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テキストの正誤表 

Errata for the Student Book

ページ 該当個所 【誤】 【正】（波線部）

p.10
PRE-TEST

PART 4  23.

What is this presentation taking 
place?

Where is this presentation taking 
place?

p.28
Unit 3

Vocabulary B   4.  

If the weather’s nice let’s have 
a  . 

If the weather’s nice, let’s have 
a  .

p.29
Unit 3

Part 3  3.

What does the woman think of the 
man’s eating habit?

What does the woman think of the 
man’s eating habits?

p.36
Unit 4

Part 4  3.

What will the listeners be most likely 
to do after this speech?

What will the listeners most likely do 
after this speech?

p.54
Unit 7

Part 3  4.

(A) He received a salad that he 
doesn’t want to eat.

(C) There aren’t enough vegetables in 
his salad.

(D) He wanted a warm salad, but he 
received a cold one.

(A) She received a salad that she 
doesn’t want to eat.

(C) There aren’t enough vegetables in 
her salad.

(D) She wanted a warm salad, but she 
received a cold one.

p.73
Unit 10

Grammatical Tips
文中のすべての「関係詞節」 「関係詞」に変える

p.75

Unit 10

Part 6 

下から３行目

..., at 812-234-4444 at MHLEX@aol.
com.

..., at 812-234-4444 or at MHLEX@
aol.com.

p.77

Unit 11

Listening Tips

下から２行目

…sendの tやspeakのkの音が聞こえ
にくくなります。

…sendのdやspeakのkの音が聞こえ
にくくなります。

p.79

Unit 11

Grammatical Tips 

下から３行目

3 現在または未来の事実に即した条件
や仮定する場合

3 現在または未来の事実に即した条件
や仮定を表現する場合

p.79
Unit 11

PART 5  1.

If you ------- my advice last month to 
go the meeting, you could have made 
more business connections.

If you ------- my advice last month to 
go to the meeting, you could have 
made more business connections.

p.89
POST-TEST

PART 4  17.
What is this being made?

Where is this announcement being 
made?

p.89
POST-TEST

PART 4  20.

With a monthly saving plan, how can 
people faster?

With a monthly saving plan, how can 
people save faster?

p.90
POST-TEST

PART 4  22.

(B) The amount of money from a 
pension might fall in future.   

(B) The amount of money from a 
pension might fall in the future.

p.90
POST-TEST

PART 4  23.
(C) The end of the weekend  (C) Only this week

p.90
POST-TEST

PART 4  25.

What must have the customer have to 
get a credit card?

What must the customer have to get 
a credit card?
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Listening Section

PART 1
解答

1. (A)　2. (C)

1.
スクリプト

(A) The man is writing on the whiteboard.

(B) The woman is wearing a white shirt.

(C) There’s a chart on the wall.

(D) They are sitting on the floor.

訳

(A) 男性がホワイトボードに書いている。

(B) 女性が白いシャツを着ている。

(C) 壁に表が貼ってある。

(D) 彼らは床に座っている。

ポイント

男性がホワイトボードに何か書いている。chart（図、表、
グラフ）のようにも見えるが、「壁に貼ってある」わけで
はないので (C)は不可。

2.
スクリプト

(A) Most of the people are looking at the pictures.

(B) The museum is closed today.

(C) There are some people sitting on the stairs.

(D) They are cleaning the street.

訳

(A) ほとんどの人が絵を見ている。

(B) 博物館は今日は閉まっている。

(C) 階段に座っている人がいる。

(D) 彼らは通りを掃除している。

ポイント

博物館のような建物が写っているが、写真からはこの日
が閉館日かどうかは分からないので (B)は不可。stairs（階
段）。

PART 2
解答

3. (A)　4.(B)　5. (A)　6. (A)　7. (B)　8. (C)　9. (B)　
10. (B)

3. 
スクリプト

Tell me when you will be home.

(A) As usual.

(B) See you later.

(C) On my way home.

訳

いつ家に帰るか教えてください。
(A) いつも通り。
(B) 後で会いましょう。
(C) 家に帰る途中で。

ポイント

(A)のAs usual.（いつも通り）は、ここでは「いつもと
同じ時間に家に帰る」ということ。「いつ帰るか？」と聞
いている人に、(B)「また後で」と答えるのでは話がかみ
合わない。

4.
スクリプト

Where was he transferred from?

(A) Last year.

(B) Los Angeles.

(C) By express train.

訳

彼はどこから異動になったのですか？
(A) 昨年。
(B) ロサンゼルス。
(C) 特急電車で。

ポイント

「どこから異動してきたのか？」という質問なので、「ロ
サンゼルス」と場所を答えている (B)が正解。

5.
スクリプト

How often do you go to the gym?

(A) Two to three days a week.

(B) I usually go by bike.

(C) I met Peter at the gym yesterday.

訳

どのくらいの頻度でジムに行きますか？
(A) １週間に２、３日。
(B) たいてい自転車で行きます。
(C) 昨日ジムでピーターに会いました。

　　� テキスト／ p.8～ 15PRE-TEST
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(C) まだ誰もしていないと思います。

ポイント

「誰が送ったか？」という過去形の質問なので、(A)の I 
will, ...は不可。Who will send ...?（誰が…を送るのか？）
という質問であれば I will,（私が［これから）］やります」
と答えられる。estimate（見積書）。

9.
スクリプト

How about having lunch at the airport?

(A) I’m eating out for lunch.

(B) That’s fine with me.

(C) In half an hour.

訳

空港で昼食を食べるのはどうですか？
(A) 昼は外で食べます。
(B) 私はそれで構いません。 

(C) 30分後に。

ポイント

How about -ing?（～はどうですか？）という誘いに対
して、(B)のThat’s fine with me.は「私はそれでいいで
す（＝構いません）」という意味。

10.
スクリプト

How late did you work overtime yesterday?

(A) In order to complete the report.

(B) I came home around 10 pm.

(C) Every other day of the week.

訳

昨日はどのくらい遅くまで残業をしたのですか？
(A) レポートを仕上げるために。 

(B) 午後10時くらいに家に着きました。
(C) その週の１日おきに。

ポイント

How late ...? は「どのくらい遅くまで…？」という意味。
店などでHow late are you open?（どのくらい遅くまで
開いていますか？）→「いつ閉店しますか？」のように
使うことができる。work overtime（残業する）。

PART 3 
解答

11. (D)　12. (A)　13. (C)

スクリプト

Man: Excuse me, I would like to inquire about the 
conditions of my scholarship. 

Woman: Please ask anything.

Man: My scholarship lasts for two years. I have just 
completed my first year but I am considering taking a 

ポイント

頻度を尋ねる質問に対して「自転車で」という (B)の答え
は不可。(A)の two to three days（２、３日）の two to
の部分は、同じ音が繰り返されるので聞き取りに注意。

6.
スクリプト

This room is very hot and humid.

(A) The air-conditioner isn’t working.

(B) No, I don’t need it any more.

(C) That’s very kind of you.

訳

この部屋はとても蒸し暑いです。
(A) エアコンがついていません。
(B) いいえ、もうそれは必要ありません。
(C) ご親切にありがとう。

ポイント

hot and humidは「蒸し暑い」という意味。「機械が動
く、作動する」にはworkを使うことに注意。

7. 
スクリプト

Do you remember the due date for our project 
proposal is today?

(A) Yes, I proposed it today.

(B) I’ve just handed it to the boss.

(C) Please don’t extend the date.

訳

我々のプロジェクトの提案書の締め切りが今日だと覚え
ていますか？

(A) はい、今日それを申し込みました。
(B) 今、上司に提出してきたところです。
(C) 日付を延ばさないでください。

ポイント

proposalは「提案書、企画案」という意味。似ている動
詞propose（提案する、申し込む）につられて、(A)を選
んでしまわないように。 

8. 
スクリプト

Who sent the estimate to Mr. Hillman?

(A) I will, immediately after the meeting.

(B) Billy has the ability to perform several tasks 
simultaneously. 

(C) I think nobody has done it yet.

訳

誰がヒルマンさんに見積書を送りましたか？
(A) 私が会議の後ですぐにやります。
(B) ビリーには一度にいくつもの仕事をこなす能力が
ある。
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why you need to leave（中断しなければならない理由を、
手紙で詳細に書く必要があります）と言い、それに対し
て男性がOK, I will do so.（分かりました、そうします）
と答えている。

解答

14. (B)　15. (A)　16. (C)   

スクリプト

Woman: We need to hire a contractor to inspect all 
our factory’s air-conditioners and fix them if necessary.

Man: That might be expensive.

Woman: Yes, but we haven’t had them inspected for 
the last five years, so we do not know how many are 
out of order.

Man: In that case, we need to get several quotations 
for the work. So the first task is to find out from our 
staff how many of the air-conditioners are not working 
properly. 

Woman: OK, I will make a questionnaire for each of 
our section managers. I will set a deadline of the end 
of next week to collect their answers.  

訳

女性：業者を雇って、我々の工場のすべてのエアコンを
点検し、必要な場合は修理をしてもらわなければなりま
せん。 

男性：それは非常にコストがかかります。

女性：そうですが、この５年間点検をしていないので、
何台故障しているか分からないのです。 

男性：それなら、いくつか見積もりを取る必要がありま
す。ではまず、スタッフに聞いて、何台のエアコンが正
常に動いていないのか確認しましょう。

女性：では、各課長宛てに質問表を作ります。回答収集
の期限は来週末に設定します。

14. この人たちは業者に何をしてもらいたいと思ってい
ますか？

(A) 故障したエアコンを持って行ってほしい。
(B) エアコンを点検し、壊れているものを修理してほ
しい。

(C) 工場のすべての電気システムを点検してほしい。
(D) スタッフにエアコンの使い方を教えてほしい。

15. その作業はなぜコストがかかるかもしれないのです
か？

(A) 現在、何台のエアコンが正常に動いていないかは
っきり分からない。

(B) 最後に点検してから10年以上経つ。
(C) その仕事について、２社以上の見積もりを取るの
は非常にコストがかかる。

(D) 現在、工場にある何百台ものエアコンが故障して
いる。

16. 女性はまず何をするでしょうか?

break for one year. Is it possible for me to continue 
receiving the scholarship when I return to university?

Woman: The rules say that in most cases, breaks are 
not allowed. However, exceptional situations will be 
considered. So you will have to write a letter detailing 
why you need to leave. 

Man: OK, I will do so.

訳

男性：すみません、私の奨学金の条件についてお聞きし
たいのですが。

女性：どんなことでもどうぞ。

男性：私の奨学金は２年間続くものです。１年目を終え
たばかりですが、これから１年間休もうと考えています。
大学に戻ったときに、奨学金をもらい続けることは可能
でしょうか？

女性：規則ではほとんどの場合、中断は認められません。
しかしながら、例外的な状況については考慮されます。
ですから、中断しなければならない理由を、手紙で詳細
に書く必要があります。

男性：分かりました、そうします。

11. 学生は何を知りたいのですか？
(A) ２年間の奨学金の申請をすることができるかどう
か。

(B) より高額な奨学金の申請をすることができるかど
うか。

(C) 彼の奨学金を別の大学に移せるかどうか。
(D) 2年目の奨学金を先送りにできるかどうか。

12. 女性は男性に何と言っていますか？
(A) 通常では、認められない。
(B) そうすることができるが、１年だけである。
(C) 絶対に認められない。
(D) 奨学金を返さなければならない。

13. 学生はこの後どうするでしょうか？
(A) 中断せずに勉強を続ける。
(B) 新しい大学に転学する。
(C) 彼の状況について説明する手紙を書く。
(D) 勉強をやめる。

ポイント

11. この学生は、１年間奨学金を受け取った後、１年間
休みを取り、その後大学に戻ってきたときに残り１年間
の奨学金を受け取ることができるかどうかを尋ねている。

12. 男性の質問について、女性がThe rules say that in 
most cases, breaks are not al lowed. However, 
exceptional situations will be considered.（規則ではほ
とんどの場合、中断は認められません。しかしながら、
例外的な状況については考慮されます）と答えている。
「通常は認められないが、例外もある」ということなの
で、(A)が最適。

13. 最後に女性がyou will have to write a letter detailing 
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拝見し、それは我が社の商品だと確認させていただきま
した。

女性：そうですか。

男性：当然のことながら、この問題のすべての責任は私
どもにございます。大変申し訳ございませんでした。お
客様に100ドルの商品引換券をご用意させていただきま
す。

女性：ありがとうございます。

17. この会話は何に関するものですか？
(A) お店からの欠陥商品に対する謝罪
(B) ひどいサービスに対する客のクレーム
(C) 店長によるスタッフの処罰
(D) 二度と欠陥商品を売らないという約束

18. このマネージャーはどのように問題を知りました
か？

(A) 女性の家に行った。
(B) 女性がEメールでそれを説明した。
(C) 女性がEメールに写真ファイルを添付した。
(D) 店に行って何が起きたか確認した。

19. 男性は女性に何を申し出ていますか？
(A) 新しいパン１斤
(B) 問題についての言い訳
(C) 同じようなことを二度と起こさないという約束
(D) 無料でスーパーへ買い物に行く機会

ポイント

17. 男性はスーパーマーケットの代表として、客の女性
からのクレームに対し謝罪している。regional manager
（地域担当マネージャー）、complaint（クレーム、苦情）、
full responsibility for ～（～の全責任）、we are very 
sorry（大変申し訳ありません）などがキーワード。

18. thanks to you sending an attached photograph of 
the item, we confirmed that it is our product（お客様が
添付して送ってくださった商品の写真を拝見し、それは
我が社の商品だと確認させていただきました）という部
分から、女性は店側に苦情のEメールと一緒に商品の写
真を送ったことが分かる。attach（添付する）。

19. 最後に男性がwe ... would like to offer you a $100 
shopping voucher（お客様に100ドルの商品引換券をご
用意させていただきます）と言っている。voucherは無
料のサービスや割引が受けられる「割引券、商品引換券」
のこと。

PART 4
解答

20. (B)　21. (A)　22. (D)   

スクリプト

Good evening, I would like to welcome you this 
evening on the special occasion of the marriage of 
Simon and Jane. I am your head chef, and I would just 
like to mention about some of the features of this 

(A) 業者から見積もりを取る。
(B) エアコンを点検する。
(C) 各課長から情報を集める。
(D) 修理完了の期限を決める。

ポイント

14. 女性が最初にWe need to hire a contractor to 
inspect all our factory’s air-conditioners and fix them if 
necessary.（業者を雇って、我々の工場のすべてのエア
コンを点検し、必要な場合は修理をしてもらわなければ
なりません）と言っている。

15. コストが高くなるかもしれない理由について、女性
がwe haven’t had them inspected for the last five 
years, so we do not know how many are out of order
（この５年間点検をしていないので、何台故障しているか
分からないのです）と言っている。「５年間点検をしてい
ない」ということなので、(A)の「10年以上経つ」は不可。

16. 「いくつか見積もりを取る」と話しているが、その前
に「社内で各課長から情報を集め、故障しているエアコ
ンの台数を把握する」と言っている。quotation（見積
書）、contractor（請負業者）、section manager（課長）。

解答

17. (A)　18. (C)　19. (D)　

スクリプト

Man: Good afternoon. My name is Paul Elliot. I am the 
regional manager for all SummerWay supermarkets. 
Am I talking with Elaine Green?

Woman: Yes, that’s right.

Man: I was informed that you made a complaint about 
a product you bought in one of our stores. 

Woman: That’s right. I found a dead insect in my 
sliced bread. 

Man: Well , thanks to you sending an attached 
photograph of the item, we confirmed that it is our 
product.

Woman: I see.

Man: So naturally, we take full responsibility for this 
problem. We are very sorry and would like to offer you 
a $100 shopping voucher. 

Woman: Thank you very much. 

訳

男性：こんにちは。ポール・エリオットと申します。サ
マーウェイスーパーマーケットの地域担当マネージャー
をしております。エレイン・グリーン様でしょうか？

女性：はい、そうです。 

男性：我々の店でお買い上げいただいた商品についての
クレームを頂戴いたしました。

女性：そうです。薄切りのパンに虫の死骸が入っていま
した。

男性：お客様が添付して送ってくださった商品の写真を
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は不可。このアナウンスの後 (B)や (C)も起こるが、「９時
までできること」ではない。

解答

23. (C)　24. (B)　25. (A)   

スクリプト

I’ll demonstrate the value of this new vacuum cleaner 
which can make your housework load lighter. The 
presentation will take less than half an hour, but if you 
need to answer your phone or the front door, please 
just stop me. So, as you can see, it is much smaller 
and lighter than other machines on the market. 
Moreover, it is cordless, so you can easily move it 
around without the wire catching on anything. Finally, 
despite running on a battery, it has 20% more suction 
power than any standard cleaners. Please try it on 
your own floor. 

訳

あなたの家事負担を楽にする、この新しい掃除機の魅力
をお見せします。説明には30分もかかりませんが、電話
や玄関に出なければならない場合は、おっしゃってくだ
さい。さて、ご覧の通り、市場に出ているどの掃除機よ
り小さくて軽いです。さらに、コードレスなのでコート
が何かに引っかかることなく簡単に動かせます。何より、
電池で動いているにもかかわらず、標準のものと比べて
20％吸引力がアップしました。どうぞご自分の床でお試
しください。

23. この説明はどこでしているのですか？
(A) 店で
(B) 会議場で
(C) 家で
(D) 工場で

24. 説明はどのくらい続きますか？
(A) 30分
(B) 20分から30分の間
(C) 30分から40分の間
(D) 約１時間

25. この製品の特徴は何ですか？
(A) 軽くて強力。
(B) コードレスで安い。
(C) 強力で重い。
(D) 電気代が安くて強力。

ポイント

23. 新しい掃除機の使い方を説明している。If you need 
to answer your phone or the front door, please just 
stop me（電話や玄関に出なければならない場合は、お
っしゃってください）の部分を聞き逃さないことが大切。
answer the phone（電話に出る）だけでは場所は限定で
きないが、answer the front door（玄関に出る）という
ことから、これは家の中の会話であることが分かる。

24. The presentation will take less than half an hour,

evening for this private party. First, we will start with 
some words from the special couple, and then we 
we’ll have a toast for them. You will find champagne 
and glasses on your tables. Next, we will serve you a 
four course dinner. After this, we will have an open bar 
until 9pm. After that, please pay for your drinks. I hope 
you enjoy your dinner. 

訳

こんばんは。今夜のサイモンとジェーンの結婚祝いによ
うこそお越しくださいました。私は料理長として、今夜
のこのプライベートパーティの内容をご説明いたします。
最初に特別な２人の挨拶から始め、それから乾杯をしま
す。シャンパンとグラスはテーブルの上にございます。
次に、４品のコースディナーをお出しします。その後、
午後９時までオープンバーとなります。その後は、お飲
み物は有料とさせていただきます。ではどうぞお楽しみ
ください。

20. このアナウンスはどんな場面のものですか？
(A) レストランのオープニング
(B) 新婚夫婦のためのパーティ
(C) 忘年会
(D) 会社のパーティ

21. サイモンとジェーンが挨拶をした後どうなります
か？

(A) 全員で祝杯を挙げる。
(B) 全員が食事を始める。
(C) 式典がとり行われる。
(D) 全員がディナーに向かう。

22. 人々は午後９時まで何ができますか？
(A) 好きなだけ食べられる。
(B) サイモンとジェーンが話し続けるのを聞ける。
(C) サイモンとジェーンと話せる。
(D) 無料で飲める。

ポイント

20. これはパーティの冒頭で、ディナーを作った料理長
が挨拶をしている場面。最初にwelcome you this 
evening on the special occasion of the marriage of 
Simon and Jane（サイモンとジェーンの結婚祝いによう
こそお越しくださいました）と言っているので、(B)が正
解とわかる。

21. 途中で the special coupleという表現があるが、こ
れはSimon and Janeを言い換えたもの。First, we will 
start with some words from the special couple, and 
then we we’ll have a toast for them.（最初に特別な２人
の挨拶から始め、それから乾杯をします）とあるので、
(A)が正解。have a toast for ～で「～に乾杯する」。

22. 最後から３文目で、we will have an open bar until 
9pm（午後９時までオープンバーとなります）とある。
open barの意味が分からなくても、After that, please 
pay for your drinks.（その後は、お飲み物は有料とさせ
ていただきます）とあるので、９時までは (D)「無料で飲
める」ということが分かる。コースのディナーなので (A)



8

forgettable（忘れられがちな）、fragile（壊れやすい）。

30. enjoy -ing（～することを楽しむ）。enjoyの目的語
は必ず現在分詞 -ingとなることに注意。

31. 空欄の後ろが「あなたのマナーのよさを…」である
ことから、空欄に入るのは (C)のshow off（～を誇示す
る、見せびらかす）が最適。look for（～を探す）、take 
after（～に似ている）、think of（～を考慮する）ではど
れも意味が通らない。

32.「５倍の量」は five times as much asとなることに
注意。import（輸入する）、export（輸出する）。

33. 空欄の前を見ると、主語（Honeygood Corp.）、動
詞（was）、補語（happy to ...）と文の要素がそろって
いる。したがって、空欄以降は直前の industrial 
warehouse（工業用倉庫）を説明する語句が続くと考え
られる。「2011年６月にヨーロッパに建てられた倉庫」と
いう意味から、過去分詞constructedが最適。greenには
「環境にやさしい」という意味もある。

34. investment（ 投 資 ） に つ い て、compare the 
amount of profit（利益を比べる）という文の内容から、
「～より優れた」という意味の (A) superior toが最適。

35. if I had not been accepted ...の部分から「もし～だ
ったなら」という仮定法過去完了の文だと判断する。「こ
の大学に落ちていたら、どの大学に入っただろうか」と
いう意味なので (C)を選ぶ。

PART 6
解答

36. (C)　37. (B)　38. (D)

訳

中程度の性能から高性能のカラーコピー機を検討してい
るのなら、大型店かコピー機の専門業者から購入するこ
とができます。2000ドル以上するコピー機は購入するこ
ともできますが、予算の事情からレンタルまたはリース
されることがほとんどです。標準的なリース期間は３年
から５年です。

リース料金はコピー枚数に基づいて決まります。これは
使用頻度によるため理想的なものです。リースによって
はひと月当たりの最低コピー枚数が決まっており、もし
この数に満たない場合は新しいリースに変更することも
できます。契約内容があなたのコピーの必要性に合って
いるかどうか確かめてください。３年から５年の間に、
企業が成長しコピーの必要性が変わることはよくありま
す。したがって、企業の常に変化する需要に合った柔軟
性を持たせるようにリースの交渉をしてください。

ポイント

36. 企業のコピー機の購入、リースに関する話である。
「2000ドル以上のものはリースされることが多い」という
内容から、空欄に入るのは (C) budgeting（予算の）が最
適。political（政治の）、ethical（道徳的な）、security
（安全保障の）。

37. 空欄の前に「リース契約は通常ひと月当たりの最低
使用枚数が設定されている」とあり、空欄の後が「この
枚数を超える」という内容になっている。最低枚数を超

（説明には30分もかかりません）と言っている。less 
than（～より少ない）とhalf an hour のhalfをしっかり
聞き取ることが大切。 

25. この掃除機の特徴は、it is much smaller and lighter 
...（［ほかのものと比べて］ずっと小さくて軽い）、 it is 
cordless（コードレスである）、 it has 20% more suction 
power（［標準のものより］吸引力が20％アップ）という
ことである。価格についての説明はない。 

Reading Section

PART 5
解答

26. (C)　27. (C)　28. (D)　29. (B)　30. (D)　31. (C)　
32. (B)　33. (A)　34. (A)　35. (C)  

訳

26. ボーナスの支払い額を決める前に、会社はそれを支
払うことが可能かどうか算定することが重要だ。

27. 学校がしないようにと言っているにもかかわらず、
多くの生徒がインターネットから情報を丸写しして
いる。

28. オレンジコンピュータサービス株式会社はこの2年
間厳しいときを過ごしましたが、最近では状況が改
善しつつあります。

29. 我々のチェーン店では、ほかの店と比較してより柔
軟に返品を受け入れている。

30. 我々の顧客のほとんどが新製品発表会に参加して楽
しんだと聞きうれしかった。

31. 上手に書かれたお礼状は、あなたのマナーのよさを
示すのに使うことができる。

32. アメリカは中国から輸出量の５倍を輸入している。
33. ハニーグッド社は2011年６月にヨーロッパに建て

られた、初めての環境にやさしい工業用倉庫のオー
プンを喜んだ。

34. ひとつの投資が別のものと比べてより優れているか
どうかを決めるためには、それぞれの利益を比べる
必要がある。

35. もしこの大学に落ちていたら、どの大学に入ってい
たか分かりません。

ポイント

26. affordは「～する（金銭的な）余裕がある」という
場合、目的語は必ず不定詞となる。assess（［資産など
を］評価する、査定する）。

27. 空欄の前が「多くの生徒が…丸写ししている」、後ろ
が「学校が生徒にしないようにと言っている」というこ
となので、空欄にはこの２文をつなぐ接続詞even 
though（～にもかかわらず）が適切。(D)の in spite of 
も「～にもかかわらず」という意味だが、後ろに続くの
は名詞のみなので不可。

28. latelyは recentlyと同様に「最近は」という意味で、
最近の継続的状態を表す場合は現在完了形を用いること
に注意。直前の主語 thingsが複数形なので (C)は不可。

29. 選択肢の形容詞の意味をしっかり区別する。flexible
（柔軟な、融通の利く）、fixable（固定できる）、
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ついては、最終文に「総額が337億7000万ドルになる見
込みだ」とある。

41. 見出しと本文前半から、高校生の新学期のための買
い物額は２年ぶりに上昇したと分かる。これに対して、
大学生の場合は最終文から分かるように2010年からは12
％、2011年からは８％、それぞれ上昇している。つまり、
2010年から2011年にかけても上昇したことが分かる。

解答

42. (A)　43. (C)　44. (A)　45. (B)

訳

バンクーバーでお会いしましょう！
我が社のフランチャイズ店の全従業員の皆様の、2013年
の年次総会＆オンライン・ビジネス・スタディ・フォー
ラムへの参加を心よりお待ちしています。2013年６月９、
10日にバンクーバーのセントラル・コンベンション・セ
ンターにて開催されます。参加者にとって効果的な研修
にするため、我が社のフランチャイズアウトレット店で
働く人たちにとって興味のあるプログラム内容となって
います。ぜひご参加ください！　このイベントに関する
詳細は下記のリンクをクリックしてどうぞ。
→　retail-training2013.org

〈登録〉
2013年４月30日までに“早期登録フォーム“を利用する
とお得です。早期登録はこの期日以降の登録と比べて20
％割引になっていますのでご注意ください。早期登録を
すると、スタディ・フォーラム開始前に研修資料がご自
宅に届きます。そうすると、あなたは研修の準備を早め
に開始することが可能です。これは非常にお勧めです。
６月９日の朝、登録受付はカナディアン・ルーム・フォ
イアーで正午に開始します。2013年11月29日金曜日の
午後５時までに受け付けたキャンセルのみ全額返金とな
ります。

〈パートナーもご一緒に〉
例年通り、年次総会＆スタディ・フォーラムの参加者の
旦那様、奥様、そしてそのほかのパートナーの方々も割
引価格で参加可能です。これには６月９日土曜日の“大宴
会”も含まれます。

〈スタディ・フォーラム・スポンサーシップ〉
もしあなたのフランチャイズ店が、350ドルを支払って
スタディ・フォーラムのスポンサーになっていただける
場合、“スポンサー登録フォーム”に記入し、小切手と一
緒にスタディ・フォーラム事務局までお送りください。
同封の“2013年スタディ・フォーラム・スポンサーシッ
プ”の用紙をご覧ください。あなたの店のウェブサイトを
我が社のオンライン店舗案内の上部に確実に載せるため
に、スポンサーシップの手続きとお支払いは2013年３月
31日までに済ませてください。

42. 早期登録の利点は何ですか?

(A) 参加費が安くなり、家で勉強を始めることができ
る。

(B) 配偶者も参加する場合、参加費が安くなる。
(C) キャンセル料がかからない。
(D) 登録受付が早く始まる。 

える場合は契約上問題ないので、設定枚数を超えない場
合には契約を変更することができる、ということになる。
unless（もし～でないならば）と if（もし～ならば）の
区別に注意。

38. 「企業の常に変化する必要性に合った…を持たせるよ
うに交渉する」という内容から判断し、「必要に応じた柔
軟性（flexibility）を持たせる」とするのが最適。
balance（ バ ラ ン ス ）、convenience（ 利 便 性 ）、
circulation（循環）。

PART 7
解答

39. (C)　40. (B)　41. (A)   

訳

新学期のための買い物が２年ぶりに上昇
新しい消費者調査によると、今年の平均的なアメリカの
家庭で、高校生の子どもが最終学年をスタートする前に
購入する衣類、靴、必需品の総額は606.4ドルになると
いうことだ。これは2011年の548.72ドル、2010年の
594.24ドルより多い額となっている。この学年の子ども
に使われる総額は213億5000万ドルに達する見込みであ
る。

これに対して、大学生の新学期のための買い物の総額は
337億7000万ドルで、2011年と比較すると8％、2010
年と比較して12％上昇している。

39. 606.4ドルには確実に含まれないものはどれです
か？

(A) 文房具
(B) 教科書
(C) 週末のスポーツクラブ料金
(D) 夏服と冬服 

40. 今年、アメリカの大学生の新学期のための買い物の
総額はいくらになるでしょうか？

(A) 213億5000万ドル
(B) 337億7000万ドル
(C) 548.72ドル
(D) 594.24ドル

41. この記事によると、高校と大学の支出の違いは何で
すか？

(A) 大学生の支出は近年減少しなかった。
(B) 高校生の支出は家計の大きな負担となっている。
(C) 大学生の本はより高価だ。
(D) はっきりした違いはない。 

ポイント

39. 「新学期のための買い物」ということで、「衣類、靴、
必需品」と書いてある。必需品は学校生活に必要なもの
と考えられるので (C)は不可。

40. back-to-schoolとback-to-collegeの区別に注意す
る。どちらも「新学期のための」買い物についてだが、
ここでは前者が「高校生」、後者が「大学生」。大学生に



10

いのなら、自分で離乳食を作ってみませんか？ これは
とても時間がかかると思うかもしれませんが、ほとんど
の人が考えているより簡単に素早く離乳食を作ることが
できます。

手作りの離乳食にかかる費用は同じ期間で100ドルにも
なりません。これはあなたの家族にとって最大500ドル
もの節約となるのです！　あなたは「自分で作る時間は
ない」と思うかもしれません。そこで、人気の離乳食の
“製氷皿製法”にトライしてみることをお勧めします。１
週間あたり30分しかかかりません！　毎週この方法を使
うと、家族のためにお金を節約することになります。

離乳食作りの基本の４ステップ
ステップ１：新鮮な果物か野菜で始める。最初に材料を
よく洗う。次に、果物や野菜の皮をむき、小さく切る。
冷凍のもので代用も可能。

ステップ２：電子レンジにかけるか、小さい鍋で蒸す。
フォークが簡単に刺さる程度になったら出来上がり。

ステップ３：すべての野菜を小さく切り、それをフード
プロセッサーかミキサーに入れ、なめらかなソース状に
する。お好みの濃度にするため水を加えてもよい。

ステップ４：できたものを製氷皿に入れる。ふたをして
冷凍庫に入れる。凍ったら、その混合食品を冷凍庫用保
存袋に入れる。離乳食キューブは冷凍庫で２カ月まで鮮
度が保たれる。

46. 両親が離乳食用の小瓶を買う場合、その費用はおよ
そいくらですか？

(A) 総額を計算することはできない。
(B) 手作りより安い
(C) 最大で600ドル
(D) 100ドル未満

47. なぜ多くの親は離乳食を手作りしないのですか？
(A) 既製品と同じようにおいしく作るのが難しい。
(B) 非常に時間がかかるように思える。 

(C) それを作るための道具を持っていないかもしれな
い。 

(D) 節約できる金額がそれほど十分ではない。 

48. このアドバイスによると、お金をかけずに離乳食を
作るために必要な器具は何ですか？

(A) フォーク
(B) 小さい鍋
(C) 皿
(D) 冷凍庫

49. 新鮮な野菜と果物から離乳食を作る際にまずするこ
とは何ですか？

(A) 電子レンジにかける
(B) 冷凍庫に入れる
(C) 細かく切る
(D) 洗う

50. 手作りの離乳食は冷凍庫でどのくらい保存できます

43. キャンセル料を支払わずに済むためにはどうしたら
いいですか？

(A) ４月30日までに登録する
(B) ６月９日に登録受付へ行く
(C) 11月29日の午後５時までにキャンセルする
(D) ３月31日までに小切手を送る

44. ６月９日土曜日の“大宴会”に参加できるのは誰です
か？

(A) スタディ・フォーラムの参加者とそのパートナー
(B) フォーラムのスポンサーのみ
(C) 早期登録をした参加者のみ
(D) 全額返金を受け取った人は誰でも

45. 研修のスポンサーになることで、スポンサーにはど
のような特権が与えられますか?

