 正解  (C)
Ｅメールの主な目的は何ですか。
(A) 昇進を公表すること。
(B) 予約をすること。
(C) イベントにスタッフを招くこと。
(D) 新しいレストランを宣伝すること。

2. 正解  (B)
Ferroさんは誰ですか。
(A) Goldstein’sの幹部
(B) エンジニアリング部の従業員
(C) 技術センターの管理者
(D) ミズーリ州からの新たなメンバー

3. 正解  (A)
Ferroさんについてどんなことがわかりますか。
(A) 卒業後に入社した。
(B) 新たな企業に入るために仕事を辞める。
(C) コンピューターデザインの高度な技術を持っている。
(D) 会社のバーベキューの手配を担当している。

4. 正解  (B)
パーティーについてわからないことはどんなことですか。
(A) 会場までの無料バスが提供される。

(B) スタッフはパートナーを連れてきてもいい。
(C) 出席者はアルコール飲料の代金を支払わなければならない。
(D) 道順は従業員に送ってある。

問題5-9は次のＥメールと広告に関するものです。

宛先：　　laura.murphy@firstfinance.com
送信者：　sambit.krishna@firstfinance.com
日付：　　３月12日
件名：　　ソフトウェアのテクニカルサポート

Laura様

元気にお過ごしでしょうか。最後にお話した時、部署のコンピュ
ータートラブルに役に立つ格安な方法を探しているとおっしゃっ
ていましたね。あなたに興味を持ってもらえそうなサービスを最
近知りました。購買部の同僚の何人かが利用しているのですが、
全員とても気に入っています。

サービス名はTroubleshoot Footageといい、ソフトウェアのサ
ポートが必要な人向けの、新しい会員だけのためのウェブサイト
です。会員は短いビデオレッスンを見ることができ、普及してい
る様々なソフトウェア製品に対してテクニカルサポートを提供し
ています。１カ月５ドルから25ドルまでの、５つの会員オプシ
ョンが用意されています。われわれは15ドルの中級サービスに
申し込みました。われわれのニーズには十分なサービスで、複雑
な機能に対する解決策が絶対必要な場面でとても役に立っていま
す。特定のトラブルに関連するキーワードを入力するだけで、数
多くタイトルの候補を提示してくれます。

現在無料お試しキャンペーン中です。３月31日まで何百もの無
料サンプルビデオを見ることができます。もし興味があるなら、
troubleshootsoftware.comにアクセスして、10日間のフリー
トライアルに登録してみてください。アカウントを作るよう求め
られますが、お金は一切かかりません。名前とＥメールアドレス
を入力するだけです。もし会員になりたければ、知らせてくださ
い。あなたの上司にかけ合ってみます。法人割引料金があるの
で、会社があなたの会員料金を支払うことに対して問題はないは
ずです。この情報が役に立つことを願っています。

Sambit Krishna
購買部

Troubleshoot Footage̶新規ユーザー無料体験！

種類 サービス内容 価格

Basic B05 文章作成ソフトに限定 ５ドル

Standard S10 ３つの標準ソフトが対象（文章作成、表計
算、プレゼンテーション） 10ドル

Professional P15 Standard S10に24時間のテクニカル
サポートスタッフサービスをプラス 15ドル

Advanced A20 Professional P15に写真、音楽、ビデオ
ソフトをプラス 20ドル

Expert E25 全種類のビジネスソフトが対象
（例：Account Star DX） 25ドル

（価格は１カ月単位であることにご注意ください）
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３月31日のキャンペーン終了までに契約された方は、最初の２
カ月間は20％割引になります。法人のお客様には複数ユーザー
向けの特別商品も手配いたします。

5. 正解  (A)
Troubleshoot Footageについて何が示されていますか。
(A) 複数の種類のサービスを提供している。
(B) サービスは無料で提供されている。
(C) 長い歴史のあるビジネスである。
(D) パソコンの専門家を対象に設計された。

6. 正解  (D)
もしKrishnaさんの部署が毎月10ドルを追加に支払う場合、ど
のようなサービスを受けられますか。
(A) Basic B05 (C) Professional P15
(B) Standard S10 (D) Expert E25　

7. 正解  (C)
割引を受けるにはいつまでに商品を購入する必要がありますか。
(A) ３月12日 (C) ３月31日
(B) ５月12日 (D) 12月31日

8. 正解  (C)
無料視聴について述べられていないことはどれですか。
(A) 10日間有効である。
(B) ユーザーは連絡先を入力しなければならない。
(C) 申し込みプロセスは予想以上にややこしい。
(D) 費用はかからない。

