
U甦職竃

ビジネス徹肉標
Un■ 1～ 3では、「ビジネス」に関する問題を取り上げます。

Un■ 1は「社内でのコミュニケーション」についてです。

会議やセミナー、備品の注文など、

社内における同僚とのやりとりは

TOEICテ ス トでよく出題される トビックの1つです。



くビジネス (社内輌)>に関する頻出トピックと語句

StcP■ 2テ ーマ別に語 (句)の意味を覚えよう。

Step 22 CDを 聞き、英語の発音に続いて語 (句 )の意味を声に出してみよう。

StCP 3曇 テキストを見ずにCDを聞き、語 (句 )の意味を覚えたかチェックしよう。

筐■田D ttCD■ o■ ……………………………………も
Z presentation

Zseminar
Zorientation
/workshop
flconvention
Z conference
llreception

プレゼンテーション

セミナー

オリエンテーション

ワークショップ

会議、集会、大会

会議、協議

歓迎会、受付

図 council  協議会、地方議会

図 assembly 集会、議会

図 attendee  出席者

図 participant 出席者

図 agenda  議題

図 contrOversy論 争、議論

図 minute(sl 議事録

|● | ｀ヽ●…0甦鵬″晰 CD,o……
図document

図paperwOrk

図 mate百洲

図task

レ]report

Z invoice

2]proposal

図spec面 ca10n

図statement

区]directOry

図 lobby
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書類

事務処理、事務手続き

資料

任務、課題、職務

報告、報告書

請求書

提案、企画案

仕様書、規格

取引明細書、意見

人名簿、規則書

/pite
Zstack
Zdue date

Z deadline

ll identification

/ no later than

/ postpone

Zsubmit
/fax
/extend

(本・書類などの)山

(本・書類などの)山

締め切り、納期

締め切り、最終期限

身分証明書

～までに

～を延期する

～を (～に)提出する

～をファックスする

～を延ばま 延長する

薇 CD■………………………………………
図 mantenance維 持、管理、整備

図premiselsl 建物、店舗

図 plant    建物、施設、設備

図factory  工場

図warehouse倉庫、商品保管所

図 renovatiOn 修復、リフォーム

図 out of order故 障

図 reparperson修 理工

図 upgrade (品質など)を高める

医レemodel  ～をリフォームする

図レepair   ～を修理するロビー



口回D ttCD■“
図 sup口bs  供給品、補給品

Z envdope 封筒

図 b00klet  小冊子、バンフレット

図 letterhead レターヘッド

図 broChure  ノ(ンフレット

図lyer   チラシ

図CatttOg  カタログ

図stationery 文房具、事務用品

m ttCD螂……………

棚、整理棚

棚

コピー

プリンター

ノート型パソコン

コピー機

～を設置する

～をホッチキスで留める

11ト

●
鬱

Zcabinet
Zshelf
/ photocopy

/printer
/laptop
/copier
/ install

/staple

Zlreminder
/notice
/via

W ttCD・ ・07・

区■eam   チーム

図crew   仲間

図 staff   スタッフ

図
*employee 

従業員

Zemployer 雇い主

図colleague 同僚

図 coworker 同僚

思い出させるもの、注意 図 inform   ～を知らせる

通知、通告、予告   図 nOtry   ～を通知する、発表する

～経由で       囲 attach   ～を添付する

幽剛ロリ聰 CD‐0も …… .…   ……… つ
図 overtime  時間外、超過時間  図刊exible  柔軟性のある

図 holiday  休日、祝日     Z decade  lo年 間

図 vacation  体暇         図 quarter  3カ月、4半期

図にave   体暇        図 rescheduね ～を予定変更する

*発音が2パターンある単語には、2種類の発音が収録されています。

語(句)の意味と発音の確認が終わつたら、TOEIC形式の練習問題に拶

`戦

してみよう。

(ここで取り上げた語(句)は、派生語も含め、練習問題の解答解説の中で太字で強調して

います。)
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StcP I CDを 聞く前に、まず写真を見て、どんな場面・状況かを予想しよう。

Step 2 CDを 聞き、問題を解いてみよう。tttCD■ "o8

機‐珀

14

呻 □

(答 えは囀 p16)



StCP 32もう一度CDを聞ま 問題の英文をディクテーションしよう。わからない部分は、

聞こえた音をカタカナで書いてOK!(ス クリプトは
“
p10鰹

鍼
CD■●8

He's

□

ｏ

screen.

He's a computer in his(B)

(C) He's

Unit l ビ淋 ス社内■

documents.

(D)He's

□

ｏ

(B) Some envelopes

(C) The computers

the desk.

Some documents

the computers.

on the desk.

a cloth.

(D) There's a

the chair.



回 □ (A)

Step 4 3解 説を読み、正解を確認しよう。

□  人物描写は動詞に注目

読まれた英文 Look atthe picture marked numberl in yourtest book.

(A)He's facing tt computer screen

(B)He'S hOlding a computerin his arms.

(C)He'S Stap‖ ng ttStack 2f dOCuments.

(D)He's Wa!king around the desk.

(A)彼 はコンピュータの画面の方を向いている
=

(B)彼 はコンピュータを腕に抱えている。

(C)彼 は書類の束をホッチキスで留めている。

(D)彼 は机の周りを歩いている。

―男性がコンピュータの前で作業をしている様子の写真。この問題では、選択肢lAl～ (D)
の動詞 をしっかりと聞き取れたかどうかがカギになる。正解の選択肢lAlの faCeは

「～ (の方 )を 向く」という意味の動詞で、写真描写問題によく使われる動詞の一つ。(B)、

(C)、 (D)に はそれぞれ、コンピュータ、書類、机と、写真に写っている単語が含まれて
いるが、人物の動きとマッチしていない。人物が含まれる写真の場合、文の動詞を絶

対に聞き逃さないようにしよう。

巨]be pi:ed upr積み重ねられているJ

読まれた英文 Look atthe picture marked number 2 in yourtest book

(A)Some dOCuments are p!aced 2旦 the computers.

(B)SOme envelopes are piled up on the desk

(C)The cOmputers are covered wnh a c10th.

(D)丁 here's a svveater hanging overthe chain

(Al書類がコンピュータの上に置かれている。

(B)封筒が机の上に積み重ねられている.,

(C)コ ンピュータは布で覆われている。

(D)椅子にセーターがかけてある。

―机の上に封筒が積み重ねられている様子の写真。正解の選択肢(B)で使われているbe
piied upは「積み重ねられている」という意味の表現で、写真描写問題で頻出の表現。

封筒や書類、本が積み重ねられている状況を表す際によく使われる。正解の選択肢は

もちろん、間違いの選択肢で使われることもあるので、まずは表現に慣れ、瞬時に意

味が理解できる状態にしておくことが必要。
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Un■ 1 ビジネス 社内編

SicP I CDを 聞き、問題を解いてみよう。儀豪
CD■・●9

区ヨ Mark yOur answer on your answer sheet.
| 

:L J Mark your answer on your answer sheet.

… □

(答えは→ p18)

S,cP 2 もう一度 CDを聞き、問題の英文をディクテーションしよう。わか らない部分は、

間こえた音をカタカナで書いてOK!(ス クリプトは→ p18)崚
夢

CD■‐o9

to your _ _ _

(A)it's ttght_

is the

つ

・

一　

　

一

for submitting the document

the civic center.

are sold out.(B)

(C)

organizing the next seminar?

(A) lt's not

(B) She's a big fan of

(c)

it's Terry.

next Monday.

lremember,
一　

　

一

一　

　

一
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回 E31 (C) 日  (C)

Step 3F 解説を読み、正解を確認しよう。

□  文頭の疑間詞をしつかリキャッチ

読まれた英文

llVhen is the deadline for subnl:tting the documentto your boss?

(A)lt's nght nexttO the civic centen

(B)BOth Ofthem are so!d out.

(C)No laterthan nextヽ4olnday

いつまでに書類を上司に提出しなければいけませんか。

(A)そ れは市民会館のすぐ隣にあります。

(B)両方とも売り切れです。

r〕 来過の月]=日 までです

―Part 2で は、文頭の疑間詞を正確にキャッチできるかどうかがカギになる。ここで
は、冒頭に“When～ ?''と あるので、「時間」に関する質問であることがわかる。lAlは

「場所」について答えているので×。(B)は 、bOSS「上司」とbOth「両方」の発音の類似
に絡めたひっかけ。具体的に「日寺間」について答えている(C)が正解となる。no later
than～ は、「期限」を表す際に使われる表現。

日 Who9sと Whose音 の類似に注意

読まれた英文

Who's tt charge」 Organizing the next seminar?

(A)n's nOt mine

(B)She's a big fan of organic 100d

(C)As far aslremember、 it's tterry

だれが次のセミナーの準備を担当 していますか。

(A)そ れは私のものではありません。

(B)彼女は無農薬食品が大好きです。

lC,秘、か覚えている限りこ11 テリーたと思います

―Part 2では、同音異義語 や発音が類似 している語がよく出題 される。質問文の

Who'sは Who lsを 短縮 した形で、発音はWhoseと 同じになる。そのため聞き取り

の際は注意が必要。lAlは Who'Sと Whoseの発音に絡めた選択肢。(B)は 、Organic
とorganizingの 発音に絡めた選択肢。Who's～ ?「だれが～ですか」という質問に対
し、具体的に人の名前を挙げて答えている(C)が正解となる。As far as～ とぃう表現
が使われているため、聞き取りがやや難しくなっている。
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Unit l ビジネス 社内編

Step』  CDを 聞く前にまず設間と選択肢を見て、どんな場面・状況かを予想しよう。

Step z CDを 聞き、問題を解いてみよう。(かCD■‐■o

□
Whatis the problem?

(A)A repairperson is out oftown.

(B)A copy machine doesn't work.

(C)The man called the wrong number

(D)Paper got stuckin a copier.

日
llVhat did the rnan try to do to solve the prOblem?

(/ヽ)Replace the ink cartridge

(B)Press the power button

(C)Call a repairperson

(D)Turn On the‖ ght

日
When did the vvoman orderthe nevvink cartridges?

(A)Last week

(B)The day before yesterday

(C)Yesterday

(D)Today

顆

櫻

興 □
(答えは■ p 20)
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回 □ (B) (C)

Step 3 解説を読み、正解を確認しよう。

□  まず会話全体のトビックをしつかり把握
VVhat is the problem?

どんな問題が起きていますか。

(A)A repairperson is out oftown   修理工が町を離れている。

IB)A copy nnach ne doesn t work      ]ti― |モ デ|'ヨ:|'itヽ

(C)丁he man called the wrong number 男性が電話番号を間違えた。

(D)Paper 90t Stuckin a copier     紙がコピー機に詰まった。

…Part 3の会話問題では、まず会話全体の トビックや内容を問う問題がよく出題される。

そのため、会話が行われている場面や状況をしっかりと押さえることが正解を導 くカギ

になる。ここでは、男性 と女性がコピー機の不具合について話 しているので、(B)が正

解となる。(D)は 男性のセリフ “Did l hk the wrong button,or did some paper
getiammed?"に 絡めたものだが、そのすぐ後で女性が“No."と答えているので×。

□  代名詞が指すものをしつかリキャッチ

What did the man try to do to solve the prOblem?

問題を解決するために男性はイ可をしようとしましたか。

日(A)□

(A)Replcnce the ink cartriclge

(B)Press the power button

(C)Ca‖ a repairperson

(D)Turn On the light

…代名詞が指すものを意識しながらリスニングをすると、会話の内容が理解しやすくな
る。正解のカギになる男性のセリフ“Then,let me replace tt wtth a new one.
Where can lind them?"で は、性、one、 themと ぃう代名詞が使われている。社
は前出のthe ink cart‖ dge(古いインクカー トリッジ)、 a new oneは a new ink
cartttdge(新 しいインクカー トリッジ)、 そしてthemは ink cartttdges(交 換用の
インクカー トリッジ)を それぞれ指している。ink cartndgeと ぃぅ共通の単語ではあ
るが、それぞれ指しているものが異なる点に注意 しよう。

イレクカートリ|シ を交換する

電源ボタンを押す。

修理工を呼ぶ。

電気をつける。

20



Unit l ビジネス社内編

日  時間を表す表現に注意

llVhen did the woman orderthe new ink cartridges?

女性はいつ新しいインクカートリッジを注文しましたか。

(A)Last week             先週

(B)丁 he day before yesterday        一昨日

tC)Yesterday                    ]4日

(D)Today               今日

…会話文では、現在だけでなく、過去や未来のことについて言及されることがあるの

で、時系,」を意識しながらリスニングをする必要がある。この会話文でも、the day
before yesterday、 yesterday、 today、 tomorrowな ど、日寺間を表す表現が複数

使われている。女性のセリフ“So l ordered some yesterday."か ら、新しいイン

クカートリッジを注文したのは、昨日だとわかるので、(C)が正解となる。

Step 4 もう一度CDを聞き、問題の英文をシャドーイングしよう。最初は英文を見な

がらCDと一緒に発音、最後は見ないでシャドーイングできるようになろう |

(懸)CD■
‐■o

読まれた英文

Questlons[∃ thrOugh[コ referto the fo‖ owing conversation.

M:  Kathy,it seems that the copleris out of order There was no problem

vvhen l used it the day before yesterday Did l hit the wrong button,or did

some papergetiammed?
VV:  No.Look,this light indicates Ⅵノhen the ink cartridge has to be replaced

M:  Oh,!see.丁 hen,let me replace it with a nelA/One.VVhere can ifind them?

W:  We've run out ofthem,actua‖ y.So!ordered some yesterday tthey should

be here eithertoday ortomorrovv

問題回―E]は次の会話に関するものです。

男性 :キ ャシー、どうやらコピー機が壊れているみたいなんだ。一昨日使った時は問題なかったんだけ

ど。間違ったボタンを押しちゃったのかな。それとも紙が詰まったのかな。

女性 :違 うわ。見て、ここが光っている時は、インクカートリッジを換える必要があるの。

男性 :あ あそうなんだ。そしたら僕が新しいのに換えるよ。新しいインクカートリッジはどこにあるの

かな。

女性 :実 は切らしているのよ。だから昨日いくつか注文しておいたわ。今日か明日にはここに届くはずよ。
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Listening Laboratory l

次ページからの「Pan 4 説明文問題Jは 、出題される英文の量が Pa蔵 1～
Pa耐 3に比べて多く、スピー ドも非常に速いため、聞き取 りの難度が上がります。

そこでこのページでは、Pa威 4の英文をより正確に聞き取るために知っておき

たい発音や聞き取 りのポイン トを、Pan l～ Pan 3ま での英文を例に 4つ ピッ

クアップ して解説します。 リスニングカは、発音のポイントを知 り、自分で実

際に発音 をすることで飛躍的に伸びるので、解説を読んだらぜひ発音 してみま

しょう。

① He℃ fadw∞mputer screen.(p.16□ lAl)

facing aは 、gの音がドロッス つまり消えて、nと aの音がリンクするた

め「フェイシンナ」のように発音されます。ing形の語尾の gの音はドロッ

プしやすいのα 発音や聞き取りの際には気をつけましょう。

② Some envdopes are● 峰
upOnthe desk.ぃ

.16□ (助 )

piled upは 、一語ずつ発音すると「パイルドアップ」となりますが、piled

のdと、upの uがリンクしてPヾイルダップ」のように発音されます。

③ She's a bo fan Of OЮ ant food.は 18日 (BD

organlcは、日本語では「オーガニック」と発音されますが、英語では「オー

ギャニック」のように発音され、9aにストレス(アクセント)が置かれま丸
カタカナ英語は日常的に使われますが、発音・アクセントが異なる場合が多

いので注意しましょう。

④翻し性
"emsthat he ttσ

も∞
呻   2鯛

tは、英語の中でも音声変化が特によく起こる文字で丸 out ofを 一語ず

つ発音すると「アウトオブ」となりますが、、υ線部の音がリンクしてレ ウ

ロブ」のように発音されます。母音にはさまれたtは、音声変化を生じrに

近い音で発音されることを覚えておきましょう。
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Unit l ビジネス社内編

Stop■  CDを 聞く前にまず設間と選択肢を見て、どんな場面・状況かを予想しよう。

Sた,2 CDを 聞き、問題を解いてみよう。優豪
CD■・■■

□
Whatis the speaker requesting?

(A)A convention schedule

(B)A catalog

(C)An extension for a deadline

(D)Some pet supplies

回
VVhen ls the original dead‖ ne forthe proposal?

(A)」 une 15

(B)」une 18

(C)」 une 20

(D)」 uly 15

isn't the proposal ready?

(A) They are working on another project.

(B) They are attending a conference.

(C) They are on vacation.

(D) They are demanding more information.

ｙ

□

ｗｈ

…
□

(答えは■ p24)
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m □ (C)  回 (～   □ ぃ)

Stap 3 解説を読み、正解を確認しよう。

□ 冒頭のキ…ワ…ドから場面を特定
VVhatis the speakerrequesting?

話し手はイ可を依頼していますか。

(A)A convention schedule       集会のスケジュール

(B)A catalog                ヵ夕ログ

(C)An extellsion for a deadline      l=31 tllll J111長

(D)Some pet supplies         ペット関連用品

…説明文問題では、場面を特定するのに有効なキーワー ドが冒頭で読まれることが多い。
この間i墨 では、 3文目の“l haVe to ask you to extend the」 une 15 dead‖ ne."
の中にあるeXtend～ deadlineと ぃう表現 がそれに当たる。このセリフから、話 し

手が締め切 りの延長 を求めていることがわかり、(C)が正解 となる。動詞extendが
extensionと ぃう名詞に置き換 えられている点にも注意。

□ 時系列を意識するだけで聞き取りが楽に

VVhen is the original deadiine forthe proposal?

企画書のもとの締め切りはいつですか。

(A)June 15      1月 11)||

(B)」 une 18       6月 18日

(C)」 une 20       6月 20日

(D)」 uly 15        7月 15日

…説明文問題で、日付や時間について述べられたら、特に注意して間き取ること。会話問

題同様、時系列を意識 して、細かい日付や時間には特に注意を払 うように しよう。すべ

て記憶 しておくのは難しいが、意識 をするだけで聞 き取りが非常に楽になる。ここでは、
3文 目の “l haVe to ask you to extend the」 une 15 dead‖ ne."か ら、(Alが正

解とわかる。

匝]becauseが聞き取りのカギ
Why isn'tthe proposalready?

なぜ企画書は用意できていないのですか。

(A)They are work ng on another prolect  別の企画11Lめ ているか |

(B)丁hey are attending a conference     会議に出席しているから。
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|‐ ||‐ |■ ■

~‐

■
‐  | |‐  |‐  |‐

 ‐| . ‐‐                                  .

(C)丁 hey are on vacation.            休暇中だから。

(D)丁 hey are demanding more informalon.よ り多くの情報を求めているから。

…説明文問題では、原因や理由に関する質問がよく出題される。説明文の中で原因や理

由について言及する表現が出てきたら、絶対に聞き逃 さないように しよう。ここでは4
文目のbeCause以降の部分がカギになっている。

Step 4 もう―度CDを聞き、問題の英文をシャドーイングしよう。最初は英文を見な

がらCDと一緒に発音、最後は見ないでシャドーイングできるようになろう !

(遷芝〉CD■・■■

読まれた英文

Questions□ thrOugh[□ refer to the fo‖ owing telephone message.

①  George,this is Tanya (D I'm calling about the proposal for the Oxyclean

account.③  l have to ask you to extend the」une 15 deadline ① Myteam
hasn't been able to meet much regarding Oxyclean because Mノ e're Sti‖ finishing

up the catalog for Pendleton Pet Supplies ⑤  As you know,Oxyciean is a far

more demanding prolect than we are used to,and i wantto make sure we getit

right.① l'm confident vve can subnlit an outline ofthe proposai no later than

」une 20.(D Anyway,have a good trip and l'|l talk to you Ⅵノhen yOu get back on

the 18th from the conference in Seoul

匿題憂麗霊亘ご≡|

問題回 匝]は次の電話のメンセ~ジに関するものです。

ジョージ、ターニャです。オキシクリーン社との取引の件でご連絡いたしました。6月 15日 の締め切り

を延ばしてほしぃのです。ベンドル トンペット用品店のカタログをまだ作成しているため、オキシクリー

ン社の件であまり話し合いの時間が取れておりません。ご存じの通り、オキシクリーン社の案件は私

たちがこれまで担当してきたものに比べるとはるかに大変ですが、いい結果を残したいと思っています。

企画書の概要は 6月 20日 までに提出できると思います。では、よい旅を。18日、ソウルでの会議か

ら戻られましたら、またお話しさせていただきたいと思います。
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覚えておきたい・重要語句と文法事項 蓋

次ページからの Pan 5～ 7は リーディングセクションです。 リーディングセ

クションでは、文法や ,i吾 彙の力、そして読解力が総
/1N的 に試され ますが、カギ

を握るのは時間配分とスピー ドです。問題量が非常に多いため、素早く正確に

問題を解かなければならず、語句や文法の正確な知識が必要にな ります。

そこでこのベージでは、Part l～ Pan 4ま でに登場 したセンテンスを4つ ビッ

クア ップして、Pan 5～ Pan 7で必要な語句や文法li項 を解 i'こ していきます。

e The computers are covered with a cbth.o.16□ (C》

受動態は基本的に前置詞byを後ろにとりますが、be covered with～「～

で覆われている」のように、by以外の前置詞を後ろにとることもあります。
この他には、be satisied with～ 「～に満足している」、be surpttsed

at～「～に驚く」、be known to～「～に知られている」などの表現があ
ります。

② There's a sweater hanging overthe chairl(p.16巨](D))

hangingは 、動 詞 hangの 現在分 詞 形 で、形容詞 として直前の名詞

sweaterを修飾しています。英語では、このように分詞の形容詞的用法を

使つて新しい情報を後からカロえることがよくあります。

③ Asfar aslrememb鶴 1's Terry.(p.18日 (CD

as far as～は、接続詞asを使つた「～する限り」という意味の重要表現
です。as far as:rememberの他にも、as far asl know「 私の知る限
りでは」、as far as:'m concerned「 私に関する限り」などが丁OEICテ
ストでよく出題されます。

④ Paper got stuck in a coplen(p.20匿 ](D))

受動態は基本的に<be動詞十過去分詞 >の形で表されますが、くget+
過去分詞 >の形で表現 されることもあります。be動詞 を伴 う受動態が

「状態」を表すのに対し、getを伴う受動態は「動作」を表します。
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Step I 問題を解いてみよう。C)3分

日
Ａ‐。 of business reports and project proposals are ------- up on the

supervisor's desk,

(A) pile

(B) piled

(C) pilins

(D) piles

It is essential that all new employees who haven't taken part in the training

program yet ------- present at this Thursday's orientation seminar.

(A) were
(B) was
(C) is

(D) be

Operating at 105 pages per minute, our newest printer is perfectly suited

to large corporate offices ------- fast scanning and copying are required.

(A)where
(B) that
(C) which
(D)who

… 日
(答えは→ p ａ

　

２７



回 日 (B) IA)

Step 2F解説を読み、正解を確認 しよう。

頻出表現 be pi:ed up
A lot of business reports and prolect prOposals are lB,piled up on the

supervisor's desk.

たくさんの業務報告書と企画書がスーパーバイザーの机の上に山積みされている。

(A)pile tB)pi ed (C)piling (D)p‖ es

…
plleは「～を積み重ねる」という意味の動詞。この問題のようにbe piled upと ぃう形
で使うと「山積みになっている」という意味の表現になる。Pa威 1同様、Part 5で もよく
出題される表現なので、必ず覚えておくようにしよう。

:t is essential that+動 詞の原形
lt is essential that a‖ new employees whO haven't taken part in the training

program yet lD)be preSent at this tthursday's orientation senlinar.

新人研修にまだ参加していない新入社員の方は、今週木曜日のオリエンテーションセミナーに参加し

なけれはいけません。

(A)were        (B)WaS        (C)iS

―「必要」や「要求」の意味を含む単語の後にthat節 が続く場合、that節 内は動詞の原形か
<should+動 詞>の原形を用いるのが基本のルール。ここでは、文頭にeSSenual(必
要である)があるため、be動詞の原形(D)beが正解となる。

場所について説明をカロえる関係副詞 where
Operating at 105 pages per minute,our nevrest printer is perfectly suited to

large corporate offices(A)where fast scanning and copying are required

わが社最新のプリンターは、1分間に」05枚のスピードで稼イ動するため、迅速なスキャンやコピーが

要求される大企業のオフィスに最適です。

(A)where (B)that (C)WhiCh (D)who

…関係副詞 whereは 、場所を表す名詞 (こ こではlarge corporate offices)に 続き、そ
の場所について説明を加える働きを持つ。多くの場合<前置詞+関係代名詞 >の形に置
き換えることが可能で、ここではin whichに 置き換えられる。(B)と (C)は場所を表す
前置詞 (in)が 欠けており、(D)は 人を表す関係代名詞なので×。
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Unit l ビジネス 社内編

Sfep■  問題を解いてみよう。n刈 o分

Questions匝]―国 refer tO the following e― mall.

To:A‖ Supply Department Emp10yees

From:」essie Asano

丁his is a reminderthat Ed Boyle from Chy Ha‖ llv‖ l present a sen州 nar

―――――――neVv guide‖ nes for recycling in the workplace.

□
(A)in      (B)On

(C)at     (D)from

丁he seminar、ヘハ‖be heid on November8from 10:30a.m untii noon.

―――――――is not mandatory,but a‖ Supply Department employees are

encouraged to participate.