(A) 参加費が割引になる。
(B) 彼らのウェブサイトがオンライン案内にはっきり
載る。

(C) 特に特権はない。
(D) スポンサーであることが、フランチャイズ店のウ
ェブサイトに載る。

ポイント

42. 早期登録については、<Registration>の段落に the 
savings for advance registration are 20% lower（早期
登録は20％引き）、さらに「training package（研修資料）
が家に配達され、研修の準備を早く始めることができる」
と書いてある。

43. <Registration>の最終文でA full refund will only be 
made for cancellations received up until ...（…までに
受け付けたキャンセルのみ全額返金となります）と書い
てある。この期日を過ぎると全額返金にはならない、つ
まり「キャンセル料が発生する」ということになる。

44. <Partners Welcome>の段落に、フォーラムの参加
者の夫、妻、そのほかのパートナーが参加することがで
きることが書いてある。

45. 文書の最終文に注目する。at the top of our on-line 
directory of outletsは「インターネット上の我が社のア
ウトレット店舗案内の上部」という意味。「スポンサーに
なると多くの店舗の中で自分の店のウェブサイトが店舗
案内の上部に載せられる」ということ。

解答

46. (C)　47. (B)　48. (D)　49. (D)　50. (C)

訳

限られた予算でできるベビーフード
あなたの赤ちゃんが固形食を食べ始める頃になると、あ
なたは裏ごししたバナナやニンジンの入った小瓶からス
プーンで食べさせるだろうと思うかもしれません。驚く
べきことに、平均的な赤ちゃんはこのような小瓶をおよ
そ600瓶も食べているのです。さらに、その費用の総額
は400～ 600ドルにもなるのです！

もしあなたがそのような食べ物にかかる費用を減らした
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か？
(A) 30 分
(B) １、２週間
(C) ２カ月間
(D) 約600日

ポイント

46. 「市販の離乳食の小瓶を買うと総額で400 ～ 600ドル
かかる」と書いてある。選択肢でこれに合うものは (C) 
Up to $600（最大で600ドル）。

47. 手作りの離乳食について、ひとつ目の文書の第２段
落第２文にyou may think doing this consumes much 
time, ...（これはとても時間がかかると思うかもしれない
…）とあり、その後の第３段落第３文にもYou may 
think “but I do not have enough time to make my own”
（ あなたは「自分で作る時間はない」と思うかもしれま
せん）とある。

48. この離乳食の作り方は“製氷皿製法”と言われている
ことからも分かるように、果物や野菜をソース状にした
ものを製氷皿に入れて冷凍するというもの。そのために
必要なものは何か考える。

49. 当たり前のことでもあるが、ステップ１にもFirst 
wash them throughly.（最初に材料をよく洗う）と書い
てある。throughlyは thoroughlyと同じで「徹底的に」
という意味。

50. ふたつ目の文書のステップ４の最終文に注目する。
Baby food cubes stay fresh for up to two months in 
the freezer.（離乳食キューブは冷凍庫で2カ月まで鮮度
が保たれる）と書いてある。
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買い物� テキスト／ p.16～ 21Unit 1

V ocabulary

A

解答

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

訳

1. あなたはオンラインでいつでも保険を購入することが
できる。

2. オンラインショッピングの登録をするために、下記の
用紙を完成させてください。

3. 我々は、我々の小さな店でとても楽しんでいます。き
っとあなたも楽しめるでしょう！

4. ご注文の品は来週水曜日まで発送準備ができません。

5. コンピュータの特注はいくらになりますか？

ポイント

1. purchase = buy「買う」

2. sign up = register「登録する」

3. certain = sure「きっと～だ」

4. shipment = transport「発送」

5. charge = demand「請求する」

B

解答

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

訳

1. 品物は、ご注文を受け取ってから24時間以内に発送
いたします。

2. 多くの人が、小売店はオンラインショッピングをより
安全にする責任があると思っている。

3. 30日以内に返品すれば、全額返金いたします。

4. ご注文の品はすべて在庫がありますので、24時間以
内に発送可能です。

5. オンラインショッピングカートがどのように機能する
のか、詳しく説明してください。

ポイント

1. order「注文」：ここでは名詞だが、動詞として使われ
ると「注文する」という意味になる。

2. be responsible for ～「～の責任がある」

3. refund「返金」

4. in stock 「在庫のある」⇔ out of stock「在庫のない」

5. in detail「詳しく」

Part 1

解答

1. (A) 2. (C)

1.

スクリプト

(A) The cars are parked in front of the store.

(B) The store is closed on Mondays.

(C) They sell many cards at the shop.

(D) Very few people go shopping here.

訳

(A)その店の前に車がとめてある。

(B)その店は毎週月曜日が休みだ。

(C)その店ではたくさんのカードを売っている。

(D)ここに買い物に行く人はほとんどいない。

ポイント

写真からは (B)の「月曜日が休みだ」や、(C)の「たくさ
んのカードを売っている」ということは分からない。駐
車場には車がたくさんとまっているので、(D)の「ここに
買い物に行く人はほとんどいない」も不可。

2.

スクリプト

(A) They are looking for a missing child.

(B) There are no people in the building.

(C) Some people are watching the information board.

(D) Everyone is rushing home.

訳

(A) 彼らは迷子を探している。

(B) 建物の中には誰もいない。

(C) 情報案内を見ている人たちがいる。

(D) みんな急いで家に帰るところだ。

ポイント

屋内に多くの人がいる様子が分かるので、「建物の中に誰
もいない」という (B)は不可。この写真に写っているのが
(C)の information board（情報案内）かどうか分からな
かったとしても、ほかの選択肢がすべて不適切なので、
消去法から (C)しか正解になり得ない。
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Part 5

解答

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

訳

1. あなたのご注文が処理され、発送され次第、配送問い
合わせ番号をお知らせするメールをお送りいたしま
す。

2. このご注文に関してご質問等ございましたら、Q/Aの
ところをチェックなさるか、お気軽に直接ご連絡くだ
さい。

3. ３分の１以上の人が、返金してもらうためには、品物
が元のままで包装も完全な形でなければならないと、
間違った考えをしている。

4. オンラインでショッピングをするときは、「７日間の
クーリングオフ期間」があり、この間にあなたの気持
ちが変わり注文をキャンセルしても、代金を請求され
ることはない。

5. その店の顧客担当係の代表は、そのモデルは現在在庫
切れだが５日後には確実に在庫が補充されるだろうと
私に言った。

ポイント

1. 空欄の前後に注目する。you will be ------ an e-mail
ということから、空欄に (A)の過去分詞sentを入れて
受け身の文にするか、(B)の現在分詞sendingを入れ
て進行形にするかいずれかの可能性がある。文の意味
を考えると「店側がメールを送る」ので「あなたはメ
ールを送られる」ということになる。したがって、こ
れは受け身の文であると判断できる。

2. If you have any questions ------ this order（この注
文に ------質問があるなら）という意味から、(C)の
前置詞 regarding（～に関して）が適切だと判断する。
(A)の regardは名詞で「尊敬、敬意」などの意味があ
り、(D)の複数形 regardsはgive one’s (best) regards 
to ～（～によろしくお伝えください）のように使わ
れる。動詞では regard A as B（AをBと見なす、考
える）のように使われることが多い。

3. 空欄の前がmore than a third of people（３分の１以
上の人は）という主語、後ろが think「～と思ってい
る」という動詞であるので、空欄にはこの動詞を修飾
する副詞wrongly（間違えて）を入れるのが適切。

4. 空欄の前が a seven-day ʻcooling off’（７日間の「ク
ーリングオフ」）であることから、ここには「期間」
という意味の名詞periodが入ると判断する。(A) 
timingも名詞だが、「タイミング、時間を計ること」
という意味なので不可。

5. 空欄を含む部分がout of ------ということから、(A)の
out of stock（在庫のない）か (D)のout of order（故
障している）が考えられる。「注文の品が現在…」と
いう意味に合うのは、(A)のout of stock。

Part 6

解答

1. (D) 2. (A) 3. (D)

訳

送信者 : sales@KnickKnack.com

送信日時 : 2012年７月11日（月）午前10時34分
宛先 :トニー・スタッフォード
件名 : Knick Knackオンラインショップへようこそ

トニー様

Knick Knackオンラインショップにようこそ。あなたの
詳細登録が済みましたので、これからたくさんの選択が
可能です、そして責任はほとんどありません。例えば、
あなたのショッピングカートが空になることは決してあ
りません。ショッピングカートに加えられた品物につい
ては、あなたがそれを購入するか削除しない限りそのま
ま残ります。

住所録
Knick Knackの商品は世界のほぼどこへでも配達可能で
す。あなたが友人や親戚の住所を加えれば、直接相手の
家にギフトをお届けできます。

注文履歴
あなた個人のKnick Knackでの購入履歴を見て、その状
況を確認することができます。従来通り、sales@
KnickKnack.comにメールを送ってくだされば、いつで
もオンラインサービスに関するどんなことでもお答えい
たします。我々のウェブサイトにご登録いただきありが
とうございました。あなたの決断について決して後悔は
させません。

Knick Knack経営チームより敬意を込めて

ポイント

1. many options but few ------- ということから、空欄
には名詞の複数形が入ると判断する。response（反
応、応答）も名詞であるが、「選択がたくさんあり、
反応はほとんどない」では意味をなさない。

2. We can ------- Knick Knack goods（我々はKnick  
Knackの商品を -------できる）ということから、空
欄には動詞が必要だと分かる。選択肢の中で動詞は
(A) deliver（配達する）だけである。

3. 前文で「購入履歴を見て、確認できます」と言ってい
ることと、空欄の後ろが「メールを送ってもらえれ
ば、いつでもお答えします」と続いていることから、
「従来通り」という意味のAs ever が最適。
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日常業務� テキスト／ p.22～ 27Unit 2

V ocabulary

A

解答

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

訳

1. 自動車保険の見積もりはふたつ以上とったほうがよ
い。

2. 締め切りに間に合わせるというプレッシャーの下で仕
事をした経験をひとつ聞かせてください。

3. お父さんと同じように、デイビッドは出版関係の仕事
を選んだ。

4. 彼らは従来型の薬とそれに代わる薬の両方を提供して
いる。

5. 商品をくまなく調べることは買い手の責任だ。

ポイント

1. quotation = estimate「見積もり」

2. deadline = due date「締め切り日」

3. career = job「仕事」

4. conventional = established「従来型の」

5. merchandise = item「商品」

B

解答

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

訳

1. 新聞によると、先月の消費者支出は0.1％下がった。

2. 今日の経済は100年前の経済と比べて違いますか？

3. 彼らの携帯電話は素晴らしいマーケティング戦略のお
かげで非常によく売れた。

4. デイライトセービングシステムの導入準備を始めるに
は、今が最もよい時だ。

5. 展示会後のフォローアップの電話とEメールは欠かせ
ない。

ポイント

1. consumer spending「消費者支出」

2. counterpart「同等の［対応する］もの、人」

3. marketing「マーケティング」

4. start preparing for ～「～の準備を始める」

5. trade show「展示会」

Part 2

解答

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

スクリプト

1. When will you come back to the office?

(A) Before five.

(B) When the meeting started.

(C) Back in 1999.

2. Did you know that our office will be moving?

(A) Yes, I will move out.

(B) Where to?

(C) No, you don’t have to.

3. Will you help me prepare for tomorrow’s interview?

(A) Do your best.

(B) I haven’t decided yet.

(C) For sure.

4. You’ve been working so hard these days.

(A) Take care of yourself.

(B) I must finish this by the deadline.

(C) Yes, I’m listening.

5. Who will go to the trade show?

(A) Tomorrow afternoon.

(B) We will go by train.

(C) We haven’t decided yet.

6. Why will you make a career change?

(A) To spend more time with my family.

(B) I get so much satisfaction from my present job.

(C) I’ve never changed jobs.

訳

1. オフィスにはいつ戻りますか？
(A) ５時前。
(B) ミーティングが始まったときです。
(C) 1999年にさかのぼります。

2. オフィスが移転することを知っていましたか？
(A) はい、私は引っ越します。
(B) どこへ？
(C) いいえ、あなたはしなくてもよいです。

3. 明日の面接の準備を手伝ってもらえませんか？
(A) 頑張って。
(B) まだ決めていません。
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(C) もちろん。

4. あなたは最近働きすぎです。
(A) お大事に。
(B) 締め切りまでにこれを終えなければならないので。
(C) はい、聞いています。

5. 誰が展示会に行くのですか？
(A) 明日の午後です。
(B) 電車で行きます。
(C) まだ決めていません。

6. なぜあなたは仕事を変えるのですか？
(A) 家族との時間を増やすためです。
(B) 現在の仕事にとても満足しています。
(C) これまで仕事を変えたことはありません。

ポイント

1. 「いつ戻る予定か？」とこれからのことを聞いている
ので、過去形で答えるのは不可。

2. Did you know ...? という質問に対してYesかNoで答
えるとは限らない。「どこへ（移転するのですか）？」
と質問で返答する場合もある。

3. 「手伝ってくれませんか？」というお願いに、(A) Do 
your best.（頑張って）や (B) I haven’t decided yet.

（まだ決めていません）と答えるのは不適切。

4. 「働きすぎだ」と言われ、「締め切りまでに終わらせな
ければならないので（やらなければならない）」と答
えることもある。

5. 「誰 が 行 く の か？」と い う 問 い に「時 間」(A) 
Tomorrow afternoon.や「交通手段」(B) We will go 
by train.を答えるのは不適切。「（誰が行くのか）まだ
決めていない」という答えもある。

6. 「なぜ仕事を変えるのか？」と、これから仕事を変え
ようとしている理由を聞いている。「今の仕事にとて
も満足している」では話がかみ合わない。また、「こ
れまで仕事を変えたことがない」とこれまでの経験を
答えるのも不自然。

Part 5

解答

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

訳

1. 最も重要な仕事のひとつは、あなたの販売とマーケテ
ィング活動の長期的な効果を評価することだ。

2. ジュディか彼女の同僚たちが、今朝からオフィスであ
なたを待っていると思う。

3. この会社が提供しているサービスを使用している多く
の消費者は、有機食品は従来の方法で育てられたもの
と比べてより安全で味もよいと信じがちだ。

4. これらのホテルで働いているほとんどすべての人が、
英語とフランス語の両方を話す。

5. ほとんどの人にとって、どこに住むかを選ぶ際は、予
算だけでなくライフスタイルも重要な点だ。 

ポイント

1. One of ～は「～のひとつは」という意味なので、動
詞は単数形を受けることに注意する。空欄の直前の複
数形 tasksに合わせてしまわないように。

2. either A or BはBの数に動詞を合わせるので、この文
ではcolleagues（複数形）を受ける。また、since 
this morningとあるので、現在完了形の (D) have 
beenが適切。

3. 主語はmany consumersと複数形であることと、
tendは「～する傾向にある」という場合は後ろに to
が必要であることから、(B) tend toが適切。

4. everybodyは「すべての人」という意味だが、「ひと
りひとりどの人も」という個に視点があるので単数扱
いである点に注意。

5. A as well as B はAの数に動詞を合わせる。この文で
は lifestyleに合わせるので、(A) isが適切。

Part 7

解答

1. (B) 2. (A) 3. (B)

訳

電話メッセージ
宛て：　ジェイムズ　

電話に出た人：　リンダ　

電話をかけてきた人：　ジム・エドワーズ　

会社名：　MAJ　

日付：　12月13日　　　時間：　13:30　

電話番号：　555-1276　

　　　また電話をかけてくる

　　　あなたに電話をかけてほしい

　　　できるだけ早く電話をしてください

　　　伝言があります

メッセージ：　ロゴ入りボールペン100本の見積書を12
月20日までにほしい。　

1. 誰がこのメッセージを受けましたか？
(A) ジェイムズ
(B) リンダ
(C) ジム
(D) MAJ

2. このメッセージを読んだ人はどんな行動を起こすべき
ですか？
(A) 相手に電話をかける
(B) 次の電話を待つ

�
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(C) メッセージを残す
(D) 質問する

3. この電話は何に関するものでしたか？
(A) MAJ

(B) 商品の見積書
(C) 電話番号
(D) 注文確認

ポイント

1. Taken by:のところにLindaと書いてある。これは
This telephone message was taken by Linda.（この
電話メッセージはリンダによって書かれた）というこ
と。

2. Wants You To Callのところにチェックがしてあるの
で、電話をかけてきた人（Jim）が「あなたに電話を
かけてほしい」と言っていたという意味。(B) Wait 
for the next callでは「相手の人（Jim）がまた電話を
かけてくるのを待つ」 ということになるので注意。

3. Message:のところにNeed a quotation for ... （…の
見積書がほしい）と書いてある。(B)のestimateは
quotationと同じ意味で使われている。
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外食� テキスト／ p.28～ 33Unit 3

V ocabulary

A

解答

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

訳

1. ほかの洗濯物と油のついた皿用布巾を混ぜないように
することが重要だ。

2. 無料の朝食は午前７時から９時まで食堂で召し上がれ
ます。

3. そのレストランは２度以上、主要雑誌で特集された。

4. ここは４つ星レストランなので、ハイレベルな接客技
術を学べるだろう。

5. 我々の理念は、それほど高くない値段で家庭料理を提
供することです。

ポイント

1. greasy = oily「油っこい」

2. be served = be provided「出される」

3. profile = feature「～を特集する」

4. customer = guest「客」

5. reasonable = inexpensive「（値段が）それほど高く
ない」

B

解答

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

訳

1. 1ポンド減量するために、人は摂取エネルギーより
3500カロリー多く燃焼させなければならない。

2. 冷蔵庫に食料を入れすぎると、確実に食中毒の危険が増す。

3. あのチーズケーキのレシピを教えてくれませんか？　
非常においしかったので。

4. 天気がよければバーベキューをしましょう。冷凍庫に
ハンバーガー用の肉とあばら肉があります。

5. あの素晴らしいウエイターにどのくらいチップを置い
ておくべきですか？

ポイント

1. burn calories「カロリーを燃焼する」

2. fridge = refrigerator「冷蔵庫」

3. recipe「レシピ、調理法」

4. have a barbecue「バーベキューをする」

5. leave a tip「チップを置いておく」

Part 3

解答

1. (D) 2. (C) 3. (C)

スクリプト

Man: What do you want for lunch? I want to have 
some pizza and fried zucchini at the newly opened 
restaurant on Park Avenue.

Woman: I think that isn’t very healthy. Why do you like 
greasy food so much? Why don’t you try Japanese 
food.

Man: Then, how about go ing to the Mexican 
restaurant in front of the city hall? They serve very nice 
food at a reasonable price. Their lunch burrito combo 
comes with Mexican rice and beans, as well as a soft 
drink and chips.  

Woman: That is still a lot of calories. As for me, I just 
want something light, like tacos with green salad.

Man: OK. Let’s go there then.

訳

男性：昼食には何を食べたい？ 僕はパーク通りに新し
くオープンしたレストランで、ピザとフライドズッキー
ニが食べたいんだけど。

女性：それはあまり健康的じゃないと思うわ。どうして油
っこいものがそんなに好きなの？ 日本料理にしない？

男性：それなら、市役所の前のメキシコ料理店に行くの
はどう？ 手頃な値段で、とても体によいものを出して
いるよ。あそこのランチブリトーコンボにはメキシコ風
ライスと豆に、ソフトドリンクとチップスが付いている
んだ。

女性：それでもカロリーが高すぎるわ。私はタコスとグ
リーンサラダのような軽いものがいいのよ。

男性：分かった。それならそこに行こう。

1. 男性は昼食に何を食べるつもりですか？
(A) イタリア料理 

(B) ギリシャ料理
(C) 日本料理
(D) メキシコ料理

2. ブリトーコンボに入っていないものは何ですか？ 

(A) メキシコ風豆 

(B) ソフトドリンク
(C) グリーンサラダ
(D) チップス
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3. 女性は男性の食習慣をどう思っていますか？
(A) 体重を気にしている。
(B) 少食だ。
(C) 食べすぎだ。
(D) バランスのとれた食事をしている。

ポイント

1. 男性は最初はピザ（イタリア料理）が食べたいと言っ
ているが、女性がそれは健康によくないので日本料理
を提案している。それに対して男性は「メキシコ料理
にしないか」と言い、最後に女性もタコス（メキシコ
料理）がよいと言っている。

2. 「ブリトーコンボにはメキシコ風ライスと豆に、ソフ
トドリンクとチップスが付いている」と言っている
が、グリーンサラダは含まれていない。

3. 最初の提案（ピザとフライドズッキーニ）に対して
that isn’t very healthy（あまり健康的でない）と言っ
ていることと、さらにメキシコ料理店のブリトーコン
ボについてもThat is still a lot of calories.（それもカ
ロリーが高すぎる）と言っていることから、女性は男
性の食習慣について「健康的ではない、食べすぎだ」
と考えていることが分かる。

解答

4. (A) 5. (D) 6. (B)

スクリプト

Man: Do you feel like cooking, or eating out for dinner 
tonight?

Woman: I would prefer to stay in. We have a lot of 
chicken in the fridge.

Man: Let’s search for a good recipe online. The 
Japanese teriyaki recipe we found last week was really 
delicious.

Woman: Then why don’t we try another Asian recipe 
tonight? Put chicken and Asian in the search box and 
see what that brings up.

訳

男性：今夜の夕食は家で作るか外食するか、どちらにし
たい？

女性：どちらかというと家にいたいわ。冷蔵庫に鶏肉が
たくさんあるから。

男性：インターネットでよさそうなレシピを探してみよ
う。先週見つけた和風照り焼きのレシピは本当においし
かった。

女性：それなら今夜は別のアジア料理にしない？ 検索
欄に鶏肉、アジア料理と入れて何が出てくるか見てみま
しょうよ。

4. 外食したいのは誰ですか？
(A) 男性と女性のどちらでもない
(B) 男性だけ

(C) 男性と女性の両方
(D) 女性だけ

5. この男性と女性は照り焼きのレシピをどこで見つけま
したか？
(A) 冷蔵庫の中
(B) 日本料理店で
(C) アジアの国で
(D) インターネットで

6. 次にこの男性と女性がすることは何ですか？
(A) 食料を買いに行く
(B) インターネットでレシピを探す
(C) 鶏肉を冷蔵庫にもどす
(D) 夕食を食べに出かける

ポイント

4. 外食するのではなく I would prefer to stay in.（どち
らかというと家にいたい）と女性が言っているのに対
して、男性も「インターネットでレシピを探してみよ
う」と提案しているので、ふたりとも外食ではなく家
で食べることに賛成していると分かる。

5. The Japanese teriyaki recipe we found last week 
...（先週見つけた和風照り焼きのレシピ）の前に、
Let’s search for a good recipe online.（インターネ
ットでよさそうなレシピを探してみよう）と言ってい
る。online（オンラインで、インターネットで）。

6. 最後に女性がPut chicken and Asian in the search 
box and see ...（検索欄に鶏肉、アジア料理と入れて
見てみましょう）と言っている。search boxは「イ
ンターネットの検索欄」のこと。

Part 5

解答

1. (B) 2. (C) 3. (A) 4. (C) 5. (C)

訳

1. 我が国の飢えた人々に与えるのに十分な食料が毎日捨
てられている。

2. あなたが食べ切ったかそうでなかったかにかかわら
ず、ウエイトレスにチップをあげるべきだった。 

3. もし雷雨がこの地域に近づいた場合、バーベキューパ
ーティは中止になります。

4. そのカフェのメニューを一目見れば、なぜその店が有
名なガイドブックで特集されたのか分かるでしょう。 

5. 我々のクライアントに大量のEメールを送って、我が
社の製品ラインアップが増えたことを知らせるべき
だ。

ポイント

1. 主語はenough food（十分な食料）、これが「毎日捨
てられている」という意味なので、現在形の受け身が
適切。
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2. Whether you finished it or not, ...（それを終えたか
終えなかったかにかかわらず）の動詞が過去形

（finished）であることに注意する。tip、waitressと
いう言葉から finished it の itは「食事」のことだと考
えられるので、「食事を食べ切ったかそうでなかった
かにかかわらず、チップをあげるべきだった」という
意味の (C) should have tippedが適切。

3. 「もし～の場合は」という条件を表す副詞節の中では、
未来のことでも現在形を使う。whenなどの「時を表
す」副詞節も同様。

4. whyの後ろが the restaurant was featured ...と過去
形になっているが、それだけでは判断できない。One 
look at the ... （…を一目見れば理由が分かるだろう）
という意味からyou will understandを選ぶ。

5. mass mailingは「大量郵送、大量のEメール」という
意味。空欄の前がour product line up（我が社の製品
ラインアップ）、後ろが increased（増えた）という
ことから、「最近（以前と比べて）製品の種類が増え
た」という意味の現在完了形が適切。

Part 7

解答

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

訳

スープ　
クラッシック・トマト
ホットチーズサンドイッチ付き　5.95

ホームメイド・フレンチオニオン
クルトン＆とろけるモッツァレラチーズ入りの伝統的な
牛肉スープ　6.95

サラダ
ハウスサラダ
ミニトマト、キュウリ、薄くスライスしたレッドオニオ
ン、オリーブ、クルトン、粉チーズ、ハウスドレッシン
グ入りの緑の野菜　7.95

グリルした鶏胸肉のトッピング付き　11.95

シーザーサラダ
クルトン、粉パルメザンチーズ、ガーリックドレッシン
グをレタスにかけて　6.95

グリルした鶏胸肉のトッピング付き　10.95

ニース風サラダ
ミックスサラダの上に、ツナ、グリーンビーンズ、オリ
ーブ、固ゆで卵、ディジョンドレッシング　10.95

サンドイッチ
当店のサンドイッチはフランスパンで作られ、歯ごたえ
のよいフライドポテトが付きます。

アンガス・ステーキ

バーベキューソースでグリルした肉汁たっぷりの８オン
ス・ステーキ。トッピングにゴールデンオニオンリング
３つ　12.95

チキン・ブレスト
クリスピー＆ゴールデンまたはバーベキューグリル。新
鮮なレタス、熟したトマト、マヨネーズ付き　10.95

アルバコール・ツナ
ツナサラダ、レタス＆トマト入り　8.95

ハンバーガー
トーストしたバンズに、ゴールデン・フライドポテトが
付きます。トッピングをお選びください。

６オンス・サーロインビーフ・ハンバーガー　8.95

ベジタリアン・ハンバーガー　8.95

リアルチェダーまたはモッツァレラチーズ　＋２ドル
フライドポテトの代わりにハウスまたはシーザーサラダ
＋２ドル

1. ツナを食べたいけれどフライドポテトはいらない場
合、何を注文したらよいですか？
(A) クラッシック・トマトスープ
(B) ニース風サラダ
(C) アルバコール・ツナサンドイッチ
(D) カナダのベスト・ビーガン・バーガー

2. ハウスサラダに入っていないものは何ですか？
(A) オニオンリング
(B) ミニトマト
(C) クルトン
(D) チーズ

3. ビーフ・ハンバーガーにシーザーサラダを付けるとい
くらになりますか？
(A) 6.95ドル
(B) 8.95ドル
(C) 10.95ドル
(D) 12.95ドル

ポイント

1. (C)のアルバコール・ツナサンドイッチにはツナは入
っているが、crunchy fries（歯ごたえのよいフライド
ポテト）付きなので不可。

2. ハウスサラダには thinly sliced red onion（薄くスラ
イスしたレッドオニオン）が入っているが、(A) のオ
ニオンリングは入っていない。

3. ビーフ・ハンバーガーは 8.95ドルで、その下に「フラ
イドポテトの代わりにハウスサラダまたはシーザーサ
ラダにするとプラス2ドル」と書いてある。8.95＋2 
= 10.95ドルになる。
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V ocabulary
A

解答

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

訳

1. 次の会議の開催地は次の役員会議で決定されるだろ
う。

2. この提携を可能にした人々のサポートに感謝いたしま
す。

3. 彼女はあなたのご意見とご提案をお聞きするため、私
の代わりにそのワークショップに参加します。

4. 明日のシャトルバスをご予約の場合は、午後５時まで
に登録窓口にお越しください。

5. 主催者はそのシンポジウムに200人以上が出席するだ
ろうと期待していた。

ポイント

1. venue = place「開催地」

2. acknowledge = recognize「認める、評価する」

3. take part in ～ = participate in ～「～に参加する」

4. drop by ～ = visit「～に立ち寄る」

5. organizer = host「主催者」

B

解答

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

訳

1. 彼は200人の若者と市民団体の指導者たちに向けて演
説をする予定だ。

2. その学会は、今後の方向性を見きわめるパネルディス
カッションで終わった。

3. その学会は、教育のための現存する技術と新たな技術
の両方に関する様々なトピックを取り上げた。

4. 彼は画期的な新製品の開発に関わっていた。

5. ソフトのインストール方法の詳細については、付属の
マニュアルをご覧ください。

ポイント

1. address「（～に対して）演説をする」

2. panel discussion「パネルディスカッション、公開討
論会」

3. emerging technology「新たな技術」

4. revolutionary「革命的な、画期的な」

5. accompanying「添付の、付属の」

Part 4

解答

1. (D)   2. (A)   3. (B)

スクリプト

Ladies and Gentlemen, may I have your attention, 
please? It is my great honor to introduce our guest 
speaker today. Our speaker is of course well known to 
everyone here, since he is a giant in the IT industry in 
Asia and one of its great innovators. Lee Kwan Loong 
has an amazing ability to make sense of markets and 
apply technologies to existing and emerging consumer 
needs. That’s because he has striven to bring attention 
to those issues that we believe are so important. Dr. 
Lee holds three advanced degrees and has an 
honorary doctorate from Stanford University. In his 
much-anticipated speech today, he will address what 
he sees as the future of our field. Without further ado, 
please join me in welcoming Dr. Lee Kwan Loong.

訳

皆さん、ご注目ください。本日の来賓講演者をご紹介い
たします。本日の講演者は、アジアにおける IT 産業の大
家であり偉大な革新者のおひとりで、ここにいらっしゃ
る皆さんがもちろん大変よくご存じの方です。リー・ク
ワン・ルー氏は市場を理解し、現存するものと新しいも
の、そのどちらの消費者のニーズにも技術を適応させる
優れた能力をお持ちです。それは、我々が非常に重要だ
と考える問題に対する関心を引くために、彼が大変な努
力をされてきたからにほかなりません。リー博士は３つ
の上級学位とスタンフォード大学の名誉博士号をお持ち
です。本日皆さんが非常に期待されている講演では、
我々の分野の将来を博士がどのように考えているのかに
ついてお話しいただきます。お待たせいたしました、そ
れでは皆さんでリー・クワン・ルー博士をお迎えしまし
ょう。

1. この話の主な目的は何ですか？
(A) 市場を理解すること
(B) 顧客のニーズに技術を適応させること
(C) IT産業に注目させること
(D) 来賓講演者を紹介すること

2. リー博士はどのような仕事に従事していますか？
(A) 情報技術
(B) 大学教育
(C) 重工業
(D) マーケティング

会議� テキスト／ p.34～ 39Unit 4
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3. この話の後で聴衆は何をする可能性が最も高いです
か？
(A) 上級学位を受け取る
(B) 拍手する
(C) 新しいビジネスを始める
(D) 自己紹介する

ポイント

1. 問題文の this speechは放送で流される話を指してい
る。この後に講演者が話す内容を指しているのではな
いので注意が必要。ここでは「来賓講演者を紹介」し
ている。

2. a giant in the IT industry in Asia（アジアにおける IT 
産業の大家）という部分を聞き逃さないように。
advanced degrees（ 上 級 学 位 ） やan honorary 
doctorate from Stanford University（スタンフォー
ド大学の名誉博士号）という言葉が出てくるが、これ
は博士の経歴の紹介であって、現在従事している仕事
ではない。

3. 講 演 者 を 紹 介 し た 後、 最 後 にplease join me in 
welcoming Dr. Lee（皆さんでリー博士をお迎えしま
しょう）と言っている。よって、聴衆は拍手で迎える
と考えられる。

解答

4. (C) 5. (B) 6. (B)

スクリプト

Before closing today’s final session, please give me a 
minute to announce three things from the conference 
organizer. First, the shuttle bus to the downtown area 
will leave from the front of this building at 4:30, 5:00, 
and 5:30. The 5:30 shuttle is the last one that will take 
you downtown. Second, there are still a few remaining 
networking party tickets. If you want to join the event, 
please drop by the reception desk on the first floor. 
The tickets are being sold for $50 on a first-come-first-
served basis. Third, and last, the room for the plenary 
meeting tomorrow morning has been changed to 
A-106 . So, everyone, be sure to come to the plenary 
meeting tomorrow.  It will start at 10:00 in room A-106 . 
Thank you for your attention. Have a nice evening and 
see you tomorrow.

訳

本日最後の委員会を終える前に、少しお時間をいただき、
会議主催者から３点の連絡をさせてください。まず、市
街地へのシャトルバスはこの建物の前を４時半、５時、
５時半に出発します。５時半のシャトルバスが市街地へ
行く最終のバスになります。次に、交流パーティのチケ
ットがまだ若干残っています。参加希望の方は１階の受
付窓口にお立ち寄りください。チケットは先着順で１枚
50ドルで販売しています。３点目、最後になりますが、
明日の朝の全体会議の部屋はA-106に変更となりました。
ですから、皆さん、必ず明日の全体会議にお越しくださ

い。A-106の部屋にて10時開始です。ご清聴ありがとう
ございました。楽しい夜をお過ごしください。そして明
日またお会いしましょう。

4. このアナウンスはいつ発表された可能性が高いです
か？
(A) 午前中
(B) 正午頃
(C) 午後
(D) 夜

5. 聴衆がパーティに出席したい場合はどうしたらよいで
すか？
(A) 建物の前に行く
(B) 受付窓口へ行く
(C) シャトルバスを予約する
(D) 部屋を変更する

6. 聴衆は明日の朝どこへ行くべきですか？
(A) 最終委員会
(B) A-106の部屋
(C) 市街
(D) 最終シャトルバス

ポイント

4. これは１日の最終委員会の後のアナウンスであるこ
と、シャトルバスの出発時間が４時半、５時、５時半
で あ る こ と、 ア ナ ウ ン ス の 最 後 でHave a nice 
evening ...と言っていることから、シャトルバスの出
発時刻より前の午後の時間帯、と考えられる。

5. パーティに参加したい人は、please drop by the 
reception desk ...（受付窓口にお立ち寄りください）
と言っている。そこでパーティのチケットを買うこと
ができる。 

6. アナウンスの３点目で、明日の朝の会議は「A-106の
部屋に変更」と言っている。plenary meetingは「（全
員が参加する必要のある）全体会議」のこと。

Part 5

解答

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

訳

1. あなたは会議の会場に出発する前に、かばんをチェッ
クしておくべきでした。

2. グラフが示しているように、昨年はインフレ率が高か
ったので、我々の販売目標を達成できなかった。 

3. 大人数を前に演説する場合、速く話しすぎないように
したほうがよい。

4. 彼女は間違えて値段にゼロをひとつ多く付けたに違い
ない――それは１万ドルもするはずがない。 

5. このフォーラムのメンバーの皆様の多大なるご努力と
ご尽力に感謝の意を表したいと思います。
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ポイント

1. before you left for ...「…へ出発する前に」の leftが過
去形であることに注目する。出発した「過去の時点」
より前に「～すべきだったのに（しなかった）」とい
う意味になるのは (D) should have checked。

2. 空欄の直前の主語がour sales goal（我々の販売目標）
であることと、文の最後に last year とあることから、
「昨年…のために目標は達成されなかった」という意
味の過去形の受け身が適切。文頭のAs the graph 
shows,（グラフが示しているように） は現在形であ
るが、その後の意味をしっかりつかむことが大切。

3. 文の前半When you address a large audience,（大人
数を前に演説するとき）の動詞addressが現在形であ
り、これに続く内容としては「～しないほうがよい」
という意味の (C) had better not speakが適切。

4. ダーシの後ろに it can’t be as much as ten thousand 
dollars（それは１万ドルもするはずがない）とある
ことから、「～であるはずはない」→「間違えたに違
いない」と考える。

5. 空欄の後ろが toであること、その後がacknowledge 
all the effort ... （ご努力に感謝する）と続くことから
「～したい」という意味の (A) would likeが最適。

Part 6

解答

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

訳

交流イベント
あなたの支払いが IBA オフィスで受領されるまでは、交
流イベントのチケットは確保されません。もし９月３日
金曜日までに全額が受領されない場合は、チケットは予
告なしに再び売りに出されます。イベントによってはチ
ケットの枚数に限りがあり、前もって予約することはで
きません。通常、チケットは登録者と同伴したい未登録
者には販売していません。例外もありますが、それはこ
の会議の代表にリクエストして認められた場合に限りま
す。

同伴者
法律の分野で仕事をしている人は同伴者として登録する
ことはできません。会議の代表に認められた場合を除い
て、登録者（つまり、350カナダドルの料金を支払った
人）のみが交流イベントプログラムと旅行に参加するこ
とが許可されます。同伴者は分科会には参加できません。
しかしながら、月曜日の文化問題プログラムのチケット
は購入可能です。

ポイント

1. if 節の内容は「９月３日までに全額が支払われない場
合は」という意味で未来のことを言っているが、条件
や時を表す副詞節の中では未来のことでも現在形を使
うことに注意。

2. 空欄の前の registered peopleが先行詞で、後ろに

have paid the feeと動詞が続いている。空欄には主
格の関係代名詞whoが入ると判断する。

3. 前の文では「同伴者は分科会には参加できない」と書
いてあるが、空欄の後ろでは「月曜日の…プログラム
のチケットは購入可能」と述べてあるため、「しかし
ながら」という意味の (C) Howeverが適切。
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V ocabulary

A

解答

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

訳

1. 私どもでお部屋を予約していただく場合、追加料金は
一切ございません。

2. 私は空港から家まで荷物を送ってもらった。

3. ロンドンのホテルが格安インターネット価格で見つかる！

4. あの旅行代理店はあらゆる価格帯のツアーを提供して
いる。

5. これらはおいしい料理が食べられ、値段も高くないレ
ストランです。

ポイント

1. book = reserve「予約する」

2. luggage = bags「荷物、かばん」

3. saving = discount「割引き」

4. budget = price range「予算、価格帯」

5. cheap = less expensive「高価でない、安い」

B

解答

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

訳

1. ニューヨーク行き731便のお客様は、出発ゲートへお
進みください。

2. コートをなくしてしまったようです。遺失物取扱所へ
行く必要があります。

3. 自動車事故を起こしたときに備えて、我々には個人賠
償責任保険が必要ですか？

4. すべての休暇用コテージには台所と洗濯室が付いてお
り、価格に含まれています。

5. スキー旅行に行くときは、誤って誰かにけがを負わせ
るかもしれないということを覚えておいてください。

ポイント

1. departure gate「出発ゲート」

2. lost and found office「遺失物取扱所」

3. personal liability insurance「個人賠償責任保険」

4. included in the price「価格に含まれる」

5. cause an injury to ～「～にけがを負わせる」

Part 1

解答

1. (D)  2. (B)

1.