9. 正解  (C)
KrishnaさんはMurphyさんに何をすることを申し出ましたか。
(A) 彼の会員資格を無料で使ってもらう。
(B) 最も役立つビデオを見せる。
(C) 彼女の上司にサービスへの支払いについて話す。
(D) 彼女のオンラインアカウントの作成を手伝う。

問題10-14は次のEメールと顧客フィードバックに関するもの
です。

Simon様

先日はFeady電機にてFT500MJをお買い上げくださり、誠にあ
りがとうございました。さらなるサービス向上のため、５分間の
短いオンラインアンケートのご入力をお願いいたします。当店の
品揃え、価格競争力、顧客サービスなどに対しどうお感じになっ
たのかをお聞かせください。サービス全体のレベル改善につなが
りますので、率直なご意見をお願い申し上げます。このEメール
に添付したものは、１年間有効の５％割引クーポンとなっており
ます。当店の感謝の気持ちとしてお受け取りいただきますよう、
よろしくお願いいたします。

敬具

Juana Hernandez、店長
Feady電機

非常にそう
思う そう思う 普通 そう思わな

い
まったくそ
う思わない

品揃えはい
いですか ✔ 

お買い得で
すか ✔ 

当店の販売
員に満足で
すか

✔    

店のデザイ
ンは魅力的
ですか

✔   

再度買い物
をしますか ✔

コメント：
貴店での買い物は楽しいものでした。店員のBaxterさんはとて
もフレンドリーで、エアコンについて非常に高い知識を持ってい
ました。私たち家族のニーズによく合った製品を選ぶのを手伝っ
てくれました。その点においては非常に満足しています。しか
し、壁に展示されているのにもかかわらず、数台が在庫切れでし
た。８月下旬がこの種の製品のピークシーズンではないとわかっ
ていますが、３つの製品がなかったのは少し残念でした。

Matt Simon

10. 正解  (D)
Feady電機についてどんなことがわかりますか。
(A) 顧客に対して対面式のアンケートを行っている。
(B) かなり価格を割り引いている。
(C) 一連の割引クーポンを提供している。
(D) 客からの意見を真剣に受け止めている。

11. 正解  (C)
Simonさんの不満な点は何ですか。
(A) 無作法なサービス (C) 在庫水準
(B) 高い値段 (D) 店の雰囲気

12. 正解  (C)
Baxterさんについてわからないのはどんなことですか。
(A) 陽気な人である。
(B) 特定の製品に詳しい。
(C) 在庫を展示するのがうまい。
(D) Simonさんにいいアドバイスをした。

13. 正解  (A)
Eメールの５行目のevaluationに最も近い意味の語は
(A) 評価 (C) 批判
(B) 告白 (D) 試み

14. 正解  (C)
いくつかの製品が在庫切れしていた理由は何だと思われますか。
(A) 製造に問題があった。
(B) 修理されているところだった。
(C) 需要が落ち込んだ。
(D) 客がデザインを好まなかった。
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問題15-17は次のニュース記事に関するものです。

新しいフェリーターミナルビル完成間近！

The Starlineフェリー会社は、７月15日の日曜日、Port Walden
に新しいフェリーターミナルビルがオープンすると発表しまし
た。2010年の夏に工事が始まってから、ほぼ２年が経とうとし
ています。市長は、「新しいターミナルビルによって、フェリーの
乗客にとって旅行がより便利に、より快適になるでしょう。この
魅力的な新しいビルは、車椅子のお客様に対応するため、とても
幅の広いエレベーターと出入り口を備えています。このビルには
さらに、２つのカフェ、ファミリーレストラン、コンビニエンス
ストア、書店、パン屋、そして観光案内所があります。乗客は食
事を楽しんだり、買い物をしたり、これから訪れる島について情
報を集めることもできます」と述べました。フェリーの乗客だけ
ではなく、一般客のビルの利用も見込まれています。地元の住民
の１人は、「昔は、このビルは島に行く旅行者のみが使うものだと
思っていました。でも、新しいビルはとても良さそうなので、絶
対にチェックしてみるつもりです」と語りました。

15. 正解  (B)
新しいターミナルビルはなぜ開発されたと考えられますか。
(A) 建設作業員に仕事を与えるため。
(B) 乗客へのサービス向上のため。
(C) その地区をより魅力的にするため。
(D) フェリーの２周年を記念するため。

16. 正解  (C)
新しいビルについて何が示されていますか。
(A) 地元の住民にのみ使われる。
(B) 予定よりも早めに完成する。
(C) その地区により多くの客を集める。
(D) 乗客の数を２倍にする。

17. 正解  (C)
新しいビルで提供されないサービスはどれですか。
(A) 食事 (C) 無料駐車
(B) 障害者のアクセス (D) 観光情報