□
(A)Attend   (B)Attendee

(C)Attendant(D)Attendance

Pre― registration is required for those― ――――――tO attend

国
(A)wlsh    (B)WiShes

(C)WiShed   (D)wishing

P!ease drop by my office by Wednesday morning to sign up and to receive

an information package.

… □

(答えは■ p30)
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回 目 □ (B)

Questlons□中国 refer to the following e¨ mall.

To:A‖ Supply Department Emp10yees

Frornl」essie Asano

①丁his is a reminderthat Ed Boy!e from Chy Hall wi!l present a seminar

□ (B)on new guidelines for recycling in the workplace.②丁he seminar wi‖

be hdd on November 8 from 10:30a.m.un‖ noon.③ 国 の)Attendance

is not mandatory, but a‖ Supply Department employees are encouraged

to parJdpde.④ Pre‐ regも tra‖ on b req面 red for those国 (助 Wishing tO

attend。 (D Please drop by my office by Wednesday morning to sign up and

to receive an information package.

問題□―国 は次のEメールに関するものです。

宛先 :調度課全社員

送信者 :ジェシー・アサノ

市役所にお勤めのエド・ボイル氏成 職場におけるリサイクルのための新しいガイドラインについてセ

ミナーを開かれることをお知らせいたします。セミナーは、11月 8日 、午前 10時 30分から正午まで

開かれる予定で丸 出席は義務ではありませんが、調度課に所属するすべての社員は出席が奨励され

ています。出席を希望される方は事前登録が必要になりますので、水曜日の午前中までに私のオフィ

スにお越しいただき、登録を済ませ資料ファイルをお受取りください。

30



|

Step 2 解説を読んで、正解を確認しよう。

匝]seminar on～『～についてのセミナー」
(A)in

(B)On

(C)at

(D)from

…
「～についてのセミナー、会議」と言う場合、前置詞はOnや aboutが使われる。ここで
は前後の文脈から、lAl、 (C)、 (D)は ぃずれも当てはまらない。

□  品詞の理解を問う問題

(A)Attend

(B)Attendee

(C)Attendant

(D)Attendance

…選択肢lAl～ (D)は 、ぃずれも動詞atend「 ～に出席する」の派生語。ここでは、前後の
文脈に合う(D)Attendance「 出席」が正解となる。lAI Attend「 ～に出席する」は動詞
なので×。(B)Attendee「 出席者」、(C)Attendant「 接客係」はそれぞれ名詞なので文
法的には問題ないが、前後の文脈に合わないので×。

くwho+be動 詞>の省略

(A)wish

(B)WiShes

(C)WiShed

(D)w sh ng

…those who～ は「～する人」という意味の表現。この表現では、Who節内の動詞がbe
動詞の場合、<who+be動 詞 >が省略されることがある。ここではthOSeの あとに

whoがないことから<WhO+be動 詞>の省略とわかり、(D)の wishingが正解となる。

31



おlcP I 問題を解いてみよう。{》 o分

Questions□―区]refer tO the following message.

TO: Jerry Kerr

FROM: Aklra Hatano

DATE/TIME: Frqday, Feb. 10, 10,15

TAKEN BY: June Kato

Message:

Akira Hatano called about the invoice for the Shiba Security
acc_ount, He says- there are two figures, 5- and 8, in the-

co,py of the de_!ivery_ statement you submitted for how
many printers you installed at Shibals waterfront branch on

February 5.

Akira also needs to know what price you quoted to Shiba for
the printers, The E15 model, which !s the modet yo^u jnstatled

tasl w-eek, is being offered at a 20% d!scount duling February

and March, but Akjra assumes you may not have known this,

So, please confirm the- exact number of installations_ as well
as the prjc-e you quoted, and c,ontact Akira Hatano, He, needs

this informatio-n as soo,n as possible sinc-e the inv-oice is

suppose-d to b-e faxed to the c-lient by tomorrow mornlng,
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□

ｗｈ

ｏ

ｏ

ｏ

ｏ

　

一□

Who answered the phone?

(A) Jerry Kerr

(B) Akira Hatano

(C) Shiba Security

(D) June Kato.

did Akira Hatano call Jerry Kerr?

To request information

To ask that a printer be installed

To reschedule an appointment

To prepare a delivery statement

ln the rnessage,the word``quoted"in paragraph 2,‖ ne l,is closest in

meaning to

lAl cited

(B)aSSembled

(C)eStimated

(D)iustified

□
What vvi‖ 」erry Kerr rnost‖ kely do next?

lA1 0pen a new account

(B)ViSit Shiba Security

(C)Call Akira Hatano

(D)insta‖ mOre printers

圃



ロ ロ (D) □ (A) □ (C) □ (C)

Step 2 スラッシュで区切つて音読をしよう。

Questions□―国 referto the following message

TO: Jerry Kerr
FROM: Akira Hatano
DATE/TIME: Friday, Feb. 10, 10:15

TAKEN BY: June Kato

Message:

if Akira Hatano calf ed about the invoice / for the Shiba Security

acco-unt. f?.1 He says there are two figures, / 5 and 8, / in the
copy of the delivery statement you s,ubmitted / for how
many printers you installed at Shiba's waterfront branch / on
February 5.

r Akira also needs ao t no* what price you quoted to Shlba for
the printers. i_lThe E15 model, /which is the model you installed
last week, / is being offered at a20% discount during February
and March, / but Akira assumes / you may not have know_n th!s,

I So, please confirm the exact number of installations , as well

a! the- price you quoted, / and contact Akira Hatano, ,O He need5

thjs information as soon as possible / since the invoice is

supposed to be faxed to the client / by tomorrow morning.
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Unit l ビジネス

問題 □一国 は次の伝言に関するものです。

ジェリー・カー様ヘ

アキラ・ハタノ より

2月 10日 金曜日 10時 15分

受信 :ジューン・カトウ

伝言 :

アキラ・ハタノから、シバセキュリティ社への請求書の件で連絡がありました。アキラ・ハタノは、

2月 5日 、シバのウォーターフロン ト支社に導入されたプリンターの台数を示す納品記録の控

えに、5台 と8台 という2つ の数字が記入されているとおっしゃっています。

また、アキラはそのプリンターの見積 もり額も知りたいそうです。あなたが先週設置された

E15型 は、2月 から3月 までの間、20パ ーセント引きで提供 されているのですが、アキラはあ

なたがそのことを知 らなかったのではないかとお考えのようです。

なので、正確な設置台数と見積もり額 をご確認いただき、アキラ・ハタノにご連絡 ください。

明朝までに請求書をクライアントにファックスすることになっているので、アキラはできるだ

け早 くこれらの情報について知りたいとのことでした。

S'CP 33解説を読み、正解を確認 しよう。

□  必要「J情報を素早く的確にキャッチ

VVho answered the phone?

だれがこの電話を取りましたか。

(A)」 erry Kerr    ジェリー・カー

(B)Akira Hatano  アキラ・ハタノ

(C)Shiba secunty シバセキュリティ社

(D)」 une Kato    ジューン・カトウ

…メモの左上部にある“TAKEN BY"の意味さえわかれば正解を導 くことができる。こ

れは、This message was taken by～ を省略 したもの。よって(D)」une Katoが

正解となる。lAI Jerry Kerrは 、この伝言の送り先。(B)Akira Hatanoは 、この伝言

を依頼した人。(D)Shlba Secu‖ tyは 、取引先の会社。

□  文章全体から答えを導く

Why did Akira Hatano ca‖ 」erry Kerr?

なぜアキラ・ハタノはジェリー・カーに電話したのですか。

(A) To request information 情報を依頼するため。

(B)TO ask that a printer be insta‖ ed プリンターの設置を依頼するため。

(C)TO reschedule an appointment  予定を変更するため。

(D)To prepare a delivery statement 納品記録を用意するため。
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          ‐  ・
 

・
 ・

 ‐

第1肇落で■、プリンターの設置台数につぃて言及され、第2段落では見積も||′ 額につ
しヽて述べられている。そして第3撃落では、これらの「権報」を確認する必要があると述
べられているので、lAl.が正解とわかる。           .    |

□  単語の意味を問う問題
!n the message,the word``quoted"in paragraph 2,!ine l,is closestin meaning to

伝言の第 2段落。1行日の quoteに最も近い意味の語は

lA)cited 引用した

(B)aSSembled集 めた

(C)eSumated 見積もった

(D)iusuned  正当化した

―quoteには「 (価格や条件など)を 見積もる」といぅ意味がなう。lAlの ole「～を引用す
る」と同じ率味もあるが、ここでは不導切。fB)aSSeMble「～を集める」、(Dl iustify

「～を正当化する」はそれぞれ文脈から判断して、間違ぃだとわかる。

□  次の行動を予測する問題

What wi‖ 」erry Kerr rnost likely do next?

ジェリー・カーはおそらく次に何をしますか。

lA1 0pen a new account  新しい口座を開く。

(B)ViSn shiba secunty   シバセキュリティ社を訪間する。

(C)Ca‖ Akira Hatano アキラ・ハタノに連絡する。

(D)insta‖ mOre prlnters さらにプリンターを設置する。

日||口 l:il:IIIIIII‐                                           ‐         
‐    ‐‐    ‐

第3段落から、アキフ・′
)タ

ノが連絡を待●ていることがわかるめで、lClが正解‐となぅ。
このように次の行動を予測する問題は、Part 7で もよく串題14るので、「次にイ可が起
こるのか」を意識しながら読解に取り組もう。 |
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Unlt l ビジネス社内綱

(答えは→ p365)

□雲

=■
 下線部の語 (句 )に注意 して、意味の正 しい英文にはTのボ ックスに、

間違つている英文にはFのボックスにそれぞれチェックしなさい。

1. A dead‖ ne is thetime or date by which something hasto be comp!eted

□ T  □ F

2. An attendee is a person who organizes a conference or other gatherings.

□丁  □ F

3. A copieris a machine that makes coffee and tea

□丁  □ F

4 An employee is a person or organization that employs people.

□T  □ F

5. An invoice is an itemized billfor 9oods sold or services provided.

□丁  □ F

目輛7■ 下線部に入る語(句)を lAl～ (C)の中から1つ選びなさい。

1. l'm supposed to give a

(A)council

at the conference.

(B) assembly (C)presentation

(C) specification

2. Allorders will be shipped from our

(A)task (B) warehouse

3. A lazz will be held at the civic center this Sunday.

(A) workshop

4. Please

(B) material (C)Cata!Og

this report to the client by this afternoon.

(A)hire

5. The

(A)cabinet

6. Could you make a

(A)stack

(B)faX

is fi!led with chent folders.

(C)reschedule

(C)controversy

(C) photocopy

(C)reschedule

(C) out of order

(B) reminder

of this document?
(B) vacation

7. l'd like to my appointment.

(Al attend (B)Subml
8. lt seems that my laptop is

(A)flexible

9. The company will

(A) indicate

(B) on vacation

new computers in their office next week.

(B) invite (C)install

10. lt is required that you show your card at the reception desk.

(A) flyer (B) letterhead (C)idenllcation
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…
 下線部と似た意味の語 (句 )を (Al～ (C)の中から1つ選びなさい。

l  You have to submitthe reportto the manager.

(A)turn in         (B)turn down      (C)turn Out

2 We haveto make ourinal decision no laterthan this coming Monday

(A)by            (B)On            (c)abOut

3. The board of directors decided to postpone the meeting for a vveek.

(A)putin          (B)put Out        (C)put Off

4  Could you repairthis fax machine?

(A)lx            (B)invent         (C)iSOlate

5  1t's been three decades since the company was estab‖ shed.

(A)lve years       (B)ten years       (C)lfteen years

口  下線部の語 (句 )に注意して、最も適切な応答を (A)～ (C)の中から

1つ選びなさい。

l  Sha‖ vve make the catalo9 forthe Christmas saie season?

(A)No,l preferto stay home

(B)Yes,i sent it to the client

(C)No,let's not.

2 Don't forgetto attach the f‖ eto the e― mali

(A)丁 hanks for your patience

(B)Thanks for your trouble.

(C)丁hanks forthe reminder

3 Could ltake aleave of absence for a week?

(A)丁 he train leaves at ten

(B)ltゝ nO problem

(C)「‖be present atthe meelng.

4.lthink we should hire some more staff members.

(A)!buy thatidea

(B)No,|'m already fu‖ .

(C)lt'S because of you

5 Couid you staple the papers togetherfor me?

(A)Rice is a staple for」 apanese people

(B)SOrry,|'m in the middle of something

(C)Let's take a rain check
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くビジネス (人事編)>に関する頻出トビックと語句

StcP I テーマ別に語 (句 )の意味を覚えよう。

SteF 2 CDを 聞き、英語の発音に続いて語 (句)の意味を声に出 してみよう。

StOp 3 テキス トを見ずにCDを聞き、語 (句 )の意味を覚えたかチェックしよう。

…

腱 神 ヨ ¨
◎

図 human resOurce僣 )人材開発

図former cOmpany前の会社

図 predecessor   前任者

図 understaffed  人手不足

図 short―staffed  人手不足

図 department  課、部、部門

図 division       課、 音5、 音SF]

硼鵬倒日Φ―… …
図career     経歴、職業

図compensalon 報酬

図contttbuJon  貢献

図bOnus     賞与

図sJary increase昇給

図paycheck   給料

…
‐口"鰺

/ chairperson

Ztechnician
/ salesperson

zcEo
Zvice president

Z accountant
Z consultant
/ supervisor

/administrator

40

図 overseas branch海 外支社

図 headquarters 本社

il燻 ・1・      ・

議長、委員長

技術者、専門家

営業担当者、販売員

最高経営責任者

副会長、副総裁

会計士

コンサルタント

スーパーバイザー

管理者、役員

/transfer
/ assign

/replace
/hire

Zhead
/representative
/engineer
Zco-chair
/affilialion
/ personnel

Zboard of directors

/coordinator
/regional manager

～を転勤させる

～に任命する

～を取り換える

～を雇う

゛

長、リーダー

代表、代理人

技師、技術者

共同司会者

所属、提携

人事

取締役会、重役会

コーディネーター、進行役

地域担当マネージャー

図 in charge Of  ～を担当している

●
                                 磋

図 relrement退職

Z evaluatiOn 言平価

図 lay off  ～を解雇する

図 lre    ～を解雇する

図 promote ～を昇格させる

図 demote  ～を降格させる



曇掟脇須 じ
/inlern
/parI-Iime
Z full-time
lltemporary job

インターン

パートタイム、非常勤

フルタイム、常勤

一時的な仕事

求職者

求職者

就職活動

就職活動

仕事の依頼

面接官

面接

志願者

応募者

Unit 2 ビジネス 人事編

図 permanent永 久的な

図 trainee   研修員、練習生

図 new recruit新入社員

図vacant position仕 事の空き

図lob opening  仕事の空き

図lob opportunity雇 用の機会

図 recruitment  採用、募集

Zr6sum6 履歴書

図cover letter  カバーレター

ロappllcation  応募書類、応募

図 letter Of recommendation

推薦状

/ job description

/ competent

Zcertiticate
/capable
/ prospective

/ requirement

職務説明書、募集要頂

有能な

資格

有能な

見込みのある、将来の

要求、条件

41
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Zjob seeker

Zjob hunter

Zjob hunting

Zjob search

Zjob offer

/ interviewer

Zjob interview

Z. candidate

/ applicant

… 綱。
図 proicient    堪能な

図 command Of   ～する力

Z expettenced  経験豊富な

図 qualilcation   資格

図 digible     資格のある

図 work expenence実務経験

図 quJ雨ed    資格のある

*発音が2パターンある単語には、2種類の発音が収録されていま硯

語 (句)の意味と発音の確認が終わつたら、TOEIC形式の練習問題に挑戦してみよう。

(ここで取り上げた語 (句)は、派生語も含め、練習問題の解答解説の中で太字で強調して

います。)



SittP i CDを 聞く前に、まず写真を見て、どんな場面・状況かを予想しよう。

Stぼp2 CDを 聞き、問題を角旱いてみよう。t'CD■
″■8

42

団 □

(答えは→ p44)



Unit 2 ビジネス 人事綱

□

ｏ

S",32も う一度 CDを聞ま 問題の英文をディクテーションしよう。わからない部分は、

間こえた音をカタカナで書いてOKl(スクリプトは→ p.4の
罐診

CD■・■8

They're

with a handshake.

(B)丁hey're

(C)They're

their jackets.

(D)丁hey're in their hands.

The windows are

new ones.

(B) There're some tables

windows.

(C) Some couches

!n a row.

(D) Some people are the sofas.

a

□

ｏ

the



回 □  (A) □  (c)

Step 4 解説を読み、正解を確認しよう。

□  人物描写は動詞に注目

読まれた英文 Look atthe picture marked numberl in yourtest bOok.

(A)Tlney re 9reet ng each otherNAytll a handsl、 ake

(B)丁 hey're taking off theiriacketS.

(C)丁 hey're examining a cover:etter

(D)丁 hey're holding f‖ es in their hands

IA1 1ま ら|:七 l it′ ちか|,I● 111t/に いう

(B)彼 らはジャケットを月党いでいる。

(C)彼 らはカバーレターに目を通している。

(D)彼らはファイルを手に持っている。

…男性2人が握手をしながら挨拶をしている様子の写真。複数の人物が写っている写真
では、人物の「動作」に注目する。(B)2人 の男性はジャケットを脱いでいない。(C)2
人の男性はカバーレターに目を通していない。(D)右倶1の男性はファイルを手に持っ
ているが、左倶1の男性は持っていないので×。握手をしながら挨拶をしている様子を
表 したlAlが正解となる。

□  現在進行形と現在完了形の違い

読まれた英文 Look atthe picture marked number 2 in yourtest book

(A)The windOws are being replaced with new ones

(B)丁 here're some tables nextto the windows

(C)SOnne cOuches have been arranged n a row

(D)Some peOple are lying on the sofas.

(A)窓 が新しいものに取り換えられている。

(B)窓の横にテーブルがぃくつかある。

|(DIソ フ か―列li l■ へられ〔ぃる

(D)ソ ファにイ可人か横たわっている。

…ソファが一列に並べられている様子の写真。Pan lで は、現在進行形や現在完了形が
よく使われるが、これらの意味の違いには注意が必要。現在進行形は、現在起 きてい
る動作を表現する用法なので、(Alは「 (今 だれかによって)窓 が新しいものに取り換
えられている」という意味になる。一方、現在完了形はある動作が完了した状況を伝え
る用法なので、(C)は「ソファを―列に並べるという動作が完了した」ことを表す。よっ
て正解は(C)。
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Unit 2 ビジネス人事編

StcP■  CDを 聞き、問題を解いてみよう。逢勢
CD■・■9

Eヨ Mark yOur answer on your answer sheet.

@ VarX your answer on your answer sheet.

…
□

(答えは■ p46)

Stop 2 もう一度 CDを 聞き、問題の英文をディクテーションしよう。わからない部分は、

間こえた音をカタカナで書いて OK!は クリブHよ → p40崚
渉
CD■■9

□
He'|l be

startlng next rnonth.

(A)

(B) We've just had

(C)

the overseas branch office

is most
日
Who

qualified to be the next president?

(A) lcan't

(B)George will be

(C)Don'task me_

_  at the meeting.

anyone.
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回 □ (C)  日 lA)

StOp 3・ 解説を読み、正解を確認しよう。

□ 肯定文が先に読まれるタイプの問題

I Msた
rred t“ 降 over"… m市 酬 ∞ Startl"舶 対 m山

(A)Me neither

(B)We'Ve luSt had brunch

(C)For real?

1     彼は来月から海外支店に転勤になります。

(A)私もです。

(B)ち ようどブランチを食べたところです。

C,本 当
`す

か

…Part 2で は、ます疑問文が読まねることが多いが、肯定文が先に読まれることもあ
る。lAI Me nenhenは 、先に述べられた否定文に対し同意を表す表現。先に読まれ
た英文は、否定文ではなく肯定文なのでここでは意味をなさない。(B)branch「 支社」
とbrunch「 ブランチ」の発音の類似に絡めたひっかけ。先に述べられた内容に対し、
“For real?"「 本当ですか」と驚きを表す表現で返答している(C)が正解となる。

E]do you thinkの挿入
読まれた英文

VVhO旦2 yΩ u thinkis most qualified to be the next president?

(A)lcan'tth nk of anyone

(B)George will be present at the meeting.

(C)Don'task me w壁

だれが次の社長に最も適任だと思いますか。

|∧ ll・
lt,ヽ 当たる人かいませ′1

(B)ジョージは会議に出席します。

(C)理由は聞かないでください。

…疑間詞 (Whoや Whatなど)で始まる疑間文にdo you thinkが挿入されることがあ
る。ここでは、 Who is rnost qualified to be the next president?と ぃう身E問文
にdo yOu thinkが 挿入されている。意味の違いはそれほどないが、挿入によって聞き

取りが若平難 しくなっている。do yOu thinkの後の内容に意識 を向けると理解 しや

すくなる。
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Unit 2 ビジネス 人事編

Step l CDを 聞く前にまず設間と選択肢を見て、どんな場面・状況かを予想しよう。

Step 2 CDを 聞き、問題を解いてみよう。建ジ
CD■‐20

□
What are the speakers discussing?

(A)A business card

(B)A tempOrary iOb

(C)A iob opening

(D)A company prolle

(A)

(B)

(C)

(D)

ａ

□

ｗｈ

ａ

日

ｗｈ

t requirement must applicants meet?

A good educational background

Time flexibility

Work experience

Contact information

t will the man probably do next?

Apply for the vacant position

Give his friend the woman's business card

Callthe woman

E-mail his family

(A)

(B)

(C)

(D)

…
□

(答えは→ p 48)
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回 □  (C) 日  (C) □  (B)

Step 3 解説を読み、正解を確認しよう。

□  冒頭のキーワードから場面を特定

VVhat are the speakers discussing?

2人 はイ可について話していますか。

(A)A business card             名束J

(B)A tempOraryiOb           一時的な仕事

(C)A job opening                イ上■J,■ |

(D)A company prolle          会社概要

…会話問題では、会話冒頭のキーワードを聞き逃さないことが重要。ここでは、男性の

1つ 目のセリフにあるvacant「 (仕事や部屋などが)空 いている」がキーワー ドになっ
ている。lAlの名刺は会話の トビックではない。(B)、 (D)は 会話で言及されていないの

で×。

□ 単語の言い換え
What requirement must applicants meet?

応募者はどんな条件を満たさなければいけませんか。

(A)A good educational background    高学歴

(B)丁 ime lexibilly             時間への柔軟性

(C)WOrk experience              l実 矛らヽ三馬

^(D)ContaCt information         連絡先

…会話の中で使われている単語が、別の表現や形に置き換えられて選択肢に挙げらねる

ことがある。正解のカギになる女性のセリフ “We need someone who's very
expettenced."で は、expenenced「 経験豊富な」という単語が使われている。「経

験豊富である」ということは、「実務経験がある」ということなので、(C)が正解となる。

lAl、 (B)に ついては言及されていない。(D)女性の Eメ ールア ドレスや電話番号につい

ては述べられているが、応募者に求められている条件ではないので×。

日  次の行動を予測する問題

What vvi‖ the man probably do next?

男性はこの後、何をすると考えられますか。

(A)Apply forthe vacant positiOn        欠員のある仕事に応募する。

(B)Give his frend the woman s bus ness card 女性の名刺をた人(11渡 |
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Unit 2 ビジネス 人事編

(C)Ca‖ the woman

(D)E―mall his family

…会話問題では、話し手の次の行動を予測しながらリスニングをする必要がある。女性

は2つ 目のセリフで ``Could you ask him to contact me?"と 述べている。その

後女性は連絡先が記された名刺を男性に渡 していることから、男性はその名刺を友人

に渡すことが予測できる。

Siep 4 もう一度CDを聞き、問題の英文をシャドーイングしよう。最初は英文を見な

がらCDと一緒に発音、最後は見ないでシャドーイングできるようになろう !

(場豪CD■・20
読まれた英文

Questions[ヨ thrOugh tt referto the fo‖ olA/ing conversation

M:  」ane,!heard your company vvas looking for a new accountant recently is

the posllon sti‖ vacant?

い√:  Yes VVe've intervievved 10 people aiready,but none ofthem matched our

needs.We need someone who's very experienced.

M:  lf that's the case, |'d like to recommend my friend,Kyle,who has 10

years of experience in accounting He's been looking for a better iOb

opportunity late!y,and lthink your company cou:d bethe one.

Wi  Sounds nice.Could you ask him to contact rne?Here's my business card

You'|lfind my e― mall address and phOne number on it

「毒 面 □
問題□―□は次の会話に関するもので丸

男性 :ジェーン、最近君の会社が新しい会計士を探 しているって聞いたよ。そのポジションはまだ空い

ているの?