スクリプト

(A) The floor is not clean.

(B) The guests are getting out of the elevator. 

(C) The large mirror is broken.

(D) The telephone is by the flower.

訳

(A) 床が汚れている。

(B) 客がエレベーターから出てくるところだ。

(C) 大きな鏡が割れている。

(D) 電話が花のそばにある。

ポイント

写真からは床が汚れているようには見えないし、客も写
っていない。右手前に大きな鏡があるが割れてはいない。

2.

スクリプト

(A) Few people are in the plane.

(B) Most of the flights are on time.

(C) The airplane is about to take off.

(D) The information board is written in English only.

訳

(A) 飛行機の中には人がほとんどいない。

(B) ほとんどの便は時間通りに運行されている。

(C) 飛行機が離陸するところだ。

(D) 情報板は英語だけで書かれている。

ポイント

写真には飛行機や機内が写っているわけではないので、
(A)の「機内に人がはほとんどいない」、(C)の「飛行機が
離陸するところだ」はいずれも不可。情報板は、英語以
外に日本語や韓国語でも書かれている。一番右の備考欄
を見ると、ほとんどすべてON TIME（時間通り）と書い
てあるので、(B)が正解。

旅行� テキスト／ p.40～ 45Unit 5
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Part 5

解答

1. (D) 2. (A) 3. (B) 4. (D) 5. (A)

訳

1. 我々は皆、そのホテルのケータリングに満足してい
る。そのホテルでは完璧に調理された伝統料理を提供
している。

2. 少なくとも出発の１時間前には空港で荷物のチェック
インをしてもらうほうがよい。

3. シャトルバスは荷物を手にもった乗客でいっぱいだっ
た。

4. もしあなたが誤って他人にけがを負わせたり、他人の
所有物を壊したりしても、この旅行保険はあなたの個
人賠償責任をカバーします。

5. もしあなたがそのシステムをよくご存じないなら、
我々が空港で税金払い戻しの申告をお手伝いいたしま
す。

ポイント

1. be satisfied with ～（～に満足している）。satisfyは

「満足させる」という意味の他動詞であることに注意。

2. have your luggage checked in で「荷物のチェック
インをしてもらう」という意味。〈have＋目的語＋過
去分詞〉で「…（目的語）を～してもらう」と、

〈have＋人＋動詞原形〉で「人に～してもらう」の区
別をしっかりすることが大切。

3. 空欄から後ろの部分 their luggage by handが、直前
のpassengers（乗客）を修飾するためには「荷物を
手に持っている乗客」という意味にすればよい。

4. coverには「保険を掛ける、負担する」という意味が
ある。「もし事故が起きた場合、保険で個人賠償責任
をカバーする」ということなので、willの後ろは動詞
の原形が適切。

5. 空欄の前が前置詞withであることに注意。前置詞の
後ろに続くものとして、選択肢の中では (A) claiming
以外は不可。〈assist＋人＋with＋ -ing〉で「人が～
するのを手伝う」という意味。

Part 7

解答

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

訳

MLH エアーライン　ウインターホリデー　スペシャル
インターネットですぐにお申し込みください！

ラスベガス
航空運賃＋３泊　

495ドル～
（おひとり様）

ラスベガス　ホリデー　プライス
ラスベガスで最も人気のホテルのひとつに滞在する限られたチャンス
世界一の驚くべき、そしてロマンチックなライトアップをご覧ください

予約

ヨーロッパ
航空運賃＋６泊　

575ドル～
（おひとり様）

どんな予算にも対応、格安ヨーロッパ
今こそオフシーズンに格安でヨーロッパに行くチャンス　　
３つ星～５つ星ホテルに滞在する、どんな予算にも対応

予約

カナダ
航空運賃＋５泊　

655ドル～
（おひとり様）

カナディアンロッキーでのスキーパック
スペシャルウンタープランでスキーに行こう
バンフ、ジャスパー、ウィスラーなどのリゾート地の中からお得な旅を選
べます

予約

メキシコ
航空運賃＋４泊　

790ドル～
（おひとり様）

メキシコ　すべて　セール中
メキシコキャンペーンで大幅値引き
すべて込みの格安の値段で、最高級ビーチリゾートに滞在

予約

ハワイ
航空運賃＋６泊　

865ドル～
（おひとり様）

アロハ　新年スペシャル
大晦日をハワイで　格安航空運賃と宿泊費のパック
オアフ島とカウアイ島の主要ホテルに滞在 予約

1. ウインタースポーツを楽しみたい人に最適な旅行の行
き先はどこですか？
(A) ラスベガス
(B) ヨーロッパ
(C) カナダ

(D) メキシコ

2. 最も短期間の旅を提供しているのはどの旅行パックで
すか？ 

(A) ラスベガス
(B) カナダ  
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(C) メキシコ
(D) ハワイ

3. どの旅行の行き先が最も混んでなさそうですか？ 

(A) ヨーロッパ
(B) カナダ 

(C) メキシコ
(D) ハワイ

ポイント

1. カナダ旅行の欄に、Ski Packagesと書いてある。こ
のような問題は、必要な情報をできるだけ早く見つけ
出すことが大切。すべての情報をじっくり読む必要は
ない。

2. 旅行の日程については表の左側に注目すればよい。ラ
スベガスのところに3 Nights（３泊）と書いてあり、
これが最短の日程である。

3. 目的地の混雑状況に関する情報を探す。ヨーロッパ旅
行の内容に in the off season（オフシーズンに）と書
いてあるので、これが「混んでいない場所」だと判断
できる。
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人事� テキスト／ p.46～ 51Unit 6

V ocabulary

A

解答

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

訳

1. 履歴書に最近のパスポート写真を添付し、願書はMS 
WORD形式を使いEメールで送ってください。

2. 人事異動は51歳以上の人が対象だろうと言われている。

3. あなたの仕事における業績の示し方を学ぶことで、仕
事上のチャンスを最大限にすることができる。

4. 面接とともに、総合試験がすべての志願者に対して実
施される。

5. 研究によると、どのようなタイプの人々が低所得の仕
事に就きやすいですか？

ポイント

1. resume = personal history「履歴書」

2. (personnel) reshuffle = reorganization「人事異動」

3. opportunity = chance「機会、チャンス」

4. comprehensive = general「総合的な」

5. occupation = job 「職業、仕事」

B

解答

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

訳

1. 昇進の方法は、おそらく仕事の世界で最も頻繁に尋ね
られる質問のひとつだ。

2. この部署の約10人の社員が新しい支店に転勤となる
だろう。

3. 大切な情報は上司と部下の両方で共有されるべきだ。

4. あなたは最新のものから順に資格のリストを作るべきだ。

5. 現在私は58歳で、定年退職まであと2年しかない。

ポイント

1. get promoted「昇進する」

2. transfer「転勤させる」

3. superiors and subordinates「上司と部下」

4. qualification「資格」

5. retirement「定年退職」

Part 2

解答

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

スクリプト

1. Do you think Judy will get promoted?

(A) I didn’t request a promotion.

(B) She needs to pass a comprehensive exam.

(C) You won’t be able to find her.

2. I heard Sam moved up into a management 
position.

(A) He deserved it.

(B) I met him yesterday.

(C) Good luck.

3. Why was Dave transferred to the New York branch?

(A) He was the assistant branch chief there.

(B) He will move from New York soon.

(C) He has the ability to do the job.

4. The boss told me that I’m getting a raise next 
month.

(A) Congratulations.

(B) You should ask him.

(C) See you next month.

5. Who will be assigned to be the area manager?

(A) As of April first.

(B) They haven’t decided yet.

(C) To cover the southern area of the city.

6. When will they announce the personnel reshuffle?

(A) Personnel revisions are coming up.

(B) They will be held in the main conference room.

(C) They were already made public on the 
corporate web page.

訳

1. ジュディは昇進すると思いますか？
(A) 私は昇進を希望しませんでした。
(B) 彼女は総合試験に合格する必要があります。
(C) あなたは彼女を見つけられないでしょう。

2. サムが管理職に昇進したと聞きました。
(A) 当然です。　 

(B) 昨日彼に会いました。
(C) 頑張って。

3. なぜデイブはニューヨーク支店に転勤になったのです
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か？
(A) 彼はそこで副支店長でした。
(B) 彼はもうすぐニューヨークから引っ越すでしょ
う。

(C) 彼にはその仕事をこなす能力があります。

4. ボスは私に来月昇給すると言いました。　
(A) おめでとう。
(B) あなたは彼に頼むべきです。
(C) 来月会いましょう。

5. その地区の担当マネージャーには誰が任命されるので
すか？
(A) ４月１日現在で。 

(B) まだ決まっていません。
(C) その市の南地区を担当するためです。

6. いつ彼らは人事異動を発表するのでしょうか？
(A) 人事異動の時期が近づいています。
(B) 大会議室で行われるでしょう。
(C) すでに会社のホームページで発表されています。

ポイント

1. 「ジュディは昇進すると思うか？」という質問に (A) 
「私は昇進を希望しなかった」と自分のことを答える
のはおかしい。「あなたは彼女を見つけられないだろ
う」という (C)でも話がかみ合わない。 

2. management positionは「管理職」、move up into 
～は「～に昇進する」という意味。(A) He deserved 
it.のdeserveは「～に値する、～にふさわしい」とい
う意味。ここでは「サムが昇進したのは当然だ」とい
うよい意味で使われているが、悪いことに対して「当
然の報いだ」というようにも使うことができる。

3. ニューヨークに転勤になった理由を尋ねている。同じ
ニューヨークという地名が使われているからといっ
て、安易に (B)を選ばないように注意する。(A)の
thereはニューヨークを指すと考えられる。デイブは
「そこ（ニューヨーク）で副支店長をしていたのでニ
ューヨークに転勤になった」ということ。

4. get a raiseは「昇給する」という意味。「来月昇給す
る」と言っている相手に対してふさわしい応答は、選
択肢の中では (A) Congratulations.（おめでとう）のみ。

5. 「誰が任命されるか？」という質問に、(A) As of April 
first.（４月１日現在で）のように日時で答えるのは不
可。「誰が…か？」という質問に対して、「まだ決まっ
ていない」と答える場合もある。

6. 質問のpersonnel reshuffleと (A) personnel revisions
はどちらも「人事異動」の意味。「いつ発表するの
か？」という問いに、(A)「人事異動の時期が近づい
ている」では話がかみ合わない。(B)は何かの開催場
所を答えているので不可。「もうすでに発表になった」
という (C)の答えが適切。

Part 5

解答

1. (D) 2. (C) 3. (A) 4. (D) 5. (D)

訳

1. ３カ月連続で売り上げが落ちた後で、シンプソン社は
2000人に上る人員削減を余儀なくされた。

2. スミス社は社員の研修を離島で実施することを予定し
ていると発表した。

3. 人事課はリクルートフェアを開催すると決め、地元の
新聞とラジオを通してそれを宣伝した。

4. 上司と部下の両方からの批判に注意を払うことを忘れ
ずに。

5. 彼らは資金不足となっている社会保障システムの解決
策として、定年退職の年齢を引き上げることを提案した。

ポイント

1. 「～することを避ける」という場合、avoidの目的語は
必ず現在分詞 -ingを使うことに注意。

2. 「～することを計画する」という場合、planの目的語
は必ず to不定詞を使うことに注意。

3. 2のplanと同様に、「～することを決める」という場
合、decideの目的語も必ず to不定詞である。

4. don’t forget to ～で「～することを忘れるな」という
意味。forget -ingは「～したことを忘れる」という別
の意味になってしまうので注意。

5. 「～することを提案する」という場合、suggestの目
的語は必ず現在分詞を使う。「定年退職の年齢を引き
上げる」という意味なので他動詞 raiseが適切。自動
詞 rise（～が上昇する）との区別をしっかりする。

Part 7

解答

1. (D) 2. (C) 3. (A) 4. (B) 5. (B)　

訳

求人
―記者―

『サンマルコスタイムズ』では、一般的な任務とサンマル
コス市当局を担当する記者を探しています。志願者にふ
さわしいのは、地域ジャーナリズムへの情熱と市民集会
や公文書に関する法律の理解を兼ね備え、市の政策や行
動の効果と読者を結び付けることができる人です。この
職には記者としての経験を持ち、ニュースの正しい判断
力と会社の報道倫理方針を順守することが要求されます。
資格：ジャーナリズム、コミュニケーション、または関
連分野での学士号、あるいはそれに相当する経験。市民
集会に関する記事を書くので、ニュースを書く確かな能
力、事実に対する正確さ、締め切りの厳守、文法、スペ
リングおよび句読法の優れた技術が必要。基本的な写真
および宣伝文句の編集経験があればなおよい。また、優
れた対人能力も不可欠。志願者は編集長のティモシー・



28

ベル宛てにEメール（tbell@smt.com）かファックス
（760-555-6230）で、カバーレターと履歴書を送ってく
ださい。（2012 年12月16日掲載）

送信者：マート・テレット<mterrett@email.com>

件名：記者の求人
日時：2012 年12月17日16時20分
宛先：tbell@smt.com

ベル様

サンマルコスタイムズの求人広告にありました記者の職
に応募するために、この手紙を書いております。ご指示
の通り、カバーレターと履歴書を同封いたします。

この広告で提示された職は大変興味深いものです。私は
まさにこの分野での経験と学歴があり、この職の有力な
候補者になるだろうと自負しております。この職で成功
するための私の主なセールスポイントは以下の通りで
す：

●大学の雑誌の編集リーダーとして責任を果たし成功を
おさめました。
●生協のウェブログの設立に際し、大きく貢献しました。
●与えられたどんな仕事においても優秀さを持続するよ
うに最善を尽くします。

私はジャーナリズムの学士を取得し、すでに出版産業に
ついてよく理解しております。また、新しい技術を学ん
だ経験があり、それを得意としております。

私の経験に関する詳しい情報については、このEメール
に添付した履歴書をご覧ください。

Ｅメール（mterrett@email.com）か携帯電話（760-483-
5555）にいつでもご連絡ください。

手紙を読んでいただきありがとうございました。ご検討
の程よろしくお願いいたします。この雇用機会に関して
あなたとお話できるのを楽しみにしております。

敬具
マート・テレット

1. ティモシー・ベルはどんな仕事をしていますか？
(A) 記者
(B) 弁護士
(C) 写真家
(D) 編集長

2. 次のうち、マートの長所として述べられているのはど
れですか？
(A) 文法、スペリング、句読法の高い能力
(B) 基本的な写真と広告文編集の経験
(C) 大学の雑誌の編集リーダーとして編集に携わった
経験

(D) 市民集会のレポートをした経験とその能力

3. この職にはどのような資格が要求されていますか？

(A) ジャーナリズム、コミュニケーション、または関
連分野での大学卒業

(B) 市民集会のレポートに関係した報道写真家として
の経験

(C) 編集長にカバーレターと履歴書を送ること
(D) ウェブログの設立に対する大きな貢献

4. マートからの電子メールには何が添付されていました
か？
(A) 大学の雑誌と生協のウェブログ
(B) カバーレターと履歴書
(C) Eメールアドレスと携帯電話の番号
(D) 資格と必要条件

5. さらなる情報について、ティモシーはマートにどのよ
うな方法で連絡をとれますか？
(A) Eメールかファックスで
(B) Eメールか電話で
(C) ファックスか郵便で
(D) 郵便か電話で

ポイント

1. ひとつ目の文書の最後にeditor Timothy Bell（編集長
のティモシー・ベル）とはっきり書いてある。文書の
見出しに大きく「求人―記者―」と書いてあるが、そ
れがティモシー・ベルの仕事ではないので注意。

2. ふたつ目の手紙の中で、マートは自分のセールスポイ
ントを３つ（●）にまとめて箇条書きしている。その
ひとつ目に I have successfully fulfilled my duty as 
chief editor of my college magazine.（大学の雑誌の
編集リーダーとして責任を果たし成功をおさめまし
た）と書いてある。

3. ひとつ目の文書の中盤にQualifications:（資格）と
はっきり書いてあり、ここに注目することが大切。そ
こにはいくつかの資格について書かれているが、選択
肢の中では (A) Graduation from university in the 
field of Journalism, Communications or related 
field（ジャーナリズム、コミュニケーション、または
関連分野での大学卒業）だけが当てはまる。

4. ひとつ目の文書は、記者の求人に関するもので、ふた
つ目はその職に応募している人（マート）のEメール
である。求人の文章の最後にCandidate can respond 
by sending a cover letter and resume to ...（志願者
は…宛てにカバーレターと履歴書を送ってください）
と書いてある。またふたつ目のEメールの中でも、最
初にAs requested, I am enclosing a cover letter 
and my resume.（ご指示の通り、カバーレターと履
歴書を同封いたします）と書いてある。

5. 手紙の最後に I can be reached anytime via email ... 
or my cell phone, ...（Eメールか携帯電話にいつでも
ご連絡ください）と書いてある。これに相当するのは
(B) Either by email or phoneである。email（Eメー
ル）、mail（郵便）の区別に注意。
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顧客サービス� テキスト／ p.52～ 57Unit 7

V ocabulary

A

解答

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

訳

1. 長年のご愛顧に感謝いたします。

2. もし何か問題がございましたら、すぐにお知らせくだ
さい。

3. 彼らはシカゴにいる会社の代表です。

4. 全商品は発送前に欠陥の有無を調べられる。

5. これは私が考えるホテルグループのベスト10のリス
トです。

ポイント

1. valued = important「重要な」

2. straightaway = immediately「すぐに、直ちに」

3. representative = delegate「代表」

4. defect = fault「欠陥」

5. chain = group「グループ、（ホテル、店などの）チェ
ーン」

B

解答

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

訳

1. 税関では、目的地と滞在予定期間を尋ねられるでしょ
う。

2. 非常に多くの人々が荷物用の回転コンベヤーの周りで
かばんが出てくるのを待っていた。

3. もしサービスに満足しないようなら、支配人に苦情を
言うべきだ。

4. 顧客を満足させるひとつの方法は、彼らの要求を理解
し、それに応えることだ。

5. このメーカーは保証期間中、いつでも破損したスクリ
ーンを交換するだろう。

ポイント

1.  destination「目的地」

2.  carousel「（空港などの荷物用）回転コンベヤー」

3.  complain「不満・苦情を言う」

4.  satisfy「満足させる」

5.  replace「交換する」

Part 3

解答

1. (B) 2. (C) 3. (B)

スクリプト

Customer: Excuse me, I’ve been waiting for my bag 
at the carousel but it hasn’t come out. 

Worker: How long ago did your flight arrive, madam?

Customer: About 45 minutes ago. I arrived from 
Boston on Federal Airlines. All the other passengers 
have already taken their bags. I am the only one left. 

Worker: In that case, I had better take your name. I 
will contact your airline representative. It usually takes 
about 15 minutes for them to find out what happened. 
I expect your bag has been sent somewhere else. 

Customer: You mean another destination? Well, I 
haven’t got time to wait now. Here is my hotel number. 
Please ask them to call me when they find it.

訳

客：すみません、回転コンベヤーのところでかばんをず
っと待っているのですが、出てきません。

従業員：お客様の便はどのくらい前に到着されましたか？

客：45分くらい前です。フェデラル航空のボストンから
の便です。ほかの乗客は皆、すでに荷物を受け取りまし
た。残ったのは私だけです。

従業員：それでしたら、お名前をお伺いしたほうがよさ
そうです。私からお客様がご利用なさった航空会社に連
絡いたします。何が起きたのか分かるのに通常15分くら
いかかります。お客様のお荷物はどこか別の場所に送ら
れたのかもしれません。

客：別の目的地ということですか？ ええと、もう待っ
ている時間がありません。これがホテルの電話番号です。
かばんが見つかったら私に電話してほしいと伝えてくだ
さい。

1. 女性は何について苦情を言っているのですか？
(A) かばんが破損した。
(B) かばんが出てこない。
(C) 荷物の配達が遅すぎる。
(D) かばんが別の人に持って行かれた。

2. おそらく、彼女のかばんは今どこにありますか？ 

(A) 空港のどこか
(B) 彼女のホテル
(C) 別の飛行機の中
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(D) まだボストンに

3. 女性はこの後どうするでしょうか？
(A) 空港で待つ。 

(B) かばんが見つかったら空港に戻る。
(C) かばんがホテルに配達されるのを待つ。
(D) フェデラル航空に電話する。

ポイント

1. 最初に I’ve been waiting for my bag at the carousel 
but it hasn’t come out.（回転コンベヤーのところで
かばんをずっと待っているのですが、まだ出てきませ
ん）と言っている。その後で「ほかの乗客は皆、すで
に荷物を受け取りました。残ったのは私だけです」と
も言っている。

2. 空港の従業員は I expect your bag has been sent 
somewhere else.（お客様の荷物はどこか別の場所に
送られたのかもしれません）と言っている。これを言
い換えると、「何かの手違いで、別の飛行機の中かも
しれない」ということになる。

3. 女性は「待つ時間がないので、かばんが見つかったら
ホテルに電話をしてほしい」と言っている。選択肢の
中に「ホテルで電話が来るのを待つ」というものはな
いので、「電話が来た＝かばんが見つかった」ら、「空
港にかばんを取りに戻る」と考えられる。

解答

4. (A) 5. (B) 6. (A)

スクリプト

Customer: I am sorry this salad has got some meat in 
it. I cannot eat it. 

Waiter: I see. It does clearly say in the menu that the 
Season Special salad is not vegetarian. 

Customer: But I didn’t order that salad. I ordered the 
Green Salad. 

Waiter: That is not what I wrote on my notepad. 

Customer: Oh really, then I must have made a mistake 
when I was ordering. Anyway, couldn’t you change 
this? I haven’t touched it, and I did order a lot of other 
things. 

Waiter: Ah, yes. Of course. I will bring you the Green 
Sa lad ins tead . I ’l l  ask the che f to make one 
straightaway.  

訳

客：すみませんが、このサラダには肉が入っています。
私は食べられません。

ウエイター：かしこまりました。メニューには、季節の
スペシャルサラダは野菜のみではないと明記してありま
すが。

客：でも、私はそのサラダを注文しませんでした。私は
グリーンサラダを注文しました。

ウエイター：それは私がメモに書いたものではありませ
ん。

客：あら、本当ですか、それなら私が注文の際に間違え
たのでしょう。とにかく、これを交換してもらえます
か？ 手をつけていませんし、そのほかのものをたくさ
ん注文しましたので。 

ウエイター：かしこまりました。もちろんです。代わり
にグリーンサラダをお持ちいたします。すぐに作るよう
にシェフに頼んでまいります。

4. 客は何について苦情を言っていますか？
(A) 彼女が食べたくないサラダを受け取った。
(B) サラダには肉が十分入っていなかった。
(C) サラダには野菜が十分入っていなかった。
(D) 温かいサラダがほしかったのに、冷たいものが来
た。

5.最初に間違えたのは誰ですか？
(A) シェフ
(B) 客
(C) ウエイター
(D) 誰も間違えなかった

6. なぜウエイターは新しいサラダを持ってくることに同
意したのですか？
(A) 客がほかのものをたくさん注文したから。
(B) 客が怒ったから。
(C) サラダがメニューに書かれたものと違ったから。
(D) シェフが無料で別のサラダを作ることに同意した
から。

ポイント

4. 最初に客が「このサラダには肉が入っているので、食
べられない」と言っている。この客は菜食主義者だと
分かる。

5. 客はグリーンサラダを注文したつもりだったが、ウエ
イターが注文の際にメモしたものは違うと答えてい
る。 そ れ を 聞 い て、 客 が I must have made a 
mistake（私が間違えたのでしょう）と言っている点
に注意。

6. 会話の最後で客は「ほかにもたくさん注文したので、
（融通を利かせて）サラダを取り替えてほしい」と言
っている。これに対してウエイターは ... yes. Of 
course.「かしこまりました。もちろんです」と答え
ている。無料で作り直すとは言っていない。

Part 5

解答

1. (D) 2. (A) 3. (C) 4. (D) 5. (C)

訳

1. 昨日ここでLED電球をふたつ買ったのですが、どち
らもまったく点きません。
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2. お使いのリカバリーディスクが破損しているようです
ので、直ちに新しいものをお送りいたします。 

3. お買い上げの品にご満足いただけない場合、次の住所
宛てにご返品ください。

4. ブレーカーにはヒューズがふたつあります。ひとつは
使用中のもの、もうひとつは予備のものです。 

5. もし私どもの商品に問題がある場合は、Eメールかお
電話で顧客サービス係にご連絡ください。

ポイント

1. neither of them ～（両方とも～でない）。

2. 壊れているものの代わりに新しいものと交換する、と
いうことなので「同じ種類の不特定もの」を表すone
を使う。

3. 買ったものを返品する、ということなので「特定のも
の」を表す itを使う。

4. ふたつあるうちの、「ひとつは…もうひとつは～」と
いう場合、oneと the otherを使う。

5. 「AかBのどちらか」という場合は either A or Bを使
う。

Part 6

解答

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

訳

ケイト・ベル様

エンジェルホテルグループ＆フライングフレンド、マイ
レージアワードクラブでは、2012年10月１日から11月
30日の間に我々のグループのいずれかのホテルに滞在さ
れる場合、最大5000マイルのボーナスマイル（通常
2500のところ7500）を得るチャンスをご提供していま
す。最大５日間まで、通常１泊500マイルのところ、１
日当たりさらに1000マイルのボーナスを獲得することが
できます。

エンジェルホテルグループは、世界50カ国に12の異な
るホテルチェーンと1500以上のホテルを持ち、皆様を心
より歓迎いたします。大切なお得意様として、フライン
グフレンド会員様にご提供しております特典とサービス
をぜひご利用ください。

さらに、2012年10月１日から11月30日までの間、主
要国際空港のフライングフレンド免税店で100ドル以上
のお買い物１回につき、プラス1000マイルを獲得するこ
とができます。

ポイント

1. マイレージに関して、１泊あたり通常（as usual）
500マイルのところ、ボーナスが1000マイル加算され
る、ということ。

2. 空 欄 の 後 ろ に「会 員 に 提 供 さ れ るbenefits and 
services（特典とサービス） を…」とあるので、take 

advantage of ～（～の特典を受ける）が最適。

3. 「最初に得る特典に加えてさらにマイレージが加算さ
れる」ということなので、(A) What’s moreが最適。
According to ～（～によると）、Where so ever（い
ったいどこで）、As a result（結果として）。
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V ocabulary

A

解答

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

訳

1. 皆があなたは期末テストに専念していることを知って
いる。

2. あなたの学習スタイルを知ることで、弱点を補強する
ことができる。

3. 私は注意深く、可能な限り読みやすく、願書に記入し
た。

4. 先生は、締め切りに間に合わなければ、罰として成績
が１段階下がるだろうと言った。

5. 図書館は誰もが利用しやすいものであるべきだと私た
ちは考えている。

ポイント

1. committed = dedicated「専念している、熱中してい
る」

2. make up = compensate「補う、埋め合わせる」

3. fill out = complete「記入する、仕上げる」

4. failure to meet a deadline = missing a deadline「締
め切りに間に合わないこと」

5. be accessible to ～ = be easy to use for ～「～が利
用しやすい、行きやすい」

B

解答

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

訳

1. 私は奨学金を授与されたこの学校の９人の学生をとて
も誇りに思っている。

2. ほとんどの学生は８学期ですべての課程を完了し卒業
する。

3. 私の父はアメリカの音楽史に関する連続講義をしてい
る。

4. 大学院プログラムの志願者は皆、口頭試験を受けるこ
とを要求されている。

5. 情報源を評価することはどんな研究活動においても重
要な一段階である。

ポイント

1. scholarship「奨学金」

2. semester「学期」：ここでいう８学期というのは、前
後期２学期制で４年間ということになる。

3. a series of lectures「一連の［続きものの］講義」

4. applicant「志願者、申込者」

5. sources of information「情報源」

Part 4

解答

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

スクリプト

Before we begin, please pay attention to these 
important points. First, switch off all mobile phones 
and other electronic devices, place them face up on 
your desks so the professors can confirm they are off, 
and then place them completely out of sight. Second, 
as this is an open book examination you are allowed 
access to your lecture notes, but nothing else. 
Remember, when you use the ideas of someone else 
in your essays, you must say exactly where you got 
the information. Failure to do so may result in an 
automatic F grade. Finally, no talking is permitted at 
any time.

訳

始める前に、以下の重要な点に注意してください。第１
に、すべての携帯電話とそのほかの電子機器のスイッチ
を切り、試験官にスイッチが切れていると分かるように
机の上に表向きに置き、それからは完全に見えないとこ
ろに置いておくこと。次に、これはノート持ち込み可の
テストなので講義のノートを見ることはできますが、ほ
かのものは一切認められません。エッセイの中で他人の
考えを引用する際は、必ず正確にその情報源を書くよう
に注意してください。そうしないと自動的に落第となる
可能性があります。最後に、どんな時も私語は認められ
ません。

1. このアナウンスは何に関するものですか？
(A) 試験を受ける際の規則
(B) 授業中の携帯電話使用
(C) 正しい形式でエッセイを書く方法
(D) 卒業のために十分な単位を取得する方法

2. 女性が指摘したポイントはいくつありますか？
(A)　ひとつ
(B)　ふたつ
(C)　３つ
(D)　４つ

3. 学生が自動的に落第することを避けるためにできるこ

教育� テキスト／ p.58～ 63Unit 8
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とは何ですか？
(A) 自分自身の考えのみで構成されたエッセイを書か
なくてはならない。

(B) 自分自身の考えでないものについては、出典を書
きとめなければならない。

(C) 講義のメモからの考えのみを書くことができる。
(D) 教授の意見を正確に繰り返さなければならない。

ポイント

1. 第３文目で this is an open book examinationと言っ
ているので、これはノート持ち込み可の試験の際の確
認事項であると判断できる。

2. First,（第１に）、 Second,（次に）、 Finally,（最後に）
とはっきり言っている。Rememberの後に続く部分
では直前のnothing elseの補足説明をしているのでふ
たつ目のポイントの内容と考える。

3. ふたつ目のポイントの後に、「他人の考えを引用する
場合は必ず出典を書きとめること」、「そうでないと自
動的に落第する可能性がある」と言っている。選択肢
(B)のwrite down the source for ideas which are not 
theirsは、アナウンス中のsay exactly where you got 
the informationを言い換えたもの。

解答

4. (A) 5. (C) 6. (A)

スクリプト

As this is the start of your academic life for four years, 
I must discuss the final goal of graduation. In order to 
earn your degree, you must earn at least 140 credits. 
You must earn at least 40 credits in both your first two 
years and 30 each year after that. Like this, you will 
have enough time to concentrate on your graduation 
class, which is essential. Further, you must earn at 
least 60 credits from required courses. Of course, this 
university has a wide range of optional courses from 
which to make up the remaining credits.

訳

４年間の学生生活の始まりにあたり、卒業という最終目
標について話をしなければなりません。学位取得のため
に、最低140単位を取らなければなりません。最初の２
年間では最低40単位、その後は毎年30単位取ることが
必要です。こうすることで、必須である卒論ゼミに集中
する時間ができるでしょう。さらに、必須コースからは
最低60単位取らなければなりません。もちろん、この大
学には残りの単位を補うための幅広い選択コースも用意
されています。

4. このアナウンスを受け取る学生は何年生ですか？ 

(A) １年
(B) ２年
(C) まだこの大学の学生ではない。
(D) ４年

5. ３年の終わりまでに何単位取らなければならないです
か？
(A) 30

(B) 40

(C) 110

(D) 140

6. 選択コースから何単位取らなければならないですか？
(A) 80  

(B) 60

(C) 100

(D) 30

ポイント

4. ア ナ ウ ン ス の 初 め に、this is the start of your 
academic life for four yearsと言っている。「４年間
の大学生活のスタート」ということなので、これは１
年生に向けたアナウンスである。

5. １、２年時に40単位ずつ、その後は年間30単位、と
いうことなので、３年終了時には40＋40＋30、合計
110単位必要となる。

6. required courses（必須コース）とoptional courses
（選択コース）の区別に注意する。アナウンスでは
「卒業に必要なのは最低140単位、そのうち必須コー
スから60単位取る必要がある」と言っている。残り
を選択コースから取ると、80単位必要になる。

Part 5

解答

1. (B) 2. (D) 3. (C) 4. (D) 5. (C)

訳

1. 政府は在学期間中、大学院生に無利子のローンを提供
している。

2. 教師がテストで２番の鉛筆を使用するように指示して
いるにもかかわらず、まだシャーペンを使う生徒がい
る。

3. そのプログラムは非常に効果的なので、現在、全学区
で実施されている。

4. その大学は地元住民からの寛大な寄付とサポートのお
かげで、いくつかの奨学金を提供することができた。

5. 調査の結果、学生の50％は春学期の間に、大学のコ
ンピュータ室を利用しなかったということが分かっ
た。

ポイント

1. 空欄の後ろが they attend schoolという〈主語＋動詞
＋目的語〉の形になっているので、「…が～する間」
という意味の接続詞whileを入れる。

2. 文の前半の「教師が鉛筆を使用するように指示してい
る」と、後半の「まだシャーペンを使う生徒がいる」
をつなぐには、「～にもかかわらず」という意味の接
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続詞even though が最適。despiteも「～にもかかわ
らず」という意味ではあるが、前置詞なので後ろには
名詞（名詞句）が来ることに注意。

3. so ... that ～（非常に…なので～）の構文。

4. 空欄の後ろが the generous donations and support 
of community members（地元住民からの寛大な寄
付とサポート）という名詞句なので、「～のために、
～のおかげで」という意味の前置詞because of を入
れる。

5. 空欄の後ろは the spring semester（春学期）という
特定の期間であることから、「～の間」という意味の
前置詞during が入る。

Part 7

解答

1. (C) 2. (C) 3. (C)　

訳

あなたは我々の求める学生ですか?
本校の経済学修士（MBA）課程では、あなたの人生を変
えるプログラムを短期間で学ぶことのできる志願者を応
援します。我々は、学生がリーダーシップに必要な能力
を育てながらお互いに切磋琢磨し、学び合うことを勧め
ています。
世界経済の中で、文化的そして職業的な多様性を反映す
るダイナミックな大学の環境を作り出すために、毎年秋
に70カ国以上から900人の新入生が本校のプログラムに
入学しています。学生たちはさまざまなバックグラウン
ドと職業経験を持っています。異なるプロフィールを持
ちながらも、彼らは皆、リーダーシップに必要な能力と
世界をよりよくしたいという願望を共有しています。

コースにふさわしい人のための柔軟なエントリー
志願者の中には４、５年仕事をした後で本校のプログラ
ムに申し込むことを選ぶ人もいますが、多くの志願者は
２、３年の職業経験の後で本校のMBAのための準備が整
っています―まれに、大学の学位取得直後の人もいま
す。実際に、あなたが申し込む準備ができているかどう
かは、あなた自身が最もよく分かっているはずです。
本校のウェブサイトを熟読し、本校があなたに合った大
学であると考えるならば、入学条件のページを注意深く
チェックし、「自己紹介フォーム」を完成させてくださ
い。そうすれば本校からあなたの興味に合った追加情報
をお送りします。また、あなたが本校の奨学金制度の条
件を満たしている場合、経済支援の項目を必ずチェック
してください。学生は入学許可が下りれば、経済援助を
申し込むことができます。我々は、本校のMBAプログラ
ムが、経済援助を必要とする学生の入りやすいものとな
るように努力しています。 

1. このコースのどんな特徴がこの情報の中で強調されて
いますか？
(A) 大変難しいコースだ。
(B) 非常に安いコースだ。
(C) 学生は協力し合いながら勉強する。

(D) 学生は勉強する際に自分の職業経験を利用しなけ
ればならない。

2. MBAコースに入学する条件が柔軟なのはなぜです
か？
(A) そのコースに入学したいという人の数が十分でな
い。

(B) プログラムを終えるのに、より多くの時間を必要
とする人もいる。

(C) 入学条件はその人のバックグラウンドにより変わ
る。

(D) 入学のための十分な資金がない人もいるので、異
なる条件が必要になる。

3. 経済支援に関して重要な点は何ですか?

(A) いったんコースに入学すれば、すべての学生がお
金を受け取れる。

(B) 経済支援なしに、コースに参加するのは不可能
だ。

(C) 志願する前に支援を受けるかどうか確認すること
が重要だ。

(D) 学生は支援を受けるかどうか、入学許可が下りた
後でないと確認できない。

ポイント

1. 第１段落の第２文目に、We encourage students to 
challenge and learn from each other（我々は、学生
がお互いに切磋琢磨し、学び合うことを勧めていま
す）と書いてあるので、学生が協力し合うことが必要
だと分かる。 

2. 中見出しの後の段落に、「学生の多くは２、３年の職
業経験を持つが、中には４、５年の職業経験を持つ人
もいれば、大学卒業直後の人も例外的にいる」と書い
てある。このことから、入学条件はその人の経験に応
じて柔軟になっていると判断できる。

3. 最後の段落の第２文目に、経済支援（＝奨学金）につ
い て は be sure to check the Financial Support 
section in case ...（…の場合、経済支援の項目を必
ずチェックしてください）と書いてある。このことか
ら、志願する前に奨学金の条件等の確認をすることが
重要であると分かる。
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金融＆融資� テキスト／ p.64～ 69Unit 9

V ocabulary

A

解答

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

訳

1. その日に私の口座には十分なお金がなかったので、銀
行は私に60ドルを請求した。

2. 多くの人々が観光業は地域社会に収入を生み出すと言
っている。

3. 競争相手に関する情報を集めることは重要だ。

4. インターネットを見れば、最新の為替レートをすぐに
知ることができる。

5. 現在の住宅ローンの固定金利と変動金利を学んで、最
も率のよいものを選びなさい。

ポイント

1. charge = fine「請求する、罰金を科す」

2. generate = create「生み出す」

3. competitor = rival「競争相手」

4. exchange = conversion「両替、換金」

5. mortgage = home loan「住宅ローン」

B

解答

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

訳

1. ATMは本当に便利なサービスだ。

2. 簡単な計算は、計算機を使わず暗算でするようにしな
さい。

3. 出発時か到着時に、空港で外貨を交換するほうがよい
ですか？

4. 外国で商品を購入する際にクレジットカードを使うと
手数料がかかります。

5. 国際経済状況が不安定なときは、最も安全な投資のひ
とつは金だ。

ポイント

1. automatic teller machine「ATM、（銀行の）現金自動
預入支払機」

2. calculator「計算機」

3. foreign currency「外貨」

4. transaction fee「（取引）手数料」

5. investment「投資」

Part 1

解答

1. (D) 2. (A)

1.

スクリプト

(A) The bank is almost empty.

(B) The calculator is quite expensive.

(C) The teller is using a notebook.

(D) There is some money lying on the desk.

訳

(A) 銀行にはほとんど人がいない。

(B) その計算機はかなり高価だ。

(C) 銀行員がノートを使っている。

(D) 机の上にいくらかのお金が置いてある。

ポイント

写真には計算機が写っているが、「かなり高価」かどうか
は分からないので (B)は不適切。tellerは「銀行員」とい
う意味だが、写真には誰も写っていない。よって、正解
になり得るのは (D)のみ。

2.

スクリプト

(A) No one is waiting in line for the teller machine.

(B) Some people are waiting at the bank.

(C) The computer is out of order.

(D) The directions cannot be read in the dark.

訳

(A) ATMの順番を並んで待っている人は誰もいない。

(B) 銀行で待っている人が何人かいる。

(C) そのコンピュータは故障中だ。

(D) 暗くて指示が読めない。

ポイント

頭上に明かりがあるので、「暗くて指示が読めない」とい
う (D)は不可。この写真に写っているのが (A)の teller 
machine (ATM)かどうか分からなかったとしても、ほか
の選択肢がすべて不適切なので、消去法からも (A)しか正
解になり得ない。
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Part 5

解答

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

訳

1. ソーラーパネルがエネルギーをたくさん作れば作るほ
ど、利用者はより早く投資した分のもとがとれる。

2. 白熱電球と比べて10倍長持ちするので、新型の照明
に替えることはよいエネルギー節約法である。

3. 会社の経済面のセキュリティーを守ることは、オフィ
ス機器について小さな節約をするよりもずっと重要で
ある。

4. このウェブサイトの双方向対話型の特徴は、多くの点
でほかのサイトよりも優れている。

5. デビットカードを使うほうが小切手を扱うよりも銀行
の支出は少ない。

ポイント

1. 〈the＋比較級 , the＋比較級〉「…すればするほど～」

2. 「10倍の長さ」という場合、ten times as long as と
なる。timesが複数形である点に注意。

3. 「…よりずっと～」というように比較級を強調するに
は〈far [much]＋比較級〉を使う。

4. 「～より優れている」という場合、superior to ～のよ
うに toを使う点に注意。同様に「～より劣っている」
という場合は inferior to ～となる。

5. 「デビットカードと小切手を比べて、デビットカード
の方が銀行側の支出は少ない」という意味なので、
less thanが入る。「支出がより多い」という場合は
cost more than ...となる。more or lessは「多かれ
少なかれ」という意味。

Part 7

解答

1. (D) 2. (B) 3. (D)

訳

海外での買い物でクレジットカードを使うとき、あるい
は異なる通貨で（例えば海外のウェブサイトで）商品を
購入するとき、カード決済の際に外国の通貨をドルに換
算しなければならないため、手数料が請求されます。こ
れはあなた自身が店で買い物をしても、電話やオンライ
ンでの買い物でもいずれの場合にも当てはまります。

厳密な手数料のリストは、さまざまな要因があるため示
されていません。手数料はどのクレジットカードを使い、
取引額がいくらかによって決まります。外国での決済手
数料は常に購入総額に対する割合で計算されます。もし
質問がある場合は、外国の店からオンラインで買い物を
したり海外旅行をしたりする前に、クレジットカードの
裏に書かれている番号に電話することをお勧めします。

ほとんどの場合、手数料は取引額の5％です。たとえ

ば、
80USドルに相当する買い物を外国でした場合、国外決
済手数料５％が請求されるので、4USドルの手数料を払
うことになります。

たとえ取引がUSドルで行われたとしても、アメリカ国
外での決済の場合は国外決済手数料がかかることを覚え
ておいてください。

1. 手数料はいつ請求されるのですか？
(A) 毎回クレジットカードが使われるとき
(B) 海外で使われたときだけ
(C) オンラインで使われたときだけ
(D) ドル以外の通貨で買い物をしたときはいつでも

2. なぜ厳密な手数料が示されないのですか？ 

(A) 買い物１回あたりの手数料を計算するのが難し
い。

(B) 手数料は常に５％ではないかもしれない。  

(C) クレジットカードによっては手数料がかからない
ものもある。

(D) 手数料は買い物をした後で計算される。 

3. 100ドルの買い物をすると、いくら支払うことになり
ますか？ 

(A) 90ドル
(B) 95ドル
(C) 100ドル
(D) 105ドル

ポイント

1. 冒頭にWhen you use your credit card overseas for 
shopping, or you purchase items in a different 
currency ...とあり、外国での買い物だけでなく海外
のウェブサイトなどで、USドル以外の通貨での買い
物の際にも手数料がかかる、という点に注意。

2. 厳密な手数料のリストが示されていない理由は、中ほ
どに詳しく書かれている。第２段落の後に太字で書か
れている、In most cases, the fee should be about 
5% ...（ほとんどの場合、手数料は５％…）という部
分から、常に５％とは限らないことが分かる。

4. 基本的に、取引額の５％の手数料ということなので、
100ドルの買い物をすれば手数料は５ドルということ
になる。
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V ocabulary

A

解答

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

訳

1. 出かける前にごみを出してくれませんか？

2. これはその市で２番目に大きいショッピングセンター
です。

3. 雨が激しく降ると、屋根から水が漏る。

4. 何か必要なものがあれば、555-1234に電話してくだ
さい。

5. 我々の日常の買い物代が支払えるだけ、十分収入を増
やすことを期待している。

ポイント

1. garbage = trash「ごみ」

2. mall = shopping center「ショッピングセンター」

3. leak = come in「（水が）漏る、入ってくる」

4. contact = call「連絡する、電話をかける」

5. revenue = income「収入」

B

解答

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

訳

1. 私は、毎月第１日曜日に芝を刈ることにしています。

2. パンを買いに食料雑貨店に行ってくれませんか？

3. 私は以前、毎週末パンを１斤焼いていた。

4. その会社の借金返済能力については疑問がある。

5. 私の両親は駅の近くでコンビニを経営している。

ポイント

1. mow the lawn「芝を刈る」

2. grocery store「食料雑貨店」

3. a loaf of bread「パン１斤」

4. repay the debt「借金を返済する」

5. operate a convenience store「コンビニを経営して
いる」

Part 2

解答

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

スクリプト

1. Bob, will you mow the lawn this afternoon?

(A) A perfect day for lying on the lawn.

(B) I’ll do it next weekend.

(C) It will be fine this afternoon.

2. We need to go grocery shopping today.

(A) Don’t forget to buy low-fat butter.

(B) How many people came to the party?

(C) I’ll be back from the mall soon.

3. Could you buy a loaf of bread on the way home?

(A) Sure, I will.

(B) If you don’t mind.

(C) Call me when you bake bread.

4. When will your cousin and her friend visit our 
house?

(A) By train.

(B) At the airport.

(C) They canceled the trip.

5. Dad, can you pick me up from the mall at 7pm?

(A) OK, stand near the entrance.

(B) I drive home every day.

(C) I stayed at home until 7pm.

6. Why don’t we go out for dinner tonight?

(A) Because it is too early.

(B) OK, let’s do that.

(C) We didn’t have enough today.

訳

1. ボブ、今日の午後、芝を刈ってくれませんか？
(A) 芝生に寝転がるには最高の日です。
(B) 次の週末にするよ。
(C) 今日の午後は晴れるでしょう。

2. 今日、食料を買いに行く必要があリます。
(A) 低脂肪バターを買うのを忘れないで。
(B) パーティには何人の人が来ましたか？
(C) 私はすぐにショッピングセンターから戻ります。

3. 家に帰る途中でパンを１斤買ってきてくれませんか？
(A) はい、分かりました。

家事� テキスト／ p.70～ 75Unit 10
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(B) もしあなたが気にしないなら。
(C) パンを焼いたら私に電話をかけて。

4. あなたのいとこと彼女の友達はいつうちに来るの？
(A) 電車で。
(B) 空港で。
(C) 彼らは旅行を取りやめました。

5. お父さん、午後７時にショッピングセンターまで迎え
に来てくれませんか？
(A) 分かった、入口付近に立っているように。
(B) 私は毎日、車で家に帰ります。
(C) 私は午後７時まで家にいました。

6. 今夜の夕食は外に食べに行きませんか？
(A) 早すぎたので。
(B) うん、そうしよう。
(C) 今日は十分ではありませんでした。

ポイント

1. (B)の I’ll do itの it は「芝を刈ること」を指している。

2. 「今日、買い物に行く」と言っている人に対して、「バ
ターを忘れずに買って」と答えている。

3. bread（パン）という単語が使われているからといっ
て (C)を選んでしまわないように。

4. 「いつ…するのか？」という問いに、(A) By train（電
車で）という「交通手段」や、(B) At the airport.（空
港で）という「場所」を答えるのは不可。

5. 〈pick＋人＋up〉で「人を（車で）迎えに行く」。

6. go out for dinner は「夕食を食べに出かける」という
意味。eat outと言うこともできる。

Part 5

解答

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

訳

1. うちの生ごみ処理機は、スイッチを入れると底のパネ
ルから水が漏れ始めた。

2. 私たちが以前よくテニスをした公園に子どもたちを連
れて行きませんか？

3. ウィリアムズさんは、１カ月の収入が4000ドル以上
のクリーニング店を所有し経営している。

4. 夫と私は２人ともフルタイムで働いているので、学校へ
子どもたちを迎えに行くことのできる人が必要です。

5. 私は、ロボットがシャツにアイロンをかけてくれた
り、掃除機で部屋を掃除してくれたり、ごみを出して
くれるようになる日を夢見ている。 

ポイント

1. 先行詞がa garbage disposal machine（生ごみ処理
機）→「物」で、空欄の後ろにhas started leaking 

と動詞が続いている。このことから、空欄には主格の
関係代名詞whichが入ると判断する。

2. 空欄の後ろはそのまま抜き出しても文として成立す
る。空欄の前後の意味を考えると「私たちが以前よく
テニスをした公園」ということになるので、空欄には
場所を表す関係副詞whereが入る。

3. 空欄の前がa laundry（クリーニング店）で、後ろが
「１カ月の収入が…」と続いていることから、所有格
の関係代名詞whoseを入れると「クリーニング店の
１カ月の収入が…」とつながる。

4. 先行詞はsomeone（誰か）→「人」で、空欄の後ろ
にcan pick upと動詞が続いている。このことから、
空欄には主格の関係代名詞whoが入ると判断する。

5. 空欄の後ろはそのまま抜き出しても文として成立す
る。空欄の前後の意味を考えると「ロボットが…して
くれるようになる日」となるので、空欄には時を表す
関係副詞whenが必要。

Part 6

解答

1. (B) 2. (D) 3. (A)

訳

ジョーンズ様 

あなたの324ドルの未払いの請求書に関して、我々から
お知らせするのはこれで３回目となります。この額の支
払期限からすでに３カ月経っています。この間、あなた
から請求書に関する問題や再支払プランを話し合うため
の連絡はありませんので、我々は全額を直ちに支払って
もらうように催促しなければなりません。 

お客様は我々にとって大切な存在ですので、我々はお客
様のサポートに全力を尽くしています。しかしながら、
お客様が支払いをなさらず、我々と連絡を取らない場合
には、不本意ながら、負債回収会社を使い支払いの強制
をするよりほかありません。我々はこの未払いの請求額
を直ちにあなたから受け取ることで、この方法を使わず
に済むことを期待しております。

もしあなたの請求書に関して話し合いを希望される場合
は、月曜から金曜の午前９時から午後５時の間に、812-
234-4444かMHLEX@aol.comまでご連絡ください。

敬具
フレッド・アンダーソン

ポイント

1. 「あなたから連絡がない…催促しなければならない」
という前後の意味からbecause（～なので）を入れる。

2. この手紙はある会社が客に未払いの請求書の催促をし
ているものである。会社側を表す主語はweとなって
いるので空欄に入るのはusである。

3. 「もしこの件について話し合いを希望される場合は、
我々に…ください」ということなので、contact（連
絡する）が最適。
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オフィス管理� テキスト／ p.76～ 81Unit 11

V ocabulary

A

解答

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

訳

1. オフィスでの水の使用量はもっと効率的に減らされる
べきだ。

2. 発表の準備にはどのくらいの時間が許されています
か？

3. 昇進の機会が訪れたとき、彼はそれを受け入れた。

4. この件に関するあなたのご協力に心より感謝申し上げ
ます。

5. 双方の会社が、合弁広告会社に関する最終的な取り決
めに署名するはずだ。

ポイント

1. reduce = cut down「減らす」

2. permit = allow「許可する」

3. promotion = career advancement「昇進」

4. cooperation = collaboration「協力」

5. deal = agreement「協定」

B

解答

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

訳

1. この数十年で電子財務処理は著しく増加した。

2. 金融恐慌は終わり、回復の兆しであるという報告を誰
も信じていない。

3. 従業員は、会社が関係している仕事のために自分の車
を使用することを禁止されている。

4. 空いた職の求人広告を出すと、かなりの競争のあるこ
とが予測される。

5. 国際的な合併買収は、企業の成長にとって重要な戦略
的手段となっている。

ポイント

1. electronic financial transactions「電子財務処理」

2. credit crisis「金融恐慌」

3. company-related business「会社が関係している仕
事」

4. competition「競争」

5. merger and acquisition「合併買収、M&A」

Part 3

解答

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

スクリプト

Woman: Mr. Smith, would you switch off the main light 
over your desk, please?

Man: Of course, but it is a little dark without it on. 

Woman: Unfortunately, that can’t be helped. We need 
to save electricity to reduce our budget. 

Man: I see. I suppose my sandwich tastes the same 
whether it is light or dark.

Woman: Thank you for your cooperation. Unless it is 
essential for work, the new rules say we must 
conserve energy. However, it is OK for you to use your 
computer for personal use until 1pm.

訳

女性：スミスさん、あなたの机の上のメインライトのス
イッチを切ってもらえますか？

男性：もちろんです、でも、それが点いていないと少し
暗いですよ。

女性：あいにくそれは仕方ありません。経費削減のため
に電気を節約する必要があるので。

男性：分かりました。明るくても暗くてもサンドイッチ
の味は変わりませんから。

女性：ご協力ありがとうございます。新しい規則では、
仕事に不可欠でない限り、エネルギーを節約しなければ
ならないことになっています。でも、午後１時まで、個
人的目的でコンピュータを使用することは構いません。

1. スミスさんは今何をしていますか？
(A) 仕事をしている。
(B) 家に帰る準備をしている。
(C) 昼食を食べている。
(D) オフィスの掃除をしている。

2. なぜ彼は照明のスイッチを切らなければなりません
か？
(A) オフィスが明るすぎる。 

(B) オフィスでお金を節約しようとしている。
(C) ほかの従業員が眠りたい。
(D) 彼はより熱心に仕事ができるだろう。

3. スミスさんは何をすることが許されていますか？

(A) 使いたいときにコンピュータを使用してよい。
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(B) もし寒ければ暖房のスイッチを入れることができ
る。

(C) もし疲れていれば早く家に帰ることができる。
(D) 皆が同意すれば規則を変えることができる。

ポイント

1. 「電気のスイッチを切ってほしい」と言っている女性
に対して、「明るくても暗くてもサンドイッチの味は
同じだ」と答えていることと、最後に女性が「午後１
時までコンピュータを使用できる」と言っていること
から、これは昼休み中の会話で、スミスさんは昼食を
食べていると判断できる。

2. 女性の２番目の発言の後半ではっきり、We need to 
save electricity to reduce our budget.（経費節減の
ために電気を節約する必要があるので）と言ってい
る。

3. 女性の最後の発言で、it is OK for you to use your 
computer for personal use until 1pm（午後１時ま
で、個人的な目的でコンピュータを使用することは構
いません）と言っている。

解答

4. (B) 5. (B) 6. (C)

スクリプト

Man: Excuse me, Ms. Edwards. I will attend the 
annual business meeting in London in September. I 
want to take a vacation to travel in England for 3 days 
after that. That is OK, isn’t it? 

Woman: Until July, it would have been possible. But 
the company president has decided that all employees 
must return f rom overseas tr ips direct ly after 
company-related business is finished.

Man: I had forgotten that information. But since I will 
pay for the other hotel costs myself, I wondered if it is 
possible. 

Woman: No, private travel during official trips is not 
permitted.

訳

男性：すみません、エドワーズさん。９月にロンドンで
行われる例年のビジネスミーティングに出席します。そ
の後３日間、イギリスを旅行するために休暇を取りたい
のですが。よいでしょうか？

女性：７月までは可能でした。しかし、社長は、全社員
が会社関係の仕事が終わり次第、海外の旅から帰国しな
くてはならないと決めました。

男性：その情報を忘れていました。でも、自分でそのほ
かのホテル代金を支払うので、可能かと思いまして。

女性：いいえ、出張中のプライベートな旅行は許可され
ません。

4. この男性は何をしたいのですか？ 

(A) ビジネスミーティングをキャンセルしたい。
(B) 海外から戻る前に休暇を取りたい。
(C) 彼の計画について会社の社長と話し合いたい。
(D) できるだけ早く仕事に戻りたい。 　

5. 男性はなぜ彼の考えが可能だったと思っているのです
か？
(A) 彼はまず会議で一生懸命仕事をするから。
(B) 彼は新しい規則に気づいていなかったから。
(C) 彼は社長の規則は不公平だと考えているから。
(D) 新しい規則は人気がないので、皆が無視している
から。

6. 新しい規則はいつスタートしたのですか？
(A) 約１年前
(B) １年以上前
(C) ３カ月は経っていない
(D) ３カ月以上前

ポイント

4. 男性の最初の発言で、「ロンドンでのビジネスミーテ
ィングの後、３日間旅行をしたいので休暇を取りた
い」と言っている。

5. 「出張中のプライベートな旅行を禁止する」という新
しい規則について、男性は２番目の発言の冒頭で I 
had forgotten that information.（その情報を忘れて
いました）と言っている。

6. ビジネスミーティングは９月であるということと、ミ
ーティングの後に休暇を取ることが７月までは可能だ
ったということから、この規則は少なくても８月以降
にスタートしたと考えられる。

Part 5

解答

1. (D) 2. (A) 3. (B) 4. (B) 5. (D)

訳

1. もしあなたが先月私のアドバイスを聞いてその会議に
行っていたら、仕事上の知り合いがもっと多くできた
だろうに。

2. もしあなたが新しい顧客を探す必要があるなら、この
週末のイベントはよい機会だ。

3. もし私があなたの立場なら、きっと転勤の話を受ける
だろう。

4. あなたの助けがなかったら、現時点までにオフィスの
全電球の交換を終えられなかっただろう。

5. もし私がそこに着いたときオフィスが閉まっていたな
らどうなっていただろう、と自問した。

ポイント

1. 「先月（last month）私のアドバイスを聞いていたら、
…だっただろうに（you could have made ...）」とい
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うことから、「過去の事実に反する仮定を表す」仮定
法過去完了の文と判断する。

2. 「もし新しい顧客を探す必要があるなら、週末のイベ
ントはよい機会だ」という意味から、これは「現在ま
たは未来の事実に即した仮定を表す」文であり、仮定
法ではないことに注意。

3. 「私があなたの立場なら、…するだろう」ということ
から、「現在の事実に反する仮定を表す」仮定法過去
の文と判断する。

4. Without your help,（あなたの助けがなければ）の部
分からだけでは、仮定法過去か仮定法過去完了のどち
らの文かは判断できない。文の最後のby now（現時
点までに）という表現から、「現時点で終えることが
できなかっただろう」という意味であると分かる。

5. 「私がそこに着いたとき（when I got there）」という
過去の時点での話であることと、「（オフィスが閉まっ
ていたとしたら）どうなっていただろう（what would 
have happened）」という部分から、「過去の事実に
反する仮定を表す」仮定法過去完了の文と判断する。

Part 7

解答

1. (A) 2. (B) 3. (B)　

訳

銀行のランキングにおいて、国際的な財務アドバイザー
としてトップになることは常に厳しいことである。今年、
サンドマンフィナンシャルグループは、M&A取引に関す
るアドバイザーの中で１位に返り咲こうとしている。同
時に、ヨーロッパの大手銀行の巻き返しにより、タイム
スクエア社は昨年の４位から順位を落とした。

毎年、財務年度の終わりになると、M&Aに関するランキ
ングの上位の座をめぐる競争が激しくなる。年間最も多
くの取引を成立させた銀行のランキングで、最終的に１
位かそれに近い順位になると、翌年のビジネスチャンス
が増すことになる。どの銀行も財務専門家が、注目され
ている年間M&Aランキングにおいて雇用主の順位をひと
つでもふたつでも上げようと、最終的な取引を探し求め
ている。

少し前のデータによると、サンドマンは現在、2009年に
１位だったスタンフォード銀行とURB 銀行を抜き、今年
の国際的な合併アドバイザーの中で１位となっている。
サンドマンはまた、今年のアメリカ国内合併取引アドバ
イザーのランクでもトップとなっている。タイムスクエ
ア社は、国際的、そしてアメリカ国内の合併アドバイザ
ーとしてそれぞれ８位、10位と順位を落とし、最大の敗
者となりそうである。

今年発表された合併は総額２兆２千億ドルで、昨年の１
兆９千億ドルからアップし、2008年の金融恐慌で取引に
ブレーキがかかって以来、最も活発に取引が行われた年
となった。

1. なぜM&Aのランクがそんなに重要なのですか？

(A) 翌年より多くのビジネスチャンスを増やす。
(B) 前年からの顧客が戻るだろう。
(C) 銀行が倒産するのを防ぐ。
(D) 銀行はランキングのトップ10に入らないと損失
を生む。

2. 銀行員たちは彼らの銀行のランクを上げるために何を
しますか？
(A) 銀行での無駄な支出を減らす。
(B) 取引を増やすために、可能性のある顧客を訪ね
る。

(C) 残っている仕事を集めるために努力する。
(D) 効率的なビジネスの決算報告書を作り上げる。

3. 今年がサンドマンフィナンシャルグループにとって重
要なのはなぜですか?

(A) ランキングで初めてトップになるだろう。
(B) M&Aランキングで１位になる予定だ。
(C) タイムスクエア社が銀行のトップ５に入らなかっ
た。

(D) 昨年は、2008年以来で最も収益を上げた年だっ
た。

ポイント

1. 第２段落第２文にFinishing at the top, or near the 
top, of the ranking of banks ... means more 
business the following year.（ランキングで１位かそ
れに近い順位となると、翌年のビジネスチャンスが増
す）と書いてある。

2. 第２段落第３文に、... search for final deals that 
might raise their employer one or two places（…雇
用主の順位をひとつでもふたつでも上げるために、最
終的な取引を探し求めている…）とある。選択肢 (B)
のpotential customersというのは「最終的な取引が
成立する可能性のある顧客」を指し、「年度内の取引
が増えると、ランキングの最終的な順位が上がる可能
性がある」ということ。

3. 第１段落第２文に、This year, Sandman Financial 
Group is about to take back first position ...とあり、
第３段落第１文にもSandman is currently in first 
place among global merger advisers this year ...と
あるので「今年M&Aランキングで１位に返り咲こう
としている」ということが分かる。(A)は「初めて１
位になる」という意味なので不可。
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健康� テキスト／ p.82～ 87Unit 12

V ocabulary

A

解答

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

訳

1. 我々の労力は高齢者に質の高い医療を提供することに
注がれている。

2. 政府はウイルスの蔓
まん

延
えん

を防ぐ緊急措置の解除を発表し
た。

3. そのプログラムは、子どもたちがバランスのとれた食
事を維持する方法を学ぶのに役立つだろう。

4. ミックスナッツは栄養があり、自然のたんぱく質をた
くさん含んでいる。

5. Eメールで健康診断の出席確認をしてください。

ポイント

1. elderly = aged「高齢の」

2. measures = action「措置、対策」、lift「（制限・禁止
などを）解除する」

3. diet = intake「食事」

4. nutrient-rich = healthy「栄養のある、健康によい」

5. attendance = presence「出席」

B

解答

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

訳

1. あなたの医療費は必要なすべての書類を受け取り次
第、払い戻されるでしょう。

2. 今日、私は新しくオープンしたフィットネスクラブの
新聞折り込みチラシを手にした。

3. あなたの赤ちゃんの出産予定日は５月１日です。

4. ほとんどの国の政府において健康保険料は毎年増加し
ている。

5. 私は医者に、それぞれのサプリメントを毎日どのくら
い取るべきか尋ねるつもりだ。

ポイント

1. medical expenses「医療費」、reimburse「払い戻す」

2. a newspaper flier「新聞折り込みチラシ」

3. expected delivery date「出産予定日」

4. health insurance「健康保険」

5. supplement「サプリメント、栄養補助剤」

Part 4

解答

1. (B) 2. (B) 3. (D)

スクリプト

In the coming fall and winter seasons, the government 
has predicted a strong influenza virus. It is also 
predicted that elderly people, along with children, will 
be most likely to become ill. Therefore, in this city, we 
have to prepare specific measures for their needs. For 
example, unless absolutely necessary, we should not 
admit older people to hospital where they might catch 
the virus from each other. So we should make public 
announcements in newspaper fliers and on TV about 
the importance of washing hands, getting enough 
sleep and staying well through eating a healthy diet.    

訳

政府は、今年の秋と冬に、インフルエンザウイルスが猛
威をふるうと予測しました。また、高齢者と子どもが特
に病気にかかりやすいとも予測しています。このため、
当市では高齢者と子どものために特別な対策をとらなけ
ればなりません。例えば、緊急に必要でない限り、高齢
者はお互いにウイルスに感染する可能性があるため、病
院に入院させてはいけません。ですから、当市では、手
を洗い十分な睡眠を取り、バランスのとれた食事で健康
を保つことの重要性について、新聞の折り込みチラシや
テレビで呼びかけるべきです。

1. 今年インフルエンザにかかりやすいのは誰ですか？
(A) 市内に住んでいる人は誰でも
(B) 特に高齢者と子ども
(C) 子どもを除く誰でも
(D) 誰もかかりやすくない

2. 市当局はインフルエンザを防ぐために何をする予定で
すか？
(A) 人々に手洗いをさせる予定だ。 

(B) メディアで情報を発信する予定だ。
(C) 無料の薬を配る予定だ。
(D) 健康的な食事をとることに関する講義を開催する
予定だ。

3. なぜ市当局は高齢者を病院に入院させたくないのです
か？
(A) 費用がかかりすぎるだろう。
(B) 彼らはあまりよく眠れないだろう。
(C) 病院が混みすぎるだろう。



43

はできない。
(C) 両親が何をすべきか分からないと、それ以上子ど
もをもてない。

(D) 彼らがそれまで知らなかった情報を前もって学ぶ
ことができる。

6. 夜のクラスの方が値段が高いのはなぜですか？
(A) 週末しか行われないから。
(B) スタッフの費用がより高くなる。
(C) より多くの情報を提供する。
(D) 父親も参加できる時間なので、より多くの講師が
必要となる。

ポイント

4. 第２文の後半の taking care of a new born child（新
生児の世話をすること）や、第３文のwe will teach 
the basics of how to feed, ...（食事の与え方や…の
基本をお教えします）の部分から、これは新しく親に
なる人向けのクラスの情報であると分かる。

5. 最初にPreparations for a new baby should begin 
many months before the expected delivery date.