女性 :え え。すでに」0人と面接をしたんだけど、だれもうちの会社が求める条件を満たしていなかっ

たの。経験豊富な人が必要なのよ。

男性 :そ れなら友人のカイルを紹介するよ。彼は会計の仕事に」0年も携わっているんだ。最近彼はよ

りよい仕事の機会を探 しているのだけれど、君の会社こそまさに彼が探しているところではない

かと思うんだ。

女性 :いい話ね。私に連絡をするよう彼に話してもらえるかしら。これが私の名刺よ。ここに Eメ ール

アドレスと電話番号が書いてあるわ。

女性に連絡する。

家族に Eメ ールを送る。
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Listening Laboratory憮

「Pan 4 説明文問題Jに 進む前に、∪n12の Part l～ Pa威 3に 出てきた発

音の難 しい筒所や聞き取 りの難 しい筒所を復習 しましょう。リスニ ングカは自

分で発音をすることで飛躍的にflliび るので、以下のポイントに注意 しながら発

計してみて ください。

① They're taki∪ ff their iacketS.(p.44巨 ](B))

takin9 offは 、~語ずつ発音すると「テイキングオフ」となりますが、g

の音がドロップし、nと oがリンクするため「テイキンノフ」のように発音さ
れます。

② 丁herdre sometaЫ es nexu the windows.o.44匡ヨ(B》

next toは 、一語ずつ発音すると「ネクスト トゥ」となりますが、ヽυ線部
のようにtの音が重なるため「ネクストゥ」のように発音されます。同じ音が
2つ連続する時には、発音が簡略化されるので気をつけましょう。

③Hぴ |l be transferreむ o the overseas branch ofice starJng

next month.o.46□
)

transferred toは 、一語ずつ発音すると「 トランスファード トゥ」となり

ますが、過去形を表すedの音が弱く発音されるため「トランスフアートゥ」

のようになります。過去形の語尾も、ドロップすることが多い音の 1つで視

④ George will be present atthe meelng.(p.46日 (BD

presentは 、ストレスの位置によって意味が変化する単語です。[pr6znt]
のように前にストレスが置かれると、形容詞「出席している」や名詞「プレ

ゼント(贈り物)」 という意味になりま九 一方、[prIZ6nt]のように後ろにス

トレスが置かれると、「～を贈呈する」という動詞として使われます。
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Unit 2 ビジネス 人事編

Step I CDを 聞く前にます設間と選択肢を見て、どんな場面・状況かを予想 しよう。

Step 2 CDを 聞き、問題を解いてみよう。應シ
CD■‐2■

is the talk mainly about?

ntroducing a retiree

(B) Introducing a new line of shoes

(C) Introducing an employee

(D) Introducing a language instructor

ａ

同
国
Ｗｈ

０

ｅ

園
□
Ｗｈ

０

(B)

(C)

(D)

re is Terry Chan going to work?

In Hong Kong

In England

In Shanghai

In Singapore

□
HoⅥノmanylanguages does Terry Chan speak?

(A)2

(B)3

(C)4

(D)5

呻 □
(宅彗えは● p52)
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回 □  tC) □  (A) □  (D)

St2P 3 解説を読み、正解を確認しよう。

□  冒頭の情報をしつかリキャッチ

Whatis the talk mainly about?

この話の主な内容は何ですか。

(A)!ntrOducing a retiree         退職者の紹介

(B)lntrOducing a new line of shoes   新製品の靴の紹介

iC)lntrO(luc 119 a n e11lployeo         ,■
=rl:み

(D)lntrOducing a language instructor  語学教師の紹介

…説明文問題では、冒頭で トビックが明らかになるパターンが多いので、冒頭のセンテ
ンスは正確に理解する必要がある。ここでは、1文目の “l'd like to introduce Terry

Chan who has ioined us from our headquarters in Singapore"か ら、本社
から異動してきたTerry Chanを 紹介 しようとしていることがわかるので、(C)が正解
となる。lAl reureeは 、Terry Chanで はなくGregorγ Leeのことなので×。(B)新
製品の靴については述べられていない。説明文中のshoeSと ぃう単語は、「靴」ではなく

「立場」という意味で使われている。(D)語学教師については述べられていない。

巨]「場所」を問う問題
VVhere is Terry Chan going to work?

テリー・チャンはどこで働くことになりますか。

(A)in Hong Kong =:■

(B)ln England    イギリス

(C)ln Shanghal  上海

(D):n Singapore  シンガポール

…場所 についての情報は正確に聞き取ること。日付や時間同様、場所についての問
題 もよく出題 されるので聞 き逃 さないようにしよう。2文 目の “Terry has been
appointed to the post of senior consultant here at the Hong Kong
branch."か ら、Terryは香港オフィスで働 くことがわかる。(B)、 (C)については述べ

られていない。(D)Singaporeは Terry Chanが 以前働いていた場所なので×。

□  簡単rJ計算が必要「J問題

How manylanguages does Terry Chan speak?

テリー・チャンは何力国語話すことができますか。
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Unit
¨
２ ビジネス 人事欄

(A)2 2つ
(B)3  3つ
(C)4  4つ
ID)5  1,1)

―説明文問題では、簡単な計算が必要な問題が出題されることがある。4文 目の “she iS

also proficientin three languages otherthan English and Cantonese"か

ら、Terry Chanは英語と広東語以外にも3つ の言語に堪能であることがわかる。つま

り、合計5つの言語を話せることになるので、(D)が正解。

Step 4 もう―度CDを聞き、問題の英文をシャドーイングしよう。最初は英文を見な

がらCDと一緒に発音、最後は見ないでシャドーイングできるようになろう !

OCD■
・2■

読まれた英文

Questions[コ thrOugh tt referto the fo‖ owing announcement

① To top off this breakfast meeting, l'd like to introduce Terry Chan who has

10ined us from our headquarters in Singapore C)Terry has been appointed to
the post of senior consultant here at the Hong Kong branch Q)This position

has been vacant since Gre9ory Lee's retirement,and!'m happyto say that no

one is better qualified than Terry to fil!Gre9ory's shoes ① Not only does Terry

have over 10 years of experience in financial planning;she is also proficient in

three languages other than Eng‖ sh and Cantonese ttD Terry wants to say a few

words,so let's welcome her with a big hand!

意味を確認しよう

問題 回 国 は次のお知らせに関するものです。

朝食会議の結びに、このたびシンガポール本社から我々の仲間入りを果たしたテリー・チャンを紹介し

たいと思います。テリーはここ香港支社で上級顧間のポジションに任命されました。このポジションは

グレコリー・リーが退職してから後任がいない状態が続いていましたが、グレコリーの後任にはテリー

が最適であると私は思っております。テリーは財務計画の分野で 10年のキャリアがあるばかりでなく、

英語と広東語以外にも3つの言語に堪能です。テリーから簡単な挨拶があり意すので、皆さん大きな

拍手で彼女をお迎えください。
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覚えておきたい・重要語句と文法事項2

このページでは、∪n12の Part」 ～ Pan 4ま でに登場 したセ ンテ ンスを4

つピックァップして、Pan 5～ Part 7で必要な語句や文法事項を解説 していき

ます.

① Me nelhen(p.46E311(A))

Me netther.は、先に述べられた否定文に対 し同意を示す口語的な表現で

す。neitherを使つた表現では、Nenher dO[did]|.や Netther am lwaS〕

!.な どもよく使われます。助動詞を使うか be動詞を使うかは、先に述べら

れた否定文に合わせることになります。

② l cant think of anyone.(p.46日 (A))

thinkは 、他動詞として目的語に名詞節をとることが多いのですが (例 :

think(that)…
・ )、 上のセンテンスのように前置詞を伴い、自動詞として使

われる場合もあ
'′

ます。ofの他には aboutも よく使われます。

③ 」ane, l heard your company was looklng for a nevv
accountant recently.(p.49 読まれた英文 2イテロ

)

下線部の be動 詞は過去 形 で表わされていますが、これは主節 の動詞

heardとの「時制の一致」によるもので丸 口語では時制の一致が適用さ

れま your company isと 現在形が使われることもありますが、文法的に

は主節の動詞の時制に合わせるのが正しい使い方です。

④ Not only does Terry have over lo years of expettence n
financial planning;she is also proficient in three languages

otherthan English and Cantonese.(p.53 読まれた英文 6イテロ
)

下線のついたセンテンスでは、助動詞 doesが 主語の前に置 かれ、動

詞 haveが原形の形をとっています。このように、否定語 (こ こでは Not
only)が 文頭に来ると、倒置が起こるので注意しましょう。
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Unit
一
２ ビジネス 人事編

Step I 問題を解いてみよう。●3分

the fact that his sales performance dropped sharply, Mr. Scovel

was promoted to the manager of the sales department.

(A) In spite

(B) Regardless

(C) Although

(D) Despite

□

ｂ utilize our online iob-seeking service, you have to register, create an

account, and have your resume on our site.

(A) posting

(B) post

(C) posted

(D) posts

must include a curriculum vitae that contains your contact details

and a letter of recommendation from your former employer.

(A) Applies
(B) Applicants
(C) Applications
(D) Applicable

… 日
(答 えは

"p
０
　
５５



口 日  (D) □  (C) □  (C)

Step 2 解説を読み、正解を確認しよう。

日 desptte～「～にもかかわら」
(D)Despite the fact that his sales performance dropped sharply,Mn Scovel vvas
promoted to the manager ofthe sales department

営業成績が急激に落ちたにもかかわらず、スコベル氏は営業部長に昇格した。

(A)ln sptte       (B)Regardless    (C)Although      (D)Desp te

…despkeは
「～にもかかわらず」という意味の前置詞。1語で前置詞として機能し、後ろ

に目的語をとる。(A)in spleは 、in sptte of～ でdesptteと 同じ意味を表す。

have+0+C『 0を CさせるJ

To uti!ize our on‖ ne job¨ seeking service,you have to registeら create an account,

and have yourr6sumO(C,posted On our ste

我々のオンライン求職サービスを利用するには、登録を済ませ、アカウントを作り、ご自身の履歴書

をサイトに掲載しなければいけません。

(A)posting       (B)post         (C)poSted       (D)posts

…have+0+Cは「Oを Cさ せる」という意味の表現。Cに は現在分詞、過去分詞のど
ちらも使えるが、どちらの形をとるかは意味の上から判断する必要がある。履歴書は、

サイ トに掲載されるものなので、受動態の意味を表す過去分詞 (C)poStedが正解とな

る。

□  品詞の理解を問う問題

(C)AppiicatiOns must include a curriculum vitae that contains your contact
details and a letter of reconl:nendatlon from yourformer employer.

出願書類には連絡先の詳細を記した履歴書と、前の職場の雇い主からの推薦状を同封してください。

(A)Applies       (B)Applicants    (C)Applications   (D)App!icable

…(A)～ (D)の 選択肢はすべて動詞applyに関連する語。(A)は動詞applyに 3人 称・

単数。現在のsがついた形。(B)は 名詞applicant「志願者」の複数形、(D)は形容詞
applicable「適用可能な」。「出願書類」という意味の(C)が正解となる。
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∪n沌 2 ビジネス人事編

StcP I 問題を解いてみよう。dXO分

Questions匝]―匝]refer to the following e― mall.

To: Scott Sykes

From: George Moroder

Subject: Request for staff
Date: December 17

The public relations department here at the Perth branch has been

------- short-staffed since Myra Kim and Ted Henley were transferred to

the main office.

(A)carefully (B)diligently
(C)seriously (D)additionally

We feel that as the regional manager, it is ------- responsibility to correct

the oroblem.

(A)you (B)your

(C)yours (D)yourself

ldeally, we would have two persons fill the full{ime positions vacated

by Myra and Ted. However, if this is big a financial burden on the

company, we could settle for two part-time employees for the time being.

(A)too (B)such

(C)very (D) reall;

l'll be at the main office next week at which time I would like to meet with

you concerning this matter.

I look forward to hearing from you.

George Moroder

Perth PR

興 □

57

(答 えは‐ p58)



回 目 □ (C)

Questions□中国 refer to the following e― ma‖ .

To:Scott Sykes

From:George Moroder

SubieCt:Request for staff

Date:December17

① The public relations department here at the Perth branch has been□ (C)

serious:y short‐ staffed since Myra Kim and Ted Hen!ey were transferred

to the main oflca ② We fed that asthe regionai manageL lis回 (B)yOur

responsibility to correct the problem.()ldeally,we would have two persons

ll!the full‐ time pos聞 ons vacated by Myra and Ted.① Howevtt rthも にEコ (Al

too big a financia!burden on the company we could settle fortwo paFt― time

employees forthe Jme being.Ol'll be at the main of■ ce next week at which

tirne l would llke to rneet with you concerning this matten

⑥ llook forward to heanng frOm you.

George Moroder

Perth PR

問題□―国 は次のEメ ールに関するもので丸

宛先 :ス コット・サイクス

送信者 :ジョージ。モロダー

件名:従業員雇用の依頼

日付¬2月 17日

マイラ。キムとテッド・ヘンレイが本社に異動になってから、パース支社の広報課は人手が足りなくて

本当に困っておりま丸 我々は、この問題の解決は地域部長であるあなたの責務だと考えています。

理想的には、マイラとテッドの抜けたポジションに正社員を2人雇いたいのですべ もし会社の財政

上負担が大き過ぎるようであれば、しばらくの間はパートタイムの職員を2人雇うということもできます。

来週本社に行く予定なので、その時にこの件についてお話ができればと思います。

ご連絡いただくのを楽しみにしておりまt
ジョージ。モロダー

パース支社広報課
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un■ 2 ビ琳 ス 人亭編

Step a■ 解説を読んで、正解を確認しよう。

□  副詞の意味を問う問題

lA)carefu‖ y

(B)diligently

(C)SenOusly

(D)additiOnaily

―Part 6で は、副詞の意味を問う問題がよく出題される。ここでは前後の文脈から判断し

て、(C)SettOusly「ひどく、深刻に」を選ぶ。lAl carefully「慎重に」、(Bl di‖ gently「熱

心に」、(Dl addliOnally「 さらに」は、いずれもこの文脈では当てはまらない。

□ 代名詞の形を問う問題

(A)you

(B)yOur

(C)yOurs

(D)yourSe!f

…Part 6では、代名詞の形 (品詞)を間う問題もよく出題される。ここでは、空欄の後ろの

名詞responsib‖ ityを 修飾する、(B)の yOurが正解となる。

く too+形容詞+a+名詞>の形

(A)too

(B)SuCh

(C)Very

(D)rea!!y

―
空欄の後ろを見ぅと、big a inancial burdenと なっており、形容詞bigが<a+名
詞>の前に来てtヽ ることがわかる。これは、副詞t00が名詞を直接修飾することができ
ないために起こったもの。suChで あればSuch a big inancial burdenと、通常の
くa十形容詞十名詞>と いう語順をとることになる。
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StOp■  問題を解いてみよう。

Questions E]―□ refer tO

010分

the fo‖ owing letter.

\/incent Alonscr
911(r Wedgwood \flay
Rcclmond, \X/A 98115

L]SA

Dcar Mr. Alonsri,

Thank r-ou frtr \'()ur reccnt application tci join ()ur ()\.erscas mrrketing
team. \fi,'e wel:e cxtremcly fbrtunatc in that u'c reccir.ed numerous
applications from highlv clualifred inclir.iduals such as you. It is
rvith rcgrct thrt u'e inforn-r ),()u the position of Ilar East marketing
represcntative, u'hich was advertised on our u.cbsitc on Julr' 1, has
alreacll'bccn filled.

Hor.r'ever, there are tu'o lou,cr-level positiitns that have rcccntlt'
becomc available u'hich mav be oi interest t() \'ou. Ncithcr of thcm is
in the F'ar [,]251-onc is in Stockholm and the other is in Praguc-but
both positi<)ns are in marketing. \\'c encourage ).ou to consider thcse

positions as there is opportunity frrr prom<ltion, and u,c belicr.e r.ou
rvould be an ideal candidate to fill cither of thcm. If vou :rrc inrerestccl,
c()ntact me clircctlr,, and immecliatelr', and I u'ill see t() it that \,our
appl icat ion is qii t'n prioritr.

Sincerciy yoursl

l,4or'+'V)ddv
Human Resourccs N{anager

Cambriclge Officc
PT. Gorman & Scins
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０

□
ｗｈ
０

０

０

０

most likely is Vincent Alonso?

A web designer

A company manager

A job seeker

An accountant

What kind ofiob did the app‖ cant want?

lAI Human Resources

(B)Marketing

(C)Adverusing

(D)Consuning

□
VVhere did Vincent Alonso want to work?

lAl inthe U.S.

(B)ln the u.K.

(C)in the Far East

(D)ln eaStern Europe

□
VVhatis suggested Vincent Alonso do?

(AI To宙sit a website

(B)TO mOve to the Far East

(C)TO apply for other pos社 ions

(D)To adVertise

回 □
(答えは→ p62)
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皿

S,ep″ }スラッシュで区切つて音読をしよう。

Questlons□―国 refer to the fo!lowing letten

Vincent Alonso
9116Ⅵ7cdgwoodミ

、
Rcdmond,ヽνい、98115
USA

Dcar NIIr.A10nsO,

① Thank you fOr your rccent application/ to loin Our Overseas

marketing team.② Ⅵζe were extremely fortunate/in that we received

numerous applications/frorn highly qualified individuals such as

you.③ lt is with regrct/that wc infOrm you thc PoSitiOn of Far East

markcting representative,/which was advcFtiSed on Our websitc on

Juり 1,/has altcady bccn lllcd.

① Howcvcr,/thcrc arc two lo57cr4c■‐cl poshions/that httc reccndy

bccome″ ailable/which mtt be Ofinterest to you.② Ncither ofthem

is in thc Far East/― ―onc is in Stockholrn and the Otherisin Praguc――

/but both PoSitiOns are in inarketing.C)We encouragc you to consider

thcsc pOsitions/as thcrc is Opportunity fOr promOtion,/and wc

bclicve you would be an ideal candidate/to f11l cithcr of thcln.④  lf

you are intcrested,/contact mc directtt and immediateL/and I Will

scc to it that your applicatiOn is givcn priority

Sinccrely)り urs,

Mの花りめb
Human Resources IIlanagcF
Cambridgc Offlce

PT Gorman&Sons



Unit 2 ビジネス人事編

問題□―国 は次の手紙に関するもので九

ヴィンセント・アロンソ

9116ウェッジウッド通り

レッドモンド市 ワシントン州 98115

アメリカ合衆国

アロンソ様

弊社の海外マーケティングチームにご応募いただきありがとうございま九 あなたのようにとても高い

技能を持った方から数多くのご応募をいただくことができ、極めて幸運に思います。しかし非常に残念

なのですべ 7月 1日 に弊社ウェブサイトに掲載させていただいた極東の代表のポジションはすでに埋

まってしまいました。

しかし、下位レベルのポジションであれは、最近空きになった仕事が 2つあるのですがkご興味はお

ありでしょうか。どちらも極東ではなく、1つはストックホルムで、もう1つはプラハになります。どち

らもマーケティングのポジションです。昇進の機会もございますので、ぜひこれらのポジションについて

お考えいただければと思います。我々はあなたがこのいずれかのポジションにふさわしい方だと考えて

おります。もしご興味がおありでしたら、私に直接、すぐにご連絡ください。そうしましたら、あなた

の採用を優先的に検討したいと思います。

敬具

マーク・ウェブ

人材開発部長

ケンフリッジオフィス

PTゴーマン&サンズ

S'CP 3}解説を読み、正解を確認 しよう。

□ 人物の職業を推測する問題

Who most‖ kely is Vincent Alonso?

ヴィンセント・アロンソはだれだと思われますか。

(A)A web designer   ウェプデザイナー

(B)A company manager会 社経営者

(C)Aiob seeker    求職者

(D)An accountant   会計士

…冒頭の宛名 から、この手紙がVincent Alonsoに 書 かれたものだとわかり、第1

段落。2文 目 ``We received numerous app‖ cations from highly qualified
ind市idua10 such as you''か ら、Vincent Alonsoが 仕事に応募 していることが

わかるので、(C)求職者が正解となるもlAl、 (B)、 (Dlは いずれもパッセージの中で言

及されていないので×。
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匝]appiicant r志願者J

What kind ofiob did the applicant want?

この志願者はどんな種類の仕事を探していましたか。

(AI Human Resources人 材管理

(B)Marketing

(C)Advertising

(D)Consuning

…質問文のapplicant「志願者」は、VinCent Alonsoの ことを指している。第1段落。

1文 目より、Ⅵncent Alonsoが「マーケティン列の仕事に応募したことがわかるの
で、(助 が正解となる。

□『場所」を問う問題
Where did Vincent A:onso wantto work?

ヴィンセント・アロンソはどこで働きたいと思っていましたか。

lA):nthe U.S.    アメリカ

(B)!nthe u.K.      イギリス

(C)ln the Far East  極東

(D)ln eaStern Europe 東ヨーロッバ

…第1段落・3文 目で、Far Eastの代表のポジションが埋まってしまったことを伝えてい

るのは、VinceⅢ Alonsoがこの仕事に応募していたため。よって(C)が正解となる。

□『提案Jを聞う問題
Whatis suggested Vincent Alonso do?

ヴィンセント・アロンソは何をするよう提案されていますか。

(AI To viSn a websne ウェブサイトを見る。

(B)TO mOve to the Far East  極東に移り住む。

(C)TO apply for other pos社 ions 他のポジションに応募する。

マーケティング

広告

コンサルティング

(D)To adVert:se

―
曹警 稲 醍 乱混 :搬 留 t施 龍 :こ忘里1誤轟憲薫」ti気写黒籍
vincent‐ A10nsOに このどちらかの仕事に応募するよう勧めていることがわかる。
よって0が IEEとなる。・ ‐  ‐
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3.

Un■ 2 ビジネス人事編

(答えは→p365)

―
 下線部の語 (句)に注意して、意味の正しい英文には丁のボックスに、

間違つている英文にはFのボックスにそれぞれチェックしなさい。

1.A predecessoris a person who does ajob after somebody e!se.

□T  □ F

A candidate is a person who is applying for a job or is being

nominated for election. nT n F

A r6sum6 is a written record of your education and employment.

□T  □ F

4. A vice president is an official or executive ranking above a president.

□T  □ F

5. A trainee is a person who trains people or animals.

■古H撃‐ 下線部に入る語 (句)を (A)～

□丁  □ F

(C)の中から1つ選びなさい。

to the overseas branch office.1. The sales manager was

(A) transferred (B) transformed (C)transmitted

2. The administrative department is currently
(A) understood (B)underlined (C) understaffed

3. Thirty employees of the company got _ due to the sluggish economy.

(A)hired (B)lald Off (C) promoted

4. Please read the _ carefully before you apply for the position.

(A)career

5. 丁he

(B) paycheck (C)iOb description

asked each applicant a lot of questions.

(A) interview (B) interviewee (C) interviewer

6. A forum for middle aged _ is planned for next month.

(A)iob hunters (B)job opportunity (C) job offer

7. We received a number of applications from highly candidates.

(A)qualry (B)qualified (C) qualification

(C)remote
8. She was _ because of her laziness.

(A)promoted

9. I was

(B)demoted

as chief of the export division.

(A) assigned (B)assign (C) assignment

10. Can I speak to someone in _ of technical support?
(A)terms (B)front (C) charge

65



■占Rr‐ 下線部と似た意味の語 (句)を lAl～ (C)の 中から1つ選びなさい。

1. The positiOn has been vacant since the previous manager retired.

(A)experienced      (B)Open            (C)Var10us

2  He regretted that he quit his former company,

(A)previOus        (B)fOrmal          (c)Capable
3 According to his rё sum6,the applicant is proficientin three languages

(A)comparable      (B)cOmpetent       (C)COmpetnive
4 ∪nfortunately,you're not eligible to apply for this posniOn.

(A)permanent      (B)prOSpective      (C)quallfied

5 The new employees wil1 90 through training forthe lrst month

(A)recruitS         (B)COnSunants      (c)aCCOuntants

口塁
=ヨ

 下線部の語(句)に注意して、最も適切な応答を(A)～ (C)の中から
1つ選びなさい。

1.Do you think we should replace full― timers with part― timers?

(A)No,they couldn't

(B)Yes,l quitthe company.

(C)!Suppose so

2 11Vhere can ifind an evaluation sheet?

(A)lt's On the supervisor's desk

(B)We're running out oftime

(C)lt'S nOt valuab!e

3 VVho do you thinkvvould be good as a new memberofthe board of

directors?

(A)|'|l be bOarding at gate 6

(B)l'd Say George.

(C)l need directions to your place

4 Where is the personnel division located?

(A)lt's persOnalinformation.

(B)lt'S On the third loor

(C)lt'S dlVided by three.

5. Why is the human resources department short― staffed?

(A)lt's nOt tOo short.

(B)丁he room is very stuffy.