（生まれてくる赤ちゃんのための準備は、出産予定日
の何カ月も前から始めるべきです）、Many young 
parents do not have any experience of taking care 
of a new born child, ...（多くの若い両親は新生児の
世話をした経験がありません、…）と言っている。こ
の病院でのクラスでは、「経験がないので分からない
情報を、赤ちゃんが生まれる前に学ぶことができる」
ということになる。

6. 夜のクラスの受講料が高い理由は、due to additional 
personnel costs（さらなる人件費がかかるため）と
最後にはっきりと述べられている。 

Part 5

解答

1. (D) 2. (C) 3. (D) 4. (D) 5. (A)

訳

1. 出発の前日に十分な睡眠を取ったので、長いフライト
の後の会議でも眠くならなかった。

2. あなたのアドバイスを聞いて、ストレス解消のため
に、仕事の後で週３回ジムに行っています。

3. 成分から判断すると、そのサプリメントの実際の費用
はかなり安いようだ。

4. トレーニングマシーンを使うことに慣れていないの
で、スポーツクラブで運動することを楽しめなかっ
た。

5. もし事前に十分なトレーニングをするならば、彼はフ
ルマラソンを完走できるはずだ。

ポイント

1. 分詞構文の問題では、省略されている主語を補って、
主節との関係を考える。「私は出発の前日に十分な睡

(D) 彼らは病院でインフルエンザにかかるかもしれな
い。

ポイント

1. 第２文で elder ly  people,  a long with children, 
will be most likely to become ill（高齢者と子どもが
特に病気にかかりやすい）と言っている。

2. 最後にwe should make public announcements in 
newspaper fliers and on TV about the importance 
of ...（［予防策の］重要性について、新聞の折り込み
チラシやテレビで呼びかけるべきです）と言っている。

3. 第４文で、市の対策として高齢者を病院に入院させな
い理由として、... hospital where they might catch 
the virus from each other（病院ではお互いにウイル
スに感染する可能性がある）と言っている。

解答

4. (A) 5. (D) 6. (B)

スクリプト

Preparations for a new baby should begin many 
months before the expected delivery date. Many 
young parents do not have any experience of taking 
care of a new born child, so our clinic offers classes to 
learn these skills. For $35, we will teach the basics of 
how to feed, bathe and change the clothes of your 
new child. Since the attendance of both fathers and 
mothers is important, we offer classes in the morning, 
afternoon and the evening. However, due to additional 
personnel costs, the evening classes will cost $15 
more than the earlier classes.

訳

生まれてくる赤ちゃんのための準備は、出産予定日の何
カ月も前から始めるべきです。多くの若い両親は新生児
の世話をした経験がありません、そこで当院では、これ
らのスキルを学ぶクラスを開催しています。35ドルで、
生まれたばかりの子どもの食事の与え方、お風呂の入れ
方、そして着替えさせ方の基本をお教えします。お父さ
んとお母さんの両方の出席が大切なので、クラスは午前、
午後、そして夜にも開催します。しかしながら、さらな
る人件費がかかるため、夜のクラスは昼間のクラスより
15ドル高くなります。

4. この情報は何に関するものですか？ 

(A) 赤ちゃんの世話の仕方について学ぶ人のためのク
ラス

(B) 結婚生活について学ぶ人のためのクラス
(C) 父親にもっと多くの時間を家族と過ごさせる方法
(D) 赤ちゃんのためのおいしい食事の作り方

5. このクラスはなぜ重要ですか？
(A) 出産後に子どもの世話の仕方を学ぶのでは遅すぎ
る。

(B) 父親が母親を助けなければ、子どもを育てること
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使われる。

Part 7

解答

1. (D) 2. (C) 3. (D) 4. (A) 5. (A)　

訳

フィールド・オブ・ヘルス・パワー・フード
フィールド・オブ・ヘルスは10種類以上の栄養価の高い
優れた食品を含んだおいしいごちそうです。さらに、
100種類以上のミネラルや、ビタミンA、B、C、E、そ
してKも含んでいます。それに加えて、酸化防止複合体
も含んでいます。我々の製品は、間食としてとるには最
も健康的であり、あなたの毎日の生活に活力をもたらす
でしょう！

眠を取ったので会議で眠くならなかった」ということ
から、主節（＝会議で眠くならなかった）よりも時間
的に前のことを表すために完了形を使う。

2. 接 続 詞 と 主 語 を 補 う と、As [Since] I take your 
advice, I go to gym ...（あなたのアドバイスを聞い
て、ジムに行っている…）と言うことができる。これ
を分詞構文で表すと、Taking your advice, I go to 
gym ...となる。

3. If we [I] judge from the ingredients, ...（その成分か
ら判断すれば、…）の接続詞 ifと主語を省略したもの
と考える。

4. 「～に慣れている」はbe accustomed to ～であるこ
とと、「慣れていないので、楽しめなかった」という
否定の意味にするためにNot being accustomed to 
...となる点に注意。

5. 「もし～ならば」という場合、ifを使うことができる
が、選択肢にはない。(A) providedは ifと同じ意味で

摂取量目安：１日あたり２本

フィールド・オブ・ヘルス・パワー・フード
の成分は、穀草類の新芽、カムート、大麦、小麦、オーツ
麦、アルファルファです。これらは世界で一番栄養価の高い
食品です。 

150 本
定価：45.95ドル
割引：16.54ドル　　　　36%
割引後：29.41ドル

300 本
定価：78.95ドル
割引：28.42ドル　　　　36%
割引後：50.53ドル

自然食品の栄養とビタミン＆ミネラルサプリメント
人はビタミン＆ミネラルのサプリメントをとりながら、
グリーンサラダも食べるべきかと考えることがよくあり
ます。この答えは、自然食品は自然によって作り出され
たビタミンやミネラルを含んでおり、すべて自然に存在
する、栄養の高いエネルギーを生み出す複合体である、
ということです。自然食品は、単体で取り出してビタミ
ン＆ミネラルのサプリメントに入れることのできない何
百もの栄養素を含んでいます。

自然食品は完全な形の栄養のある複合体を含んでいるの
で、体はこれらを食料として認識できます。体は必要な
ものを容易に吸収し、必要のないものを排出します。こ
れは「選択吸収」と呼ばれます。しかし、ほとんどのビ
タミン、そしてミネラルのサプリメントは人工的な物質
から作られているため、体のバランスを崩し、害になる
可能性があります。

理想的な健康のためには、栄養価が高く、加工されてい
ない自然食品ほど体によいものはありません。フィール
ド・オブ・ヘルス・パワー・フードは自然栄養食品の新
基準です。

1. フィールド・オブ・ヘルス・パワー・フードはどのよ
うな製品を作っていますか？
(A) グリーンサラダとフルーツサラダ
(B) 体によいチョコレートバー
(C) ビタミンサプリメント剤

(D) 栄養のある成分で作られたスナックバー

2. フィールド・オブ・ヘルス・パワー・フードの製品に
含まれていないものはどれですか？
(A) オーツ麦
(B) 大麦
(C) 米
(D) 小麦

3. サプリメントと比べて自然食品の利点は何ですか?

(A) 自然食品の方がずっと安い。
(B) 体によい成分がすべて分かる。
(C) 定期的にとることがずっとしやすい。
(D) サプリメントには入っていない物質を含んでい
る。

4. 自然食品と比べてサプリメントの弱点は何ですか?

(A) 人の体のバランスを崩すかもしれない。
(B) 人の体はサプリメントから健康的なものを吸収す
ることができない。

(C) サプリメントは自然のものを何も含んでいない。
(D) ずっと多くの種類の成分を含んでいる。

5. フィールド・オブ・ヘルス・パワー・フードが伝えた
いメッセージは次のうちどれですか?

(A) 彼らの製品はスナックの形ではあるが、サプリメ
ントをとるよりも体によい。
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(B) その製品を定期的にとらなければ、人の体は不健
康になるだろう。

(C) この製品をとるだけで、健康的なライフスタイル
を維持するには十分だ。

(D) 人の体はこの製品から健康のために必要な栄養を
きっちりとることができる。

ポイント

1. ひとつ目の文書の表のすぐ上に１日の摂取目安が2 
bars（２本）、また表の中に150 bars（150本）、300 
bars（300本）と書いてある。barは「（チョコレート
などの）棒状の食べ物」のこと。成分のところに、
some of the most nutrient-rich foodsとも書いてあ
るので、これは栄養価の高い棒状の食品であると分か
る。

2. ひとつ目の文書の表の左の成分のところにoats（オー
ツ麦）、barley（大麦）、wheat（小麦）はあるが rice

（米）はない。

3. ふたつ目の文書の第１段落最終文に、They (= Whole 
foods) contain hundreds of nutrients that cannot be 
isolated and put into vitamin/mineral supplements.

（自然食品は、単体で取り出してビタミンやミネラル
のサプリメントに入れることのできない何百もの栄養
素を含んでいます）とある。

4. サプリメントの弱点については、ふたつ目の文書の第
２ 段 落 最 終 文 に、most vitamin and mineral 
supplements are made from artificial substances 
that may create imbalances in your body that may 
poison you（ほとんどのビタミン、そしてミネラル
のサプリメントは人工的な物質から作られているた
め、体のバランスを崩し、害になる可能性がありま
す）と書いてある。

5. ふたつ目の文書の最後の段落で、「理想的な健康のた
めには、自然食品ほど体によいものはない」、そして
「（スナックバーの形である）フィールド・オブ・ヘル
ス・パワー・フードは自然栄養食品の新基準だ」と言
っている。
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Listening Section

PART 1
解答

1. (A)　2. (A)   

1. 
スクリプト

(A) People are walking across the street.

(B) The policeman is standing by the car.

(C) The women are wearing white skirts.

(D) There are no cars in the street.

訳

(A) 人々が歩いて通りを横切っている。

(B) 警官が車のそばに立っている。

(C) 女性たちは白いスカートをはいている。

(D) 通りに車はない。

ポイント

写真には (B)「警察官」や、(C)「女性たち」は写ってい
ない。何台か車が見えるので、「通りに車はない」という
(D)も不可。

2.
スクリプト

(A) There are some candles on the table.

(B) The people are already sitting at the table.

(C) The diners have already finished eating.

(D) Dinner has just been served.

訳

(A) テーブルの上に何本かのろうそくがある。

(B) 人々はすでにテーブルについている。

(C) 客はもう食べ終えたところだ。

(D) ちょうど食事が出されたところだ。

ポイント

テーブルにはきれいな皿とフォークやナイフが並んでい
るので、(C)「食べ終えた」や (D)「食事が出されたとこ
ろだ」は不可。誰もいすに座っていないので (B)「人々が
テーブルについている」も不可。

PART 2
解答

3. (A)　4. (C)　5. (A)　6. (B)　7. (A)　8. (C)　9. (C)　
10. (C)

3.
スクリプト

Please send the quote to Mr. Alderson again by e-mail.

(A) I’ll do it in a few minutes.

(B) I sent it to him by fax yesterday.

(C) I hope he will reply soon.

訳

アルダーソンさんに見積もりを再度Eメールで送ってく
ださい。

(A) すぐにします。
(B) 昨日ファックスで送りました。
(C) 彼がすぐ返事をくれるとよいのですが。

ポイント

「見積もりを再度Eメールで送ってください」と言ってい
る人に対して、(B)のように「送りました」と答えるのは
おかしい。in a few minutes（すぐに、数分後に）。

4. 
スクリプト

Are you following what I’m saying?

(A) I’ll go with you.

(B) I’m on the way.

(C) Yes, I understand.

訳 　
私の言っていることが分かりますか?

(A) あなたと一緒に行きます。
(B) 向かっています。
(C) はい、分かります。

ポイント

followには「（人の話に）ついていく、（人の話の筋を）
理解する」という意味がある。on the way（途中で、ま
もなく到着）。

5.
スクリプト

What delayed the release of the new product?

(A) Quality control took longer than expected.

(B) In the late afternoon.

(C) At full speed.

訳

なぜ新製品の発売が遅れたのですか？
(A) 品質検査に予想より時間がかかりました。
(B) 午後遅い時間に。
(C) 全速力で。

　　� テキスト／ p.88～ 95POST-TEST



47

ポイント

「社長は…戻るのか？」という未来形の質問なので、(A)
や (B) の過去形は不可。

9.
スクリプト

Can you place an order for beverages for Friday’s 
meeting?

(A) I know you will attend the meeting.

(B) OK, I’ll book a room for the meeting.

(C) How many people will come?

訳

金曜日の会議のための飲み物を注文してくれませんか？
(A) あなたが会議に出席することは知っています。
(B) 分かりました、会議のための部屋を予約します。 

(C) 何人参加する予定ですか？

ポイント

「会議のための飲み物を注文してほしい」と言っているの
で、(B)の「部屋を予約します」では話がかみ合わない。
place an order for ～（～を注文する）。

10.
スクリプト

Why didn’t you come to the meeting yesterday?

(A) I’ll do my best.

(B) At the meeting room in the main office.

(C) I thought it was today.

訳

昨日の会議になぜ来なかったのですか？
(A) 最善を尽くします。 

(B) 本社の会議室で。
(C) 今日だと思っていました。

ポイント

昨日会議に来なかった理由を聞いている。(C) I thought it 
was today.の itは the meetingのこと。

PART 3 
解答

11. (B)   12. (D)   13. (A)

スクリプト

Man: I am looking for the main lecture room for the 
keynote lecture.

Woman: Yes, please go up the escalator and turn 
right.

Man: Thank you. This is my first visit here and this 
venue is very large so it is quite confusing. Can I just 
check what time the lecture starts?

Woman: Let me see. It says here it started 30 minutes 
ago. It only runs for another 15 minutes. 

ポイント

質問は「何が新製品の発売を遅らせたのか？」、つまり
「なぜ新製品の発売が遅れたのか？」という意味なので、
(A)が適切。at full speed（全速力で）。

6. 
スクリプト

You visited the world heritage site, didn’t you?

(A) I think I will.

(B) Actually, I didn’t.

(C) If you recommend it.

訳

世界遺産を訪ねたのですよね？
(A) そうすると思います。
(B) 実は、行きませんでした。
(C) もしあなたが勧めるのなら。

ポイント

You visited ..., didn’t you?（…を訪ねたのですよね？）
という過去形の付加疑問文。(A)の未来形や (C)の現在形
で答えるのは不可。 

7.  
スクリプト

How much will the gift wrapping be? 

(A) Two and a half dollars per item. 

(B) It only takes a minute. 

(C) It doesn’t include sales tax and postage.

訳

贈り物用の包装はいくらになりますか？
(A) ひとつにつき2.5ドルです。
(B) ほとんど時間はかかりません。
(C) 消費税と送料は含まれません。

ポイント

贈答用の包装の値段を聞いているので、(B)のように時間
を答えるのは不可。sales tax（消費税）、postage（送
料）。

8. 
スクリプト

Will our company president return immediately after 
his operation?

(A) He went to the airport.

(B) Didn’t you know when he came?

(C) I’m sure he will.

訳

我が社の社長は手術の後すぐに戻って来るのですか？
(A) 彼は空港に行った。
(B) 彼がいつ来たか知らなかったのですか？
(C) きっと戻ると思います。
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Man: Hello, Ms. Simmons. How are you feeling today? 

Woman: Well, the medicine you gave me for my red 
eyes yesterday is working but now I have a sore 
throat. 

Man: Right, please open your mouth. Yes, it is red and 
swollen. Have you come into contact with children?

Woman: Yes, wel l , I work as a secretary in a 
kindergarten.

Man: Well, it is likely you caught a virus from them. So 
I am going to give you a new kind of medicine to stop 
other infections. And you’ve got to start taking it right 
away. But I’m afraid you’ve got to miss work for a few 
days.

訳

女性：スミス先生、こんにちは。 

男性：こんにちは、シモンズさん。今日の具合はいかが
ですか？

女性：ええ、昨日頂いた目の充血のための薬はよく効い
ていますが、のどが痛いのです。 

男性：分かりました、口の中を見せてください。確かに、
赤く腫れていますね。最近子どもたちと接触しました
か？

女性：はい、幼稚園で事務員の仕事をしていますので。

男性：それなら、子どもたちから病気が移った可能性が
大きいですね。では、ほかの感染を予防するための新し
い薬を出します。すぐに飲み始めてください。ただし、
数日仕事を休んでください。

14. シモンズさんはなぜ昨日スミス先生のところに来た
のですか？

(A) 熱があった。
(B) のどが痛かった。
(C) 目が充血した。
(D) 頭が痛かった。

15. シモンズさんはおそらくどこで病気が移ったのです
か？

(A) 職場で
(B) スミス先生から
(C) 誰にも分からない
(D) 彼女の子どもたちから

16. スミス先生はなぜ彼女に新しい薬を出すのですか？
(A) できるだけ早く彼女が職場に戻れるようにするた
め

(B) のどの痛みをやわらげるため
(C) 別の病気にかからないようにするため
(D) 目の充血がよくなるように

ポイント

14. 「今日の具合はどうか？」という質問に対して、女性
は the medic ine you gave me for my red eyes 
yesterday is working（昨日頂いた目の充血のための薬は

Man: Oh my. I must have been confused. Well, I think I 
will go and listen to the last part anyway. The question 
and answer session should be interesting.

訳

男性：基調講演の大講義室を探しています。

女性：エスカレーターで上に行き右に曲がってください。

男性：ありがとうございます。今回ここに初参加で、こ
の会場はとても広くて迷ってしまいました。講演は何時
からか分かりますか？

女性：お待ちください。ここには30分前に始まったとあ
ります。あと残り15分しかありません。

男性：そうですか。勘違いしていました。でも、とりあ
えず行って最後の部分を聞きます。質疑応答も興味深い
はずなので。

11. 男性はなぜ行き方を尋ねているのですか？
(A) すぐに彼の講演を始める必要がある。
(B) コンファレンスセンターが広くて迷った。
(C) 講義室への行き方を忘れた。
(D) 講義室は1階だと思った。

12. 基調講演の予定時間はどのくらいですか？
(A) 30分
(B) １時間
(C) 15分
(D) 45分

13. 男性はこの後どうするでしょうか？
(A) 講義室に入る。
(B) ロビーで次の基調講演を待つ。
(C) 講演者にいくつか質問をする。
(D) 家に帰る。

ポイント

11. 男性は大講義室への行き方を聞いた後で、This is my 
first visit here and this venue is very large so it is quite 
confusing.（今回ここに初参加で、この会場はとても広
くて迷ってしまいました）と言っている。

12. 男性の質問について、女性が「講演は30分前に始ま
った」と答え、続いて「残り15分しかない」と言ってい
ることから、講演の予定時間は「30分＋15分＝45分」と
いうことになる。

13. 講演はすでに始まっていて残り15分しかないが、男
性は最後にWell, I think I will go and listen to the last 
part anyway.（とにかく行って最後の部分を聞きます）
と言っている。この内容に合うのは (A)の「講義室に入
る」、つまり「残りの講演を聞く」ということ。

解答

14. (C)　15. (A)　16. (C)   

スクリプト

Woman: Hello, Dr. Smith. 
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(C) 客はチケット売り場で暖を取ることができる。
(D) 客がより早い移動手段を見つけた場合、チケット
は払い戻される。

ポイント

17. passengers（乗客）、the rails（線路）、 trains（電
車）、 ticket office（チケット売り場）などがキーワード
となる。「雪が降り積もり線路が凍っているため電車が遅
れている」ことから (C)の「地下鉄の駅」は不可。

18. このトラブル（電車の遅れ）の原因は、due to the 
large amount of snow（大量の雪のため）、それから the 
ongoing sub-zero temperatures（続いている氷点下の
気温）で「線路の氷がかなりの量となっている」という
こと。

19. アナウンスの最後で、if you find you can get to 
your destination quicker by another method, your fare 
will be refunded（もしより早く目的地に着く別の手段が
見つかりましたら、運賃はお返しします）と言っている。

解答

20. (D)　21. (C)　22. (B)   

スクリプト

There are three main approaches to planning for your 
retirement. One is to make monthly contributions to a 
savings plan. If you use an off-shore account, the 
interest rate is higher so your money will grow faster, 
but you need to use a specialist broker for this. The 
second way is to invest in property, and make income 
from renting the house to tenants. There are specialist 
companies where you can buy a share in a house if 
you have limited funds. The third way is just to rely on 
your government pension. However, as we know, the 
government may need to reduce public pensions in 
the future.

訳

あなたの定年退職後の計画に取り組む方法は主に３つあ
ります。ひとつ目は、貯蓄計画に月々出資すること。海
外の口座を使えば、利率がより高くお金が早く増えます。
しかし、このためには専門のブローカーに頼む必要があ
ります。ふたつ目は、不動産に投資し、人に家を貸して
収入を得ることです。もし予算が限られている場合、一
軒の家をシェアすることを扱っている専門の会社もあり
ます。３つ目は、ただ国からの年金に頼ることです。し
かしご存じのように、政府には公的年金の額を将来下げ
る必要があるかもしれません。

20. 月々の貯蓄計画で、どうすればより早くお金を貯め
ることができますか？

(A) 専門のブローカーと一緒にお金を貯めることがで
きる。

(B) 利率のよりよい口座を開くことができる。
(C) 地元の銀行でお金を貯めることができる。
(D) 国外の口座でお金を貯めることができる。

21. 不動産に投資する場合、どのようにお金を得ること

よく効いています）と言っている。前の日は「充血」の
ため、次の日は別の症状で病院に来たということになる。

15. 「子どもたちと接触があったか？」という医者の質問
に対して、女性は I work as a secretary in a kindergarten
（幼稚園で事務員として働いています）と言っている。つ
まり、職場である幼稚園で感染した可能性が高い。

16. 「目の充血については前日もらった薬が効いている」
ということなので (D)は不可。最後に医者が I am going 
to give you a new kind of medicine to stop other 
infections（ほかの感染を予防するための新しい薬を出し
ます）と言っている。

PART 4
解答

17. (D)　18. (B)　19. (D)   

スクリプト

This is a customer service message for all passengers 
waiting for Eastern Railroad trains. Due to the large 
amount of snow that has fallen in the last week, and 
the ongoing sub-zero temperatures, excessive ice has 
accumulated on the rails. This means that trains are 
running slower than usual. For all train services to the 
Hunston terminus, please add 50 to 55 minutes to 
your usual travel time. For all other destinations, 
please contact the ticket office. Until the weather 
improves, if you find you can get to your destination 
quicker by another method, your fare will be refunded.

訳

イースタン鉄道の電車を待っていらっしゃるすべてのお
客様へお知らせいたします。先週降り積もった雪と、現
在も続く氷点下の気温のため、線路の氷がかなりの量と
なっております。このため、電車は通常よりも速度を落
として運行しております。すべての電車の終点ハンスト
ンまでの所要時間は、通常より50分から55分余計にか
かります。そのほかの行き先につきましては、チケット
売り場にてご確認ください。天気が回復するまで、より
早く目的地に着く別の手段が見つかりましたら、お客様
の運賃はお返しいたします。

17. これはどこでのアナウンスですか？
(A) イースタン鉄道の電車内
(B) デパートの店内
(C) 地下鉄の駅の構内
(D) 電車の駅の構内

18. この問題の原因は何ですか？
(A) 電車が遅すぎる。
(B) 天気が悪すぎる。
(C) 電車の中が寒すぎて、乗っていられない。
(D) 安全を保障できない。

19. 乗客のために、イースタン鉄道は何をしますか？
(A) 客にハンストンまでバスで行くための運賃を渡
す。

(B) 客に温かい飲み物を無料で配る。
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明書がひとつ必要なだけです（運転免許証でも結構で
す）。カードは１週間以内にお手元に届きます。

23. この売り出しはいつまでですか？
(A) 月末
(B) 週の終り
(C) 今週だけ
(D) 今日だけ

24. 買い物客はどのように30ドルを使うことができます
か？

(A) どの店のどのような物にも使える
(B) 大きな買い物の一部としてだけ
(C) どのような物にも使えるが、カードができた後で
だけ

(D) 当日から店内のどのような物でも買える

25. クレジットカードを作るには客は何を持っていなけ
ればならないですか？

(A) 運転免許証
(B) どのような種類の身分証明書でもよい
(C) 銀行口座
(D) 店のポイントカード

ポイント

23. We are going to run a special offer just this 
weekend.（この週末だけの特別セールを実施いたします）
と言っている。質問は「いつまでか？」なので、(B)が正
解。

24. 30ドルの商品引換券については、we will give you a 
$30 voucher to use in this store immediately（当店で直
ちにお使いいただける30ドルの商品引換券を差し上げま
す）と言っている。続いて「これはwhole purchases 
（買い物の全額）にも使えるし、part payment for other 
purchases（別の買い物の一部）としても使える」と説
明している。

25. クレジットカードの申し込みに必要なものは just 
one form of identity（身分証明書ひとつだけ）と言って
いる。その後で「運転免許証でもよい」とは言っている
が、(A)ではほかのものではなく「運転免許証が必要」と
いうことなので不可。IDは「身分証明書」のこと。

Reading Section

PART 5
解答

26. (D)　27. (C)　28. (B)　29. (A)　30. (C)　31. (B)　
32. (D)　33. (B)　34. (C)　35. (A)

訳

26. 科学者たちは、世界を変えることができたかもしれ
ないが、実際にはそうすることはできなかった10
大発明のリストを作成した。

27. あなたの企業が紙の書類を使う必要がない場合は、
ペーパーレスの環境を推進することでたくさんのお
金を節約できるだろう。

ができますか？
(A) 不動産の価値が上がってから売る。
(B) その不動産で店を開く。
(C) その不動産を人に貸して収入を得る。
(D) 家の一部を専門の業者に売る。

22. 国の年金に頼ることの欠点は何ですか？
(A) 利率がとても低い。
(B) 年金の額が将来減るかもしれない。
(C) 年金の額が少なすぎて快適な暮らしができない。
(D) 別の貯蓄プランにお金を移したくても移すことが
できない。

ポイント

20. ひとつ目の方法として、if you use an off-shore 
account the interest rate is higher so your money will 
grow faster（海外の口座を使えば、利率がより高くお金
が早く増えます）と説明している。off-shore（海外の）
を聞き逃さないようにすることが大切。

21. ふたつ目の方法として、invest in property, and 
make income from renting the house to tenants（不動
産に投資し、人に家を貸して収入を得る）と言っている。
tenantは「借家人、賃借人」という意味。

22. 公的年金については、最後に the government may 
need to reduce public pensions in the future（政府は公
的年金の額を将来下げる必要があるかもしれません）と
言っている。(B) The amount of money from a pension 
might fall in the future.（年金の額が将来減るかもしれな
い）はこれを言い換えたもの。drawbackは「欠点」と
いう意味。

解答

23. (B)　24. (D)　25. (B)　

スクリプト

Dear customers. We would like to thank you for 
visiting our store, and to show our appreciation we are 
going to run a special offer just this weekend. If you 
sign up for our in-store credit card today or tomorrow, 
we will give you a $30 voucher to use in this store 
immediately. You can use this for whole purchases or 
as part payment for other purchases. To sign up, 
please go to our kiosk at the escalator on the first 
floor. You will need just one form of identity (a driver’s 
license is fine). The card will be available for use within 
one week.

訳

お客様、当店にお越しいただき誠にありがとうございま
す。日ごろのご愛顧に感謝して、この週末だけの特別セ
ールを実施いたします。本日か明日、店内でクレジット
カードにお申し込みいただくと、当店で直ちにお使いい
ただける30ドルの商品引換券を差し上げます。これはお
買い上げ全額としてでも、または別のお買い上げの一部
としてでもご利用いただけます。お申し込みは、１階の
エスカレーター脇のキオスクへお越しください。身分証
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call for ～（～の要求）、completion rate（修了率）。

PART 6
解答

36. (A)　37. (D)　38. (B)

訳

あらゆる種類の病気が増加し、この国の健康は危機的状
況にある。統計によると、人口の約60％が標準体重を上
回っており、25％は危険な域に入っている。子どもたち
の肥満が問題になったのは史上初である。

幸い、この健康問題を避ける方法はある。しかし、それ
には我々が健康な状態を維持するために積極的に活動す
ることが必要である。人類が初めて登場してから、我々
が健康でいる方法は常に存在してきたのだ。

人間の体のしくみも食事の必要性も、どちらも変わって
はいない。我々は過去から現在まで受け継がれた人間に
必要な栄養の知識から、自然が意図した形で健康を手に
入れ、それを維持するために我々が何を食べるべきかを
知っている。

ポイント

36. これは健康問題、特に肥満に関する文章である。「人
口の60％が標準体重を上回り、25％は危険な状況だ」と
いうこと、それに続き「子どもたちの肥満が史上初めて
…」という内容から、空欄には (A) concern（関心事、懸
案事項）が最適。

37. 空欄の前には「この健康問題を避ける方法はある」、
つまり「肥満を防ぐ方法はある」とある。空欄の後が it 
requires us to ...（そのために我々は…する必要がある）
なので、前後を結び付けるには逆説の接続詞 (D) butが最
適。

38. 「自然が意図する形で健康を手に入れ、維持するため
には何を食べるべきか知っている」という内容から判断
する。 (A) as long as（～する限り）、 (C) in so much as
（～ほど、～なので）、(D) no matter how（どんなに～で
も）では不自然。in the wayは「～の方法で」という意
味。

PART 7
解答

39. (C)　40. (B)　41. (D)   

訳

ファーストナショナルバンク
住宅ローンのオプション

もしあなたが住居の購入をお考えの場合、我々はあなた
の資金計画を楽にするお手伝いをいたします。シンプル
なものから柔軟なものまで、住宅ローンのオプションを
ご用意しております。

非常にお得で、かつ柔軟性のある、現在の金利の低
い住宅ローンをご利用になりたいですか？

変動金利住宅ローン（中央銀行金利＋1.2% 最低返済）
月々の返済額は中央銀行の金利によって変動します。現

28. EU16カ国における失業率は1990年代以降上昇して
いる。

29. 情報を整理保存するとき、特定の目的のためのデー
タを必要以上に長く保管しないようにしている。

30. 彼女は組織内でたくさんの異なる事務管理のポスト
を埋めた。

31. 我々の多くが家で環境にやさしい習慣を実践してい
るので、クリスマスギフトに関してもその習慣を続
けたらどうですか？

32. そのコンピュータには、電源を入れるとすべてのハ
ードをチェックするソフトがあらかじめ組み込まれ
ている。

33. たった１カ月前に新しくしたにもかかわらず、リビ
ングの壁紙がはがれてきている。

34. この返品用紙のすべての必要事項を記入し、返品の
理由を明記してそれを購入した際の包装のまま品物
と一緒に入れてください。

35. 高校の卒業と退学の割合に関する報告が、修了率改
善のための措置の要求につながった。

ポイント

26. 空欄の後ろのbut failed to do so ...（…だが、そう
することはできなかった）に注目する。(A)「変えること
ができる」、(B)「変えることができるだろう」、(C)「変え
た」はどれも不可。

27. 前半が「紙の書類を使う必要がある」、後半が「ペー
パーレスの環境を推進することでたくさんのお金を節約
できる」ということなので、空欄にはこの２文をつなぐ
「もし～でない場合」という意味の接続詞unlessが適切。

28. 主語は the unemployment rate（失業率）で単数で
あることに注意。空欄の後ろがsince the 1990s（1990年
代以降）なので、(B) のhas been risingを入れて現在完
了形の文にする。

29. make it a rule toで「～することにしている」という
意味だが、「必要以上に保管しないように」という意味に
するには、toの前にnotが入る。

30. 空欄の後ろが the organization（組織）であること、
「…のポストを埋めた」という文の意味から、「組織内で
ポストを埋めた」となる (C)が最適。

31. when it comes to ～「～に関して」という表現に気
付くことが大切。eco friendly habitsは「環境にやさし
い習慣」、holiday giftは「クリスマスギフト」という意
味。

32. 選択肢の意味の区別をしっかりする。「コンピュータ
にソフトが…」という意味を考えると、(A) pre-made
「あらかじめ作った」、 (B) pre-paid「あらかじめ支払った、
プリペイドの」、 (C) pre-owned「中古の」は不可。

33. 空欄の前が「リビングの壁紙がはがれてきている」、
後ろが「１カ月前に新しくしたばかり」であることから、
「～にもかかわらず」という意味の接続詞although が最
適。

34. 返品の手続きの説明であることが分かれば、返品の
際に「用紙に必要事項を記入して、それを品物と一緒に
入れる」 という意味だと判断できる。

35. 前置詞onには「～に関する」という意味がある。a 
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訳

母国への送金費用
世界の人口の３％（1憶9200万人）が海外で働き、給料
の一部を定期的に母国へ送金している。世界銀行による
と、発展途上国の場合、昨年の送金の総額は3160億ドル
であった。典型的な200ドルの送金の場合、昨年の手数
料はこの額の約10％だった。手数料と為替レート費用
が、サービスを提供している側からの請求額となる。銀
行は平均すると送金額の13％を請求する。郵便局と送金
を扱う会社はそれぞれ９％、７％を請求する。それぞれ
の国で、移住してきた労働者の数が少なければ少ないほ
ど、プロバイダーの数も少なくなり、請求額はより高く
なる。言い換えれば、プロバイダー間の競争があればあ
るほど、費用は安くなる。グラフは、国別にどの国に
200ドル送金するのが最も費用がかかるかを示している。
例えばブラジルでは、ボリビア人が母国に送金するのが
最も費用がかかる。これはペルー人の場合と比べて３倍
になる（グラフには示されていない）。タンザニアでは、
最も費用のかかる送金先はケニアである。

在、借入費用は歴史的に低いレベルとなっています。
＊25％頭金オプションがご利用可能
現在オナーまたはオナープレミアの口座をお持ちのお客
様がご利用可能

固定金利（中央銀行金利＋1.7% 最低返済）
一定期間の返済額が固定され、毎月の支払額が確実に分
かるものをお望みの場合、固定金利住宅ローンがお勧め
です。
＊10％までの頭金オプションが今ならご利用可能
最長10年までの固定金利で将来の計画を立ててください

39. この銀行はどんな商品を顧客に提供していますか？
(A) 高金利の貯蓄預金
(B) 投資の機会
(C) 住宅ローン
(D) 車購入のための資金 

40. なぜ今が住宅ローンを手配するよい時期なのです
か？

(A) この時期、条件が最も柔軟だ。
(B) この時期、お金をとても安く借りられる。
(C) 長期ローンを組むことが可能だ。
(D) オプションがふたつ以上ある。

41. 変動と固定金利住宅ローンの違いは何ですか？
(A) 固定金利住宅ローンの費用は中央銀行とは関係な
い。

(B) 変動金利住宅ローンの費用のほうが確実に安い。
(C) 固定金利住宅ローンのほうが、銀行への返済額が
少ない。

(D) 変動金利住宅ローンは、銀行への返済額が変化す
るかもしれない。 

ポイント

39. キーワードはmortgage。これは「（抵当権付き）住
宅ローン」という意味なので (C)が正解。

40. 枠の中で today’s low interest rates （現在の低金利）
と強調してあり、その後の変動金利のところにもAt 
present, the cost of borrowing is a historically low 
level.（現在、借入費用は歴史的に低いレベルとなってい
ます）と書いてある。「金利が低い」→「お金を安く借り
られる」ということ。

41. 選択肢の主語が、変動金利（Tracker Rate）か固定
金利（Fixed Rate）のどちらなのかをはっきり見極める
ことが大切。変動金利は中央銀行の金利の動向に応じて
金利が変わるため、(B)「変動金利のほうが確実に安い」
とは言えない。また固定金利のほうが金利を高く設定し
てあるので、(C)の「固定金利の返済額のほうが少ない」
も不可。変動も固定もいずれの場合も、中央銀行の金利
が基準となっているので、(A)の「固定金利住宅ローンは
中央銀行とは関係ない」も不可。

解答

42. (C)　43. (A)　44. (D)　45. (D)
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を扱う会社は７％の手数料を請求するので、銀行から送
金すると一番費用がかかるということになる。(C)の「自
分で持って行く」という場合の記述はない。

44. グラフの見方の例として、本文では「ブラジルから
送金する際に費用が最もかかる国はボリビアである」と
説明している。このグラフは、それぞれの国から送金す
る際の費用が一番高い国とその額を示している。

45. 中ほどに、In each country, the fewer the immigrant 
workers, the fewer providers there are, and the more 
expensive the charge is.（それぞれの国で、移住してき
た労働者の数が少なければ少ないほど、プロバイダーの
数も少なくなり、請求額はより高くなる）と書いてある。
これを言い換えると、(D)の「移住している人の数が多け
れば多いほど、請求額が安くなる」ということになる。

解答

46. (A)　47. (A)　48. (A)　49. (C)　50. (B)

訳

勉強しながら教師として働くチャンス
大学院ティーチャ―プログラム（GTP）は、小学校教師
の資格を取ることができる大学院のコースです。GTPで
は通常の教師の資格に相当する、新教員資格（NTS）を
手に入れることができます。さらに、このコースではア
シスタントティーチャ―として働きながら勉強ができま
す。もしあなたが仕事を変えて教師になりたいけれども、
実習をしながらお金を稼ぎ続ける必要がある場合、この
実践的なプログラムはまさに理想的なものです。

GTPのための資金援助
実習の資金
大学院ティーチャ―プログラム（GTP）で未資格の教師
として働く際は、在学期間内に許可された学校で実習を
する必要があります。未資格の教師の間、その学校から
いくら給料がもらえるかはあなたの責任、経験、そして
場所によって変わります。

資金援助のチャンス
数に限りがありますが、GTPのための資金援助をする場
所があります。あなたの入学が認められると、州政府が
あなたのGTP実習費用の一部を支払います。これはあな

５分半に１人の割合で誰かが
大学院ティーチャ―プログラ
ムに申し込んでいます。

今すぐ申し込みを！
（ここをクリック）

42. この記事では総額3160億ドルは何を表しています
か？

(A) 海外で働く人が昨年母国に送金した総額。
(B) 昨年の海外への送金にかかる手数料と為替レート
費用の総額。

(C) 発展途上国からの常勤の労働者が昨年母国に送金
した総額。

(D) 世界の人口の３％の人が昨年稼いだ年間給与の総
額。 

43. 自分の国へ送金するのに最も費用がかかるのはどれ
ですか？

(A) 銀行
(B) 郵便局
(C) 自分の財布に入れて母国へ持って行く
(D) 送金を扱う会社

44. グラフはどんな情報を示していますか?

(A) それぞれの国から別の国に送金する際にかかるコ
スト

(B) その国からお金を送るコストが、世界で最も高い
国

(C) 海外に送金する際のそれぞれの国のコスト
(D) さまざまな国の送金コストが最もかかる送り先

45. 世界各国での海外への送金について正しいのはどれ
ですか?

(A) どのように送っても、サービスはとても迅速だ。
(B) ほとんどすべての国で海外への送金コストはほぼ
同じだ。

(C) お金を送りたい人がたくさんいる場合、請求額は
決して安くならない。

(D) 移住している人の数が多ければ、請求額は常に安
くなる。

ポイント

42. 第２文に、In the case of developing countries, 
these remittances totaled $316 billion last year.（発展
途上国の場合、昨年の送金総額は3160億ドルであった）
とある。(A)は発展途上国だけではなく「海外で働くすべ
ての人々」の母国への送金総額ということになってしま
うので不可。

43. 送金額に対して、銀行は13％、郵便局は９％、送金
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200ドル送金する際に最も費用がかかる送金先とその額
国

費用（ドル）

タンザニアからケニア
オーストラリアからパプアニューギニア

日本から韓国
ドイツからクロアチア
ブラジルからボリビア

シンガポールからパキスタン
スペインから中国
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(B)のように現在教師である必要はない。

47. これはインターネットのウェブページに書かれた文
であることと、SIGN UP NOW（今すぐ申し込みを！）、
(click here)（ここをクリック）の部分から、まずはイン
ターネットで申し込み、それから入学審査と手続きが始
まると分かる。

48. 資金援助については、ふたつ目の文書に詳しく書い
てある。Funding Chancesの段落には「州政府（the 
state government）が実習費用の一部を支払う」と書い
てある。またSelf-fundingの段落には、「州政府の資金援
助を受けられない場合も、学校がコストを負担する場合
は実習をすることができる」とある。 (A)の the 
individualは実習先の学校のこと。

49. 実習場所については、ふたつ目の文書の第１文に
you must do your training in an approved school（許可
された学校で実習をする必要があります）と書いてある。
ひとつ目の文書で、このプログラムは「小学校の教員資
格 (grade-school teacher’s license)を得ることができ
る」とあるので、実習場所は「許可された小学校のみ」
と判断できる。(B)が紛らわしいが、これは大学院のコー
スではあるが、勉強ではなく training（実習）については
小学校で行うと考える。

50. Self-fundingの段落の第１文に It is possible to do 
the training on the GTP without state government 
funding, but only if your school is willing to cover the 
cost of your salary.（州政府の資金援助がなくてもGTP
の実習をすることは可能です。しかし、あなたの働く学
校が給料を負担する場合に限ります）と書いてある。学
校側に給料を支払ってもらうには「詳細について実習先
の学校と大学側と話し合う必要がある」ということなの
で、(B)が最適。

たの給料の一部にもなり、学校を見つけやすくしていま
す。この給与援助を受けられるのは認められた学校での
実習だけです。あなたはどのような実習費用も支払う必
要はありません。

個人資金　
州政府の資金援助がなくてもGTPの実習をすることは可
能です。しかし、あなたの働く学校が給料を負担する場
合に限ります。このオプションが可能かどうか、詳細に
ついてはあなたの選んだ学校とGTPの大学側とよく話し
合う必要があります。そのほかの追加費用の情報につい
ては、あなたのGTP 実習プロバイダーに問い合わせてく
ださい。

46. 誰が大学院ティーチャ―プログラムを利用できます
か?

(A) 教師になりたい人は誰でも
(B) すでに教師として働いている人のみ
(C) コースの費用を払うことができる人のみ
(D) 大学で学位をひとつ修了した人

47. 大学院ティーチャ―プログラムの志願者は最初に何
をするべきですか？

(A) オンラインでプログラムに申し込む
(B) 資格がなくても教えることのできる学校を探す 

(C) 州政府の資金援助に申し込む 

(D) このプログラムを修了した人に連絡する 

48. 実習費用はどのように支払われますか？
(A) 通常は、各学校と政府の両方が費用を負担する。
(B) すべての教師は異なる資金源からお金を集めなけ
ればならない。

(C) どんな場合でも、実習は無料である。
(D) 学校側が実習費用を払う。

49. この情報によると、実習はどこで行われますか？
(A) 小学校
(B) 許可された小学校と大学院
(C) 許可された小学校のみ
(D) 会社

50. 州政府からの経済援助が受けられない場合はどうな
りますか？

(A) 実習生は実習中は給料なしで働かなければならな
い。

(B) 実習生は学校に給料を支払ってもらうように申請
しなければならない。

(C) 教師になる計画をあきらめなければならない。
(D) 実習生はボランティアで働くという選択肢があ
る。

ポイント

46. このプログラムはpost-graduate course（大学院の
コース）であると書いてあるが、入学資格として、(D)の
「大学での学位を修了した人」という記述はない。また、
「仕事を変えて教師になりたい人が、従来の教員資格に相
当する資格を取得することができる」ということなので



55

PART 1

▲

Listen and select the best statement to describe each picture. audio

1.	 	 2.

 

(A)　(B)　(C)　(D) (A)　(B)　(C)　(D)

3.	 	 4.

 

(A)　(B)　(C)　(D) (A)　(B)　(C)　(D)

5.

(A)　(B)　(C)　(D)

A HALF-SIZE TOEIC® TEST

Listening Section
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PART 2

▲

Listen and select the best response to each question or statement. audio

6. (A)　(B)　(C) 11. (A)　(B)　(C) 16. (A)　(B)　(C)

7. (A)　(B)　(C) 12. (A)　(B)　(C) 17. (A)　(B)　(C)

8. (A)　(B)　(C) 13. (A)　(B)　(C) 18. (A)　(B)　(C)

9. (A)　(B)　(C) 14. (A)　(B)　(C) 19. (A)　(B)　(C)

10. (A)　(B)　(C) 15. (A)　(B)　(C) 20. (A)　(B)　(C)

21. Where are these speakers?

(A) In a restaurant
(B) In a fast food restaurant
(C) In a outdoor festival
(D) In an airplane

22. If the bill is $30 dollars, what should be the total 
price the customer pays?

(A) $34.5　
(B) $15
(C) $4.5 
(D) $50

23. Why might the staff get angry if no tip is left?

(A) They always work as hard as possible.
(B) Their salary is not enough to live on.
(C) Tips are one part of their income.
(D) They think the customers are very greedy.

24. How many people did the man plan to use air 
miles for?

(A) Using air miles for everyone
(B) Using air miles for himself only
(C) Using air miles for his wife and children
(D) Using air miles for his children only

25. How many miles is he going to use up?

(A) 30,000 miles
(B) 60,000 miles
(C) 90,000 miles
(D) 120,000 miles

26. What does the woman recommend the man to 
do?

(A) Save up more miles
(B) Visit New York with only two other family 

members
(C) Check the airline’s home page for travel 

discount information
(D) Go to New York by himself

27. What did the customer come to the store for?

(A) She wants to buy a new watch.

(B) She damaged her watch so she wants an 
identical replacement.

(C) She wants the shop to give her a new 
guarantee.

(D) She wants her watch repaired again.

28. What happened to the customer’s guarantee?

(A) It has expired.
(B) It is for another watch.
(C) She has lost it.　
(D) She never received it from the shop.

29. Will the woman have to pay for her watch repair?

(A) Probably, yes.
(B) Probably, no.
(C) Yes, she will certainly have to pay.
(D) No, she will certainly not have to pay.

30. What caused Alan Johnson to call his customer?

(A) He wants her to increase her monthly payment 
to his pension plan.

(B) The value of the customer’s pension plan is 
falling.

(C) He wants to sell a new plan to her.
(D) He needs to inform her about missing 

payments.

31. What was the cause of this issue?

(A) There wasn’t enough money in the customer’s 
account.

(B) The customer’s account had been closed.
(C) The customer forgot to make the payments on 

time.
(D) The customer didn’t update her credit card 

number with Premier Investments.

32. What may happen if she doesn’t send her new 
details?

(A) Her pension may be cancelled.
(B) She may have to pay an extra fee.
(C) Her pension will not rise 3% the following year.
(D) All the money from her pension will be returned 

to her. 

PART 3 

▲

Listen to the conversations and select the best response to each question. audio
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35. What is the student going to do?

(A) She is going to return to her home country.
(B) She is going to work for 30 hours a month.
(C) She is going to follow the man’s advice.
(D) She is going to drop out of university.

33. What does the student want to know?

(A) Whether she can earn money while receiving a 
scholarship

(B) Whether she can extend the number of hours 
she works

(C) Whether she is allowed to take a summer 
vacation

(D) Whether she can return to her home country in 
summer vacation

34. What does the man reply?

(A) The rules are not set by the university so 
nothing can be done. 

(B) International students with scholarships are 
only allowed to study.

(C) Some exceptions may be possible.
(D) Her request may be permitted after studying 

during the summer vacation.

PART 4

▲

Listen to the talks and select the best response to each question. audio

36. What does this announcement concern?

(A) Taking care against thieves
(B) Not spending too much money
(C) Not leaving their money in their cars
(D) Not stealing other customers’ purchases

37. When is the most dangerous time for customers?

(A) As soon as they enter the store
(B) When they pick up items from a low shelf
(C) When they take out their money to pay
(D) On their way back to their cars

38. What action has the store taken to prevent this 
problem?

(A) They have not done anything.
(B) They have installed security cameras.
(C) They have increased the number of lights.
(D) They have increased the number of security 

personnel.

39. What does the company intend to do in the near 
future?

(A) Rebuild the head office so it looks more 
modern

(B) Reduce the number of rooms in the head 
office

(C) Make the company more dynamic
(D) Start a construction business

40. According to the speaker, what is very important?

(A) Doing anything possible to reduce the cost of 
the project

(B) Creating a traditional image for the company
(C) Increasing the company’s profits
(D) Following rules for good business practice

41. What should company employees be careful of?

(A) They should develop a good relationship with 
only one contractor.

(B) They should tell each construction firm about 
the details of other bids.

(C) They should keep all information about other 
bids secret.

(D) They shouldn’t go drinking with workers from 
only one construction firm.

42. What is the purpose of the summer program?

(A) To do extra study so the following year 
becomes easier

(B) To reach the minimum standard necessary for 
the final year

(C) To gather enough credits to be able to 
graduate

(D) To allow students to take courses again which 
they failed once

43. What must students do before starting the 
summer course?

(A) They must study hard.
(B) They must achieve a minimum GPA standard.
(C) They must pay extra money.
(D) They must register for at least four courses.

44. What condition limits participation in this 
program?

(A) Students must be rich.
(B) They must be able to reach the minimum 

required grade point average.
(C) Students must keep track of their progress.
(D) Students must have finished all homework for 

other courses.
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48. What is the benefit of not wearing shoes?

(A) It is cheaper for their parents.
(B) Children can learn to bear pain.
(C) They become ill less often.
(D) They can study harder.

49. Where does this benefit come from?

(A) Elementary children grow up faster than other 
children.

(B) They receive positive messages from their 
teachers.

(C) The children have stronger muscles.
(D) The bottoms of their feet are stimulated by 

walking on the ground.

50. When can the children wear shoes?

(A) On their way to school
(B) When it is cold
(C) When they go outside to play
(D) When their feet get dirty

45. What kind of meeting is this?

(A) An explanation meeting of the bank to new 
customers

(B) A ceremony for new workers
(C) A report meeting for shareholders
(D) An orientation for future investors

46. How has business been in recent years?

(A) The bank has made financial losses.
(B) Business has been weak.
(C) Business has been strong.
(D) Business has been similar to average years.

47. How does the speaker predict the bank’s 
business in the future?

(A) The bank may continue making losses then 
recover.

(B) The bank will never make a loss.
(C) Making profits will be very difficult.
(D) The bank will start making bigger profits.

Reading Section

PART 5

▲

Select the best answer to complete each sentence.

51. The project leader was pleased to see the report 
showing that our department ------- business 
performance in the last quarter.

(A) won’t improve  (B) had improved  
(C) would have improved  
(D) might have improved

52. A general rule is ------- you start, the better your 
chances of collecting the debt. 

(A) early  (B) an early  
(C) the earlier  (D) the earliest

53. After a long discussion, I ------- help but agree 
with their observation on the fundamental 
problems of education in the district.

(A) could  (B) could not  
(C) should  (D) should not

54. Fluorescent lamps are much more energy efficient 
than old-style light bulbs, typically using 75 
percent ------- energy.

(A) much  (B) more  (C) fewer  (D) less

55. We have agreed ------- trial models at the oversea 
factory to check the quality and design.

(A) make  (B) to make  (C) made (D) making

56. I have no idea why James avoided  ------- us after 
the annual general meeting next month.

(A) meet  (B) to meet  (C) met  (D) meeting

57. According to the report, Southeast Asian Nations 
experienced impressive economic ------- in the 
1980s and 1990s.

(A) develop  (B) development  
(C) developmental  (D) developer

58. The club team has been dropped from next year’s 
A-League competition ------- financial problems.

(A) because of  (B) at least  (C) so far  (D) of all

59. You look sick so please take the rest of your 
afternoon -------.

(A) in  (B) out  (C) on  (D) off

60. One of the most prominent landmarks ------- the 
beautiful Old Stone Church which was built in late 
eighteenth century.

(A) is  (B) are  (C) has  (D) have

61. International Outdoor Trade Fair 2012 will be 
cancelled if it -------.

(A) rain  (B) rains  (C) will rain  (D) has rained

62. All the students ------- to learn about animals they 
had never heard of before.  

(A) excited  (B) were exiting  
(C) were excited  (D) have excited 
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67. I forgot to update the latest version of the 
software on my PC and I ------- reinstall the whole 
system from the DVD disk last night.

(A) have to  (B) had to  
(C) have had to  (D) will have to

68. In that case you can either replace ------- return 
the goods to the retailer you purchased it.

(A) and  (B) or  (C) but  (D) if

69. You can find two hard disks in the box: ------- of 
them can act as a backup disk. 

(A) some  (B) many  (C) a few  (D) either

70. Our teacher takes attendance ------- we are 
completing a review quiz.

(A) when  (B) while  (C) during  (D) whose 

63. Graduation from junior high is not quite as life 
changing ------- college graduation ― but some 
students don’t want to miss out on that.

(A) or  (B) as  (C) than  (D) if 

64. Holiday gifts generate a lot of waste ------- all the 
wrapping paper and boxes that are thrown away.

(A) though  (B) instead of  
(C) because  (D) because of

65. Without your assistance, I could not ------- my 
yesterday’s presentation sufficiently to make it 
understandable and persuasive.

(A) simplify  (B) have simplified  
(C) have had simplified  (D) simplification

66. If you are not happy with your purchase for any 
reason, we ------- 100% of your purchase 
including shipping within 30 days of your 
purchase.

(A) will refund  (B) would refund  
(C) have refunded  (D) would have refunded

PART 6

▲

Select the best answer to complete the text.

Questions	71-73 refer to the following website.

On-line access is becoming easier thanks to the spread of Internet cafes across the country. On-line banking 
is the ------- in the series of Internet services for financial purposes. According to research, the Internet is 

		71. (A) same

							 (B) former

							 (C) last

							 (D) latest

more important for financial services than other kinds of business.

On-line banking is changing the banking industry and how people use banks. It is ------- necessary to go 

																																																																																																													72. (A) clearly

																																																																																																																		 (B) technically

																																																																																																																		 (C) no longer

																																																																																																																		 (D) at last

into a branch to take out money or to find out how much money is in your account. All transactions are 
processed on-line without any contact with the branch. Internet banking is quickly becoming a service that 
is necessary rather than useful. As a result, in many countries Internet banking is now ------- of a norm than 

																																																																																																																			73. (A) many

																																																																																																																								 (B) more

																																																																																																																								 (C) most

																																																																																																																								 (D) less

an exception since it is the cheapest way of providing banking services.
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Questions	74-76 refer to the following article.

When you purchase or lease a copier from a dealer, you will need to plan your maintenance for your copy 
machine, ------- for routine servicing and emergencies. 

								74. (A) both

													 (B) not only

													 (C) whether

													 (D) as long as

Maintenance contracts are usually based on the number of copies made in a certain period. These 
contracts cover the costs of parts and labor for repairing your copier. However, the definition of parts 
depends on your contract. Replacement parts that suddenly break during use, ------- parts that gradually 

																																																																																																									75. (A) in spite of

																																																																																																														 (B) even if

																																																																																																														 (C) as well as

																																																																																																														 (D) but also

wear out, are normally covered.

The cost of consumable items such as paper and toner are normally not covered. However, parts such as 
the copier drum may be considered either replacement or consumable parts in your contract. For 
emergency repairs, make sure to find out if these costs are included in your contract or whether you have to 
pay for them. -------, make sure to get a commitment for how quickly the repair can be done and whether 

														76. (A) As a result

																			 (B) Also

																			 (C) To the contrary

																			 (D) Unfortunately

it is a 24-hour service.

PART 7

▲

Read the texts and select the best answer for each question.

Questions	77-78 refer to the following advertisement.

Use checks carefully to avoid bank charges

Insufficient Bank Balance: If you write a check to pay a debt, ensure that your bank account balance is 

enough to cover the amount of the check. If not, the check may be cancelled. In this case, the bank will 

charge you a $25 fee. If you write a check for less than this, the fee will not be more than this amount. 

Refused checks from your credit account: If you write a check to pay a debt from your credit card 

account using a check, and this exceeds your credit limit, the check will be refused and you will be charged a 

$25 fee. If the check is for less than $25, the fee will not be more than this amount.
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77. In what situation will the bank charge its 
customers a fee?

(A) Whenever they write a check
(B) Whenever the bank account balance is less 

than $25
(C) If the customer writes a check for less than 

$25
(D) If the check is more than the balance of the 

bank account

Questions	79-81 refer to the following article.

MarketingGraphs.com is a service which presents up-to-date business data to marketing professionals. 
These are delivered in the form of graphs, charts and Excel documents. Our data is collected from reliable 
business sources in the marketing field. More than 50 different data sets are continuously tracked at www.
marketinggraphs.com. In this way, the latest information is published every day on our website. Our journal 
Graphs Journal summarizes essential marketing data over a three-month period for a convenient method to 
understand recent business trends.

The information is all ready to use, and can be downloaded or formatted to match your marketing goals. 
You are free to share the data used in presentations or slides with your colleagues and business partners, 
but please show the credits to our data research partners SourceQuest who provide the source data.

78. How much will you be charged if you pay a debt 
of $20 when you have $10 in your bank account?

(A) $10
(B) $20
(C) $25
(D) $45

81. Are there any conditions how companies can use 
the data?

(A) There are no conditions, but the companies 
must be able to format the data.

(B) Only companies which are involved in 
marketing may access the data.

(C) There are no conditions connected with using 
the data.

(D) If the data is shared, SourceQuest must be 
acknowledged.

79. What service is provided by MarketingGraphs.
com?

(A) Latest business data which is supplied to 
newspapers and magazines

(B) A variety of information which is useful for 
companies who want to advertise

(C) Information for business people who want to 
set up their own company

(D) A survey of business trends four times a year

80. How often does MarketingGraphs.com update 
their data?

(A) Every day
(B) Every week
(C) Every month
(D) Every three months 



62

Questions	82-83 refer to the following article.

Nutrition from whole food vs. nutrition from vitamins and supplements

To build and maintain a healthy body, there is nothing better or more acceptable to the human body than 
nutrient-rich, whole foods in their balanced, natural state. Garden of  Perfect Food is a new standard in 
whole food nutrition offering products that have not been processed.

Many people who take vitamins or other food supplements wonder if  they should also take additional 
nutrition from vegetables, fruits and other sources. The answer is yes! The advantage of  whole foods is 
that they provide vitamins and minerals in a natural, healthy way. Specifically, all of  the naturally 
occurring ingredients are in their original state. So they contain hundreds, and maybe even thousands, of  
nutrients including some that are still unknown to science. Of  course, these unknown ingredients have 
never been isolated so they cannot be included in a vitamin / mineral supplement. In this way, whole foods 
contain complete nutritional complexes, and the human body is able to recognize these as food. It can 
easily take what it needs and reject what it doesn’t need. This process is called “selective absorption”. In 
other words, the body can absorb only what it needs from the food.

However, most vitamin and mineral supplements are made from isolated, or artificial sources. This leaves 
your body with no choice but to process these incomplete substances. In turn, this can easily create 
nutritional imbalances and even leaves toxins in your body.

82. Compared to supplements and vitamins, why are 
whole foods better?

(A) Whole foods are better because they are 
cheaper.

(B) Whole foods contain additional sources of 
nutrition that supplements and vitamins do not.

(C) Supplements and vitamins are not made from 
natural sources so they are less healthy.

(D) Whole foods contain a higher percentage of 
vitamins.

83. What sort of products does Garden of Perfect 
Food probably make?

(A) Supplements made only from whole, natural 
foods

(B) A range of vitamins that are completely 
nutritious for people

(C) Vegetable, grain and fruit based foods 
(D) Meat products

Questions	84-86 refer to the following email.

From: Christina Leather <chrisl@xyz.com>

To: Steve Kern <SteveK@email.com>

Date: 2012/11/12 13:20

Subject: Reminder of the payment

Dear Mr. Steve Kern

This is a friendly reminder that your account #38010366 has an overdue payment of $234.00. Perhaps you 
overlooked the due date of Oct. 31, 2012.

We would appreciate your payment of this amount as soon as possible. If this email and your payment have 
crossed, we thank you and apologize for any inconvenience.

If you want to discuss your account, please call us Monday through Friday, 8 a.m. to 5 p.m., at 619-555-5555. 
You can also reach us by email at chrisl@xyz.com.

Sincerely yours,
Christina Leather
MLH Exterior Co. Ltd.
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86. What should the recipient of the email do 
immediately?

(A) Discuss the payment with the customer
(B) Send email by Oct. 31
(C) Apologize Steve for the delay
(D) Remit the amount due

84. What is the purpose of the email?

(A) Seasonal greeting
(B) A written request for the information
(C) Informing unpaid balance
(D) Reminding a limited offer

85. How can the recipient get in touch with the 
company?

(A) Send email at chrisl@xyz.com
(B) Visit the office on Sunday
(C) Call Steve during the office hours
(D) Pay $234 to the company

Questions	87-90 refer to the following short report and graphs.

87. Probably how do companies use social networks?

(A) They try to get people to buy goods online.
(B) They send publicity about themselves to 

existing and potential customers.
(C) Social networks are a useful way to keep in 

contact with old friends.
(D) It is useful to gather business ideas from 

people from the internet.

88. Which of the following statements is true? 

(A) Many companies are going to shift emphasis 
from email to social networks.

(B) Email is and always will be the most useful 
form of corporate communication.

(C) A majority of companies think that social 
networks are important to business.

(D) Social networks are good for communication 
but not so useful for business.

Social-media	spending	a	realistic	goal

In recent years, with the explosion in popularity 
of on-line social networks, it has become a 
priority for the marketing departments of many 
companies to set-up a corporate presence on 
these media sites. According to the “2010 Media 
Planning Study” ,  in  2010 near ly  60% of 
companies are planning to include spending on 
social networks fees in their marketing budget 
for the following year. This means that after email 
marketing, social networks are now the second 
most popular form of corporate communication. 
57.5% of companies surveyed said they would 
ideally plan to use social networks, and 56.3% 
realistically plan to use them as part of their 
business strategy for the following year. 

Plan to include spending on social networks fees in their 

marketing budget for the following year? 

Realistically plan to use social networks as part of their 

business strategy for the following year?

No
15.1%

Not sure
27.4%

Yes
57.5%

No
26.3%

Not sure
17.4%

Yes
56.3%

89. How much of companies regard social networks 
fees as marketing budget?

(A) About 15%
(B) About 17%
(C) About 56%
(D) About 58%

90. How much of companies will probably use social 
networks to expand their business opportunities?

(A) More than a half
(B) Less than a quarter
(C) Less than a 55%
(D) More than 85%
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Questions	91-95 refer to the following two advertisements.

Delicious-Restaurants.com’s e-Gift Cards

The perfect on-line gift. So quick!

The e-Gift Card from Delicious-Restaurants.com is an ideal gift for busy people who do not have time to go 
shopping. You can choose a gift card worth $25, $50, $75, or $100. Next, you can select the design, write a 
personal note, and your e-Gift card will be ready to send by e-mail. The person you send it to can use the card 
online and can pick from over 18,000 restaurants across the country. Giving a gift is so easy for you and delicious 
for them.

Delicious-Restaurants.com also makes it easy to buy and send restaurant gift cards online at discounted prices. Our 
cards can be e-mailed instantly after you enter your message. If you forget a birthday, anniversary or special 
occasion, giving the perfect gift is easy when you send an e-Gift Card (they have no time limit) from Delicious-
Restaurants.com.

Many bargain options are available

Our restaurant e-Gift Cards give you much more than the price you pay for them. If you buy the e-Gift Card worth 
$25, you only pay $15. The $50 card costs $25, the $75 card costs $35, and the $100 card costs just $40. The 
more expensive the card you choose, the more you can eat. Yes, you, your family, friends can get $100 worth of 
food and drink from one of our thousands of restaurants for only $40.

Delicious-Restaurants.com’s Gift Cards

The perfect Gift on special occasions. Deliver for free!

From birthdays to Christmas to all of the gift-giving occasions, Delicious-Restaurants.com’s Gift Cards are perfect 
presents for your loved one. Gifting never tasted so good! Choose a $25, $50, $75, or $100 gift card and have 
it delivered to their door. Restaurant gift cards can be shipped free via U.S. mail. Make it personal with your 
favorite image, as well as a special message. 

What makes Restaurant.com gift cards so unique? 

Not only you can select from hundreds of presented designs messages but you can add your personal picture or 
photo to the card, as well as messages. It is quite easy – just uploading your favorite image file from your PC, then, 
editing or typing your message online. Giving the gift of dining out has never been easier with restaurant gift card 
from Delicious-Restaurants.com. Recipient can use it at thousands of participating restaurants nationwide.  

Our restaurant Gift Cards give you much more than the price you pay for them. If you buy the Gift Card worth 
$25, you only pay $20. The $50 card costs $30, the $75 card costs $40, and the $100 card costs just $45. Yes, 
you, your family, friends can get $100 worth of food and drink from one of our thousands of restaurants for only 
$45.

If you order more than three Gift card and have them delivered within six months, you can get one e-Gift card 
valued of $25.
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91. What is the most useful advantage of using e-Gift 
Card?

(A) You can buy the gift card online.
(B) You can send the gift card by e-mail instantly.
(C) The people who use the card don’t have to 

wait in line at restaurants.
(D) People who are too busy to cook can eat in 

delicious restaurants.

92. Which of the following statements is true for e-Gift 
Card?

(A) The more expensive the gift card, the better 
value it is.

(B) If you buy a $40 gift card you can eat food 
worth $140. 

(C) A $15 gift card is only enough for one person 
to eat dinner.

(D) Gift cards from Delicious-restaurants.com 
cannot be used for family members.

93. What is the most unique advantage of using Gift 
Card?

(A) You can design the gift card by yourself.
(B) The gift card can be printed out to add a 

message.
(C) The recipient can edit the message online.
(D) There are so many restaurants where the cards 

can be used.

94. What is the major advantage of e-Gift Card 
against Gift Card?

(A) More money can be saved than Gift Card.
(B) You can add your favorite picture to the card.
(C) The more cards are ordered, the sooner they 

are delivered.
(D) The gift card can be sent to people whose 

e-mail you don’t know.

95. Which of the following is true for both e-Gift Card 
and Gift Card?

(A) You can customize message on the card.
(B) If you order more than three cards, you can get 

a free card.
(C) Your photo can be used on the card.
(D) The cards are shipped free via U.S. mail.
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99. Probably, who is Susan?

(A) A colleague
(B) A friend of Paul Simmons
(C) The partner of Robert
(D) The chairperson of DEX Company

100. Who will not able to be coming to the party?

(A) Nick and Robert
(B) Paul and Suzan
(C) Suzan and Robert
(D) Paul and Nick

96. What is this email invitation concerning?

(A) A year-end party
(B) A graduation party
(C) A send off party
(D) A retirement party

97. How many locations will the party be held at?

(A) One
(B) Two
(C) Three 
(D) Four

98. What does Nick request party attendees to do?

(A) Dress formally
(B) Not come by car
(C) Come in as few cars as possible
(D) Not come with partners

Questions	96-100 refer to the following two emails.

To: Recipient Suppressed

From: Nick Young

Date: July 27

Subject: Farewell Party for Paul

To: Nick Young

From: Robert Evans

Date: July 30

Subject: Re: Farewell Party for Paul

Colleagues and valued clients,

Paul Simmons is leaving DEX Company after 17 years of continuous hard work. Please join us for the farewell 
party for him on August 18 in expressing our best wishes for the future. 

There will be cocktails at Lakeside Country Club at 7pm then dinner at Terracotta Restaurant from 8pm. There 
is parking space for only 50 vehicles. If you are planning to drive, try to share cars with colleagues if possible. 
Dress: smart or casual.

Please advise before August 15 if you are coming.

Thank you.
Nick

Nick,

Thank you for the invitation to Paul’s Farewell Party on August 18th.

Unfortunately, Susan is going into hospital for the week before so we’ll not be able to attend. 

I certainly wish we could come. Please pass on our apologies to Paul for not being able to come and send him 
our best wishes for the future. We are sure that he will achieve another great success at the new company.

Sincerely,
Robert 
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解答・スクリプト・訳A HALF-SIZE TOEIC® TEST

Listening Section

PART 1

解答

1. (C)　2. (A)　3. (D)　4. (A)　5. (B)

1.
スクリプト

(A) All the people are wearing glasses.

(B) The conference is over.

(C) The room is full of people.

(D) The women are standing on the chairs.

訳

(A) 全員眼鏡をかけている。

(B) 会議は終了した。

(C) 部屋は人でいっぱいだ。

(D) 女性たちが椅子の上に立っている。

ポイント

be full of ～（～でいっぱいである）。「すべての人」が眼
鏡をかけているわけではないので、(A)のall the people
は不可。

2.
スクリプト

(A) Some food is on sale at a stall.

(B) The boy is selling some bread.

(C) The woman is eating pizza.

(D) They are looking out the window.

訳

(A) 屋台で食べ物が売られている。

(B) 少年がパンを売っている。

(C) 女性がピザを食べている。

(D) 彼らは窓の外を見ている。

ポイント

on saleには「特売で、セールで」という意味もあるが、
ここでは「売りに出された」という意味で使われている。
stall（露店、売店）。

3.
スクリプト

(A) The shops are very crowded.