(C)!have nO idea.
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くビジネス (プロフェッショナル編)>に関する頻出トビックと語句

Stop I テーマ別に語 (句 )の意味を覚えよう。

Step 2 CDを 聞き、英語の発音に続いて語 (句 )の意味を声に出してみよう。

Step 3 テキス トを見ずにCDを聞き、語 (句)の意味を覚えたかチェックしよう。

‐.」 0口 ,日 E131■ 應ゆ
図 contract   契約、規約

図 conservatlve保 守的な

図 contractOr  契約人、請負業者

Zclient 顧客、クライアント

図 sanction   市」裁、制裁措置

“
ユ・ ◎―・

口 market/marketplace 市場

図 markeung irm市場調査会社

図 strategy   戦略

図 dection   決定、決議

図 polby    政策、指針

図 patent    特許

図 campagn  運動、キャンペ■ン

図 mergers and acqulsIlons/M&A

合併吸収、企業合併

● 1二 l‐ |■ 10

図 paralegal 弁護士補助員

図 attorney 弁護士

図 instructOr インストラクター

図 inspectOr 調査官

図 dectttdan電 気工、電気技師

“
O‐―

図manufacturer製造会社、メーカー

図 retJler 小売業者、小売店

図dealer 販売業者、ディーラー

ロtrader 貿易業者
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図 pending 保留状態の、未解決の

図 deal with ～を処理する

図 cope with～ に対処する

図ne9otiate ～と交渉する

図 hunch  ～に着手する

図 promote ～を促進する

/lure ～を引き付ける

図 adverlse ～を広告する

図 persuade ～を説得する

図 expand  ～を拡大する

図 make a good irstimpression on

～について良い第―印象を与える

図 counse10rカ ウンセラー

ロ mechanic 整備士、修理工

図 expert  ttF]家

図 spedaky 専門

図advertising agency 広告代理店

図 constructlon company 建設会社

図 consultant irm コンサルタント会社



Unit 3 ビジネス プロフェッショナル編

図

図

図

図

図

　

一　
図

図

図

図

図

図

図

OQ

E…… 醸
図annual report年報、年次報告書  図 status quO    現状

図lgure    数字、図     図 achievement  業績、達成

図yield     収益       図 accomplishment 業績、成果

図resun    結果       図 lmplication  言外の意味、含み

図produc10n quota生 産量の割り当て

"ニ
コ 占H■

Φ
■
=|∵

‐           ヽ

図 revision  修正、改訂      図 innovate～ を革新する

図 solution 解決策        図 resolve ～を決議する、解決する

図 apologize 謝罪する

*発音が2パターンある単語には、2種類の発音が収録されています。

語 (句 )の意味と発音の確認が終わつたら、丁OE!C形式の練習問題に挑戦してみよう。

(こ こで取り上げた語 (句 )は、派生語も含め、練習問題の解答解説の中で太字で強調 して

います。)



ぶ音げP( CDを 聞く前に、まず写真を見て、どんな場面・状況かを予想しようc

ごま
“
Pr CDを 聞き、問題を解いてみよう。1紗 CD■‐30

顧
文

70

興 □

(答えは‐ p72)



Un:t3 ビジネスプ■フェッショナルロ

S'CP 32もう一度CDを聞ま 問題の英文をディクテーションしよう。わからない部分は、

間こえた音をカタカナで書いてOK!(スクリプトは→p70罐
難
C,・・30

She's holding a

a computer cable.

in her hand.

She's

□

ｏ

ｏ

ｏ

ｏ She's talking on her

□

ｏ next to theThe books

laptop.

(B)

(C)

(D)

There're some in the cup.

A computer is being

Several books

on the desk.



団 □  (B) □  |∧ )

SteF 4 解説を読み、正解を確認しよう。

匝]receiver「受話器」
読まれた英文 Look atthe picture marked number l in yourtest book

(A)She'S adiuSting a computer cable

(B)ShC S hOlding a receiverin her hand

(C)She's signing a contract

(D)She'S talking on her ce‖ phone

(A)彼女はコンピュータケーブリレを調整している。

IB, イ皮・ fl=寸:1111言
舌1‖ を||: 、「t.´ [

(C)彼女は契約書にサインをしている。

(D)彼女は携帯電話で話をしている。

…女性が受話器を持つている様子の写真。この問題では、receiver「 受話器」という単語

を正確に聞き取れたかどうかがポイン ト。(Al女性はコンピュータケーブル を調整 し

ていない。(C)女性 は契約書にサインをしていない。(D)女性 が手に持っているのは携

帯電話ではないので×。

□  静物の位置関係に注目

読まれた英文 Look atthe picture marked number 2 in yourtest book.

(A)丁 he books are arralη ged lnext to the laptop

(B)丁 here're some spoonsin the cup

(C)A computeriaboratory is being renovated

(D)Several bOoks are piled up on the desk

′ヽ■本ぅ,ノ ー ハソコ1のオ|に 1予 べ|)れ ごいる

(B)カ ップの中にスプーンがいくつかある。

(C)コ ンピュータ実験室が改修工事されている。

(D)本が何冊か机の上に積み重ねられている。

…ノー トパソコンの横に本が並べらねている様子の写真。選択肢lAlで使われている単
語arrangeは 、「～を並べる」という意味の動詞で、Part lの 写真描写問題では頻出の

単語。本や書類、文房具類などが並べられている状況の描写などに使われる。(B)ス プー

ンは写真の中には見 られないので×。(C)コ ンピュータ実験室が改修工事されている
かどうか、写真からはわからないので×。(D)本 は積み重ねられていないので×。
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unit 3 ビジネスプロフェッショナル編

Step I CDを 聞き、問題を解いてみよう。儘参
CD■・3■

区ヨ Mark yOur answer on your answer sheet.
@ tvlarf your answer on your answer sheet.

… □

(答えは→ p74)

Step Z もう一度 CDを聞き、問題の英文をディクテーシ∃ンしよう。わからない部分は、

聞こえた音をカタカナで書いてOK!(スクリプトは→p74)儀
少

CD■‐3■

Tomorrow

for me.

do you meet with your client?

□

一
ｏ

(B)_

(C)_

we going to

Yes, he will

the next manager.

___   Friday.

the contract with Mr. Baker?

to hire a new recruit.

一一
　

一

日

Ａｒｅ
ｏ

(B)We _

(C)Actually,
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ロ ロ  (B) 日  (C)

S"p3 解説を読み、正解を確認 しよう。

□ every Other～「～おきに」
読まれた英文

HOIA/Often do you meet、 ヘノith yOur client?

(A)TomorrOw would be betterfor me

(B)[Very otherぃ /eek

(C)丁 his coming Fnday.

どのくらいの頻度でクライアントに会いますか。

(A)私は明日の方がいいです。

IBI「吊,週 tF I

(C)今週の金曜日です。

…every other～は「～おきに」という意味の表現。頻度を問う問題でよく使われるの
でしっかり才甲さえておく必要がある。eVery othertwo daysで あれは、「2日 おき
に」、eVery other monthで あれば「隔月に」という意味になる。

日 Yesでも NoでもrJぃ答え

読まれた英文

Are we going to renew the contract wth Mr Baker?

(A)Yes,he will mostlikely be the next manager

(B)We Can't afford to hire a new recruit

(C)Actually, t｀ s st‖ pending

ベイカー氏との契約は更新しますか。

(A)はい、おそらく彼が次の部長でしょう。

(B)新入社員を雇う余裕はありません。

|(I実 ||■ t保 留」,1人

"|で

す

―Yes/Noを 間う疑間文であつても、Yes/Noを使わずに答えることがある。質問文

はAre we going to～ ?で始まっているので、Yes/Noで の答えが予測される。し

かし、この問題のように答えがはっきりと決まっていない場合もあるので、必ずしも

Yes/Noで答えるとは限らない。正解の選択肢(C)で使われているpendingは 、「未

解決の、保留状態の」という意味の形容詞で、TOEICテ スト頻出の単語。
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□

ｗｈ

Unit 3 ビジネス プロフェッシヨナル編

SteF i CDを 聞く前にます設間と選択肢を見て、どんな場面・状況かを予想 しよう。

S"P2 CDを 聞き、問題を解いてみよう。10CD■‐32

□
Hovv rrnany people、 vill attend the staff meeting?

(A)19

(B)20

(C)21

(D)22

was the man so upset?

(A) He had another appointment.

(B) He forgot about the event.

(C) He didn't expect many people to come to the meeting.

(D) He overslept and skipped the meeting.

ｎｅ

日

ｗｈ vvi‖ the event be held?

(A)Monday

(B)TUesday

(C)VVednesday

(D)ThurSday

…
□

(答えは→ p76)
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― □  IB) 日  (B) 日  (D)

Step 3 解説を読み、正解を確認しよう。

□  :nciuding～『～を含めてJ

Hovv many people w‖ l attend the staff rneeting?

スタッフ会議にはイ可人が出席しますか。

(A)19  」9人

(B)20   ■11

(C)21 21人
(D)22  22人

…includingは「～を含めて」という意味を表し、前置詞のように機能する単語。「数」を
たずねる問題では、includlngの 正確な理解が問われる。ここでは、女性の1つ 目のセ
リフ“There wlll be 20 people attending,including you and me."「 あなた
と私を含めて20人 が出席する」から、(B)が正解となる。反対の意味の表現excluding

「～を除いて」も一緒に押さえておこう。

匡]「感情Jを問う問題
VVhy wasthe man so upset?

男性はなぜ動揺したのですか。

(A)He had anOther appointment       他の約束があったから。

lB)He fOrgot about the event            ィ、ヽ| |ヽ び)三 とを忘lt il ‐‐|',

(C)He didnt expect many people      たくさんの人が会議に出席するとは思っていな

to come to the meeting             かったから。

(D)He overslept and skipped the meeting 寝坊して会議をサボったから。

…会話の登場人物の感情 (驚きや喜びなど)が問われることがある。ここでは、女性の質
問に対する男性のセリフ“Fund― raising event?Oh,性 completely slipped my
mind!"か ら、男性の動揺が読み取れる。男性が動揺したのは、資金集めのためのイ
ベン トについて忘れていたからなので、(B)が正解となる。

匡]「日程」を推測する問題
llVhen vvi‖ the event be held?

イベントはいつ開かれますか。

(A)Monday    月曜日

(B)Tuesday   火曜日
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Unit 3ビジネスプ■フェッショナル編
鰊 蓼

(C)Wednesday 水曜日

(D)丁hursday  木曜日

…会話全体から「日FI」を推測する問題が出ることがある。女性 は今日がイベン ト開催 日
であると勘違いして、配付資料の準備の確認を男性にしている。しかし男性は、イベン

トが開かれるのは明日で、今日は水曜 日であることを女性に伝えている。この 2人のや

りとりから、イベン トが開かれるのは木曜 日であることがわかり、(D)が正解 となる。

男性のセリフ“No,it's Wednesday.''に 紛 らわされないように気をつけよう。

S",4讐 もう一度CDを聞き、問題の英文をシャドーイングしよう。最初は英文を見な

がらCDと一緒に発音、最後は見ないでシャドーイングできるようになろう !

読まれた英文
幌 CD■o2

Questions[ヨ thrOugh[コ referto the fo‖ owing cOnversation.

VV:  Have you finished preparing the handouts for today's fund¨ raising event

yet?丁 here w‖ l be 20 people attending,including you and me.

M:  Fund‐ ra:sing event?Oh,it completely slipped my mind!.…  But wait a

minute !sn'tit suppOsed to be tomorrow?

1/V:  Tomorrovv?lt's Thursday today,isn't it?

M:  No,it'sヽ ″ednesday.Phew,|'m re!ieved!AIl the materlal,like the annua:

report and budget proposal,is ready.But l sti‖ have to printthem out and

stap!e them togethen

意味を確認しよう

問題 回拒]は次の会話に関するものです。

女性 :今日の資金集めのためのイベント用の配付資料の準備はもう終わったかしら? あなたと私を入

れて、20人が出席する予定よ。

男性 :資金集めのためのイベント? ああ、すっかり忘れていたよ! でも、ちょっと待って。そのイベ

ントは明日じゃなかったっけ?

女性 :明日?今日は木曜日よね?

男性 :違うよ。今日は水曜日だよ。ふう、安′いしたよ! 年次報告書や予算案といったすべての資料は

もう揃っているんだけど、あとはそれらを印刷してホッチキスで留めなければいけないんだ。

77



Listenlng Laboratory I鶯

「Pan 4 説明文問題」に進む前に、∪n13の Part l～ Pan 3に 出てきた発

計の難しい簡所や聞き取りの難しい簡所を復習しましょう。リスニングカは自

分で発音をすることで飛躍的に伸びるので、以 ドのポイントに注意しながら発

:キ してみてください。

① She's adiuSting a computer cable.(p.72巨 ](A))

adiuStは、「～を調整する」という意味の動詞です。dは読まれないため、

レジヤストウ」のように発音されます。このように、発音しない文字が単語

の中に含まれることがあるので注意しましょう。

② We cant afford to hire a new recrun.(p.74日 (B》

can'tは、tの音がはつきりと発音されないため、canのように聞こえること

があります。たいていの場合、文脈から意味を判断できますが、canは「キャ

ン」と短く発音され、can'tは「キャーン (ト ゥ)」のように少し伸ばして発音

されるという違いがあります。微妙な違いを意識して発音してみましょう。

③ lsn■ l supposeto betomorrow?o.77読まれた数 5行日
)

supposed toは 、一語ずつ発音すると「サポウスト トウ」となりますが、

dの音がドロップしてレ ポウストゥ」のように発音されま丸

④ B帆 1釧 lhave b p‖ nt」
り
e℃ 耐 andl::71i:当

1::醤:早:Ъ日
)

p面 ntthem outは、一語ずつ発音すると「プリントゼムアウト」となりま

すが、p‖ ntの tの音がドロップし、themの mと outの oが リンクする

ため「7リ ンゼマウトゥ」のように発音されます。
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Un■ 3 ビジネス プロフェッショナル編

Step ■

　

２

CDを聞く前にまず設間と選択肢を見て、どんな場面 。状況かを予想しよう。

CDを聞き、問題を解いてみよう。でソ
CD■・33

(A) At a restaurant

(B) At a school

(C) At a food manufacturer

(D) At a construction company

What will most likely happen at the Tindall and Mayfair plants?

(A) Production will be increased.

(B) Production will be decreased.

(C) The plants will be renovated.

(D) The plants will be closed.

□
HONA/many factories does Keegan Frozen Foods operate?

(A)2

(B)3

(C)4

(D)5

… □

(答えは→ p80)
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― □  (C) □  い) □  (B)

Step 3 解説を読み、正解を確認しよう。

□  話し手の勤務先や職種を推mllする問題

VVhere does the speaker probably vvork?

話し手はおそらくどこで働いていますか。

(A)At a restaurant            レストラン

(B)At a school           学校

(C)At a food manufacturer     食品メーカー

(D)At a construction company 建設会社

…説明文問題では、話 し手の勤務先や職種を特定する問題が出ることがある。ここでは、

小学校からの委託 を受け、生産量増加の必要性を話し手が訴えていることから、話 し

手 は(C)食 品メーカーに勤務 していることが予想できる。その他、冒頭で述べ られて

いる会社名Keegan Frozen Foodsか らも、食品関連の会社であることが推測でき

る。

回  キ…ワードの理解がカギ
l        llVhat wi‖

rnostlikely happen at the ttinda‖ and Mayfair plants?

|     ティンタールとメイフェアの工場ではおそらく何が起きますか。
|    (A)ProduCt On w il be increased 

生産量が増加する

(B)PrOduclon will be decreased.生 産量が減る。

(C)丁 he plants wili be renovated  工場が改修される。

(D)丁 he plants wili be ciosed   工場が閉鎖する。

…キーワー ドの正確な理解が正解を導くカギになる。5文 目 “the remaining two
plants,丁 inda‖ and Mayfalt have to increase their yield"か ら、Tinda‖ と
Mayfairの 工場で生産量が増加されることがわかるので、lAlが正解となる。yield「 生

産量、産出量」は丁OEICテストでも頻出の単語なので押さえておこう。

□  簡単rJ計算が必要な問題

How many factories does Keegan Frozen Foods operate?

キーガン冷凍食品は工場をいくつ稼1動 させていますか。

(A)2  2つ
(B)3 3つ
(C)4  4つ
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|‐|■‐   1畢鑢尿馨僚憮吻褻憮饒礫膜鏃ρ卜
(D)5  5つ

…説明文問題では、簡単な計算が必要な問題が出題されることがある。5文 目 “Our
」efferson City factory cannot handle any rnore volunne,so the remaining

two plants,Tindall and Mayfal鳴 have to increase their yield."で は、まずジェ

ファーソン市の工場についてふれ、その後、残りの2つの工場について言及している

ので、工場は合計で3つ あることがわかる。remainingは 「残 りの」という意味を表す

形容詞。

Stop 4 もう一度CDを聞き、問題の英文をシャドーイングしよう。最初は英文を見な

がらCDと一緒に発音、最後は見ないでシャドーイングできるようになろう !

l① CD■33

読まれた英文

Questions[□ thrOugh[□ referto the fo‖ owing talk

① l have 90od news today. C)FoHowing six months of negotiations,Keegan

Frozen Foods has been approved as a contractorto the Fairfax County public

school system ③ Our prOducts wil!now be featured on the lunch menus of

a‖ public elementary schools in the region. ① Although the resulting increase

in revenue for our firm is certainly、 velcome in these tough times,we have to

deal in∩ mediateiy vvith how to meet our production quota in orderto fu!fi!!our

obligation as a contractor に)Our」 efferson City factory cannot handle any

more volume,so the remaining two plants,Tinda‖ and Mayfair,have to increase

their yield

鰤 祠
問題回―匡]は 次の話に関するものです。

いいお知らせがあります。6カ 月間の交渉の末、キーガン冷凍食品がフェアファックスカウンティの公

立学校の受託業者として承認されました。弊社の製品がこの地域にあるすべての公立小学校のランチ

メニューに登場することになるのです。結果的に生じる弊社への歳入増加は、最近の厳しい状況を考

えれば大変に望ましいことではありますべ 受託業者としての責任を果たすために、生産害」当量を満た

す方法を早急に考えなければいけません。弊社のジェファーソン市の工場ではこれ以上生産すること

ができないので、残る2つの工場、ティンダールとメイフェアで増産をしなければなりません。
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覚えておきたい・重要語句と文法事項3

このページでは、∪n13の Part l～ Pa威 4ま でに登場したセンテ ンスを4
つビックアップして、Pan 5～ Pa威 7で必要な言li句 や文法事項を解説 していき

ます(.

① Have you inも hed prepattng the handouts fortodayゝ fund― ralgng

event yet?(p.77 読まれた英文 2行目)

inishの 目的語は、不定詞ではなく動名詞になります。同じタイプの動詞に

は、 mind、  eniOy、 give up、  avoid、  escape、  practice、  put off、
stop、 admlな どがあります。これらの動詞は、TOEICテストでもよく出

題されるので、あわせて覚えておきましょう。

② 生旦二 it Supposed tΩ  be tomOrrow?(p.77 読まれた英文 5イテロ
)

be supposed to～ は、「～することになつている」という意味の表現です。

受動態の形をとっていますが、助動詞のように使われ、toの後ろには動詞
の原形がきま丸

③ Following slx months of ne9otlations,Keegan Frozen Foods

需 繊 錦 譜 翠 齢 希 .Ъ♀躙 ち 着:FJttax Coutty

このセンテンスの主語は Keegan Frozen Foodsで す。Foodsと複数形
の sがついていますが、動詞を見るとhas been approvedと 単数形の

形をとっています。これは、主語の Keegan Frozen Foodsが 会社名の

ため、単数扱いとなるからで鳥 このように固有名詞は、複数形の形をして
いても単数扱いとなるので注意しましょう。

④ Our Jefferson City factory cannot handle any more volume,
so the remaining two plants,丁 inda‖ and Mayfair,have to
lncrease their yleld.(p.81 読まれた英文 8イテロ

)

remainは、「残つている、～のままである」という意味の動詞ですが、ing

をつけると、形容詞として機能し「残りの」という意味になります。他にも、
fascinating(fascinate(D ing,形 )や surprising(surprise(D ing,形 )

など、動詞に ingを つけ、形容詞として使われることがよくあります。
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Unit 3 ビジネスプロフェッショナル編

Stap■ =問題を解いてみよう。こ)3分

Toyotani, Inc., a leading PC manufacturer, reported that its annual sales

increased three years in a -------.
(A) row
(B) minute
(C) column
(D) way

□
丁he reason whythe company has grown by!eaps and bounds is mostly

------- to its successful mergers and acquisitions.

(A) according
(B) regarding
(C) due
(D) in addition

Our professional consultants wi!|― ―――̈――yOu to cope with the financial

problems that you are confronted with

(A) let

(B) enable

(C)he:p

(D)make

回 日
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□ 日 (A)  □ (C) □  (C)

StOp 2 解説を読み、正解を確認しよう。

日 ～in a row「～連続J

丁oyotani, lnc.,a leading PC manufacturer, reported that its annual sales

increased three years in a(A)roぃ /.

パソコンのトップメーカーであるトヨタニ社は、売上が3年連続増加したことを報告しました。

(A)row        (B)minute      (c)COlumn     (D)way

…
～ in a rowは 、名詞の複数形に続いて「～連続」という意味で使われる丁OEICテ ス
ト頻出の表現。(B)in a minute「 すぐに」、(D)in a way「ある意味では」もよく使わ
れる表現 なので押さえておこう。

due to～『～のためにJ

丁he reason why the company has grown by leaps and bounds is mostly(C)dし le

to its successful mergers and acquisitions

その企業が飛躍的な成長を遂げた主な原因は、合併吸収が成功したことにありま九

(A)according     (B)regarding      (C)due          (D)in additiOn

…due to～ は「～のために」という意味で、原因を表す際に使われる表現。because
Of～ も同じ意味を表す。lAl according to～「～によれば」、(D)in addliOn to～
「～に加えて」もよく使われる表現なので押さえておこう。

1  界pt[::IT]ltants酬 l o hdpyou b∞ pe with me“nanc日
problems that you are confronted with

弊社のプロフェッショナルコンサルタントベ 御社の直面している財政問題への対処をお手伝いいたし

ます。

(A)let (B)enable       (C)help         (D)make

…helpは 、後ろにto不定詞、原形不定詞 (tOな し不定詞)の どちらもとることができる

動詞。lAl let、 (D)makeは後ろに原形不定詞 しかとることができず、(B)enableは
人を主語にとることができないので×。
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Unit 8 ビジネスプ■フェッショナル編

SiθF J 問題を解いてみよう。n】 o分

Quest:ons□―国 refer to the following letter.

Dear Tim,

liuSt got back from our first meeting vvith our clients at llVinston ttires

丁heir energy saving line of tires is― ――――――to hitthe market this fa‖ ,and vve

are handling the ad campalgn

□
(A)schedule       (B)SChedules

(C)SCheduling      (D)scheduled

―――――̈―,tVvo of VVinston's competitors have announced p!ans to introduce

eco― friendly products in the nearfuture.

□

(A)OccaSiOnally     (B)Enormous:y

(C)!nCidentally      (D)ConsCiOusly

Winston is extremely anxious about the competition beating them outto

become the first company to launch an― ――――――sound product.

□

(A)envirOnmentalist (B)envlronmentally

(C)enVirOnment    (D)envirOnmental

lnstead of hand‖ ng this on our oⅥ /n,l would llke to ask you to help us deal

with the situation Any strategy you could come up vvith llvould help us

irnmensely.Please ca‖ me so lA/e Can decide when to meet.

Maklo

… □
(答えは→ p 帥

　
８５



回 □

Questlons E]―国 refer tO the fol!owing letten

Dear Tim,

① :just got back from our lrst meeung wtth Our cllents at Winston Tires.

②丁heir energy saving line of ures b□ (D)scheduに d to htt the market

this fa‖ ,and we are handling the ad campaign.③ □ (C)lnCidentally,two

of Winston's competitors have announced plans to introduce eco‐ friendly

products in the near future. にD Winston is extremely anxious about the

competition beating them outto become the first company tO launch an

国 (B)envirOnmental:y sound product.C)lnstead of handling this on our

own,l would like to ask you to help us dea日 with the sttuation.⑥  Any

strategv you could come up wlh would help us immensely. C)Please

ca‖ rne so we can decide whento meet.

Maklo

問題□‐国 は次の手紙に関するもので丸

ティムヘ

今ちょうど、ウィンストンタイヤ社との初めての会議から戻ってきたところで九 彼らの省エネ型のタイ

ヤは今秋市場に出る予定で、我々はその広告を担当することになりま丸 そして偶然にも、ウィンスト

ン社の競合2社が環境に優しい製品を近いうちに発売することを発表いたしました。ウィンストン社は、

環境保全型製品をどこよりも早く打ち出すための競争に負けることを非常に危惧しておりま丸 この件

については我々の方で対処するのではなく、あなたのお力をお借りできればと考えております。どんな

方法でも何か思いつくようであれば非常に助かりまt連 絡をいただぃて、いつ会えるかを決められれ

ばと思います。

マキト
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Unit 3 ビジネスプ■フェッショナル綱

Step 2詈 解説を読んで、正解を確認しよう。

□  be scheduled to～『～する予定J

(A)schedu!e

(B)SChedules

(C)SCheduling

(D)scheduled

…be scheduled to～
は「～する予定」という意味の表現。過去分詞形の形をとった

(D)scheduledが正解となる。

□ 副詞の意味を問う問題

(A)OccaSiOnally

(B)Enormously

(C)lnCidentally

(D)ConsC10usly

…IE解の選択肢(C)inCidentallyは、「偶然にも」という意味を表す副詞。lAl occaS:Ona!ly
「ときどき」、(B)enOrmously「 非常に」、(Dl consCiOusly「 意識的に」は、それぞれ

前後の文脈に合わないので×。

□  品詞の理解を問う問題

(A)envirOnmentalist

(B)enVirOnmentally

(C)enVirOnment

(D)envirOnmental

…空編のすぐ後ろを見るとsound pЮductがある。このsoundは「健全な、適切な」
という意味の形容詞なので、形容詞を修飾する副詞 (B)enVirOnmentallyが 正解 と

なる。
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Step■  問題を解いてみよう。C力 o分

Questions□―□ refer tO the followlng e― mall and table.

倒

…

Dear Steohanie.

During my visit to the Macao branch next month, I would like to discuss
various strategies which were approved at the sales conference in
Hong Kong last month for promoting our products. In particular, the
strategy of solving the problem of declining sales for Sourjellies needs
to be addressed. Sally Lutz started out selling this product alone twenty
years ago, and our founder, current CEO as well as the older members
of our board remain fiercely proud of it in spite of its drop in sales. To
cope with this situation, therefore, we came up with a strategy which
is inventing a new flavor pertaining to a specific region-for example,
ginger for Macao. This strategy seems promising from the standpoint
of our 20 years of experience in this business. ln any case, would it be
possible for you and John Lee to leave 3 July open for me? I'd like to
work out the details of the promotion strategies. l'm attaching the sales
figures from the last fiscal year. Kindly review them before my visit.

Thanks and see you soon,
Suriya Singh

Sales of Sally Lutz Confections for FY 2008 (in cartons)

Jan-Mar Apr-Jun 」ul―SeD Oct-Dec Total Sales

Souriellies 366 189 470 340★ 1365
Buttercrisps 533 633 795 923 2884
Spicenuts 919 956 1072 801 3748

Chocoturtles 1323 1450 1655 1520 5948

-50% decrease from FY 2007
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Unit 3ビジネス プロフェッショナル綱

Who sentthis e― mail?

lAI Stephanie Liu

(B)Suriya singh

(C)JOhn Lee

(D)Sally Lutz

□
Whatis the rnain purpose of Suriya Singh's visit to Macao?

(AI To intЮ duce the current CEO

(B)TO meet wtth board members

(C)Tb exchange views on sales strategies

(D)To try 10Cal confections

Which item sold the greatest overall?
(A) Sourjellies

(B) Buttercrisps
(C) Spicenuts
(D) Chocoturtles

ｈＣ

□
ｗｈ
０

０

０

０

was the most successful period for the sales of Spicenuts?

January to March

Aprilto June

July to September

October to December

圃

(答えは→ p9o)
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巨 日 :□  IB'  □  (C) □  (D,  国  iC)

Step 2 スラッシュで区切つて音読をしよう。

Ouestions[日―
[コ referto the fo‖ ovving e― ma‖ and table.

…
…
Date: 114」 une~~~ ~~~ ―

  ―― ― ‐
|

SubieCt:|」 uly V St              l

Dear Stephanie,

O Dunng my v sttothe Macao branch next month,/l would ike

to discuss various strategies/、 ハノhiCh Were approved atthe sales

conference in Hong Kong last month/for promoting our products

211n particular,/the strategy of solving the problem of declining sales

for Sourle‖ ies/needsto be addressed t"Sa‖ y Lutz started out se‖ ing

this product alone twenty years ago,/and ourfounder,/current CEO/

as weH as the older members of our board/remain fiercely proud of t

/in sp te ofits drop in sales(ζ)To cope with this situat on,/therefore,

/we came up with a strategy/which is inventing a new ttavor/

pertaining to a specr c re910n/――for example,gingerfor Macao O

This strategy seems promising/from the standpoint of our 20 years of

experience in this business 16 1n any case,/vυ ould it be posslble/for

you and」 ohn Lee toleave 3 July open for me?⑦ l'd like to work out the

detalis ofthe promotion strategies 811'rn attaching the sales figures

/from the last fiscal year 19)Kindly review them/before my vist

40 Thanks and see you soon,

sunya singh

「

Sales of Sally Lutz Confections for FY 2008 (in cartons)

Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Total Sales

Souriellies 366 189 1365

Buttercrisps 633 923 2884

Soicenuts 956 1072 3748

Chocoturtles 1323 1450 1655 1520 5948

☆50%decrease from FY 2007

問題□―国は次のEメ ールと表に関するものです。

送信者 :sur ya_slngh@sa‖ ylutz com

宛先 :stephanie u@sa y utz com

日付 :6月 14日
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■‐||■ ||
件名 :7月の訪間について

ステファニーヘ

来月マカオ支社を訪れる際、商品の宣伝のために香港での営業会議で先月承認された様々な戦略につ

いて話し合いの場を持つことができればと考えております。特に、サワーセリーの売上低下の問題の

解決法については話し合いが必要と思われます。サリー・ルッツは 20年前、この商品の販売からスター

トしました。そのため、売上は落ちているものの、創設者や現在の最高経営責任者、重役の古株メン

バーは、この商品を誇りに思っています。なので、この状況を乗り切るために、地域限定の新しいフレー

バーを開発するという戦略を考えました。例えばマカオではジンジャーといった具合です。この戦略は、

20年にわたる我々の営業経験から言って期待ができそうです。いずれにせよ、7月 3日のあなたとジョー

ン・リーの予定を開けておいていただくことは可能でしょうか。販売戦略について詳細を詰めることが

できれはと考えております。昨年度の売上を添付してありますので、私がそちらに行くまでに目を通して

おいていただけたらと思います。

ありがとうございます。ではまた。

スリヤ・シン

サリー・ルッツ製菓 2008年度売上 (カ ートン)

1月 -3月 4月 -6月 7月 -9月 10月 -12月 売上合計

サワーセリー 366 189 470 340★ 1365
バタークリスプ 533 633 795 2884
スパイスナッツ 919 956 1072 3748

チ ョコター トル 1323 ¬450 1655 5948
☆2007年度より50%の低下

StOp 3 j解説を読み、正解を確認しよう。

□  簡単「J問題は素早く正確に解答

1/Vho sentthis e― nnall?

この Eメールを送ったのはだれですか。

(A)Stephanie Liu ステファニー・リュー

(B)Suriya singh  スリヤ・シン

(C)」Ohn Lee    ジョーン・リー

(D)Sally Lutz    サリー・ルンツ

…Eメ ール末尾の署名から、Eメ ールを送ったのはSunya slnghで あることがわかる。

このように簡単に答えがわかる問題は素早 く解答 し、内容について考える必要のある

問題に、より多 くの時間をかけるようにしたい。

□ 表現の言い換え
llVhatis the main purpose of Suriya Singh's visit to nИ acaO?

スリヤ。シンのマカオヘの訪間の主な目的はイ可ですか。
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(A)To intrOduce the current CEO       現在の最高経営責任者を紹介するため。

(B)TO meet with board members       重役に会うため。

{C)丁o exchange vlews on sales strategies 営主車上田名I Dし ごヽ1考 見t●:わ すため

(D)To try 10Cal confections          地元のお菓子を試すため。

…1文 目0)“ l would llke to discuss various strategies vvhich were approved

at the sales conference in Hong Kong last rnonth for promoting our
products"で は、discussと ぃう動詞が使われているが、正解の選択肢(C)で は、
exchange views on～ とぃう表現を使って言い換えられている。「意見を交換する」
ということはつまり、「話し合う」ということなので(C)が正解となる。

□ 表の読み取り
Which item sold the greatest overa‖ ?

どの商品が最も売れましたか。

(A)SouttellleS  サワーゼリー

(B)Buttercnsps バタークリスプ

(C)SpiCenuts   スパイスナッツ

(D)ChocOturtles ブL¬ コタ_ト リ[

…表を見ると、チョコター トルの合計売上が5948カ ートンとダン トツで1番 だとわかるの

で、(D)が正解となる。表の読み取りは比較的簡単な場合が多いので、あまり時間をかけ

ず正確に解答するように したい。

□ 表の読み取り
Which tryas the most successful period for the sales of Spicenuts?

スパイスナッツが最も売れた日寺期はいつですか。

(A)」anuary to March       l月 から3月

(B)April to」 une           4月 から6月

(C)」 uly to Septen¬ ber      7月 から〔)月

(D)OctobertO December   10月 から12月

…国 に続き、表の読み取りの問題。表を見ると、スパイスナッツは7月 から9月 の売り上
げが最も高いことがわかるので、(C)が正解となる。□ 同様、なるべく時間をかけず
に解答するようにしたい。
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Un■ 3 ビジネス プロフェッショ1月レ編

(答えは■ p365)

4.

□塁コ■ 下線部の語 (句 )に注意 して、意味の正 しい英文には下のボックスに、

間違つている英文には Fのボックスにそれぞれチェックしなさい。

1. A contractis an agreement between two or more parties for doing or

not doing something specified. □T  □ F

A mechanic is a robot who repairs and maintains machinery

□T  □ F

A donation is an act of presenting something as a gift or contribution

□丁  □ F

A budgetis an estimate of expected income and expense for a given

oeriod in the future. □丁  □ F

5. A client is a person who provides benefits and services.

□T  □F

目稲撃■ 下線部に入る語 (句)を lA)～ (C)の中から1つ選びなさい。

1. We hired two hundred part―timers to cope_ChriStmas season.

(A)wnh (B)up (C)Out

2. He always uses all means possible to _ his clients.

(A)sanction (B) persuade (C)Venfy

3. The company decided to _ a survey on mobile phones.

(A)conduct (B) contact (C)contain

4. We for any inconvenience caused by the delay.

(A)apO10gy (B) apologetic (C)apologize

5. lt is necessary for us to work overtime to meet the production _
(A)donatiOn (B)quota (C)merger

6. The CEO of the company is striving to keep the _ quo.

(A)sta‖ c (B)Statistic (C)Status

7. Landowners can make even when thev don't work.

(A)proltS (B)impliCaJon (C)data

8. The sales department will _ the new project starting next month.

lA)yleld (B) launch (C)!ure

9. We're trying to buy out other competitors to _ our market share.

(A)expand (B) downsize (C) negotiate

(C) annual

10. A copy of our _ report for 2008 is enclosed.
(A)year (B) annually
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■古日‐ ■ 下線部と似 た意味の語 (句 )を (A)～ (C)の 中から1つ選びなさい。

1. The new recruits learned about how to deal with people in business

situations.

(A)resolVe         (B)dece市e        (c)treat
2. The store is aiming to lure more customers with the upgraded service.

(A)assure         (B)attract         (C)hassle
3. Please keep、″hat we have discussed confidential.

(A)secret         (B)Open          (C)COmpliCated
4  He decided to seek the advice of his attorney

(A)lawyer         (B)trader         (C)inSpector
5. 丁he research team vvi‖ conduct a survey on supplements.

(A)carry in        (B)Carry On        (c)Carry Out

" 

下線部の語 (句)に注意して、最 も適切な応答を (A)～ (C)の中から

1つ選びなさい。

1.Who's in charge of negolating wtth the publisher about the magazine?

(A)」 ess Wi‖ publish his biography.

(B)lthink l's yours.

(C)Not decided yet.

2  Hovv frequently should we conduct a sun/ey?

(A)Atleast once a month

(B)lt ShOuld be tomorrow.

(c)n was cOnducted last week.

3.Should welaunch a fund― raising campaign sometime soon?

(A)!skipped lunch today

(B)Let's seekthe manager's advice.

(C)No,the cannpaign was successful.

4. VVhat do the statistics say?

(A)l didn't Say anything

(B)liust 90t a static electnc shOck.

(C)VVe shOuid reconsiderthe new plan

5 Can you come up wnh any strategies to handle the prob!em?

(A)l dont think so.

(B)!t'S a strategic erron

(C)G市e me sometime,please.
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く交通 >に関する頻 出 トビックと語句

StcP I テーマ別に語 (句 )の意味を覚えよう。

Step 2 CDを 聞き、英語の発音に続いて語 (句 )の意味を声に出してみよう。

StOp 3 テキス トを見ずにCDを聞き、語 (句)の意味を覚えたかチェックしよう。

路 1‐I覇
=ヨ ③

Zdeparture
Zarrival
/gate
/terminal
Zfirst class

/runway
Zaircraft
/ passport

/ return flight

出発

至」着

入回、ゲート

ターミナル、終着駅

フア=ス トクラス

滑走路

航空機

パスポー ト

帰りの飛行機

図 刊ight attendant 客室乗務員

図 check― in counter

チェックインカウンター

ロ luggage 荷物

園 securlty check

セキュリティチェック

図 take off 離陸する

図 board   ～に乗る

図 walt in line列 に並んで待つ

図 compartment 客車

図 get on     ～に乗る

医■ransfer    乗り換える

図 刊eet    海軍、艦隊

図 naugat10n 航海

図 vessel  船舶

薔
“◎

図 rallrOad/rallway 鉄道

図Stopover    途中下車

図timetable    時刻表

0鰯
レIerry フェリー

図dock 波上場、埠頭

図shore 海岸
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● ◎
図 taxi/cab タクシー       図 dttver's license 運転免許証

図 bus stop バス停        図 perm性     許可証

図 highway  幹線道路、主要道路  図 valid      有効な、正当な

図 freeway  高速道路       図 gasoline/gas ガソリン

図 shutJe busシ ャトリリ スヾ、路線バス 図 congestion   混雑

図car dealer 自動車売買業者    図trafic ttam)  渋滞
図 automObile自動車        図 stuck/tied up (渋 滞)にはまる

図
*route  

道         図 百de      ～に乗る



Unit 4 交通

漑
図 motorcycle  オートバイ

図 pedest‖an  歩行者

図 bicycle/bike 自転車

図 sldewalk 歩道

図 ralling  手すり、ガードレール

図 WalkWay 通路、歩道

図 reStttCted  制限された

図 park lllegally違法駐車をする

図 rope off  (ロ デプ)を張る

図 prOhib性    ～を禁止する

図tow     ～をけん引する

図 round―tr:p 往復の

図 parklng lot 駐車場

図 to‖     通行料金

図 estimate  ～を見積もる

図close by  すぐ近くに

図far away  遠い

口adiacent to ～に隣接した

図 locate   (場所)を決める

【 (1二 嗜 ‐
"鰯

Z construction

Ztrackwork
/ reconstruction

/fine
Zpenally

工事

鉄道線路の建設

改築、再建

罰金

処罰

国 D中
レコfare

レ]fee

Z bill

運賃

手数料、

請求書、

金

幣

料

紙

図 one―way 片道の

鰯
図 delay  遅延

図 behind schedule

(予定より)遅れる

図 nearby 近くの

mO― ―
図 public transportation       ttfuel     燃料

公共交通機関     図engine   ェンジン

図 vehlcle  乗り物、輸送機関   図accesSible アクセスしやすい

口 passenger 乗客         図Operate  ～を操作する

図 destination目 的地        図commute 通勤する、通学する

*発音が2パターンある単語には、2種類の発音が収録されていま魂

語 (句)の意味と発音の確認が終わつたら、丁OE!C形式の練習問題に挑戦してみよう。

(こ こで取り上げた語 (句)は、派生語も含め、練習問題の解答解説の中で太字で強調して

います。)
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Step I CDを 聞く前に、まず写真を見て、どんな場面・状況かを予想しよう。

StOp 2 CDを 聞き、問題を解いてみよう。撼簗
CD■・43

ポ
鼈

燿

燿

博`騨尋脱

ミ

=1螢
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(答 えは→ p100)



St9 32もう一度CDを聞ま 問題の英文をディクテーションしよう。わからない部分は、

聞こえた音をカタカナで書いてOK!は クリプHま り ЮO帽
レ
CD■・43

□

ｏ

ｏ

(C)They're

(D)They're

for the airport.

are getting out of a car.

each other.

the airplane.

They're

They're

the plane.

lAl

(B)

(C)

(D)

Some people are

the cars.

in the same

direction.

The cars are being



回 □

Step 43解説を読み、正解を確認しよう。

□  get on board～「～に乗るJ

臓まれた興文 Look atthe● cture marked numberl h yourtett book.

lAI They're bOwing tt each Othen

(B)丁 hey're getting on board the plane.

(C)They're getting 2ff the airplane.

(D)They're boarding tt buS fOrthe airport.

lAl彼らは互いにおじぎをしている。

(B)彼らは飛行機に乗り込んでいる。

lC)彼らは飛行機から降りてきている。

(Dl彼らは空港行きのパスに乗り込んでいる。

―
肇蝠F畢ぷ 顧 種 野 酬 覇 塀 :繋戴 :講1駐輝 麟 穏 t讐鋼 、
lC)get Ofr「～から降りる」はこの写真の描写には不通切。(Dlは board「 ～に乗る」
を使っていぅが、人 が々乗り込んでいるのはパスではないのでX。

□ vehbL際り鞠』
■まれた英文 Look atthe pldure marked number2 h your bst book.

lAI Some passengers are getting out of a can

(B)SOme peOple are waving lags ttthe Cars.

(C)The vehicles are heading in the same direclon.

(D)The cars are being towed away.

lAl乗客が何人か車から降りている。

(B)車のそばで旗を振っている人が何人かいる。

(C)乗 り物は同じ方向を向いている。

(Dl車がレッカー車で運ばれている。

―1坤
"事『額麗露雲鶴鰍     こ1歴与ビ確

体的な単語でlJIな く、総称する単語が使われる場合があるので、写真に写っている単
語が聞こぇたからといってすぐに解答を絞らないようにしよう。

(B) (C)□
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Un■ 4 交通

S=PF I CDを 聞き、問題を解いてみよう。磁務
CD■・

“

区ヨ Mark yOur answer on your answer sheet.
@ Vart< your answer on your answer sheet.

…
□

(答えは→ p102)

SよcF£  もう一度 CDを 聞き、問題の英文をディクテーシ∃ンしよう。わからない部分は、

間こえた音をカタカナで書いてOK!(スクリプトは‐p100儘
蕩
CD■・44

tirne?

(A)it's

(B)  _ _

(C)I Was waking forthe

work?

(A)|     _ _

(B)l preferto use

(C)l'm nOta good

you couldn't get to the airport on

the heavy traffic.

you usually

walk to the station.

to
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回 □ (B)

S'CP 33解説を読み、正解を確認しよう。

□ How come～ ?「なぜ―J

読まれた英文

How come you cou:dn't getto the airport on time?

(A)k's termina1 4.

(B)BeCause ofthe heavy traffic

(C)I Was wating forthe return flight.

なぜ空港に時間通りに着けなかったのですか。

lAlタ ーミナル4です。

(B)渋滞がひどかったので。

(C)帰 りの便を待っていたのです。

…How come～?は 醍 由」や「原因」をたすねる疑間文。because of～ を使って「理
由」を答えている(B)が正解となる。lAlは「場所」を答えているので×。lCI「帰りの便
を待っていた」ということは、すでに空港にいることになるので×。

巨]「手段Jをたずねる疑間文
読まれた英文

How do you usua‖ y conll■ ute to work?

lAll used tO Wa:k to the station.

(B)!preferto use publlc transportation

(C)1'm nOt a good dttven

普段はどうやって会社に通勤していますか。

lAl以前は駅まで歩いていました。

(B)公共の交通機関を利用します。

lC)私は運転がうまくありません。

―How～ ?は「手劇 をたすねる疑間文。pub‖c transportat:on「公共の交通機関」と、

手段 を答えている(Blが正解となる。lAl used tOは 過去の習慣を表す際に使われる表

現。質問文は現在のことについて聞いているので×。lC)運転がうまいかどうかについ

ては聞いていないので×。

(B)日
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|

sfop I CDを 聞く前にまず設間と選択肢を見て、どんな場面・状況かを予想しよう。

sセP2 CDを 聞き、問題を解いてみよう。壌蓼
CD■・45

□
VVhere does thls conversation most‖ kely take place?

(A)ln a car

(B)On a train

(C)At a train station

(D)At an airport

ｙ

□

ｗｈ

□

ｗｈat does the man suggest the woman do?

is the woman going to New York?

(A) To attend a conference as a member of the audience

(B) To give a presentation on global warming

(C) To participate in a speech contest

(D) To make a keynote sPeech

(A)Ca‖ off the conference

(B)Walk tO the airport

(C)Take a train to the airport

(D)Take a later flight

…
□

(答えは→ p104)
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Ш □  的  □  (D) 日  (C)

StOF 3 解説を読み、正解を確認しよう。

ロ  キ…センテンスを押さえて場面を特定
Where does this conversation most likely take place?

この会話はおそらくどこでされていますか。

tA1 lrn a Car       キ●,1「

(B)On a train     電車の中

(C)At a train stalon 駅

(D)At an airport   空港

…会話問題では、場面の特定に有効なキーセンテンスが読まれることがある。ここで
は、 男性のセリフ“we're stuck in traffic''ゃ “l can drop you Off atthe next

が正解 [r｀ξf男

性と女性が車に乗っていて、渋滞につかまっていることがわかり、lAl

ロ  キ…ヮードから答えを推潤
Whyisthe woman going to New York?

女性はなぜニューヨークに行くのですか。

(A)To attend a conference as a member   会議に聴衆として参加するため。

of the audience

(B)TO g市e a presentation on global warming地 球温暖化についてプレゼンテーションを

するため。

(C)TO participate in a speech contest     スピーチコンテストに参加するため。
rf)i lo rrteke a LF\/n^lp qnao. rl 撃計司i高 ,寅

`す
る1め

…会話の中で使われている表現から答えを推測しなければならない問題がある。ここで
は、女性のセ:リ フ``And l've been invited as the guest speaken"か ら、女性が
ゲストスピーカーとして会議に招待されていることがわかる。「ゲストスピーカー」とは

1念巣iti曇慌季:λ諄層:ま長島象雹畠勇l■ミミ＼見爆諧 質i借 :な
(蹴

なので×。(C)女性はスピーチコンテストに参加するのではない。

日  話者の発言の意口を読み取る
What doesthe rnan suggestthe woman do?

男性は女性に何を提案していますか。
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||■■■■■||■ ||||

(A)Cal1 0ff the conference   会議を中止する。

(B)Walk tO the airport     空港まで歩いて行く。

(CI Take a train to tho a rport  i=「 |:l jil 「■‐tl ′「 `

(D)Take a later light      便を遅らせる。

…話者 の発言 の意図を読 み取 る問題が出ることがある。女性 は、2つ 目のセリフで

“Aren't there any other rneans of transportation that l can try?" と、 二事
以外に空港に行く方法はないかと聞いている。これに対 し男性 は “There's a train

station c:ose by.''と 答 えていることから、電車に乗って空港に行 くことを暗に提

案 しているのがわかり、(C)が正解となる。

Step 4 もう一度CDを聞き、問題の英文をシャドーイングしよう。最初は英文を見な

がらCDと一緒に発音、最後は見ないでシャドーイングできるようになろう !

嗚醤)CED■‐45
読まれた英文

Questions[ヨ through[]refer to the fo‖owing cOnversation.

W:  How long does it take from here to the airport?!have to be there in 20

minutes;otherwise,:'‖ miss my flight.

M:  lt usua‖ y takes only 10 minutes or so.But as you can see,we're stuck in

traffic probably because there's been a car accident near here.

W:  Aren't there any other means of transportation that!can try?丁 here's

an important international conference on education in New York.And!'ve

been invited as the guest speaker.

M:  l see.丁here's a train station ciose by.i can drop you off atthe next corner.

丁hen,iuSt keep walking straight along the street.

問題回―巨]は次の会話に関するものです。

女性 :こ こから空港まではどのくらいかかりますか? 20分以内に空港に着かないと、便に間に合わ

ないんです。

男性 :普段であれば」0分程度しかかかりませんが、ご覧のように渋滞に引っかかってしまって。おそら

くこの辺りで交通事故があったのだと思います。

女性 :他 に空港まで行く方法はありませんか? 教育に関する重要な国際会議がニューヨークであるん

です。ゲストスピーカーとして招待されていて。

男性 :な るほど。近くに電車の駅がありますよ。次の角で降ろしますから、道なりにまっすぐ歩いて行っ

てください。
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Listening Laboratory嗜

「Part 4 説明文問題Jに進む前に、∪n14の Pan l～ Pa威 3に出てきた発

音の難しい箇所や聞き取 りの難しい箇所を復習 しましょう。リスニングカは自

分で発音をすることで飛躍的に伸びるので、以 ドのポイントに注意しながら発

音してみてください。

① Some passengers are getung ouじ f a can。.100□ 体》
getting out ofは 、一語ずつ発音すると「ゲッティング アウトオ列 とな

りますが、gettingの最後のgが ドロップし、Out ofの tが母音にはさま

れて音声変化するため「ゲッティンアウロブ」のように発音されまt

② The cars are bdng toweむ Wり・。・100□ p》

towed awayは 、一語ずつ発音すると「 トウドアウェイ」となりますが、
、」線部の音がリンクするため「トウダウェイ」のように発音されま鳥

③ lusetowttkt° the stalon.ぃ.102日体》

used toは 、一語ずつ発音すると「ユーズド トウ」となりますが、usedが
toの音の影響を受けて変化するため「ユーストゥ」のように発音されま蔦

この音声変化はhave toにも見られ、「ハブ トウ」ではなく、「ハフトウ」

と発音されます。

④ 丁here's a train station close by.(p.105 読まれた英文 9行日)

closeは、品詞によって発音が異なる単語なので注意しましょう。このセン

テンスのように副詞、または形容詞として使われる場合には「クロウス」、動

詞として使われる場合は「クロウズ」と発音されま丸
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Unit

CDを聞く前にまず設間と選択肢を見て、どんな場面・状況かを予想しよう。

CDを聞き、問題を解いてみよう。爆藝
CD■‐46

is being announced?

一通一棄
一
４

ｐ

　

ｐ

　

　

　

　

ａ

鋤
れ
□

ｗｈ

■

　

２

(A)A gate change

(B)A ttight delay

(C)A bus schedule

(D)A crew stttke

(A)

(B)

(C)

(D)

at is the final destination of the flight?

Jakarta

Honolulu

Taipei

South Bend

回

ｗｈ

Who most‖ kely is the speaker?

(A)A light attendant

(B)A busd‖ ver

(C)A pilot

(D)A ground crew member

回 □
(答えは→ p108)
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□ □  IB,  回  い) 口 D)

Step 3 解説を読み、正解を確認しよう。

□  冒頭の情報をしつかリキャッチ

VVhatis being announced?

イ可がアナウンスされていますか。

(A)A gate change  ゲートの変更

(B)A fl咆 ht delay    ■,「 卜r■ 11:L

(C)A bus schedule バスのスケジュール

(D)A crew st面 ke   乗組員のストライキ

…冒頭で述べられる内容は、問題で問われることが多いのでしつかり押さえる。ここで
は、 2文目の “Departure has been delayed due to a mechanical problem
wtth the aircraft."か ら、機械の トラブルのためフライトが遅れていることがわ
かるので、(B)が正解となる。lAI A gate change、 (C)A bus schedule、 (D)A
crew st‖ keに ついては述べられていない。

巨]『場所Jを問う問題
Whatis the final destination of the f:ight?