(B) The women are talking in the car.

(C) They are walking in the dark.

(D) Two people are walking side by side.

訳

(A) 店はとても混んでいる。

(B) 女性たちが車の中で話している。

(C) 彼らは暗い中を歩いている。

(D) ふたりの人が横に並んで歩いている。

ポイント

店の中や車の中の様子は分からないので (A)(B)は不可。
side by side（並んでいる、隣り合って）。

4.
スクリプト

(A) They are walking in the same direction.

(B) The people are busy with their work.

(C) No one has brought their bag.

(D) A lot of people are working in this building. 

訳

(A) 彼らは同じ方向に向かって歩いている。

(B) 人々は仕事で忙しい。

(C) かばんを持ってきた人はいない。

(D) 多くの人がこのビルで働いている。

ポイント

in the same direction（同じ方向に）。このビルでたくさ
んの人が働いているかどうかは判断できないので、(D)は
不可。

5.	
スクリプト

(A) Nothing is on top of the fridge.

(B) The fridge is on the right side of the picture.

(C) The sink is full of dirty dishes.

(D) The woman is making breakfast. 

訳

(A) 冷蔵庫の上には何もない。

(B) 冷蔵庫は写真の右側にある。

(C) 流しは汚れた皿でいっぱいだ。

(D) 女性が朝食を作っている。

ポイント

「冷蔵庫」は refrigeratorと言うが、短く fridgeと言うこ
とも多い。sink（流し）、on the right side of ～（～の右
側に）。
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(C) いいえ、彼はパーティに招待されませんでした。

ポイント

Can you ...?という質問にYesかNoで答えるとは限らな
い。「手伝ってもらえませんか？」という問いに対して、
手伝えない理由を答えることもある。inventory（在庫品、
棚卸し）。

9.	
スクリプト

Do you remember where we met last time?

(A) Last summer.

(B) At your daughter’s wedding.

(C) I won’t forget to call you.

訳

最後にどこで会ったか覚えていますか？
(A) 去年の夏。
(B)あなたのお嬢さんの結婚式で。
(C) 忘れずにあなたに電話をします。

ポイント

「どこで会ったか覚えていますか？」という問いなので、
場所を答えるのが適切。rememberとだけ聞いて forget
を選ぶことのないように注意。

10.	
スクリプト

When will they fill the open position?

(A) As soon as possible.

(B) Since he left the office.

(C) At the opening position.

訳

彼らはいつ空いたポストを埋めるのでしょうか？
(A) できるだけ早く。
(B) 彼がオフィスを去って以来。
(C) 空いた役職で。

ポイント

「いつ～するでしょうか？」という未来形の質問なので、
(B) Since he left the office.（彼がオフィスを去って以来）
のように過去形で答えるのは不可。時間を尋ねているの
に、(C) At the opening position.（空いた役職で）とい
う答えでは話がかみ合わない。

11.	
スクリプト

Will it be possible to reach the venue before noon?

(A) If you take a taxi from the airport.

(B) The guidebook says it is a beautiful building.

(C) I just missed the deadline.

訳

正午前に会場に着くことは可能でしょうか？
(A) 空港からタクシーに乗れば。

PART 2
解答

6. (B)　7. (A) 　8. (B)　9. (B)　10. (A)　11. (A)　12. (B)
13. (A)　14. (B)　15. (C)　16. (A)　17. (C)　18. (B)　
19. (C)　20. (A)

6.
スクリプト

Who is assigned to work in the new branch office?

(A) From next month.

(B) Me and Betty.

(C) It’s on the seventh floor.

訳

誰が新しい支社に配属されるのですか？
(A) 来月からです。
(B) 私とベティです。
(C) ７階です。

ポイント

Who is ...?（誰が…か？）という問いなので (A)「来月か
ら」や (C)「７階です」ではおかしい。

7.
スクリプト

What happened to your neck?

(A) I suffered a sports injury.

(B) Last night.

(C) At the municipal hall.

訳

首、どうしたの？
(A) 運動して痛めたんだ。
(B) 昨夜。
(C) 市民会館で。

ポイント

質問の最初の語句に注意。What happened ...?（何が起
きたか？）という問いなので、時間や場所だけでは答え
にならない。

8.
スクリプト

Can you assist Mr. Goldman with the inventory count?

(A) Yes, he is very helpful.

(B) Unfortunately, I have to go to the meeting.

(C) No, he wasn’t invited to the party.

訳

ゴールドマンさんの在庫確認の手伝いをしてもらえませ
んか？

(A) はい、彼はとても役に立ちます。
(B) すみませんが、会議に行かなければならないの
で。
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(A) 約１時間かかるでしょう。
(B) タクシーに乗ることをお勧めします。
(C) 動物園は７時に閉まるでしょう。

ポイント

動物園へ行く方法を尋ねているので、(A)の所要時間や
(C)の閉園時間を答えたのでは話が合わない。

15.
スクリプト

It would be nice if you could book a room for under 
$100.

(A) It usually costs $50 per night.

(B) Did you make a reservation?

(C) Leave it to me. We’ll see to it.

訳

 100ドル以下で部屋を予約できるとよいのですが。
(A) 通常１泊50ドルです。
(B) 予約しましたか？
(C) まかせてください。そのように手配します。

ポイント

see to itは「取り計らう、手配する」という意味。「100 
ドル以下で部屋を予約できるとよいが」と言っている人
に対して、「そのように手配します」と返事することは、
言い換えると「希望通りの値段で予約する」ということ。

16.
スクリプト

Aren’t you going out for a concert tonight?

(A) It was cancelled due to the thunderstorm.

(B) It was the first time in five years.

(C) It seems all right to me.

訳

今夜はコンサートに行くんじゃないの？
(A) 雷雨で中止になりました。
(B) それは５年ぶりでした。
(C) 私はそれでかまいません。

ポイント

Aren’t you going ...?は「行かないのですか？」という意
味。答え方はAre you going ...?と同じで、「行く」とい
う肯定の場合はYes、「行かない」という否定の場合は
Noで答える。選択肢にはYes/Noの答えがないので、「中
止になった（だから行かない）」という (A)を選ぶ。

17.
スクリプト

You must be exhausted after a tough business trip. 

(A) Yes, I will have to stay all night.

(B) Yes, I went on a business trip.

(C) Yes, I need a full night’s sleep.

(B) ガイドブックには、それは美しい建物だと書いて
あります。

(C) 締め切りに間に合いませんでした。

ポイント

Will it be ...?で始まる問いだが、Yes/Noの答えは選択肢
にない。「タクシーに乗れば、正午前に着くことが可能」
と い う 内 容 か ら 判 断 す る。venue（ 会 場、 開 催 地 ）、
deadline（締め切り）。

12.
スクリプト

It snowed a lot in the mountains this winter, didn’t it?

(A) I have never climbed the mountain.

(B) Nobody forecast such heavy snow. 

(C) No one can answer that question.

訳

今年の冬は山間部で雪がたくさん降りましたね。
(A) 山登りをしたことはありません。
(B) 誰もそれほどの豪雪を予想していませんでした。
(C) その質問に答えられる人はいません。

ポイント

..., didn’t it?という付加疑問文。付加疑問文にはYes/No
で答える場合もあるが、選択肢にはない。質問ではsnow
は動詞「雪が降る」、(B)のheavy snowは名詞「豪雪」。

13.
スクリプト

Why is Ms. Green in a good mood today?

(A) Her proposal has been adopted. 

(B) She comes to the office early every day.

(C) She took the wrong train.

訳

グリーンさんはなぜ今日機嫌がよいのですか？
(A) 彼女の提案が採用されました。
(B) 彼女は毎日早くオフィスに来ます。
(C) 彼女は乗る電車を間違えました。

ポイント

(C)の take the wrong trainは「乗る電車を間違えた」と
いう意味。これが機嫌のよい理由ということは考えられ
ない。「彼女にとってよいことが起きた」と考える。

14.
スクリプト

Could you tell me how to get to the zoo?

(A) It will take about an hour.

(B) I recommend you take a taxi.

(C) The zoo will close at seven.

訳

 動物園への行き方を教えてくれませんか？
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(A) I wish I could come.

(B) I met you at the party last night.

(C) I should have come.

訳

今夜のパーティに参加しませんか？
(A) 行けたらよいのですが（行けません）。
(B) 私は昨夜パーティであなたに会いました。
(C) 私は行くべきだったのに。

ポイント

(A)の I wish I could come.は I wish I could come to the 
party tonight.を短くしたもの。「パーティに来ないか？」
と誘っている相手に「行けたらよいのだが、行けない」
と答える仮定法の文。

PART 3 
解答

21. （A）　22. (A)　23. (C) 

スクリプト

Woman: Excuse me. May I get the bill please?

Man: Of course, madam.  

Woman: I would like to ask one question. I do not 
know the custom of how much money to t ip in 
America. 

Man: Well, if you are satisfied with the service you 
received, it is usual to leave around 15% of your bill.

Woman: Thank you. I have heard that if you don’t 
leave enough the waiters might get angry. 

Man: Well, it is true some might. Tips are considered 
as part of our salary. 

訳

女性：すみません。お勘定をお願いします。

男性：承知いたしました。

女性：ひとつお聞きしたいのですが。アメリカではいく
らチップを支払えばよいのか分からないのです。

男性：そうですか、もしサービスにご満足いただけた場
合、通常は勘定書の15％程度です。

女性：ありがとうございます。十分支払わないと、ウエ
イターが怒るかもしれないと聞いたもので。

男性：はい、確かにそういう場合もございます。チップ
は我々の給料の一部と考えられていますので。

21. この人たちはどこで話していますか？
(A) レストランで
(B) ファストフード店で
(C) 屋外フェスティバルで
(D) 飛行機の中で

22. 勘定書が30ドルの場合、客は総額いくら払うべきで
すか？

(A) 34.5ドル

訳

あなたは大変な出張の後で疲れているに違いありません。 

(A) はい、一晩中起きていなければならないでしょ
う。

(B) はい、私は出張に行きました。
(C) はい、一晩ぐっすり寝る必要があります。

ポイント

出張に行ったことを知っている人に対して、(B)のように
「はい、出張に行きました」と答えるのは不自然。You 
must be exhausted ...（疲れているに違いない）と言わ
れ「一晩中起きていなければならないだろう」という (A)
も不可。

18.
スクリプト

How much does it cost to join a gym?

(A) The sooner the better.

(B) The cheapest one is $30 a month.

(C) My father has never joined a gym.

訳

スポーツクラブに入会するのにいくらかかりますか？
(A) 早ければ早いほどよいです。
(B) 最も安いもので１カ月30 ドルです。
(C) 私の父はスポーツクラブの会員になったことがあ
りません。

ポイント

gymはgymnasiumを短くしたもので「体育館」という
意味もあるが、ここでは「スポーツクラブ」という意味
で使われている。join a gym（スポーツクラブに入会す
る）。

19.	
スクリプト

There is a message from Ms. Parker.

(A) She will leave you a message.

(B) You should have taken a message.

(C) I’ll hear later.

訳

パーカーさんから伝言があります。
(A) 彼女はあなたに伝言を残すでしょう。
(B) あなたは伝言を聞いておくべきでした。
(C) 後で聞きます。

ポイント

「伝言があります」と言っている人に、(A)の「これから
伝言を残すでしょう」や、(B)の「伝言を聞いておくべき
だったのに（聞かなかった）」では話が合わない。

20.
スクリプト

Why don’t you join the party tonight?
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必要のところが、今なら３万マイルのみになっています。
ですからあなたと奥様、そしてもうひとりお子様が無料
となります。

男性：それは非常にありがたい。自分だけが無料で行け
ると思っていました。

女性：はい、常に我が社のホームページで特別割引をチ
ェックしていただくとよろしいかと思います。

24. 男性は何人分のマイレージを使うつもりでしたか？
(A) 全員分にマイレージを使う
(B) 彼自身の分だけにマイレージを使う
(C) 妻と子どもたちの分にマイレージを使う
(D) 子どもたちの分だけにマイレージを使う

25. 彼は何マイル分使うつもりですか？
(A) ３万マイル
(B) ６万マイル
(C) ９万マイル
(D) 12万マイル

26. 女性は男性に何をするように勧めていますか？
(A) マイレージをもっとためる
(B) ニューヨークへ一緒に行く家族はあとふたりだけ
にする

(C) 航空会社のホームページで旅行割引情報をチェッ
クする

(D) 彼ひとりでニューヨークへ行く

ポイント

24. 男性は現在マイレージが９万3000マイルたまってお
り、ニューヨークへ行くのに６万マイル必要だと思って
いたので、「自分だけが無料になるのだと思っていた」と
言っている。

25. 「通常６万マイル必要のところ今なら３万マイルでよ
い」ということなので、男性は自分と妻と子どもひとり
の３人分使えるということになる。その話を聞き、「あり
がたい」と言っているので男性が提案通り、３万マイル
×３人分で合計９万マイル使うつもりだと分かる。

26. 最後に女性が航空会社のホームページでキャンペー
ンの情報などをチェックすることを勧めている。この男
性はホームページをチェックしていなかったので、今回
の特別キャンペーンについて知らなかったということに
なる。worth –ingは「～する価値がある」という意味。

解答

27. (D)　28. (C)　29.	(B)   

スクリプト

Woman: Excuse me, I had this watch repaired here 
two weeks ago but it has stopped working again. 

Man: I see. Did you drop i t or bang i t against 
something?

Woman: No, nothing like that. In fact, I haven’t used it 
since it was returned to me. 

(B) 15ドル
(C) 4.5ドル
(D) 50ドル

23. もしチップを置かないとスタッフはなぜ怒るかもし
れないのですか？

(A) 彼らはいつも可能な限り一生懸命仕事をしている
から。

(B) 彼らの給料は生活するのに十分ではないから。
(C) チップは彼らの収入の一部であるから。
(D) 彼らは客がとてもケチだと思うから。

ポイント

21. bill（勘定書）、tip（チップ）、service（サービス）、
waiters（ウエイター）などの言葉から、これはレストラ
ンの客とウエイターの会話であると判断できる。一般的
にファストフード店、屋外フェスティバル、飛行機の中
ではチップは支払わない。

22. 会話の中で「サービスに満足した場合、勘定書の15
％程度のチップを支払う」と言っている。30ドルの15％、
つまり4.5ドルのチップを支払うことになるので合計では
34.5ドルになる。質問中の the total price（総額）という
語句を聞き逃さないように注意。

23. 会 話 の 最 後 で 男 性（ ウ エ イ タ ー） がTips are 
considered as part of our salary.（チップは我々の給料
の 一 部 と 考 え ら れ て い ま す ） と 言 っ て い る。(C)の
incomeは、salaryと同じ意味で使われている。

解答

24. (B)　25. (C)　26. (C)　

スクリプト

Man: I have 93,000 air miles and I would like to use 
them to visit New York.

Woman: May I see your frequent traveler card? Are 
you going with anyone else? 

Man: Yes, I am going with my wife and two children. 

Woman: Well, Trans-Pacific Airlines have a special 
offer now. Usually, you need 60,000 miles for each 
person, but now you only need 30,000 miles, so both 
you and your wife and one child can go for free. 

Man: That’s absolutely great. I thought only I would be 
able to travel for free. 

Woman: Yes, it is always worth checking our website 
on-line for special deals.

訳

男性：マイレージが9万3000マイルあるので、それを使
ってニューヨークへ行きたいのですが。

女性：あなたのマイレージカードを見せていただけます
か？ どなたかとご一緒する予定ですか？ 

男性：はい、妻と子どもふたりと一緒に行く予定です。

女性：それでしたら、現在トランスパシフィック航空で
は特別キャンペーンを実施しています。通常６万マイル
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は保証期間内に無償で修理をすることが可能だという意
味。ただし、「上司に確認させてください」と言っている
ので、(B)の「おそらく、支払わなくてよい」が最適。

解答

30. (D)　31. (D)　32. (B)   

スクリプト

Man: Good morning, this is Alan Johnson from 
Premier Investments. I am calling about your pension 
savings plan.

Woman: Thank you. How is my investment going?

Man: It’s up 3% this year. But we have not been able 
to collect the last two payments from your credit card 
account.

Woman: I hadn’t noticed that. What happened?

Man: Usually, this happens when your credit card 
expires. The new card should have a new number.

Woman: Yes, I received a new credit card so I will 
send the new number by email. 

Man: Please do it soon since you may be charged a 
fee if you don’t pay on time every month. 

訳

男性：おはようございます。プレミアインベストメンツ
のアラン・ジョンソンと申します。お客様の年金セービ
ングプランについてお電話しております。

女性：ありがとうございます。私の投資はどうなってい
ますか?

男性：今年は３％、アップしました。しかしながら、こ
こ２カ月間のお支払いが、クレジットカード口座からお
引き落としできませんでした。

女性：気付きませんでした。何が起こったのですか?

男性：通常ですと、クレジットカードの有効期限が切れ
るとこのようなことが起こります。新しいカードは番号
も新しくなりますので。

女性：はい、新しいカードは受け取りましたので、Eメ
ールで新しい番号を連絡します。

男性：お急ぎください、毎月期日にお支払いいただけま
せんと、追加料金が加算される可能性があります。

30. なぜアラン・ジョンソンは彼の顧客に電話をしたの
ですか？

(A) 彼は彼女に年金プランの月々の支払いを増やして
ほしいと思っている。

(B) 客の年金プランの価値が下がっている。
(C) 新しいプランを彼女に売りたいと思っている。
(D) 彼女に未払い分について知らせる必要がある。

31. この問題の原因は何でしたか？
(A) 客の口座に十分なお金がなかった。
(B) 客の口座が閉じられていた。
(C) 客が期日に支払いをするのを忘れた。

Man: Do you have your three-month repair guarantee?

Woman: Actually, I cannot find it. I was hoping that 
you would have a record of the fact that you repaired it 
for me. 

Man: I do remember you coming in. I don’t think it 
should be a problem but let me confirm that with my 
boss.

訳

女性：すみません、こちらで２週間前にこの時計を直し
てもらったのですが、また止まってしまいました。

男性：分かりました。それを落としたり何かにぶつけた
りされましたか？

女性：いいえ、そういうことはありません。実際、修理
から戻って以来使っていませんので。

男性：３カ月間の修理保証書はお持ちですか？

女性：実は、それが見当たらないのです。こちらに修理
の記録が残っていたらよいのですが。

男性：お客様が来られたことは確かに覚えています。問
題ないと思いますが、上司に確認させてください。

27. 客は何のためにその店に来たのですか？
(A) 新しい時計を買いたい。
(B) 壊してしまったので、同じタイプのものと交換し
たい。

(C) 店から新しい保証書をもらいたい。
(D) 時計をもう一度修理してほしい。

28. この客の保証書はどうなったのですか？
(A) 期限が切れた。
(B) それは別の時計のものだ。
(C) 失くしてしまった。
(D) 店から保証書をもらわなかった。

29. この女性は時計の修理費用を支払わなければならな
いでしょうか？

(A) おそらく、支払わなければならない。
(B) おそらく、支払わなくてよい。
(C) はい、確実に支払わなければならない。
(D) いいえ、確実に支払わなくてよい。

ポイント

27. 会話の最初で I had this watch repaired here ... but 
it has stopped working again.（こちらでこの時計を修
理してもらったのですが、…また止まってしまいました）
と言っていることから、再度修理の依頼に来たと分かる。

28. 保証書についてはActually, I cannot find it.（実は、
それが見当たらないのです）と言っている。見つからな
い→失くした、と考えられる。２週間前に修理に出して
いて、それから３カ月間の保証が付いているということ
なので、(A)の「期限が切れた」は不可。

29. 店員はこの客のことを覚えているので、保証書がな
くても修理することに対して、I don’t think it should be 
a problem.（問題ないと思います）と言っている。これ



73

女性：でも、夏休みの計画のためにもっとお金が必要な
のです。

男性：理由はどうであれ、これらの規則は国が決めたも
のです。７月と８月の間はあなたの研究に集中したほう
がよいですよ。

女性：分かりました。そのとおりですね。それなら、休
みの計画は取りやめます。

33. 学生は何を知りたいのですか？
(A) 奨学金を受け取りながら、アルバイトができるの
か

(B) 働く時間を増やすことができるのか
(C) 夏休みを取ることが許可されるのか
(D) 夏休みに母国に帰ることができるのか

34. 男性は何と答えていますか？
(A) 規則は大学決めたものではないので、どうするこ
ともできない。

(B) 奨学金をもらっている留学生が許可されているの
は、勉強だけだ。

(C) 例外が認められるかもしれない。
(D) 彼女の要求は、夏休みに勉強した後に認められる
かもしれない。

35. 学生はどうするつもりですか？
(A) 母国に帰る。
(B) 月に30時間働く。
(C) 男性のアドバイスに従う。
(D) 大学を退学する。

ポイント

33. この学生は、「奨学金の規則で月に20時間までしか
働けない」と言っている。これではお金が足りないとい
うことで、「もっと働く時間を増やしたい」ため、そのこ
とを質問している。

34. the rules about this are very strict ...（これに関す
る規則はとても厳しいものになっています）、Whatever 
the reason may be, these rules are set by the 
government.（理由はどうであれ、これらの規則は国が
決めたものです）ということから、「大学側では例外を認
められない」と分かる。

35. 学生が最後に I see. You are probably right. In that 
case, I’ll drop my vacation plans.（分かりました。その
とおりですね。それなら、休みの計画は取りやめます）
と言っている。これは男性のアドバイスに従い、夏休み
は勉強に専念するということ。

PART 4    
解答

36.	(A)　37. (B)　38. (D)   

スクリプト

This is an announcement for customers visiting our 
store. We would like to remind you of the danger of 
pickpockets. As you shop, be sure not to leave your 

(D) 客がプレミアインベストメンツに新しいクレジッ
トカードの番号を連絡しなかった。

32. 彼女が新しい詳細を連絡しないとどうなりますか？
(A) 年金が取り消されるかもしれない。
(B) 追加料金を支払わなければならないかもしれな
い。

(C) 年金は翌年３％上がらないだろう。
(D) 年金が全額彼女に返されるだろう。

ポイント

30. 最初に I am calling about your pension saving plan.
（お客様の年金セービングプランについてお電話しており
ます）と言っており、その次にwe have not been able 
to collect the last two payments from your credit card 
account（ここ２カ月間のお支払いが、クレジットカー
ド口座からお引き落としできませんでした）と説明して
いる。

31. この女性は期日に（on time）支払いをすることを忘
れていたのではない。毎月クレジットカードで引き落と
されていたが、「カードが新しくなったため番号も変わ
り、その連絡をしていなかったため引き落としができな
かった」と話している。

32. you may be charged a fee if you don’t pay on time 
every month（毎月期日にお支払いただけませんと、追
加料金が加算されるかもしれません）と最後で話してい
る。これは「新しいクレジットカードの番号を連絡しな
いと引き落としができないので、追加料金が加算される」
ということ。

解答

33. (B)　34. (A)　35. (C)   

スクリプト

Woman: Excuse me. I have a question about earning 
money while I am studying. My scholarship rules say 
that I can only work up to 20 hours a month while I 
study. 

Man: Yes, the rules about this are very strict for 
international students. 

Woman: But, I need more money to plan my summer 
vacation. 

Man: Whatever the reason may be, these rules are set 
by the government. It may be better to concentrate on 
your research during July and August. 

Woman: I see. You are probably right. In that case, I’ll 
drop my vacation plans.

訳

女性：すみません。勉強しながらアルバイトをすること
について質問があります。私の奨学金の規則では、勉強
している間は月に20時間までしか働けないということで
すが。

男性：はい、これに関する規則は、留学生に関してはと
ても厳しいものになっています。
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the number of security personnel.（警備員の数を増や
した）である。

解答

39. (A)　40. (D)　41. (C)   

スクリプト

We have decided to start reforming our head office to 
update our corporate image. Since the building was 
constructed in the 1970s, it no longer matches our 
image as a dynamic, modern company. However, the 
reconstruction process will need much time. The first 
stage will be gathering at least three bids for each 
project. Please be reminded that business ethics are 
essential. You must never reveal information about the 
details of one bid to any other construction firm. In 
part icular, remember you should never accept 
invitations for dinner or drinks from anyone associated 
with the construction firms. 

訳

我が社のイメージ刷新のため、本社のリフォームを開始
することが決まりました。この建物は1970年代に建てら
れ、ダイナミックで現代的な会社という我が社のイメー
ジにはもはや合うものではありません。しかし、立て直
しの過程には非常に時間がかかります。まず最初に、そ
れぞれのプロジェクトに少なくとも３社の入札を集めま
す。企業倫理が重要であることを忘れないでください。
ひとつの入札に関する詳細な情報をほかの建設会社に決
して漏らさないでください。特に、建設会社の関係者か
ら、どのような接待も受けてはいけないことを忘れない
でください。

39. この会社は近い将来何をする予定ですか？
(A) もっと現代的に見えるように本社を建て直す
(B) 本社内の部屋の数を減らす
(C) 会社をよりダイナミックにする
(D) 建設業を始める

40. 話し手によると、何が非常に重要ですか？
(A) プロジェクトのコストを減らすために可能なこと
は何でもすること

(B) 会社のために伝統的なイメージを作り出すこと
(C) 会社の利益を増やすこと
(D) 正しい商慣行のルールに従うこと

41. 会社の従業員は何に気を付けるべきですか？
(A) 請負業者一社だけとよい関係を築く。
(B) どの建設会社にもほかの入札に関する詳細につい
て話す。

(C) ほかの入札に関するすべての情報を秘密にする。
(D) 特定の建設会社の社員だけと飲みに行かない。

ポイント

39. 第１文と第２文で「本社のリフォームをすることが
決まった」、「1970年代に建てられた本社が、ダイナミッ
クで現代的な会社というイメージにもはや合わない」と

handbag open or your wallet in your back pocket. This 
is especially dangerous when you bend over to pick 
up an item from a low shelf. It only takes a second for 
a professional thief to steal your valuables and even 
car keys. There have been such cases in recent 
weeks. We have employed additional security guards, 
but we must emphasize we cannot take responsibility 
for losses you suffer.

訳

我々の店にお越しいただいたお客様にお知らせいたしま
す。すりが多くなっておりますのでご注意ください。お
買い物中は、かばんを開けたままにしたり、財布を後ろ
ポケットに入れたままにしたりはしないでください。こ
れは下の棚から商品を取ろうとしてかがむ際に、特に危
険です。プロの泥棒はあなたの貴重品や車の鍵さえも瞬
時に盗んでしまいます。この数週間でそのような事件が
多く発生しております。我々は警備の人数を増やしまし
たが、誠に申し訳ありませんがお客様の損失についての
責任を負うことはできません。

36. このアナウンスは何に関するものですか？
(A) 泥棒に気をつけること
(B) お金を使いすぎないこと
(C) 車の中にお金を置いたままにしないこと
(D) 別の客が買ったものを盗まないこと

37. 客にとって最も危険なのはいつですか？
(A) 店に入ってすぐ
(B) 下の棚から商品を取ろうとするとき
(C) 支払いのためにお金を取り出すとき
(D) 車に戻る途中

38. この問題を防ぐために、店はどのような措置をとり
ましたか？

(A) 何もしていない。
(B) 防犯カメラを設置した。
(C) 照明の数を増やした。
(D) 警備員の数を増やした。

ポイント

36. これは店から客に対するアナウンスである。We 
would like to remind you of the danger of pickpockets.

（すりが多くなっておりますのでご注意ください）、It 
only takes a second for a professional thief to steal 
your valuables and even car keys.（プロの泥棒はあな
たの貴重品や車の鍵さえも瞬時に盗んでしまいます）な
どから、「泥棒に対する注意」を呼び掛けていることが分
かる。

37. 「後ろのポケットに財布を入れたままにしないでくだ
さい」と言った後で、This is especially dangerous 
when you bend over to pick up an item from a low 
shelf.（これは下の棚から商品を取ろうとしてかがむ際に、
特に危険です）とはっきり言っている。

38. 最 後 にWe have employed additional security 
guards（我々は警備の人数を増やしました）と言ってい
る。これを言い換えたのが、(D)のThey have increased 
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(A) 学生は裕福でなければならない。
(B) 学生は最低基準の成績平均点に達していなければ
ならない。

(C) 学生は進歩した記録をつけなければならない。
(D) ほかのコースの課題をすべて終えたにちがいな
い。

ポイント

42. 冒頭でこの夏の補習は最終学年に進むのに必要な成
績に達していない３年生が対象だと言っている。つまり、
この目的は「最終学年に進むための最低基準に達するこ
と」である。

43. (B)のGPAはgrade point average「成績平均点」の
こと。この最低基準を達成することがこの補習の目的だ
が、コース開始前にすることは (C)の「追加料金を払うこ
と」である。

44. 「このプログラムへの参加を制限する状態はどれ
か？」という質問なので、「どの状態だと参加できないの
か？」と考える。これは成績平均点が2.7に満たない人が
参加する補習であるので、(B)の「最低基準を満たしてい
る人」は参加できないことになる。

解答

45. (B)　46. (B)　47. (D)   

スクリプト

As new recruits to our corporation, I would like to 
welcome you all to East One Bank. Each of you was 
selected from a wide field of candidates so we believe 
you wi l l make a va luab le cont r ibut ion to our 
organization. As you know, a cold wind has blown in 
the financial sector in recent years and that has 
caused us to miss our profit targets. We expect you all 
to work as hard as possible to ensure that we stay in 
the black. As we come out of this recession, let’s work 
together to start increasing our profits!

訳

我が社の新入社員として、皆さんをイーストワンバンク
に歓迎します。皆さんはそれぞれ幅広い候補者の中から
選ばれた人ですので、我が社にとって重要な戦力となる
と信じています。ご存じのように、近年の金融業界は厳
しい状況で、我が社は利益目標を達成できませんでした。
皆さんが全力で働き、我が社が確実に利益を上げ続ける
ことを期待します。我が社がこの不景気から抜け出し、
利益を増やし始めるために一緒に働きましょう！

45. これはどのようなミーティングですか？
(A) 銀行から新しい顧客への説明会
(B) 新入社員のためのセレモニー
(C) 株主のための報告会
(D) 将来の投資家のためのオリエンテーション

46. 近年の業績はどうですか？
(A) この銀行は財務上の損失を出した。
(B) 景気が悪い。

言っている。

40. 中ほどで、business ethics are essential（企業倫理
が最重要だ）と言っている。その後で具体的に「入札の
情報を業者に漏らさない」、「業者からのいかなる接待も
受けない」と説明している。選択肢 (D)の Following 
rules for good business practiceは「このような商慣行
のルールに従う」という意味。

41. You must never reveal information about the 
details of one bid to any other construction firm.（ひと
つの入札に関する詳細な情報を、ほかの建設会社に決し
て漏らさないでください）と同じ内容を言い換えたもの
が (C)のThey should keep all information about other 
bids secretである。

解答

42. (B)　43. (C)　44. (B)   

スクリプト

The summer catch-up program is intended for third-
year students whose grade point average is below 2 .7, 
which is not high enough to enter the final year. 
Students will be able to take up to four courses during 
this period. The cost for this course is not covered by 
normal fees so students will have to pay additional 
course tuition before starting. However, if students still 
cannot reach a high enough grade point average with 
this program, they must repeat the whole third year. To 
avoid this situation, please be sure to keep track of 
your grade point average during your first three years. 

訳

夏の補習プログラムは、成績の平均が2.7ポイントより
低い３年生が対象です。この成績では最終学年に進級で
きません。この期間に学生は、４つのコースまで補習を
受けることができます。このコースの費用は通常の授業
料ではカバーされないので、開始前に追加料金を支払わ
なくてはなりません。しかしながら、このプログラムで
も平均点が合格ラインに達しない場合、３年生をやり直
さなくてはなりません。この状況を避けるために、あな
たの３年間の成績の平均点を必ず記録しておいてくださ
い。

42. 夏のプログラムの目的は何ですか？
(A) 翌年が楽になるように追加の勉強をする
(B) 最終学年に必要な最低基準を満たす
(C) 卒業に必要なだけの十分な単位を集める
(D) 一度落第したコースを再度受けることを許可する

43. 夏のコースが始まる前に学生は何をしなければなり
ませんか？

(A) 一生懸命勉強しなければならない。
(B) 最低GPA基準を達成しなければならない。
(C) 追加料金を支払わなければならない。
(D) 少なくとも４コース登録しなければならない。

44. このプログラムへの参加を制限する状態はどれです
か？
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(B) 子どもたちが痛みに耐えることを学べる。
(C) 病気にかかりにくくなる。
(D) 勉強に集中できる。

49. この利点はどこから始まったものですか？
(A) 小学生がほかの子どもたちより早く成長する。
(B) 教師からよいメッセージを受けている。
(C) 子どもたちの筋肉が発達する。
(D) 足の裏が地面を歩くことで刺激される。

50. 子どもたちはいつ靴をはけるのでしょうか？
(A) 学校へ行くとき
(B) 寒いとき
(C) 外へ遊びに行くとき
(D) 足が汚れたとき

ポイント

48. 靴を脱いではだしで過ごす小学生についてSuch 
children catch far fewer colds than other children（こ
の子どもたちはほかの子どもたちと比べて、風邪をひく
ことはずっと少ない）と言っている。

49. はだしで過ごす小学生が風邪をひきにくい理由につ
いては、最後の文でThe massage that their feet receive 
everyday makes their bodies become tougher against 
viruses.（毎日足から受ける刺激により、ウイルスに負け
ない強い体を作る）と言っている。

50. 「学校に着くと靴を脱いではだしになり、学校にいる
間は１日中はだしで過ごす」ということなので、「登下校
時は靴をはいている」ということになる。

Reading Section

PART 5
解答

51. (B)　52. (C)　53. (B)　54. (D)　55. (B)　56. (D)　
57. (B)　58. (A)　59. (D)　60. (A)　61. (B)　62. (C)　
63. (B)　64. (D)　65. (B)　66. (A)　67. (B)　68. (B)　
69. (D)　70. (B)

訳

51. プロジェクトのリーダーは、我々の課がここ最近の
四半期で業績を上げたという報告を見て喜んだ。

52. 一般的に、早く始めれば始めるほど、債権を回収す
るチャンスは高くなる。

53. 長い議論の末に、私はその地区の基本的な教育問題
に関する彼らの考察に同意するよりほかなかった。

54. 蛍光ランプは古いタイプの電球よりずっとエネルギ
ー効率がよく、典型的なもので使用エネルギーは75
％も少ない。

55. 我々は品質とデザインを検査するために、海外の工
場で試作品を作ることに同意した。

56. 私はなぜジェイムズが来月の年次総会の後で我々に
会うことを避けたのか分からない。

57. その報告によると、東南アジアの国々は1980年代
と1990年代に素晴らしい経済発展を遂げた。

(C) 景気がよい。
(D) 景気は平均的な年と同じくらい。

47. 話し手は将来のこの銀行の業績をどのように予測し
ていますか？

(A) 損失を出し続けるかもしれないが、その後回復す
る。

(B) 損失を出すことは決してないだろう。
(C) 利益を上げることは非常に難しいだろう。
(D) より大きな利益を出し始めるだろう。

ポイント

45. 第１文で「我が社の新入社員として、皆さんを歓迎
します」と言っていることから、これは新入社員のため
のセレモニーでのあいさつだと分かる。

46. 中ほどでa cold wind has blown in the financial 
sector in recent years and that has caused us to miss 
our profit targets（近年の金融業界は厳しい状況で、我
が社は利益目標を達成できませんでした）と言っている
が、(A)の「損失を出した」とは言っていない。

47. 最 後 の 文 に 注 目 す る。As we come out of this 
recession, let’s work together to start increasing our 
profits!（我が社がこの不景気から抜け出し、利益を増や
し始めるために一緒に働きましょう！）と言っているこ
とから、新入社員に対して、明るい展望を述べている。
(A) (B) (C)はどれもマイナスな表現なので不可。

解答

48. (C)　49. (D)　50. (A)   

スクリプト

In the modern world, we take it for granted that our life 
is comfortable and pain-free. But the benefits of living 
in a less comfortable world may be seen in improved 
health. One example that shows this is elementary 
schools where the children never wear shoes during 
schools hours. Once they arrive, they change out of 
their shoes and spend all day walking around in bare 
feet, even when playing outside. Such children catch 
far fewer colds than other children, even if they get 
more dirty. The massage that their feet receive 
everyday makes their bodies become tougher against 
viruses. 