フライトの最終目的地はどこですか。

(A)、りakarta    シ |カ ルタ

(B)HOnOlulu   ホノルル

(C)Taipei    台北

(D)South Bend サウスベンド

…複数の「場所」について言及さねる場合、それぞれの場所がどういつたところか意識し
ながら聞くとよい。ここでは、1文 目 “Attenlon,passengers watting to board
F‖ght sAl10 to」 akarta with stopovers in Honolulu and Taipei."か ら、 こ
の飛行機がジャカルタ行きであることがわかる。(B)HOnolulu、 (C)Taipeiは経由
地点、(D)South Bendに ついては述べられていないので×。

国  人物の職業を推潤する問題

VVho mostlikely is the speaker?

話し手はだれだと思われますか。

(A)A flight attendant 客室乗務員

(B)A bus d‖ ver     バスの運転手
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(C)A pilot             パイロット

(D)A grotJn(l crew nnenlbel l“ 上」力t il

…説明文の中で話し手がだねなのか明確にさねない場合、話全体から推測する必要が

ある。ここでは、まず1文 目 “Attention,passengers wait:ng to board F!ight
SAl10 to Jakarta with stopovers in Honolulu and Talpei."ょ り、 このアナ

ウンスが搭乗を待っている乗客に向けたものであることがわかる。よって、lAl客室乗

務員、(C)パイロツトがまず除外される。後半でshutJe busに ついて言及されてい

るが、話の内容を総合的に判断すると、(D)地上勤務員の方が適切。

Step 4 もう一度CDを聞き、問題の英文をシャドーイングしよう。最初は英文を見な

がらCDと一緒に発音、最後は見ないでシャドーイングできるようになろう !

漑 CD■46

読まれた英文

Questlons[□ thrOugh[□ referto the fo‖ owing announcement.

① Attention,passengers waiting to board Flight sAl10 to」 akarta with

stOpOvers in Honolu!u and Taipei. にD Departure has been delayed due to a
mechanical problem with the aircraft (D Mechanics are currently working to

correct the prob!em,which should be taken care of within the next coup!e of

hours.(D Passengers are requested to take the airport shuttle bus back to

the main terminal and stand by until yourf‖ ghtis announced ① 丁hose of you

with connecting flights in either Honolulu or Taipei, p:ease talk to the ground

crew atthe South Air check‐ in counterin the main term:nal ⊂)丁hank you for

your patience.

1意味を確認しよう1

問題 回―匡]は次のお知らせに関するものです。

ホノルル、台北経由ジャカルタ行きSA」 10使 でご搭乗をお待ちのお客様にお伝え申し上げます。飛

行機に機械のトラカレが発生したため、出発が遅れておりま九 現在、整備士が問題の解決にあたっ

ており、修理はあと2、 3時間ほどかかるもようです。乗客の皆様には、空港のシャトルバスにお乗

りいただきメインターミナルまで戻り、フライトがアナウンスされるまでお待ちいただくことになります。

ホノルルもしくは台北での乗り継ぎ便をご利用のお客様は、メインターミナルにあるサウスエアチェッ

クインカウンターの地上勤務員までお申し付けください。もうしばらくお待ちいただけますよう、よろし

くお願いいたします。
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覚えておきたい・重要語句と文法事項4

このページでは、∪nt 4の Part l～ Pa威 4ま でに登場 したセンテ ンスを4

つずつピックアップして、Pa付 5～ Pan 7で必要な語句や文法事項を解説 して

いきます。

① Because ofthe heavy trafic.(p.102□ (B))

because of～ は、「～のせいで、おかげで」という意味です。「理由」や「原

因」を説明する際に使われる表現で、due to～や on account of～も

同じ意味でよく使われます。

② l have to be therein 20 rninutes;othen″ ise,|'|l miss rny f‖ ght.

(p.105 読まれた英文 2イテロ
)

otherwiseは 、「そうでなければ、さもないと」と仮定の状況を述べる際

に用いる単語です。品詞は副詞ですが、接続詞のように用いられます。

③  Aren't there any other rneans oftransportation thatl can try?

(p.105 読まれた英文 6イテロ
)

meansは 、「方法、手段」という意味の名詞で、単数形も複数形も同じ形

をとる特殊な単語で丸「～を意味する」という意味の動詞 meanや、「意

地悪な」という意味の形容詞 meanと混同して、意味を取り違えないよう

にしましょう。

④ Mechanics are currently working to correct the problem,
which should be taken care of within the next couple of
hours.(p.109 読まれた英文 4行日

)

take care of～ のような群動詞 (複数の語で構成され、1つの動詞として

機能するもの)が受動態で使われる場合、1語の他動詞のように扱われ、

語順は変わりません。take care of～以外にも、look up to～ や laugh

at～などが同じように使われます。
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l Un■ 4 交通

Step I 問題を解いてみよう。n)3分

We are committed to constantly improving our technology in order to
provide safe and public transportation.
(A) reliability
(B) reliably
(C) relying

(D) reliable

□
Ｔｈｅnew train fare, which will be from November 1, has been

causing controversy among local citizens

(A)effeCtiVe

(B) affective

(C)prOaclve

(D)defeCtiVe

□
Our official website provides flight inforrnation on arriva:s and departures,

一――̂―――airport access information.

(A) regardless of

(B) depending on

(C)nOt tO mention

(D) beside

… 日
(答えは→ p l12)
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―
日 (D)

Step 2 解説を読み、正解を確認しよう。

日  品詞の理解を問う問題

We are committed to constantly improving our technology in order to provide

safe and(D)le able public transportatlon.

安全で信頼性の高い公共交通機関をご提供するため、我々は絶えず技術の改良に努力しております。

(A)reliabilty (B)reliably (C)relying (D)reliable

…選択肢lA)～ (D)は 、ぃずれも動詞rely「 頼る、信頼する」の派生語。空欄の後ろには
public transportationと ぃう名詞があるので、形容詞の(D)reliable「 信頼性のあ
る」が正解となる。 lAl reliabi‖ty「信頼性」は名詞、(B)reliabv「 確実に」は副詞、(C)
relyingは 動詞 re:yの 現在分詞形。

匝]effectlve『 (法律などが)施行される」
丁he new train fare,which will be(A)effeCtVe from Novemberl,has been caus:ng

controversy annong local citizens.

11月 1日 から施行される新しい電車料金は、地元住民の間で物議を醸していま九

IA)effect ve (B)affective (C)proactive (D)defective

…形容詞effect市 eに は、「効果的な」という意味だけでなく、「(法律やシステムなどが)

施行される」という意味がある。TOttCテ スト頻出の単語なので押さえておこう。(B)
affeclve「感情の」、(C)prOact市 e「積極的な、事前の」、(D)defeCIVe「 欠点のある」
は、いずれもこの文脈では当てはまらない。

men■on～「～は言うまでもrJぃ」
official website provides flight information on arrivals and departures, (C)

to rnention airoort access information.
ウェブサイトでは、空港へのアクセス情報はもちろん、発着便に関するフライト情報もご提供して

(B) depending on {C) not to nrention (D) beside

…正解の選択肢(C)not tO menlonは 「～は言うまでもない」という意味の重要表現。
lAl regardless of「～に関係なく」、(B)depending on「～次第で」、(D)beside
「～のそばで」は、いずれもこの文脈では当てはまらない。
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Unh 4 交通

S'cP l 問題を解いてみよう。1)10分

Questions E肇国 refertO the fo‖ owing article.

Starting」 une 2,South!ndia Railways wi‖ be offering a set― fare vacation

rail pass exclusively to visitors frorn overseas.丁 he pass,which comes

with a complimentary timetable,一 ――――――foreign visitors unlimited travelin

first―c!ass compartments for a period of one month from when the pass

lS ISSued

□
(A)will al10W     (B)had allowed

(C)haVe allowed  (D)ailow

South india Railways decided to implementthe pass system fo‖ owing

the road accidentlast year―――――――two tour buses in which severalforeign

tourists were badly iniured.

□
(A)involVing    (B)inV!OVe

(C)inVOIVed      (D)being invOived

lt is hoped the pass will give tourists a safe― ―――一――to seeing the country

by bus as we‖ as help them avoid traffic in metropo‖ tan areas.

国

(A)alternating    (B)alternated

(C)alternatively   (D)alternative

… □

(答えは→ p の

　

３



巨□l□ (A)

Questlons[日―
[□ refer to the fo‖ owing article.

①  Starting June 2,South lndia nallways w‖ i be offering a set― fare

vacation ra‖ pass exclusively to visitors from overseas.(D The pass,

which comes w■ h a complimentary timetable, □  (A)will al10W foreign

visitors un!imited travelin ttrst‐ class compartments for a period of one

month from when the pass is issued.(D South lndia Ral!ways decided

to implement the pass system following the road accident last year □

(A)involVing two tour buses in which severa!foreign tourists were badly

ittured.①  h is hoped the pass will g市 e tounsts a safe国 (D)a!ternative

to seeing the country by bus as we‖ as help them avoid trafflc in

metropo!itan areas.

問題 □一国 は次の記事に関するものです。

6月 2日より南インド鉄道は、セット価格の休暇鉄道乗車券を海外旅行客限定で販売する。乗車券

には無料の時刻表がついており、海外からの旅行客は発行から1カ月間ファーストクラスの客室に乗

り放題となっている。南インド鉄道は、ツアーバス 2台を巻き込んだ昨年の交通事故を受け、この乗

車券のシステムの実施を決定した。事故のあったバスには海外旅行客が数人乗車しており、重傷を負っ

た。この鉄道乗車券がバス旅行の安全な代替案となり、同時に大都市圏における交通渋滞の回避に

一役買うことが期待されている。

(A)□
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解説を読んで、正解を確認しよう。

を問う問題

(B)had a‖ owed

(D)a!low

…Part 6で は、動詞の「時制」を問う問題がよく出題される。前文を見ると、未来形の

w:||が使われており、空欄を含む文でも引き続き未来形が使われることがわかるので、

lAlが正解となる。(B)の過去完了形、(C)の現在完了形はいずれも文脈から判断して

当てはまらない。(D)現在形を使って未来の事柄を表すこともできるが、ここでは主

語が単数のため、3人称・単数。現在の “s"が必要になる。

(B) involve
(D)being involved

(B)alternated
(D) alternative

□  品詞の理解を問う問題

(A)involVing

(C)inVOIVed

…まず空欄
の前を見ると、“SOuth lndia Ra:lways d∝ ided t9 implement the pass

system following the road accident!ast vear"と なつており、文法的に宗結し
たセンテンスであることがわかる。そのため空欄には、前文の内容を修飾するものが

入ることになる。次に空欄の後ろを見ると、“tWO tOur buses in which seVeral

foreign tounsts Were badiy iniured"と 名詞句が続いているので、目的語をとる

ことができるlAl involVingが 正解となる。このinVOlvingは the Юal ac9ident
last yёarを 形容詞のように修飾してぃる。

国  alternative to～「～の代わり』

(Al anernating

(C)ahernatively

…正解の選択肢(Dl atterhativё は後ろに前置詞tO‐を伴t)、 anernative to～ で「んの

代わιり」という意味を表す。lAl anernating、 (Bl attemated、 (C)anernativelyは 、
いずれもここでは文法的に当てはまらない。

115



Sttp■  問題を解いてみよう。C刈 0分

Questions[日―□ refertO the fo‖ owing article.

Schiller Air has recently announced that it is extending the
services provided by its Preferred Flyers Club (PFC)to include not
only first class but also business and coach class passengers.
Passengers who fly with Schiller Air or its affiliates Med
International and Air Monaco once a month or more are eligible for
membership. Membership is free of charge for first and business
class passengers, and € 50 per year for those flying coach.
PFC members are entitled to use first class lounges in airports
across Europe and North Africa and to receive a 50o/o discount
on cab fares from the airport to their final destination in any city
in Europe as well as free in-flight beverages. The biggest merit
of PFC membership, however, has to be their priority check-in
policy. Checking in through the Schiller Air website means there is
absolutely no waiting in line at airport check-in counters. The new

system will be implemented from July 1, and Schiller Air is now
offering 200 bonus points to flyer accounts for those who register
prior to July 1. Further information regarding prior registration is

available at Schiller Air's official website.
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would this article most likely be found?ｅｅ

□
ｗｈ

０

□
ｗｈ
０

０

０

０

(A) ln a medicaljournal
(B) In a fitness magazine

(C) In a travel magazine

(D) In Schiller Air's official website

was previously eligible PFC membership?

Passengers flying first class

Passengers flying business class

Passengers flying coach class

All passengers

Which group of passengers must pay to join PFC?

(A) First class
(B) Business class

(C) Coach

(D) Standby

According to the article, what would NOT be a PFC benefit?

(A) Use of the first class lounge at an airport in North Africa
(B) Discounted taxifares from an airport in Asia

(C) Priority check-in

(D) Free drinks on the plane

(答えは● p l18)
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―
□ (C) 〔B)□(C)□(A)□

Step 2・ スラッシュで区切つて音読をしよう。

Questions E]国 refer tO the following article

⊂D Sch‖ ler Air has recently announced/that it is extending

the services/provided by its Preferred Flyers Club(PFC)/to

include not only flrst class/but also business and coach class

passengers に)Passengers/vvho fly with Schiller Air or its
affiliates Med lnternational and Air Monaco/once a month or

more/are eligible fOr membership. ① Membership is free of

charge/for first and bus:ness class passengers,/and C

50 per year for those flying coach.(D PFC members are entitled

to use first class lounges in airports across Europe and North

Africa/and to receive a 50% discount on cab fares/from

the airport to their final destination in any city in tturope/as

vve‖ as free in― flight beverages   ⑤ 丁he biggest merit of PFC

membership,/however,/has to be their priority check‐ in poHcy.

⑥ Checking in through the Schi!ler Air website rrleans/there is

absolutely no waitlng in line at airport check-ln counters.⑦

丁he new system vvi‖ be implemented from」 uly l,/and Schiller

Air is novv offering 200 bonus points to flyer accounts/for those

who register prior to」 uly l O)Further information regarding prior

registration/is ava‖ ab!e at Schiller/ヽ ir's official website.

問題□―区]は次の記事に関するものです。

シラー航空は、お得意様会員クラフ(以下PFC)に よるサービスを、ファーストクラスだけでなくエコノ

ミークラスの乗客にまで拡大することを発表した。シラー航空や、系列会社のメッドインターナショナ

ル、エアモナコを月に一度以上利用する乗客が会員の資格を有する。ファーストクラスとビジネスクラス

の乗客は会費無オ斗で、エコノミークラスの乗客は年間50ユーロかかる。PFC会員はヨーロッパや北ア

フリカ全土の空港でファーストクラスラウンジを利用することができ、機内での無料のドリンクやヨー

ロッパ内であれば空港から目的地へのタクシー料金が半額といったサービスを受けることができる。し

かしPFC会員の一番の特典は、優先的にチェックインできることにある。シラー航空のウェラサイトか
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らチェックインをしておけば、空港のチェックインカウンターで一切待つことがない。この新サービスは

7月 1日 よιり施行される予定で、現在シラー航空は7月 1日 までに事前登録を済ませた人に200ポイント

のボーナスポイントを進呈している。事前登録に関する詳しい情報はシラー航空の公式ホームページで。

S'CP 3:=解説を読み、正解を確認しよう。

□  文章全体から推測する問題

Where wou!d this article most‖ kely be found?

この言己事はどこで見つけることができると思われますか。

(A) ln a medicaljournal
(B) In a fitness magazine
(C) In a travel magazine

医学雑誌

フィットネスの雑誌

旅行雑誌

鵬 て、シラ哺空あ新レ∴サービスにっぃ繕かれれヽ:おで.6桁
雑誌が正解 となる。lAl医学雑誌や(B)フ ィツ トネスの雑誌については言及されていな

裏3翼糧i」慇席ξ「駅毛呉QtttTt篤皇鑢 色峨民生31辱撃嘱えヒ房零
なぃことがわかるので×。

□  冒頭の情報をしつかリキヤツチ

Who was previously eligible PFC membership?

以前はだれが PFC会員の対象でしたか。

(A)Passengers lying first ciass    ファーストクラスを禾u用 する乗客

(B)PaSSengers lying business c!ass  ビジネスクラスを禾」用する乗客

(C)PaSSengers lying coach class   エコノミークラスを利用する乗客

(D)A‖ passengers            すべての乗客

る。つまりかつてはファーストクラスの乗客だけが会員の対象だったということが々
かるので―、lAlが正解となる。        |
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□ 必要rJ情報を素早くキャッチ
Which group of passengers must paytoioin PFC?

PFC会員になるためにお金を払わなければいけないのはどのクラスの乗客ですか。

(A)First class    ファーストクラス

(B)BuSiness c:ass ビジネスクラス

(C1 Coaclr
(D)Standby

■■,ノ ミークラ:(

キャンセル待ちの客

…3文 目の “Membership is free of charge for first and bus:ness class
passengers,and C 50 per year forthOse flying cOach."ょ り、 エコノミーク

m、きなt、■、,こ駄Itが
わかるので、C)COach鉦解となる。0

□  本文で言及されていないものを問う問題
According to the artic!e,what wou!d NOtt be a PFC beneflt?

記事によると、PFC会員の特典でないのはどれか。

(AI Use ofthe ttrst class!ounge at an airport ヨヒアフリカ内の空港でのファーストクラス

in North Africa
(B) lf,iscounted taxi fares fr.onr an a |Dorl

rn Asia

(C) Priority check-in
(D) Free drinks on the plane

rTI

肌ζ鱈羅器 :ヽ陥¶胤鵠鷲霊樽ど鑑別議品ぷ蹴
粘l∬記よ:珊∬t罰』凛路 :TЪ旨蠍 rЛ撃蹴

蒔黙鰐[軸験弾り諾駆動:b;甕IIζ
引は、ヨーロッパ内の都市に限られている。

ラウンジの利用

ri/ノ /■
(ア )illl■ ■■rl夕 |′ シ IJitlll 11

優先的なチェックイン

機内での無料ドリンク
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(答えは・ Op 365)

日証■口 下線部の語 (句)に注意して、意味の正しい英文には丁のボックスに、

間違つている英文にはFのポ ックスにそねぞれチェックしなさい。

1. A destination is a place to which someone or something is 9oing or

being sent. □ T □ F

2. A runway is a strip of hard ground along which aircraft takes off and

Un■ 4 変週

lands.
A pedestrian is a person who travels in a vehicle.

A flight attendant is a person who flies an airplane.

□丁  □ F

5. A to‖ is a charge paid to use a particuiar bridge or road.

□丁  □ F

□醒匪ヨ 下線部に入る語 (句)を lAl～ lC)の中から1つ選びなさい。

1. 丁he shopping centeris_____in front of the train station.

(A) located (B)10Cate (C) location

2. Smoking is _ to the room next to the vending machines.

□T

□T

(C)reCOnstructed

(C)bi‖

□ F

□ F

4.

lAl reconSidered      (B)restriCted

3. Wou:d it be betterto buy a_____ticket?

(A) fare (B) one-way

4. The passenger __ heading for Kobe is leaving from the harlcor soon.

(A) dock (B) arrival (C) vessel

5. The shuttle bus arrived 30 minutes schedule.
(A)beyond (B) above (C)behind

6. The driver had to pay a $250 _ for ignoring a red light.

(A) fine (B)fuel         (c)leet
7. My driver's license is for one more year.

(A) valuable (B)Valid (C) vulnerable

8. The city decided to raise the toll to reduce traffic
(A) confrontation (B) consideration (C) congestion

9. The convention center is easily _ by bus from the station.

(A) accessible (B) access (C) accessing

10. The bridge is under _ due for completion in May.

(A) delay (B) construction (C) terminal
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■墓菫ヨ 下線部と似た意味の語(句)を (Al～ (C)の中から1つ選びなさい。

1. 丁he italian restaurantis adiaCent to the public library

(A)lexib!e          (B)C10Se           (C)huge
2. Eating and drinking are prohibited on this train.

(A)forbidden       (B)reCOmmended    (C)encOuraged
3. How much is the fare from Shibuya to Shiniuku.

(A)equa!          (B)fee             (c)diStance
4  Many commuters vvere stuck in traffic for several hours.

(A)tied up          (B)piled up         (c)100ked up
5 丁he airplane is scheduled to take off at noon.

(A)change         (B)land            (C)get Offthe ground

■餞里■ 下線部の語 (句 )に注意 して、最も適切な応答を (Al～ (C)の中から

1つ選びなさい。

1. How faris it from the parking lot to the auditorium?

(A)」 ust a COuple of minutes on foot

(B)You should hold on to the railing

(C)!Can't find a parking space.

2. VVhen do:have to paythe b‖ l?

(A)比ゝin my computer

(B)l already paid it for you.

(C)!'m nOt BI!|.

3  Could you te‖ me wherel can find the check― in counter?

(A)‖ 's nOtfree any more

(B)You have to waltin line to check― in.

(C)Go straight and turn left at the corner

4. Where are we supposed to transfer?

(A)丁 hree stops frOm here.

(B)l'm nOt a transfer student

(C)‖ '|l be the day aftertomorrow.

5. Why is that area roped off?

(A)The rOpe isn'tlong enough.

(B)丁 here was a car accident there.

(C)That's because llike it
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Unlt 5

E議豊澱
Un■ 5では、「日常生活」に関する問題を取 り上げます。

飲食店や家庭での食事、

家事や健康に関する単語を中心に見て行きましょう。



く日常生活 >に関する頻出トビックと語句

Step■  テーマ別に語 (句 )の意味を覚えよう。

StCP 2 CDを 聞き、英語の発音に続いて語 (句)の意味を声に出してみよう。

Step 3 テキス トを見ずにCDを聞き、語 (句)の意味を覚えたかチェックしよう。

00
図 appe‖ zer前菜          図 pastry  ペストリー、練り菓子

図 SnaCk  軽食、スナック     図 btte    ひと□

区■efreshmentls) 軽食、スナック  図 sample  見本、試供品

Z conlnental breakfast       zvegetattanベ ジタリアン

食堂、ホテルでの軽い朝食 図 diner 食事する人、食堂車、小食堂

図 meal ser‖ce 食事のサービス、機内食  区レel:|    おかわり

区符east   こちそう        図 beverage 飲み物

園 buffet  ビュッフェ、立食    図 hangover 二日酔い

口 :uncheOn昼 食会        図 vending machine 自動販売機

図
*bistrO  

ビスト□、小さな居酒屋  図 full/stuffed おなかがいっぱいの

図 banquet 宴会、晩さん会     図 host    ～を主催する

図 catettng 出前、ケータリング   図 serve   ～を提供する

"◎
区宵or here 店内で (食べる)    図 menu  メニュー

図 tO gO  持ち帰り        図 arrange ～を用意する、整える

2■ake―out 持ち帰り        図order  ～を注文する

"⑤
図 artricia:刊 avor 人工調味料    図 recipe    レシピ

図 expiraIOn date使用期限     図 novice c00k 新米のコック

図 ingredient   材料、原料    図 dish     皿、料理

図 grocery shopping        図
*cu:inary  

料理の、台所の

(日用品の)買い物  Zcuisine   料理

図dairy     乳製品      図 preserve  ～を保存する

図 loca:food ttem地 元の特産物   園 defrost   ～を解凍する
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W⑬
図 plumbing   配管

図 power Outage停 電

図 u‖ 1性y

巨ヨresident

図 neighborhood近 所、隣人

口 upstJrs   2階 、階上ヘ

図 dOWnstairs  階下、階下に

cEE
/ kitchen appliance

Iequipment
/gadget
Z utensil

/retrigeralor
Zfreezer
Zoven
flmicrowave
lldishwasher
lldetergent

El・■◎
図 stretching  ストレッチ

図 aerobic exercise  有酸素運動

図 nutrkion   栄養素

図 diet 食習慣、ダイエット

図wellness  健康であること

図heanhy   健康な

図out of shape体 調不良で

*発音が2パターンある単語には、2種類の発音が収録されています。

語 (句)の意味と発音の確認が終わつたら、丁OEIC形式の練習問題に挑戦してみよう。

(こ こで取り上げた語 (句)は、派生語も含め、練習問題の解答解説の中で太字で強調して

います。)

公共施設、公共料金

居住者

台所用品

備品、設備

道具、装備

器具、用具

冷蔵庫

冷凍庫

オーブン

電子レンジ

食器洗い機

洗剤

ゆ

図 livelihood   生計、暮らし

図 volunteer    ボランフ をする

図 turn on/Off(電 源を)入れる/切る

図 scrub     ～を磨き上げる

図 sweep     掃除する、～を婦K
図 do the laundry洗濯をする

図 wipe     ～を拭く

図 air condlioner  エアコン

Zlight fixture 照明器具

図 washing machine洗 濯機

/dryer
Zpillow
Zcarpet
/ stepladder

乾燥機

まくら

じゅうたん

脚立

Z instruction manual 取扱説明書

/cupboard 食器棚、戸棚

図 vacuum 掃除機をかける、掃除機

図 physical condition 健康状態

図 gym   体育館、ジム

図 ■tness  フィットネス

Z exercise 運動

図 hygiene 衛生状態

図 work out トレーニングする
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Step I CDを間く前に、まず写真を見て、どんな場面・状況かを予想しよう。

S"p2 CDを 聞き、問題を解いてみよう。聰参
CD■・53
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(答えは■ p128)



Step 32もう一度CDを聞ま 問題の英文をディクテーションしよう。わからない部分は、

聞こえた音をカタカナで書いてOK!は クリプトは→p120曜
診
CD理

"

She's repairing a

□

ｏ

ｏ

ｏ

ｏ

She's

She's

She's

a piece of

in a can

□

ｏ They're eating wkh

助

Ｑ

助

They're

One woman is

One woman is drinking

some food at the table.

a pair of

water.



回 □

S",4:=解説を読み、正解を確認しよう。

□ 和襄英語に注意
読まれた英文 Look atthe口 cture marked numberl in yourtest book.

(AI She'S repaittng a windshie:d wiper.

(B)She's hOlding a plece of papen

(C)She's putting gasin a can

(D)She'S Wiping a wlndshield

lAl彼女はフロントガラス用のワイパーを直している。

(Bl彼女は1枚の紙を手に持っている。

(C)彼女は車にガソリンを入れている。

(D)彼女はフロントカラスを拭いている。

…女性が車のフロントガラスを拭いている様子の写真。車の「フロントガラス」は英語
ではwindshie:dと ぃう単語で表される。front glassは 和製英語で、通常は使われ
ないので注意が必要。他にも、「バックミラー」はbaCk mirЮ rで はなく、reaⅣiew
mirrorと ぃう。日常使っている和製英語が聞き取りの妨げになることがあるので、日
頃よく使う「英語っぱい」響きのする日本語には気をつけよう。

□ 複数の人物が写つている写真

読まオlた―  Look atthe picture marked number 2 in yOurtest book.

(AI They're eating tt Ш  Wtth ChOpsticks.

(B)丁 hey're serving some food atthe table.

(C)One wOmanis weanng a pair Of glasses

(D)One wOmanis d輌 nking a glass of waten

lA)彼女らは箸を使って食事をしている。

(B)彼女らはテーカレに料理を出している。

(C)1人の女性は眼鏡をかけている.,

(D11人の女性はグラスで水を飲んでいる。

…2Aの女性のうち1人が眼鏡をかけている様子の写真。人物が複数写っている写真で
は、そのうちの1人について言及される場合がある。ここでは、食事をしている2人の

女性のうち、左側の限鏡をかけている女性について描写されている。lA1 2人 は箸で食
事をしていない。(B12人はテーブルに料理を出していない。(Dlの ag:aSs of water
は、正解の選択肢(C)の a pair of g:assesに 絡めたひっかけ。(oが正解となる。
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Un■ 5 日常生活

Step I CDを 聞き、問題を解いてみよう。建藝
CD■‐54

Eヨ Mark yOur answer on your answer sheet.

| 
:!_J Mark your answer on your answer sheet.

… □
(答えは■ p 130)

Step 2 もう一度 CDを聞き、問題の英文をディクテーションしよう。わからない部分は、

間こえた音をカタカナで書いてOK!(スクリプトは→ p130)磯
DCD■・54

ｄｕ

□

ｗ。 you like a or something else to drink?

(A)l'||___        this one for

You have to the form first.(B)

(C) No, l'm a

日

Ｈ。ｗmuch was

(A)|'||____ _ ― ―

(B)|_____

(C)lneed sOme more

for the monthly

credit card.

yet.

一一

一一一一

一
一　

９

・
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ロ ロ lAl  日  (B)

S"P3 解説を読み、正解を確認しよう。

□  Would yOu like～ ?『～はいかがですかJ

読まれた英文

Would you like a refi‖ or something else to drink?

(A)|' nurSe this one for a whlle

(B)You have to fl‖ outthe form lrst

(C)No,:'m a vegetarian.

おかわり、もしくは何か別の飲み物はいかがですか。

IA,tノ はらくはこれて大丈夫こす

(B)ま ずこの書類を記入しなければなりません。

(C)いいえ、私はベジタリアンです。

…Would you like～ ?は「～はいかがですか」と相手に何かを勧める時に使わねる表
現。「しばらくはこれ(今飲んでいるもの)で大丈夫」と答えている(Alが正解となる。
ここでのn urseは「～をチビチビ飲む、ゆっくり飲む」という意味の動詞。(B)reillと
111の発音の類似に絡めたひっかけ。(C)Vegetattan「 ベジタリアン」かどうかは聞い
ていないので×。

日 『値段」をたずねる疑問文
読まれた英文

How much was the totalforthe monthly uti:ities?

(A)l'‖ pay tty Credl card

(B)l haven't calculated it yet

tCt f *"0 ""t" rnor" Xitchen utensils.

今月の光熱費は合計でいくらでしたか。

(A)ク レジットカードで払います。

IB)ま だ言11'し ごいませた

(C)台所用品がもっと必要です。

…How much～ ?は「値段」をたずねる疑間文。 lA)は支払いの方法について答えてい

るので×。(C)kLChen utensils「 台所用品」については聞いていないので×。「まだそ
れ (今 月の光熱費)は計算していない」と答えている(B)が正解となる。
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Un託 5 日常生活

StcP i CDを 聞く前にまず設間と選択肢を見て、どんな場面。状況かを予想しよう。

StcP 2 CDを 聞き、問題を解いてみよう。撻い
CD■・55

(B)

(C)

(D)

ｙ

口
Ш
Ｗｈ

０

ａ

園
Ш
Ｗｈ

０

ａ

日

ｗｈ

is the woman going to the mall?

To go grocery shopping

To get exercise

To become a member of a fitness club

To buy a dishwasher

t does the man ask the woman to buv?

A new dishwasher

(B) A frying pan

(C) An umbrella

(D) Dishwashing detergent

(A) Wash the dishes

(B) Go to a gym

(C) Repair a dishwasher

(D) Watch the weather report

will the man probablv do next?

興 □
(答えは→ p 132)
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ロ ロ (B,  □ (D) 日  (C)

SiCP 3 解説を読み、正解を確認しよう。

巨]『理由」や「目的Jを推測する問題
llVhy is the vvoman going to the mall?

女性はなぜショッピングモールに行くのですか。

(A)To gO grOcery shopping        食料品の買い出しのため。

(B'TO⊆りet exercise                    11111 1 1´ 31,,,

(C)TO becOme a member of a fitness club フィットネスクラフの会員になるためc

(D)To buy a dishwasher         食器洗い機を買うため。

―「理由」や「目的」を会話の流れから推測する問題が出ることがある。女性は、冒頭で
ショッピングモールに行 くと述べた後、“A new fitness club opened in the
ma‖ recently,and they're offerlng a free trial yoga class today."と 信手って
いる。つまり女性は、この無料のヨガ教室に参カロするためにショッピングモールに行
こうとしていることがわかるので、(B)が正解となる。

日  ダミーの選択肢に注意

VVhat does the man askthe womanto buy?

男性は女性に何を買うように依頼しましたか。

(A)A new dishwasher    新しい食器洗い機

(B)A frying pan           フライパン

(C)An umbrel!a        傘

tD)Dishwashing detergent  ●11■ ,t=|

…会話の中に登場する単語がダミーの選択肢で使われていることがあるので、まどわ
されないように気をつける必要がある。ここでは、男性のセリフ “We need some
dishwashing detergent."か ら、食器用洗剤 を買ってくるように女性に依頼 して
いることがわかるので、(D)が正解となる。lAl dishWasherは 、女性が男性に修理を

依頼したもの。(B)frying panは lyer「 チラシ」との発音の類似に絡めたひっかけ。(C)
umbrellaは男性が女性に持って出かけるように勧めたもの。

日 代名詞を把握して会話の流れをキャッチ

いげhat w‖ lthe man probab!y do next?

男性はこの後、何をすると考えられますか。

(A)Wash the dishes      皿を洗う。
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Unit 5 日常生活

(B)Goto a gym         ジムに行く。

(C)Repair a dishwasher   i器 :i l111111r1 1.

(D)Watch the weather report 天気予報を見る。

―代名詞が指すものを意識しながら聞き取りをすると、会話の流れを正確につかむこと

ができる。女性のセリフ “COuld you lx l while l'm9one?"の 性が才旨している

のは前の文で触れているdishwasher。 この依頼に対 し男性は“No problem."と 答

えているので、この後食器洗い機 を修理することがわかり、(C)が正解となる。

SiOp 4 もう一度 CDを聞き、問題の英文をシャドーイングしよう。最初 は英文を見な

がらCDと一緒に発音、最後は見ないでシャドーイングできるようになろう !

OCD■
‐ss

読まれた英文

Questions[ヨ thrOugh[ヨ refer to the fo‖ owing cOnversation

1/V:  Dave,l'm going to the shopping ma‖  A new fltness club opened in the

ma‖ recently,and they're offering a free trial yoga class today.

M:  丁hat sounds nice.Would you have a chance to stop by the drugstore after

the class?We need some dishwashing detergent According to this

flyer,kitchen supplies are on sale today

lA7:  l gOtit Speaking of dishwashing detergent,the dishwasher hasn't

been working we‖ lately.Could you fix it vvhi:el'm gone?

M:  No probiem Oh,don't forget to take your unnbre‖ a.丁he vveather forecast

sald it'll rain in the afternoon.

1意味を愛翼立よう
|

問題□―日は次の会話に関するものです。

女性 :デーブ、 ショッピングモールに行ってくるわ。新しいフィットネスクラフが最近ショッピングモー

ルにオープンして、今日、ヨガの無沐斗お試しレッスンをやっているのよ。

男性 :そ れはいいね。レッスンの後に薬局に寄る時間はあるかな。食器用洗剤が必要なんだ。このチ

ラシによると、今日は台所用品がセールなんだよ。

女性 :わ かったわ。食器用洗剤と言えば、最近食器洗い機が調子悪いのよ。私が出かけている間に

直しておいてもらえるかしら。

男性 :いいよ。あ、傘を持っていくのを忘れないようにね。午後は雨が降るって天気予報で言っていた

から。
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L:stening Laboratory颯

「Pan 4 説明文問題」に進む前に、∪n15の Pan l～ Pan 3に出てきた発

音の難しい箇所や聞き取 りの難しい箇所を復習しましょう。リスニングカは自

分で発音をすることで飛躍的に伸びるので、以下のポイントに注意しながら発

音してみてください。

① Shet repaittng a windsh:eld wipen(p.128□ (A))

windshieldは 、windの dが弱く読まれるため「ウィンシールドゥ」のよ

うに発音されます。

② You haveto■ |じut the fOrm ttrst.o.130□ (BD

lll outは 、一語ずつ発音すると「フィルアウト」となりますが、、υ線部の

音がリンクするため「7ィ ラウトゥ」のように発音されます。

③ l havent cJCulated tt yet.(p.130日 (BD

haven't ca!culated lは、一語ずつ発音すると「ハブントゥカルキュレ
イティッドイット」となりますが、haven'tの tが弱くなり、calculated

と1が リンクするため「ハブンカルキュレイティディットゥ」のように
発音されます。

④ Accordntり o thb lyet‖ tchen supplぼ

穐::署讐詳1:1晏1税テロ)

according toは 、「～によれ:測 という意味の重要表現で魂 一語ずつ発

音すると「アコーディング トゥ」となりますが、accordingの gが ドロッ

プするためレ コーディントゥ」のように発音されます。

一　
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Un■ 5 日常生活

Stop I CDを 聞く前にまず設間と選択肢を見て、どんな場面・1犬 況かを予想しよう。

Stop 2 CDを 聞き、問題を解いてみよう。
應シ

CD■・50

□
Whatis the purpose ofthis message?

(A)To conirm meal arrangements

(B)TO place an order

(C)TO make a reservation

(D)To schedule a lunch date

When is the luncheon?

(A) September.l

(B) September 3

(C) September 2O

(D) September 30

What is included in the price of 30 dollars per person?

(A) Beverages

(B) A cake

(C) Party favors

(D) A birthday card

回 □
(答えは‐ p136)
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回 □ い) □ 6) 国  (B)

Step 3 解説を読み、正解を確認 しよう。

□「目的」を表す不足詞
VVhatis the purpose ofthis rnessage?

このメッセージの目的は何ですか。

(A)丁o confirm nnealarrangements i事 i●)手 凸de/it言]|すイ,

(B)TO place an order          注文をする。

(C)TO make a reservation       予約をする。

(D)To schedule a lunch date     ランチデートの予定を組む。

…不定詞を使つて話の「目的」が表さねることがある。ここでは、3文 目の “l'm Calling
to confirrn the arrangements for your husband's birthday luncheon on

Saturday,September 20."で 、「目的」を表す不定詞 (to conlrm～ )が使われて
おり、食事の手配の確認をするために電話をしていることがわかる。よってlAlが正
解となる。

回 「日付」を問う問題
When is the luncheon?

昼食会はいつですか。

(A)September 1  9月 1日

(B)September 3  9月 3日

(C)Septelη ber 20 ''月 PO II

(D)September30 9月 30日

…説明文では問題に緒めた数字がいくつか挙げらねることがあるので、そねぞれの数
字が何を指すのかしつかり聞き取る必要がある。ここでは、3文 目の “|'m calling
to conflrrn the arrangements for your husband's birthday luncheon on

Saturday,September 20."か ら、昼食会が開かれるのは9月 20日 だとわかるので、

(C)が正解となる。lAl、 (B)は 7文 日で読まれている電話番号、(D)は パーテイーの 1人

頭の費用に絡めたひっかけ。

ロ  キ…センテンスを正確にキャッチ

VVhatis included in the price Of 30 do‖ ars per person?

」人頭の費用 30ドルにはイ可が含まれていますか。

(A)Beverages    飲み物
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Un■ 5 日常生活

(B)A cake         lT  キ

(C)Party favors   バーティーで客に配る粗品

(D)A birthday card 誕生日カード

…正解のキーとなるセンテンスには、紛らわしい単語や表現が含まれていることがある

ので注意が必要。ここでは、 6文 目の “the price of 30 do‖ ars a head includes
a complimentary birthday cake but no beverages"か ら、誕生 日ケーキのサー

ビスが30ドルに含まれていることがわかるので、(B)が正解となる。(Al飲 み物は含ま

れないと言われているので×。 (C)パ ーテイーで客に配る粗品、(D)誕生日カー ドに

ついては述べ られていないので×。

Step 4 もう一度CDを聞き、問題の英文をシャドーイングしよう。最初は英文を見な

がらCDと一緒に発音、最後は見ないでシャドーイングできるようになろう !

(懸》CD■‐5●
読まれた英文

Questions[□ thrOugh tt referto the fo‖ o、、ハng telephone message.

① Thisis a message for Andrea Penner ②  Thisis Renu from Mumbai Catering

③ l'm cal!ing to confirm the arrangements for your husband's birthday

luncheon on Saturday,September 20.①  As yOu requested,the lnenu wili be

vegetarian and will feature mainly local food items from the Elder Street

Farmer's Market ⑤ A‖ the dishes except for the appetizer wi!l be!ndian cuisine

as that is our specialty. G)l want tO remind you that the price of 30 do‖ ars a

head includes a complimentary birthday cake but no beverages. ⑦ To make

any changes,9ive uS a ca‖ at 375-1013 when it's convenient for you.

「意疎を確認しよう|

問題回一回 は次の電話のメッセージに関するものです。

これはアンドレア・ベナーさんへのメッセージです。私はムンバイケータリングのレーヌです。9月 20

日土曜日の旦那さまの誕生日昼食会の手配の件でご連絡差し上げました。ご依頼のあった通り、お料

理はベジタリアンのメニューで、エルダー・ストリート・ファーマーズマーケットの地元の特産物が中心

となっております。前菜を除くすべての料理が当店自慢のインド料理になります。確認になりますが、

」人頭の費用 30ドルには無料の誕生日ケーキは含まれていますが、飲み物は含まれておりません。イ可

か変更点等ございましたら、ご都合のよろしい時に3751013ま でお電話ください。
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覚えておきたい0重要語句と文法事項5
このベージでは、∪nt 5の Pa威 1

つビックァップして、Part 5～ Pan

ます。

～ Part 4ま でに登場 したセ ンテンスを4

7で必要な語句や文法事項 を解説していき

One woman is weattng a palr of glasses.(p.128[ヨ (C))

glassに は「ガラス」や「グラス」といった意味の他、「眼鏡」という意味
がありま丸 glassがこの意味で使われる場合、上のセンテンスにあるよう
に常に複数形になります。また、1つ、2つ…と数える場合には、a pair

of giasses、 two pairs of 91assesのように、pairを 使って表します。

Speaking of dishwashing detergent,the dishwasher hasn't
been working welHately.(p.133 読まれた英文 7イテロ

)

speaking of～ は、「～と言え
`到

という意味の分詞を使った重要表現です。

相手の発言に絡めて、新たな情報を提供する際によく使われま丸

AIl the dishes except for the appetiZer wi‖ be:ndian cuislne
as thatis our speciaky.(p.137 読まれた英文 6イテロ)

except for～ は、「～を除いて」という意味の重要表現です。ここでは、

後に続くthe appeJzerを 目的語にとり、主議のA‖ the dishesを 修飾
しています。

l want to renlind you that the price of 30 do‖ ars a head
includes a comp‖ mentary birthday cake but no beverages

(p.137 読まれた英文 7行日
)

不定冠詞aには、「～につき」というeachと同じ意味があります。ここでは、

a head「 1人につき」という形で使われており、per personな どに言い

換えることができます。
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Stop■  問題を解いてみよう。C)3分

日
ツ
‐ｓ。
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
　
□

sophisticated cuisine prepared with the most wholesome ingredients

ten imitated but never

duplicating

duolicated

duplicate

duolication

lf you follow the illustrated recipe, you can cooK as you were a

five-star chef.

(A) then

(B) those
(C) therefore
(D) though

―――――――COnventional vacuum cleaners,our nevvest rnodel works we‖ in

terms of speed and energy efficiency

(A)Unlike

(B)As
(C)Unless

(D)lnstead

…
日

(答 えは日● p ０
　
３９



―
日  (B) □  (D) □  ぃ)

Stop 2 解説を読み、正解を確認しよう。

日  品詞の理解を問う問題
Our sophisticated cuisine prepared vvith the most wholesome ingredients is often

irnitated but never l BI(lt,p(]at● (1

健康によい食材を使った我々の洗練された料理はよくまねされますが、決して同じように作ることがで

きるものではありません。

(A)dup‖ Cating     lBl dtll)● a te13     (C)dupliCate      (D)dupliCation

…選択肢lA)～ (D)は 、ぃずれも動詞duplicate「 ～を複製する」の派生語。空欄の前を
見ると接続詞butがあり、imnatedと 同じ過去分詞形が入ることがわかるので、(B)
dup‖catedが ]工毎旱となる。

□  as though～「まるで～のように』
lf you fo‖ ovv the i‖ ustrated recipe,you can cook as t「 D, th()し o1l yOu were a
five― star chef

この写真付きのレシピに従えば、まるで5つ星シェフのように料理することができます。

(A)then         (B)thOSe         (c)therefOre      lDlthOugh

…as thoughは
「まるで～ のように」という意 味 の表 現。 この問 題 のように、aS

thOugh以下の内容が実際の事実とは異 なる場合、仮定法過去を使って表現する。as
rも 同じ意味・用法で使われる表現なので押さえておこう。

□  unlike～「～とは違つて」

(∧ )∪ ln ke conventiona!vacuunl cleaners,our newest model works we‖ in terms

of speed and energy efficiency

従来の掃除機と違い、弊社の最新モデルはスピートとエネルギー効率の点において優れた働きをしま

す。

IA)∪ |〕 Re        (B)As           (C)∪ nless        (D)lnstead

…正解の選択肢(A)Unllkeは「～とは違って」という意味の前置詞。(B)As、 (C)
Unless、 (D)lnsteadは 、文脈からここでは当てはまらない。
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LJ輛 醜5 日常生活

Step l 問題を解いてみよう。(110分

Quest:ons E]一国 refer tO the following letter.

To whom it may concern,

I am writing to make a complaint about a Tyson microwave oven I recently

purchased. I bought a Tyson model 21V microwave oven on the Internet

on August 20. In the manual it says that by pushing the defrost key

the oven will automaticallv defrost frozen meat without cookino it.

(A)style      (B)inStruction

(C)deSign     (D)description

l tried this― ――――――seVeral times Alvith ravv beef and chicken,v√ hich l had

previously frozen,but every single time the meat vvas con∩ pletely cooked

through

□
(A)feature     (B)future

(C)fOrtune    (D)fusiOn

!own a number of Tyson apphances including a dishvvasher and

refrigerator,and they have neverfa‖ ed me.:vvould be gratefulif you

―――――――into the matterimmediately and provide explanation and action

国
(A)look       (B)100ked

(C)COuld 10ok  (D)had 100ked

Sincere:y,

lsabe‖ a Cruz

興 □

(答えは■ p142)
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回 ヨ ロ

Questions E卜国 referto the fo‖ owing!etter.

To whom it may concern,

① l am wrlting to make a comp!aint about a Tyson mlcrowave oven l

recently purchased. 延)l bought a Tyson mode1 21V microwave oven on

the lnternet on August 20.③  ln the匝](B)inStruction manual n says

that by pushing the defrost key the oven will automatica‖ y defrost

frozen meat wlhout cooにng l.④ !tned this国 (A)feature severd lmes

with ravv beef and chicken,which i had previously frozen,but every single

time the meat was completely cooked through ⑤ l own a number of

Tyson appliances including a dlshwasher and refrlgeratott and they

have never falled me.C):would be gratefu!r you国 (c)could look into

the rnatterimmediately and provide exp:anation and action.

Sincerely,

:sabe‖ a Cruz

問題□―匡]は次の手紙に関するものです。

担当者の方ヘ

最近私が購入した、タイソン社の電子レンジについて苦情がございます。8月 20日、私はインターネッ

トでタイソン社の電子レンジ、21Vモデルを購入しました。取扱説明書には、解凍ボタンを押すと、冷

凍された肉に火を通すことなく自動的に解凍することができると書いてあります。以前冷凍しておいた

生の牛肉や鶏肉で、この機能を数回試してみましたがt毎回必ず肉に火が通ってしまいました。食器

洗い機や冷蔵庫を含め、私はタイソン社の電気製品をいくつか所有しておりますべ こういったことは

今までありませんでした。この件について早急にお調べいただき、説明と対応をしていだけると大変あ

りがたく存じます。

敬具

イザベラ・クルーズ
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3文 目の ``it says that by pushing the defrost keythe oven w‖
|

automatically defrost frozen meat without cooking l"で は、電子レンジの

使用法 (解凍の仕方)に ついて述べられているので、(B)の inStructionが入ることが

わかる。instruction manual「 取扱説明書」はTOEICテ ス ト頻出の表現なので押さ

えておこう。

(A)style

(C)deSign

…

(B) instruction
(D) description

(B)future

(D)fusiOn

Step 2 解説を読んで、正解を確認しよう。

□  頻出表現 instruction manual

Un■ 5 日常生活

『もし～していただければあり
がたいJ

(B)100ked

(D)had 100ked

□  似た形の選択肢
/n \ +^^+,,-^\^/ rYdLurs

(C)fortune

…選択肢lAl～(D)は 、ぃずれも“f"か ら始まる単語だが、ここでは意味から判断して、

lAl feature「 特徴」が正解となる。(B)future「未来」、(C)fOnune「運」、(D)fusiOn
「溶解、融合」は、文脈からここでは当てはまらない。

匡]I would be grateful if～

(A)look

(C)COu d 00k

…空欄の前を見ると、̀ `l would be grateful汗 ～"と ある。これは「もし～していただ
ければありがたい」という意味の表現で、百節内では通例couldが使われる。よって(C)

が正解となる。lAl、 (B)、 (D)は 意味、形の上から判断してここでは当てはまらない。

143



Step工  問題を解いてみよう。O刈 0分

Questions E]―国 refer tO the following advertisement.

Platinurn Fitness Center opens in lVlanoa Valley

lf you're serious about fitness, then Platinum Fitness Center is the place

for you. The Platrnum Fitness Croup, a pioneer in the "exercise for health"

movement, manages Platrnum Fitness Centers located throughout the

Hawaiian Islands. Not only are these centers ideal venues for everyone

from the casual exerciser to the hardcore fitness buff they are the home

training ground for members of Hawaii's own Blue Lagoon Canoe Club.

The Platinum Fitness Group is proud to announce the openrng of its
newest facrlity in Manoa Valley on Saturday, June l. The new Platinum

Frtness Center is equipped with state-of-the-art fitness machines and three

exercise studios. The studio programs offer a variety of fitness activities

ranging from aerobic exercise, yoga and dance to Japanese martial arts.

Come visit us now for a tour and see what Platinum Fitness can do for
you ! Below is just some of the rnformation that you may be interested in:

' A wide range of membership rates starting at $40 a month
. Friend and family rates starting at $60 a month for two
. 30% discount for corporate membership

lf you join before July l, you'll receive a case of A-Power sports beverage

and l0 vouchers valid at the Waikiki and Kahala Platinum Fitness Centers.

So don't wait; call us now for more information at l-800-198-9050, or vrsit

www.pfg.com.
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ａ

□
ｗｈ is the main purpose of the advertisement?

(A)To annOunce the opening of a new fitness facility

(B)TO explain the fitness center's rnembership rates

(C)TO intrOduce a martial arts instructor

(D)To indiCate the importance of exercise

□
According to the advertisement,whatis NOT included in the studio

program?

lA) Aerobic exercise

(B)Japanese rnartial arts

(C)Dance

(D)Cycling

□
What can people rece:ve if they join before」 uly l?

(A) Free dance and yoga lessons

(B)Free beverages and vouchers

(C)Family and corp9rate discounts

(D)A tour of the facillty

can be inferred from the advertisement?
(A) The center is for adults only.