訳

現代社会では、我々は快適で痛みのない生活があたりま
えだと思っている。しかし、少し不便な環境で生活する
ことが、健康にはよりよい結果を生む可能性がある。こ
のことを示すひとつの例が、学校にいる間子どもたちが
靴をはかない小学校である。学校に着くと靴を脱ぎ、外
で遊ぶときも含めて１日中はだしで過ごす。この子ども
たちはほかの子どもたちと比べて、汚れることはあって
も風邪をひくことはずっと少ない。毎日足から受ける刺
激により、ウイルスに負けない強い体を作るのだ。

48. 靴をはかないことの利点は何ですか？
(A) 両親にとってお金がかからない。
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ら、 空 欄 に 入 る の は「～ の た め に」と い う 意 味 の
because ofが最適。

59. 「１日休む」という場合、take a day offのように
take ～ offを使う。この問題では「具合が悪そうなので、
残りの午後の時間（the rest of your afternoon）は休ん
でください」という意味。

60. one of ～は「～のひとつ」という意味なので主語は
単数である。直前の名詞は複数（landmarks）なので注
意が必要。

61. If やwhenが導く副詞節では未来のことでも現在形を
使うことに注意する。

62. exciteは「興奮させる」という意味の動詞なので、
「興奮している」という場合はbe excitedとなる。

63. A is not as ～ as Bで「A はBほど～でない」。ここ
ではnotの後ろにquiteが入っているが、これは「それほ
ど～でない」という意味。

64. 空欄の後ろはall the wrapping paper and boxes 
that are thrown away（捨てられる包装紙や箱）という
名詞句。空欄には「～のために」という意味のbecause 
ofが入る。

65. Without ～（～なしでは）は仮定を表す表現だが、
現在の事実に反する仮定か、過去の事実に反する仮定か
の区別はつかない。この文の場合、my yesterday’s 
presentationの部分から過去の事実に反する仮定と判断
する。したがって、空所には (B)が入る。

66. If you are ...の動詞が現在形であることと、「買い物
後、商品に満足しない場合は全額返金します」という文
の意味から、これは「未来の事実に即した条件」を表し
ていると分かる。

67. I forgot to ...と過去時制で始まっているが、reinstall
の作業はいつなのかは、文末の last nightから過去と判断
できるので、(B)が正解。文末が last nightでなくnowな
ら (A)が、tomorrowなど未来を示す言葉なら (D)が正解と
なる。

68. either A or B（AかBのどちらか）の形に気付くこと
が大切。replace（交換する）と return（返品する）の意
味の違いに注意。

69. 「ふたつのうちのどちらか」という場合はeither of 
themとなる。ここではふたつのものに関して話している
ので、some of them（そのうちのいくつか）、 many of 
them （そのうちの多く）a few of them（そのうちの少し）
はどれも不可。

70. 空欄の前が「先生が出席を取る」、後ろが「私たちが
復習テストを解いている」ということから空欄に入るの
は「…が～している間に」という意味の接続詞whileが適
切。

PART 6
解答

71. (D)　72. (C)　73. (B)

訳

国中にインターネットカフェが広がったおかげで、イン
ターネットへのアクセスは容易になりつつある。オンラ

58. そのクラブチームは経済的な問題のため、来年のA
リーグの競争から離脱した。

59. 具合が悪そうなので、残りの午後の時間は休んでく
ださい。

60. 最も有名な史跡のひとつは、18世紀後半に建てられ
た美しいオールド・ストーン・チャーチです。

61. 国際アウトドア・トレード・フェア2012は、もし
雨が降れば中止となります。

62. 生徒たちは皆、これまで聞いたことのない動物につ
いて学んで興奮していた。

63. 中学卒業は大学卒業ほど人生を変えるようなもので
はないが、生徒の中にはその機会を逃したくない者
もいる。

64. クリスマスプレゼントは、捨てられる包装紙や箱の
ためにたくさんのごみを生む。

65. あなたの助けがなければ、私は昨日のプレゼンを十
分理解しやすく、かつ説得力のあるように簡略化す
ることができなかっただろう。

66. もしあなたがどんな理由でも購入した物に満足しな
ければ、購入日から30日以内であれば送料を含む
購入額全額を返金いたします。

67. 私のパソコンでソフトを最新バージョンにアップデ
ートするのを忘れてしまったので、昨夜、DVDから
すべてのシステムを再度インストールしなければな
らなかった。

68. その場合、あなたはそれを購入した小売店で交換ま
たは返品をすることができます。

69. 箱の中にハードディスクが２枚入っています。その
どちらかをバックアップとしてお使いください。

70. 私たちの先生は、私たちが復習テストを解いている
間に出席を確認する。

ポイント

51. quarterは「４分の１」という意味だが、この文では
ビジネスなどの「四半期」という意味で使われている。
「プロジェクトリーダーが喜んだ」の部分が過去形であ
り、その理由は「ここ最近の四半期の業績が上がった」
というそれ以前のことなので、過去完了形が適切。

52. 〈the＋比較級 ... , the＋比較級〉 「…すればするほど、
～である」に気付くことが大切。collect the debtは「債
権を回収する」という意味。

53. 〈can not help but＋動詞原形〉で「～せざるをえな
い」という意味。can not help –ingも同じ意味で使われ
る。

54. energy efficientがキーワード。efficientは「効率の
よい」という意味なので、エネルギー効率がよい、つま
り「使用エネルギーが少ない」と考えられる。

55. agree to ～「～することに同意する」。agree の目的
語は必ず不定詞（to＋動詞原形）となることに注意。

56. avoid -ing（～することを避ける）。avoid の目的語
は必ず現在分詞 -ingとなることに注意。

57. 空欄の前は impressive（素晴らしい）、economic
（経済の）といずれも形容詞である。動詞experiencedの
目的語となるには、空欄には名詞が必要。

58. 「経済的な問題……競争から離脱した」という意味か
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75. 空欄の前のparts that suddenly break during use
（ 使 用 中 に 突 然 壊 れ た 部 品 ） と 後 ろ の parts that 
gradually wear out（次第に消耗した部品）をつなぐ語句
を選ぶ。「どちらも契約により無料交換となる」と考えら
れるのでA as well as B（Bと同様にAも）の形が適切。

76. 前の文にmake sure to find out ...（…を必ず確認す
ること）と書いてあり、空欄の直後にもmake sure 
to ...（必ず…すること）と同じ表現が使われている。こ
のふたつをつなぐのは、Also（また）が最適。

PART 7
解答

77. (D)　78. (B)   

訳

銀行からの請求を防ぐために小切手使用に注意

残高不足：借金返済のために小切手を切る場合、小切手
の額を支払うのに十分な残高が銀行口座にあることを確
かめてください。そうでないと、小切手は受理されませ
ん。この場合、銀行から25ドルの手数料を請求されま
す。小切手の額が25ドルより少ない場合、請求額がその
額を超えることはありません。

クレジット決済のできなかった小切手：クレジットカー
ド払いで借金返済のための小切手を切り、その額がクレ
ジットカードの限度額を超える場合、小切手は受理され
ず、25ドルの手数料を請求されます。小切手の額が25
ドルより少ない場合、請求額がその額を超えることはあ
りません。

77. どのような状況で銀行は顧客に料金を請求します
か？

(A) 小切手を切るときはいつでも
(B) 銀行口座の残金が25ドルより少ない場合
(C) 客が25ドルより少ない額の小切手を切った場合
(D) 小切手の額が銀行口座の残高を超える場合 

78. 20ドルの負債返済のために小切手を切り、口座に
10ドルしかない場合いくら請求されますか？

(A) 10ドル
(B) 20ドル
(C) 25ドル
(D) 45ドル

ポイント

77. 最初の文にensure that your bank account balance 
is enough to cover the amount of the check（小切手の
額を支払うのに十分な残高が銀行口座にあることを確か
めてください）と書いてある。(D)の「小切手の額が銀行
口座の残高を超える場合」は、十分な残高がないという
ことなので、手数料が請求されることになる。

78. 「残高不足の場合と、クレジットカードの限度額を超
える場合のいずれも、小切手は受理されず25ドルの手数
料が請求される。ただし小切手の額が25ドル未満の場
合、請求額が小切手の額を超えることはない」と明記し
てある。つまり20ドルの小切手不受理の場合、20ドルの

イン銀行は、経済的な目的のための一連のインターネッ
トサービスにおいて最新のものである。研究によると、
インターネットはほかのどのビジネス分野よりも金融サ
ービスにおいて、より重要であるということだ。

オンラインバンキングにより、金融業界と人々の銀行の
使い方は変わってきている。お金の引き出しや口座の残
高確認のために、支店に行く必要はもはやない。すべて
の手続きは支店に行かなくてもオンラインで処理される。
インターネットバンキングは、便利なだけでなく必要な
サービスになってきている。その結果、インターネット
バンキングは最もコストをかけずに銀行のサービスを提
供することができるため、多くの国々で今や例外という
よりむしろ基準となっている。

ポイント

71. the last（最後のもの）と the latest（最新のもの）
の意味の違いに注意する。オンラインバンキング（イン
ターネットバンキング）について、「インターネットサー
ビスの中で…」ということから、空欄に入るのは「最新
のもの」が最適。

72. 「オンラインバンキングにより人々の銀行の使い方が
変わってきている」という前の文の内容に注目する。ま
た次の文には「すべての手続きは支店に行かなくてもオ
ンラインで処理される」と書いてある。これらの内容か
ら、空欄には「銀行に行く必要はもはやない」という意
味のno longerが最適。

73. more of A than Bで「BというよりむしろA」という
意味。前の文でnecessary rather than useful（便利とい
うよりむしろ必要な）とあるが、この rather thanと一緒
にしっかり覚えておくことが大切。

解答

74.	(A)　75. (C)　76. (B)

訳

販売業者からコピー機を購入あるいは借りる場合、その
コピー機のメンテナンスプランを、通常のサービスと緊
急の場合の両方について立てる必要があります。

メンテナンス契約は通常、一定期間におけるコピー枚数
に基づいています。これらの契約では修理の際の部品代
と人件費を負担します。しかし、部品の定義は契約によ
って異なります。使用中に突然壊れた部品は、次第に消
耗した部品と同様に、通常はカバーされます。

紙やトナーのような消耗品は通常負担されません。しか
しながら、コピー機のドラムのような部品は、契約によ
って交換対象か消耗品のどちらかになります。緊急な修
理の際は、これらの費用が契約でカバーされているのか、
それともあなたが支払わなければならないのかを確認す
ることが大切です。また、どのくらい迅速に修理が行わ
れるのか、24時間サービスなのかということもしっかり
と確認する必要があります。

ポイント

74. 空欄の後ろの for routine servicing and emergencies
（通常のサービスと緊急の場合の）に注目する。文全体の
意味と空欄の後に続くA and Bの形から、both A and B

（AとBの両方）の形が最適。
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80. 第１段落第５文 the latest information is published 
every day on our website（最新の情報は毎日我々のウ
ェブサイトに公開されます）とはっきり書いてある。

81. 最後の文に注目する。please show the credits to 
our data research partners SourceQuestを言い換えた
のが、(D)のSourceQuest must be acknowledged.であ
る。「データは自由に使用することができるが、その際に
情報源がSourceQuestであることを明記し、謝意を表す
ことが条件だ」ということ。

解答

82. (B)　83. (C)

訳

自然食品からの栄養 vs. ビタミン剤およびサプリメ
ントからの栄養

健康な体を作り維持するために、バランスのとれた自然
な状態の栄養豊富な自然食品ほど人間の体によく、問題
のないものはありません。ガーデン・オブ・パーフェク
ト・フードは加工されていない製品を提供し、自然食品
から栄養をとる新基準です。

ビタミン剤やそのほかのサプリメントをとっている多く
の人々は、野菜や果物、そのほかの食品からさらに栄養
をとるべきかどうかと考えます。その答えは「イエス」
です！ 自然食品の利点は、ビタミンやミネラルを、自
然で健康的な状態で提供するという点です。特に、自然
のままの含有物が、その本来の状態のままであるという
ことです。つまり、自然食品には何百、さらに何千もの
栄養素が含まれ、その中にはまだ科学で解明されていな
いものもあります。もちろん、これらの未解明の含有物
は単独で取り出されたことはないため、ビタミンやミネ
ラルのサプリメントに入れることは不可能です。このよ
うに、自然食品には完全な栄養複合体が含まれており、
人間の体はこれらを食品と認識することができるのです。
体は容易に必要なものを取り入れ、不必要なものを拒否
することができます。この過程は「選択吸収」と呼ばれ
ます。言い換えれば、体は食品の中から必要なものだけ
を吸収することができるのです。

しかしながら、ほとんどのビタミンやミネラルのサプリ
メントは、食品から単独で取り出されたものか人工的に
作られたものです。これでは体は不完全な物質を処理す
る以外の選択はありません。その結果、栄養のバランス
が崩れやすくなり、体内に有害物質を残すことにさえつ
ながります。

82. サプリメントやビタミン剤と比べて自然食品のほう
が優れているのはなぜですか？

(A) 自然食品のほうが安いのでよい。
(B) 自然食品にはサプリメントやビタミン剤には含ま
れない栄養源がさらに含まれている。

(C) サプリメントやビタミン剤は自然の材料から作ら
れていないのであまり健康的ではない。

(D) 自然食品に含まれるビタミンの割合のほうがより
高い。

83. ガーデン・オブ・パーフェクト・フードが作ってい
るのはどのような製品ですか ?

手数料が請求される。

解答

79.	(B)　80. (A)　81. (D)   

訳

MarketingGraphs.comは、マーケティングのプロの
方々に最新のビジネスデータを提供するサービスです。
データはグラフや表、エクセル文書の形式で配信されま
す。我々のデータは、マーケティング分野の信頼できる
ビジネスソースより集められたものです。50以上の異な
るデータを、www.marketinggraphs.comで絶え間なく
追うことができます。この方法で、最新の情報は毎日
我々のウェブサイトに公開されます。我々の機関誌
『Graphs Journal』では、最新のビジネストレンドを理
解するための便利な手段として、３カ月単位で重要なマ
ーケティングデータをまとめています。

情報はすべてすぐに使える状態で、あなたのマーケティ
ングの目的に合わせてダウンロードしたり書式設定した
りできるようになっています。データをプレゼンやスラ
イドでご自由にお使いいただき、同僚やビジネスパート
ナーと共有してください。ただし、データを提供してい
る我々のデータリサーチパートナー SourceQuest が情報
源であることを明記してください。

79. MarketingGraphs.comが提供しているのはどのよ
うなサービスですか?

(A) 新聞や雑誌に提供される最新のビジネスデータ
(B) 広告宣伝をしたい会社にとって役立つさまざまな
情報

(C) 自分で会社を設立したいと思っている人のための
情報

(D) 年４回のビジネストレンドの調査

80. MarketingGraphs.com はどのくらいの頻度でデー
タをアップしますか?

(A) 毎日
(B) 毎週
(C) 毎月
(D)３カ月ごとに 

81. 企業がデータを使う際の条件はありますか?

(A) 条件はないが、企業はデータの書式設定ができな
ければならない。

(B) マーケティングに関係する会社だけがデータにア
クセスすることができる。

(C) データ使用に関する条件はない。
(D) 情報を共有する場合、SourceQuestに謝意を示
さなければならない。

ポイント

79. キーワードは「マーケティング」。これは製品やサー
ビスの市場調査・開拓を行い、販売に至るまでの一連の
プロセスを指す。広告宣伝などによる市場の開拓、価格
決定、パッケージデザインの選定なども含まれる。この
文ではMarketingGraphs.comが「広告宣伝をする企業
側にとって役立つ情報の提供をしている」と判断できる。
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(B) 日曜日にオフィスに行く
(C) 営業時間内にスティーブに電話する
(D) この会社に234ドル支払う

86. 受信者は直ちに何をすべきですか？
(A) 支払いについて客と話し合う
(B) 10月31日までにEメールを送る
(C) 遅れたことについてスティーブに謝罪する
(D) 未払額を払う

ポイント

84. a friendly reminder（念のためのお知らせ）、an 
overdue payment of $234.00（234ドルの、お支払いの
期限が過ぎた）などから、これは会社側から期限を過ぎ
た支払いについての連絡であると分かる。

85. この会社に連絡する方法は、営業時間内に電話をか
けるか、Eメールを送るかのどちらかである。(C)の
SteveはこのEメールを受け取った人なので、その人に
電話をかける、というのは不可。

86. (D)の remit the amountは「金額を支払う（送金す
る）」、dueは「期限が来た」という意味。Eメールには
We would appreciate your payment of this amount as 
soon as possible.（この額をできるだけ早くお支払いく
ださい）とはっきり書いてある。

解答

87. (B)　88. (B)　89. (D)　90. (A)    

訳

現実的目標としてのソーシャルメディア

近年、インターネットのソーシャルネットワークの人気
拡大とともに、多くの会社のマーケティング部において、
これらのメディアサイトに企業の存在をアピールするこ
とが優先事項となっている。『2010 Media Planning 
Study』によると、2010年には約60%の企業が、翌年の
マーケティング予算にソーシャルネットワークの費用を
含める予定であるということだ。これはEメールによる
マーケティングの次に、ソーシャルネットワークが今や
企業のコミュニケーション手段として２番目に人気があ
ることを意味している。調査対象となった企業の57.5% 
が、理想的には翌年のソーシャルネットワークの使用を
計画しており、56.3%が現実的にビジネス戦略の一部と
してそれらを使用する予定であると答えた。

No
15.1%

Not sure
27.4%

Yes
57.5%

いいえ
15.1%

どちらとも 
いえない
27.4%

はい
57.5%

翌年のマーケティング予算にソーシャルネットワークの費用を含め
る予定ですか? 

(A) 自然食品だけから作られたサプリメント
(B) 人間にとって完全に栄養のあるさまざまなビタミ
ン

(C) 野菜、穀物、果物から作られた食品
(D) 肉製品

ポイント

82. 自然食品の利点について、「たくさんの栄養素を含
み、その中にはまだ解明されていないものも含まれてい
る」と書いてある。その後の these unknown ingredients 
have never been isolated so they cannot be included 
in a vitamin / mineral supplement（これらの未解明の含
有物は単独で取り出されたことはないため、ビタミンや
ミネラルのサプリメントに入れることは不可能です）の
部分から、(B)の「自然食品にはサプリメントやビタミン
剤には含まれない栄養源がさらに含まれている」が最適。

83. この文章では一貫してサプリメントと比較した「自
然食品の利点」について述べている。人工的に作られた
ものではなく、自然の状態のままの自然食品と言えるの
は、選択肢の中では (C) Vegetable, grain and fruit based 
foods（野菜、穀物、果物から作られた食品）のみ。

解答

84. (C)　85. (A)　86. (D)   

訳

送信者：クリスティーナ・レザー <chrisl@xyz.com>
宛先：スティーブ・カーン<SteveK@email.com>
日付：2012年11月12日13時20分
件名：お支払いについての確認

スティーブ・カーン様

あなた様の38010366番の請求書の、234ドルのお支払
い期限が過ぎていることを念のためお知らせいたします。
期限は2012年10月31日となっていました。

この額をできるだけ早くお支払いください。もしこのE
メールと行き違いですでにお支払いいただいた場合は、
誠に申し訳ございません。

この請求に関して何かございましたら、月曜日から金曜
日の午前８時から午後５時の間に、619-555-5555まで
お電話ください。Eメールでの連絡はchrisl@xyz.comま
でお願いいたします。

敬具
クリスティーナ・レザー
MLH エクステリア株式会社

84. このEメールの目的は何ですか？
(A) 季節の挨拶
(B) 文書による情報の要求
(C) 未払いに関する連絡
(D) 限定割引価格のお知らせ

85. 受信者はどのような方法で会社に連絡が取れます
か？

(A) chrisl@xyz.com宛てにEメールを送る
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戦略に取り入れようとしている企業はまだ50％を超える
程度であるため、(C)の大多数とは言えない。Eメールが
１番で、ソーシャルネットワークは２番目に人気がある、
ということがポイント。

89. どちらの円グラフを見たらよいか見極めることが大
切。「どのくらいの企業がソーシャルネットワークの費用
をマーケティング予算として考えているか？」という質
問なので、上の円グラフのYesの数字（57.5%）が答えと
なる。

90. ここでは下の円グラフに注目する。「ビジネス戦略と
してソーシャルネットワークを現実的に使用する計画だ」
と答えた企業は56.3%である。選択肢でこれに当たるの
は (A)の「半数以上」だけ。

解答

91. (B)　92. (A)　93. (A)　94. (A)　95. (A)    

訳

Delicious-Restaurants.comの電子ギフトカード

完璧なオンラインギフト　 お急ぎください！
Delicious-Restaurants.comからの電子ギフトカードは、
買い物に行く時間のない忙しい人にとって理想のギフト
です。25ドル、50ドル、75ドルまたは100ドルのギフ
トカードの中から選ぶことができます。次に、デザイン
を選び、個人的なメッセージを書き込むとあなたの電子
ギフトカードをEメールで送る準備が整います。あなた
がカードを送った人は、オンラインでカードを使うこと
ができ、国内の18,000店のレストランの中から選ぶこと
ができます。ギフトを贈ることはあなたにとって簡単で、
相手にとってはおいしいものになります。

またDelicious-Restaurants.comでは、割引価格でレス
トランのギフトカードを購入し贈ることが簡単にできま
す。我々のカードは、あなたがメッセージを書き込むと
即座にEメールで送られます。誕生日や記念日、特別な
日を忘れた場合、Delicious-Restaurants.comから電子
ギフトカード（使用期限はありません）を送れば、素晴
らしいギフトを手軽に贈ることができます。

たくさんのお得な選択が可能
我々のレストランの電子ギフトカードは、あなたが支払
う金額以上の内容をお約束します。もし25ドルの価値の
電子ギフトカードを購入される場合、お支払いは15ドル
だけです。50 ドルのカードは25ドル、75ドルのカード
は 35ドル、そして100ドルのカードはわずか40ドルに
なります。値段の高いカードを選ぶほど、たくさん食事
をすることができます。そうです、あなたとあなたの家
族、友人はわずか40ドルで100ドル分の食事と飲み物
を、我々の何千ものレストランのうちのひとつで手にす
ることができるのです。

Delicious-Restaurants.comのギフトカード

特別な日の素晴らしいギフト　配達は無料！
誕生日からクリスマスまでのすべてのギフトを贈る機会
に、Delicious-Restaurants.comのギフトカードはあな
たの大切な人にとって素晴らしいプレゼントとなるでし
ょう。こんなにおいしいギフトはありません！ 25ド
ル、50ドル 、75ドルまたは100ドルの中からギフトカ

No
26.3%

Not sure
17.4%

Yes
56.3%

いいえ
26.3%

どちらとも 
いえない
17.4%

はい
56.3%

翌年のビジネス戦略の一部としてソーシャルネットワークの使用を
現実的に計画していますか?

87. 企業はおそらくどのようにソーシャルネットワーク
を使用しますか？

(A) 人々にインターネットで製品を買ってもらうよう
にする。

(B) 現在の顧客と将来顧客となる可能性のある人々に
企業の宣伝を送る。

(C) ソーシャルネットワークは旧友と連絡を取り合う
便利な手段である。

(D) インターネット上で人々からビジネスアイディア
を集めるのに便利である。

88. 次のうち正しい記述はどれですか?

(A) 多くの企業がEメールからソーシャルネットワー
クに重点を移す予定である。

(B) Eメールは現在もこれからも常に最も便利な企業
のコミュニケーション手段である。

(C) 大多数の企業がソーシャルネットワークはビジネ
スにとって重要であると考えている。

(D) ソーシャルネットワークはコミュニケーション手
段としてはよいものだが、ビジネスにはそれほど
役立たない。

89. どのくらいの企業がソーシャルネットワークの費用
をマーケティング予算として考えていますか？

(A) およそ15%

(B) およそ17%

(C) およそ56%

(D) およそ58%

90. どのくらいの企業がビジネスチャンスを広げるため
にソーシャルネットワークを使用する可能性があり
ますか？

(A) 半数以上
(B) ４分の１より少ない
(C) 55%より少ない
(D) 85%より多い

ポイント

87. 中ほどのThis means ...以下に、「Eメールによるマ
ーケティングの次にソーシャルネットワークが企業のコ
ミュニケーション手段として２番目に人気がある」と書
いてある。マーケティングにおいては「広告宣伝などに
よる市場の開拓」が重要であるため、その手段としてソ
ーシャルネットワークを活用するだろうと考えられる。

88. 「ソーシャルネットワークの重要性を認める企業が増
えてきている」という内容ではあるが、それをビジネス
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大きな利点がありますか？
(A) ギフトカードよりもお得だ。
(B) カードにお気に入りの写真を付け加えることがで
きる。

(C) たくさんのカードを注文するほど、より早く配送
される。

(D) ギフトカードはEメールのアドレスを知らない人
に送ることができる。

95. 電子ギフトカードとギフトカードの両方に当てはま
るのは次のうちどれですか？

(A) カードにメッセージを入れてカスタマイズでき
る。

(B) ３枚以上のカードを注文すると、無料のカードが
１枚もらえる。

(C) カードに自分の写真を使うことができる。
(D)  カードはUS郵便にて無料で配送される。

ポイント

91. 電子ギフトカードについてはひとつ目の広告に書い
てある。中ほどにeasy to buy and send restaurant gift 
cards online at discounted prices（割引価格でレストラ
ンのギフトカードを購入し贈ることが簡単にできます）、
Our cards can be emailed instantly after you enter 
your message.（カードは、あなたがメッセージを書き
込むと即座にEメールで送られます）とある。(A)の「オ
ンラインでカードを買うことができる」というのは事実
だが、これだけだとadvantage（利点）とまでは言い切
れない。

92. 購入額が高いほど割引率が大きくなっている。この
ギフトカードは受け取った人だけでなく家族や友人も使
えると書いてあるので、(D)の「家族の分として使えない」
は不可。

93. ギフトカードについてはふたつ目の広告に書いてあ
る。「オンラインでメッセージを編集できる」という点は
このギフトカードの特徴ではあるが、これは送り手が編
集できるということなので、(C)の the recipient（受け取
った人が）編集するというのは不可。(D)の「使えるレス
トランがたくさんある」という点は電子ギフトカードに
も言えることなので、ギフトカードだけの利点ではない。

94. ギフトカードと比べた「電子ギフトカードの」利点
を質問していることに注意。(B) の「カードにお気に入り
の写真を付け加えることができる」というのは、電子ギ
フトカードではなくふたつ目の広告のギフトカードの利
点である。ふたつの広告を比べると、電子ギフトカード
のほうが割引率は高くなっている。

95. (B) (C) (D)はいずれもギフトカードだけに当てはま
る。電子ギフトとギフトカードの両方に当てはまるのは
(A)のみ。e-Gift CardとGift Cardは一見紛らわしいので
注意が必要。電子ギフトカードはEメールで送るもので、
ギフトカード（商品券）は郵送される、という違いに注
意。

解答

96. (C)　97. (B)　98. (C)　99. (C)　100. (C)    

ードを選んでくださればそれを配送いたします。レスト
ランギフトカードはUS郵便にて無料でお送りいたしま
す。特別なメッセージと一緒にあなたのお気に入りの画
像を付けて、ギフトカードをあなただけのものにしてく
ださい。

なぜRestaurant.comが特別なのか？
何百ものデザインメッセージの中から選べるだけでなく、
あなたの個人的な絵や写真をメッセージと一緒にカード
に付け加えることもできます。方法は簡単―パソコン
からお気に入りの画像をアップロードし、それをオンラ
インで編集するかメッセージを加えるだけです。外食の
ギフトを贈る際、Delicious-Restaurants.comのレスト
ランギフトカードほど手軽なものはありません。受け取
った人は国内の何千もの加盟レストランで使うことがで
きます。

我々のレストランギフトカードは、あなたが支払う金額
以上の内容をお約束します。25ドルの価値のギフトカー
ドが20ドル、50ドルのカードが30ドル、75ドルのカー
ドが40ドル、100ドルのカードがわずか45ドルです。
そうです、あなたとあなたの家族、友人はわずか45ドル
で100ドル分の食事と飲み物を、我々の何千ものレスト
ランのうちのひとつで手にすることができるのです。

もし6カ月以内に3枚以上のギフトカードを注文し配送す
る場合、25ドル分の電子ギフトカードを手にすることが
できます。

91. 電子ギフトカードを使う際の最も便利な利点は何で
すか？

(A) オンラインでギフトカードを買うことができる。
(B) Eメールで即座にギフトカードを送ることができ
る。

(C) カードを使う人はレストランで並ぶ必要がない。
(D) 忙しすぎて料理ができない人がおいしいレストラ
ンで食事をすることができる。

92. 電子ギフトカードについて正しい記述は次のうちど
れですか？

(A) 値段が高いほど、よりお得だ。
(B) 40ドルのギフトカードを買うと140ドル分の食
事をすることができる。

(C) 15ドルのギフトカードは１人分の夕食分として
十分だ。

(D) Delicious-restaurants.comのギフトカードは家
族の分として使えない。

93. ギフトカードを使うときのほかにはない利点は何で
すか？

(A) ギフトカードを自分でデザインできる。
(B) メッセージを書き込むためにギフトカードを印刷
できる。

(C) 受け取った人はオンライでメッセージを編集でき
る。

(D) ギフトカードが使えるレストランが非常に多くあ
る。

94. 電子ギフトカードはギフトカードと比べどのような
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(C) 会場に来る車の数をできるだけ少なくする
(D) パートナーを連れて来ない

99. スーザンはおそらく誰ですか？
(A) 同僚
(B) ポール・シモンズの友人
(C) ロバートのパートナー
(D) DEX社の会長

100. パーティに来られないのは誰ですか？
(A) ニックとロバート
(B) ポールとスーザン
(C) スーザンとロバート
(D) ポールとニック

ポイント

96. ひとつ目のEメールは、会社を辞めることになった
ポールの farewell party（送別会）の誘いである。(C)の
send off partyも「送別会」という意味。ふたつ目のメー
ルにはポールが別の会社に行くと書かれているので、定
年で仕事を辞める「退職祝」ではない。

97. 午後７時からカクテルパーティ、８時からディナー
パーティが別の会場で開かれる、ということからパーテ
ィは２カ所で行われると分かる。

98. ひとつ目のEメールに「駐車場の台数が50台分しか
ないので、できるだけ乗り合わせてください」と書いて
ある。(C)のCome in as few cars as possible（会場に
来る車の数をできるだけ少なくする）はこれを言い換え
たもの。

99. ロバートが「スーザンが入院するので、我々はパー
ティに参加できない」と言っていることから、スーザン
はロバートの家族かパートナーであると考えられる。

100. ふたつ目のメールを書いたのがロバートで、「スー
ザンが入院するのでスーザンと自分はパーティに出席で
きない」と書いてある。つまりスーザンとロバートは出
席できないということ。

訳

宛先：受取人は発表しない
送信者：ニック・ヤング
日付：７月27日
件名：ポールの送別会

同僚の皆様とお得意様へ

17年にわたり我が社で熱心に働いてくれたポール・シモ
ンズさんがDEX社を退職します。8月18日の送別会に参
加して彼の門出を一緒に祝ってください。

午後７時からレイクサイドカントリークラブでカクテル
パーティが、その後８時からテラコッタレストランでデ
ィナーパーティが開かれます。駐車スペースが50台分し
かありません。もしお車でお越しの場合は、可能でした
ら同僚の方と乗り合わせてください。服装はおしゃれな、
またはカジュアルな服装で。

出席の場合８月15日までにご連絡ください。

よろしくお願いいたします。
ニック

宛先：ニック・ヤング
送信者：ロバート・エバンズ
日付：７月30日 
件名：Re: ポールの送別会

ニックへ

８月18日のポールの送別会へのご招待をありがとうござ
います。

残念ながら、スーザンが前の週に入院する予定なので、
我々は出席できません。

出席できず本当に残念です。パーティに行けないことを
ポールに謝ってください、そして彼によろしくお伝えく
ださい。彼が新しい会社でさらに大きな成功を収めるこ
とを確信しています。

敬具
ロバート

96. このメールは何に関する招待ですか？
(A) 忘年会
(B) 卒業パーティ
(C) 送別会
(D) 退職記念パーティ

97. パーティは何カ所で開かれますか？
(A)  １カ所
(B)  ２カ所
(C)  ３カ所
(D)  ４カ所

98. ニックはパーティの出席者に何をすることを要求し
ていますか？

(A) フォーマルな服装で来る
(B) 車で来ない
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