(B) The Kahala branch has a pool.

(C) lt is cheaper to join as a family member than as an individual

member.

(D) lt is not possible to contact the center by phone.

誡

□
ｗｈ

‐∃鷹舅財厄国嘱
‐‐‐‐

四 □

(1彗えは■ p.146)
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(C)□(B)国(D)□回 目 □ (A)

S",2■ スラッシュで区切つて音読をしよう。

Questions E}国 refer tO the following advertisement.

Platinum Fitness Center opensin Manoa Valey

① lfyoule ser10us about ntness,/then Plaunum Fitness Center`the

place for you.② The Platinum Fitness Group,/a pioneerin the“ exercise

fOr health"movement,/manages Platinum Fitness Centers/1ocated

throughOut the Havvalan lsiands C)Not only are these centers ideal

venues/for everyone from the casua:exerciser to the hardcore ntness

bunR/they are the home training grOund/fbr members of Hawali'sown

BIue Lagoon Canoe Club.

①  The Platinum Pitness Group ls proud to announce the opening of

たs newest facllた y/in Manoa Va‖ ey on Saturday,」 une l.② Thenew
Platinum Fitness Center is equipped with state― o「 the―art Fitness

machines and three exerclse studios.③  The studio prOgrams offer a

variety ofrltness activities/ranging from aerobic exercise,yOga and

dance to」 apanese martial arts.

① Comevヽたos now for a tour/and see what Pla」 num Fitness can

do for youl ② Below isiust SOme ofthe infOrmation/that you may be

interested in:

・A wide range ofmembership rates/staring at S40 a month

・FHend and famly rates/starung at s60 a month for two

・30%discount/for corporate membership

① lfyouす。in befOre」uly l,/you'‖ receive a case of A― Power sports

beverage/and 10 vouchers valid at the VValkiki and Kahala Platinum

Fたness Centers.② So dont wait;/ca‖ us now for more information at

卜800-198-9050,/or visl www⊇ 角匹om.

問題 E]―国 は次の広告に関するもので丸

プラチナフィットネスセンターがマノアバレーにオープン

フィットネスについて真剣にお考えでしたら、プラチナフィットネスセンターにぜひいらしてください。「健

康のためのエクササイス」運動の先駆者であるプラチナフィットネスグループは、ハワイ諸島にあるプラ

チナフィットネスセンターを経営しておりま丸 これらの施設は、気軽にエクササイズをお楽しみになる

方から本格的なフィットネスマニアまですべての方にご満足いただいており、そればかりでなくハワイの
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ブルー・ラグーン・カヌークラブの記‖練施設にもなっております。

プラチナフィットネスグループは6月 1日 土曜日、マノアバレーに新たな施設をオープンすることになりま

したのでご案内申し上げます。新しいプラチナフィットネスセンターは、最先端のフィットネスマシーン

と3つのエクササイズスタジオを完備しております。スタジオプログラムでは、有酸素運動からヨガ、ダ

ンス、日本の武術まで、様々なフィットネス活動をご用意しております。

ぜひツアーに参加していただき、プラチナフィットネスセンターをご検討いただければと思います !

お客様がご興味を持たれるかもしれない情報をいくつか以下に挙げておきました。

・月 4々0ドルからの様々な会員費

・ご友人・ご家族料金は月々2人で60ドルから

・法人会員の方は30%オ フ

7月 1日 までにご入会いただいた方には、エー・パワースポーツ飲料1ケースと、ワイキキとカハラのプ

ラチナフィットネスセンターでご利用いただけるサービス券を10枚 差 し上げま九 詳細 については、

1-800198-9050ま で今すぐお電話、またはwww pf9.cOm.で。

S'CP 3]解説を読み、正解を確認 しよう。

□  主題を問う問題

Whatis the main purpose ofthe advertisement?

広告の主な目的は何ですか。

(A) To announce the opening of a new
fitness facility

(B)To explain the fitness center's
membership rates

新しいフィットネス施設のオーブ'ン
を知らせる

ため.

フィットネスセンターの会員費用について説明

するため。

(C)TO intrOduce a marua!arts instructor  武術のインストラクターを紹介するため。

(D)To indiCate the importance of exercise運 動の重要性を指摘するため。

―第1段落で「プラチナフィットネスセンターの概要」について説明し、第2段落で「新施
設のオープン」についてのお知らせをしていることから、lAlが正解とわかる。(B)会員
費用についての説明は後半部分でされているが、広告の主 な目的ではない。(C)武術

のインス トラクター、(D)運動の重要性については述べ られていないので×。

□ 本文で述べらていないものを問う問題

According to the advertisement,whatis NOT included in the studio program?

広告によれば、スタジオプログラムに含まれないものはどれか。

(A)Aerobic exercise  有酸素運動

(B)」 apanese marual arts 日本の武術

(C)Dance
(D)Cycling

ダンス

サイクリング
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…弔2段落。3文 目“The studio programs offer a variety of fitness activities
ranging from aerobic exercise,yoga and dance to」 apanese martial
arts."よ り、lAl有酸素運動、(B)日 本の武術、(C)タ ンスは、スタジオプログラムに含
まれていることがわかるので、(D)サ ィクリングが正解となる。

□  必要な情報を素早くキヤッチ
What can people receive ifthey ioin befOre」 uly l?

7月 1日よりも前に入会すると、どんな特典がありますか。

(A)Free dance and yoga lessons  ダンスとヨガの無料レッスン

|:])「 ′、|● bevorages■  (1 1).1● 1('13  ■11  ‐■ =|‐    li

(C)Family and corporate discounts 家族害」引や団体害」引

(D)A tour of the facility      施設ツアー

…第4段落 。1文 目“肝you ioln befOre」 uly l,you'‖ receive a case of A― Power
sports beverage and lo vouchers vand at the Walkiki and Kahala
Platinum Flness Centers."よ り、(B)が正解とわかる。lA)ダ ンスとヨガの無料
レッスンについては述べ られていない。(C)家 族害1引 や団体害]引 、(D)施 設 ツアーは、
7月 1日 までに入会 しなくても受けられる特典なので×。

□  簡単な計算が必要な問題

What can be inferred from the advertisement?
広告からどんなことが言えそうです力、

(A)丁 he centeris for adults only.

(B)丁 he Kahala branch has a pool

(1)1 lis ch=`11Dcr tO'0:l FtS a iarli,).Il t:｀ r,こ ′

|||`lll ′11: 1111 11● 11 、l ciに ,〔 tl l,l● 11〕 |〕 er

(D)lt is nOt possible to contactthe center 施設には電話で連絡することはできない。

by phone

…第3段落 。2文 目後半の “Fttend and family rates starting at$60 a month for
tWo"よ り、友人や家族 で入会すると月々2人 で60ドルからということがわかる。つ

まり、1人頭の料金は30ド ルからということになり、個人で入会する場合 (40ドルか

ら)よ りも安いことになる。よって(C)が正解 とわかる。

大人しか施設を利用することができない。

カハラ支店にはプールがある。

l  il:111.:■・1111デ | .,i ll■
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2

3.

4

(15え は● p 366)

口霊匡■ 下線部の語 (句 )に注意 して、意味の正 しい英文には下のボックスに、

間違つている英文には Fのボックスにそれぞれチェックしなさい。

1. An appetizeris a sma‖ dish offood or a drink taken after a rnea!.

□丁  □ F

A luncheon is an informa!!unch.

□T  □ F

A vegetarian is a person who doesn't eat meat orfish.

□丁  □ F

A buffetis a meal consisting of several dishes from which guests

serve themselves. □丁  □ F

5. A resident is a person who lives in a particular place or has his home

there. □丁  □ F

目平解■ 下線部に入る語 (句 )を (Al～ (C)の中から1つ選びなさい。

1. Could you do the_____While l'm taking a shower?

(A)stepladder (B)pil10W (C) laundry

2. I found some food several months past its date.

(A)expire (B) expiration (C)expired

3. They _ many kinds of fruit in sugar last weekend.

(A)preserved (B) preached (C)preceded

4. The newly released supplement provides the body with a lot of 

-
(A)nut‖ 10nal (B) nutrition (C) nutritious

5. Why don't we go _ shopping this afternoon?
(A)wellness (B)gadget (C)grocery

6. The company had a _ to celebrate its ten-year anniversary.

(A)feast (B)beast (C) yeast

7. The sales manager attended the luncheon _ by his client.

lA)host (B)hosting (C)hOSted

8. We provide all of our guests with a _ breakfast.

(A)conndential (B) continental (C)complemental

9. I haven't been able to exercise for a month so l'm really out of
(A)shape (B)■me (C) question

10. The company installed some _ machines in the cafeteria.

(A)vend (B)Vending (C)vendor

149



□醍匡ヨ 下線部と似た意味の語(句 )を lAl～ (Clの中から1つ選びなさい。

1. l was so fu‖ that!couldn't eat another bite.

(A)stuff (B)Stuffed (C)stuffy
2. Don't forget to turn off the light when you leave the room.

(A)take (B)Shut (C)Send
3. The power outage that happened yesterday caused heavy losses to

the city.

(A)!ookOut (B)WhneOut
4. Let's take a break and have some snacks.

(A) savings (B) comments
5.|'!!be in charge of organizing beverages atthe party next week.

(A)d‖ nks (B)f00dS (C) pastries

□醍里■ 下線部の語 (句)に注意して、最も適切な応答を lAl～ lC)の中から
1つ選びなさい。

1. Do you have hangover?
(A) Yes, my boss made me drink a lot last night.
(B) No, I don't have any hangers.
(C)Yes, I'm hanging out with my friend.

How often do you work out in a week?
(A) On Friday morning.
(B) | got fired last week.
(C)Twice at most.

How can I pay the utility bill?
(A) lt's $50.
(B) By check.
(C)Tomorrow night.

Has someone taken your order?
(A) Yes, I ordered him to be there.
(B) lt's in alphabeticalorder.
(C) Not yet.

Do you know whether she can eat dairy products?
(A) She's allergic to them.
(B) lt's on a monthly basis.
(C) | think she's very smart.

(C)blackOut

(C)refreshments

2.

4.
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ご  U腱強6
シ竃ッピンゲ
un■ 6では、「シ∃ッピング」に関する問題を取り上げます。

買い物の際の支払いや割引、

在庫の確認や配送の手配、返品や修理の依頼など、

「ショッピン列 に関係する問題は多岐に渡ります。

晰

鰈

0



くシヨツピング>に関する頻出トビックと語句

Step■  テーマ別に語 (句 )の意味を覚えよう。

StCP 2 CDを聞き、英語の発音に続いて語 (句 )の意味を声に出してみよう。

Step 3 テキス トを見ずにCDを聞き、語 (句 )の意味を覚えたかチェックしょう。

…
①

Ztotal amount

/paymenl
Zcashier
/tax
Zcash
Zdebit card
Zcredil card
/loan
Z PIN number

/ password

合計金額

支払い

レジ係

税金

現金

デビットカード

クレジットカード

□―ン

暗証番号

パスワード

(イ直段の)高い

適正価格

■口]コ 漑
図 regular p百ce通常価格、定価

図 reasonable pttce お手頃価格

図 inexpensive  安い

Z costly
/fai price

鰺
図 annual sale毎 年恒例のセール

図 bargain  格安、掘り出し物

園 promotion 促進、宣伝

レコdiscount   害」弓|

E…[綱 鰺―‐
レ御nventOry 全商品、(商品などの)一覧表

図 storage 倉庫

図 product 商品

図 900dS 商品、品物

152

図 s!gnature   署名、サイン

図
*excess    

過剰

図 overcharge  過剰請求

図 reimbursement 返済

図 warranty    保証

図 exchange   ～を交換する

図
*refund     ～を返金する

図 purchase   ～を購入する

図 guarantee   ～を保証する

図 grt_wrap ～をプレゼント用に包む

Zeconomical 経済的な
図 price tag    i直本L

図 raise    ～を上げる

図 lower   ～を下げる

図 coupon クーポス 割引購入券

図 voucher サービス券、領収書、証明書

図VJid  有効な、期限切れでない

/ merchandise 商品、品物

品目/item
/ in stock /out of stock

在庫がある /在庫切れ



Un■ 6 ショッピング

衣服       図trend    流行、傾向

衣料品       図 well dressed 身なりのよい

衣装        図casual    カジュアルな

陳列さねて      図formal    正式な

流行の       図 informal   普段の

ブランド、銘柄   図try on    ～を試着する

図 consumer     消費者   図 regular customer常 連客

図 shopper     買い物客  図patron     後援者、常連

図 potential customer潜 在顧客

m0

m餞
図 dlspatch    発送、派遣   図

*address住
所

図 Shlpment/ship 船積み、出荷  図 10ad   ～に荷物を積む

図 delivery     配達      図 export ～を輸出する

図express del市ery速達便     Z import ～を輸入する

図 currency通貨          図 pound ボンド(イギリスの通貨)

図 dollar  ドル (アメリカの通貨) 図won  ウォン(韓国の通貨)

図 yen   円 (日本の通貨)    図 peso

Z euro   ユー□(EUの通貨)     ペソ (中南米・フィリピンの通貨)

m惨 _ ._      ′

図 balance    残高      図savings account 普通預金口座

図 transactlon  取引      図 checking account当座預金□座

図 personal check個人小切手   図 activate ～を作動させる

図 withdrawal  (預 金の)引き出し 図deposit ～を預金する

*発音が2パターンある単語には、2種類の発音が収録されていま硯

語 (句 )の意味と発音の確認が終わつたら、丁OEIC形式の練習問題に挑戦してみよう。

(こ こで取り上げた語 (句)は 、派生語も含め、練習問題の解答解説の中で太字で強調して

います。)
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Step I CDを 聞く前に、まず写真を見て、どんな場面・状況かを予想しよう。

Stop 2 CDを 聞き、問題を解いてみよう。磯沙
CD■・●6

154
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Unit 6 ショッビング

S",32も う一度CDを聞ま 間1題の英文をディクテーションしよう。わからない部分は、

聞こえた音をカタカナで書いてOK!はクリプトは■ 915o罐眈
CD H時

Goods are

the shelves.

□

ｏ

(B)

(C)

(D)

There's

on the shelves.

on the shelves.

books.The shelves are

□

ｏ

ｏ

ｏ

(D)The manls

The man is

The man is

The man is

a price tag.

some food.

and
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―
□ □  (C)(B)

Step`}解説を読み、正解を確認しよう。

tr merchandise IEFsJ
読まれた英文 Look at the● cture marked numberl m yourtest book.

lAI Goods are being removed frottthe shelves.

(B)丁here's some:nerchandise on the shelves

(C)There's nothing on the she!ves.

(D)The shelves are filled with books.

lAl商品が棚から移されている。

(B)棚 には商品がいくつか置かれている。

(C)棚にはイ可も置かれていない。

(D)棚は本でいっばいになっている。

―陳列欄に商品が日かれている様子の写真。この問題では、merchandise「商品」と
いう単語を正確に聞き取れたかどうかがポイント。lAlの g00dsを はじめ、item、
pЮductなど「商品」という意味を表す単語は複数ぁり、(Blの

―merChandiseも その
うちの1つ。聞き慣れない単語かもしれないが、TO日Cテス トでは頻出なのでしっか
り押さえておこう。

巨]『服装Jや『状態Jが問われることも
腕まれた案文 Look atthe picture marked number 2 in yourtest book.

lA)丁he man t holding a pHce tag.

(B)The man isthrowing away some food.

(C)丁he manls weanng tt cュ 2
(D)The manis wea‖ ng a tt andJe.

lA)男性は値札を持っている。

(Bl男性は食べ物を放り投げている。

(C)男性は帽子をからヽっている。

(D)男性はスーツとネクタイをしている。

―

                
‐

彗譜7踊″富 蹴 牙暦ふ懺踏 没
このように写真描写問題では、人物の「動作」や「動吉」ではなく、「服装Jや「状態」が

描写されることもある。fAl男性は偉札を持つていなt、。(Bl男性は食べ物を放り投げ
ていない。(Dl男性はスーツとネク|タイをしていない。            .
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Un■ 6 ショッピング

Stop■  CDを 聞き、問題を解いてみよう。蟻藝
CD■・●7

Eヨ Mark yOur answer on your answer sheet.

@ Vart< your answer on your answer sheet.

… □

(答 え|よ ■ p 158)

Step 2 もう一度CDを聞き、問題の英文をディクテーションしよう。わからない部分は、

聞こえた音をカタカナで書いてOK!(ス クリプトは→p1581疇
義

CD■・●7

you

l'm

My friend

We're

weeks.

一　

　

　

一

□

Ａｒｅ

ｏ

ｏ

ｏ

日

‐

ln two

on display in the window.

(A) The window

(B) Of course, you can

(C) Let me

size of the shirt

we have any more in

一　

　

一

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
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回 □  (B,  日  ICI

SicP 3 解説を読み、正解を確認しよう。

□ Are you expecttng someone?に の席は空いていますnt」

読まれた英文

Are yOu 9xpeり Ⅲ9,Om20op?
(A)|'m a regular customer.

11う IMvI ●1lCI I■ ● IIヽ |)1 1■ ● |

(C)VVe're expepling qvr oaby in twO weeks.

この席は空いていますか.

(A)私は常連客です。

1 1■ 1'1: |:、 |■ |

(C)2週間後に赤ん坊が生まれる予定です。

…Are you expecung someOne?は 、レス トランや乗り物などで「この席は空いて
います力」と確認をする時に使う表現。「友達がこれから来る」と答え、席が空いていな
いことを伝えている(B)が正解となる。lAl常連客かどうかは聞いていないので×。(C)
のeXpeCtingは 「妊娠している」という意味。When are you expecting?は 、「ぃ
つお生まれになりますか」という意味になる。

日  先に読まれた英文の『意図Jを読み取る

読まれた英文

19q可!1lg a larger size ofthe shirt on displav in the window

(A)The windOw is closed

(B)Of COurse,you can try it on

l「 ;1 111111● ●|||● 1、  || |'11■ |,ュ   |()● in SttDck

ショーウィン ドーに飾ってあるシャツの大きいサイズが見当たりません。

(A)そ の窓は閉まっています.

(B)も ちろん、試着していだいて結構です。

111■ ■ 11■● ■  :|.:■ |‐ .  ' i

…先に読まれた英文が肯定文の場合、その発言の意図を読み取る必要がある。ここでは、
「探している服が見当たらない」と言っているので、「その服を探してほしい」、もしくは
「在庫があるのか確認してほしい」という「依頼」の意図を読み取れるかどうかがポイン
ト。「在庫を確認する」と答えている(C)が正解となる。lAl windOW「 窓」が閉まってい
るかどうかは聞いていない。(B)試着をしていいかどうかは聞いていないので×。
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Un■ 6 ショッビング

Stop I CDを 聞く前にまず設間と選択肢を見て、どんな場面・状況かを予想しよう。

S12,2 CDを 聞き、問題を解いてみよう。儀)CD■・68

□
What are the speakers discussing?

(A)Garments

(B)WebSites

(C)BlackOuts

(D)Credtt Cards

What is out of stock now?

(A) Medium-sized black sweaters

(B) Medium-sized red sweaters

(C) Large-sized red sweaters

(D) Large-sized blue sweaters

ｙ

日

ｗｈ
(A)

(B)

(C)

(D)

can't the woman use the couoon?

It expired last week.

It can be used only when paying in cash.

It can't be used on the weekend.

It is only for regular customers.

回 □

(答えは
"p160)
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回 □ (A) 日

StO,3 解説を読み、正解を確認しよう。

□ garment『衣料品」
What are the speakers discussing?

2人 は何について話していますか。

(A)Garments  衣十1謂 l

(B)WebSites    ウェブサイト

(C)BlackOuts   停電

(D)Credit Cards クレジットカード

…正解の選択肢 {A}で使われているgarmentは 、「衣料品、衣服」という意味の単語。

会話ではセーターのサイズや色、在庫について話 されているので、(A)が正解 とな
る。clothingゃ clothesな ど「衣料品」という意味 を表す単語 は複数あり、(A)の
garmentも そのうちの1つ 。聞き慣れない単語かもしれないが、TOEICテス トでは

頻出なのでしっかり押さえておこう。(B)女性 はクーボンをウェブサイトからダウン
ロードしたと言っているが、クーボンは会話の トピックではない。(C)停電、(D)ク レ

ジットカー ドについては述べられていないので×。

□ out of stock「在庫切れ」
Whatis out of stock now?

何が在庫切れとなっていますか。

(A)Medium― sized black sweaters Mサ イズの黒のセーター

(B)Medium― sized red sweaters  Mサ イスの坊その七―ター

(C)Large― sized red sweaters   Lサイズの赤のセーター

(D)Large― sized blue sweaters  Lサイズの青のセーター

…out of stockは「在庫切 相 という意味の表 現。ショッピングの場面 ではよく使

われる表現 なので押 さえておこう。ここでは、男性の1つ 目のセ リフ “The red in
medium is currently out of stock."か ら、(B)が正解とわかる。(A)Mサ イズの

黒のセーターは、女性が最終的に買うことに したものなので×。(C)Lサ ィズの赤の

セーターは、女性が試着 したがサイズが合わなかったものなので×。(D)Lサ イズの

青のセーターについては会話で述べられていないので×。

日  キーヮードを正確にキャッチ

Why can'tthe vvoman use the coupon?

女性はなぜクーボンを使うことができないのですか。

(A)k expired last week             期限が先週で切れているから。
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unit 6 ショッビング

(B)!t Can be used only when paying in cash 現金支払いの日寺しか使えないから。

(C1 lt can t be Lrsecl on the v,,eekend.

(D) lt is only for regular customers.

…会話の中に登場するキーワードは絶対に間き逃さないようにする。男性の2つ 目のセ

リフ“The coupon is va‖ d only on weekdays."で は、va‖ d「有効な」という意

味の単語が使われている。これは、免許証や資格、クーポン等が有効であることを表
すTOEICテ スト頻出の単語。「クーポンは平日のみ有効」ということは、「週末は使用

不可」ということなので、(C)が正解となる。

Step 4 もう一度 CDを聞き、問題の英文をシャドーイングしよう。最初は英文を見な

がらCDと一緒に発音、最後は見ないでシャドーイングできるようになろう |

OCD■“読まれた英文

Questions[ヨ thrOugh□ referto the fo‖ ovving cOnversation

W: Excuse me,l can't lnd this red sweaterln a medium size!iust tried On

the large in the same color,but it didn'tfit me at a‖ .

M:  OK, let me check .¨  um夕 it seems that we have some medium― sized

sweaters but the coloris limited to black and blue.丁 he red in medium is

currently out of stock

VV:  !'‖ take the black one,then Can l use this coupon?l downioaded it from

your website !t says ican get 100/O offthe regular price

M:  Unfortunately not tthe coupon is valid only on weekdays But if you pay

in cash,you can also get a 10%discount tthis promotion is ava‖ able

today only!

L塾味を確認L意百日
問題 □ 巨]は次の会話に関するものです。

女性 :すみません。この赤いセーターの Mサイズが見当たらないんです。同じ色の Lサイズを試着し

てみたのです力ヽ サイズがまったく合いませんでした。

男性 :そ うでしたか。お調べいたしますね。う一ん、Mサイズのセーターはいくつかご用意しておりますが、

お色は黒と青だけになってしまいます。赤の Mサイズは、現在在庫切れですね。

女性 :そ れなら黒のセーターにします。このクーポンは使えますか。ウェブサイトでタウンロードしました。

定価から」0パーセントオフになると書いてあります。

男性 :残念ですべ そちらはお使いになれません。そのクーポンは平日のみご利用可能となっておりま

す。でも現金でお支払いただければ、同様に 」0パーセントオフになりますよ。これは今日限り

の特典となっております。

週末||イ|′ ●1ヽ 力●

常連客しか使えないから。
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Listening Laboratory餞

「Pan 4 説明文問題Jに進む前に、∪n16の Part」 ～ Pa威 3に 出てきた発

音の難しい箇所や聞き取 りの難 しい箇所を復習 しましょう。リスニ ングカは自

分で発音をすることで飛躍的に伸 びるので、以下のポ イントに注意 しなが ら発

音 してみてください。

①丁he manis wea興り cap・ 0・ 156Eヨ (C》

weattng a capは、一語ずつ発音すると「ウェアリングア キャップ」とな

りますが、weanngの gの音がドロップし、weanngの nと不定冠詞 a

がリンクするため「ウェアリンナキャプ」のように発音されます。不定冠詞

のaは 、前の単語とリンクすることが多いので、発音の際は気をつけましょう。

OfcoursQ you can truむ n.。・158日 (BD

try it onは 、一語ずつ発音すると「トライ イットオン」となりますが、try

と1、 1と onがそれぞれリンクするため「トライロン」のように発音されます。

Excuse me,l can't find th:s red sweaterin a rnediurn size.

(p.161 読まれた薬文 2イテロ
)

Excuse meは、一語ずつ発音すると「エクスキューズ ミー」となりますが、

excuseの exが弱く読まれるため「スキューズミー」のように発音されます。

The red in medium b currenJy ouむ f stoCk・

(p.161 読まれた英文 5`テ ロ
)

out of stockは「在庫切れ」という意味の表現です。母音にはさまれたt

の音が変化するためレ ウロブストッ列 のように発音されます。

②

③

④
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□
□
Ｗｈ

０

Un■ 6 ショッビング

StoF I CDを 聞く前にまず設間と選択肢を見て、どんな場面・状況かを予想 しよう。

Siop 2 CDを 聞き、問題を解いてみよう。OCD■ 49

□
Where is the announcement probably being made?

(A)At a home center

(B)At a furniture store

(C)At a department store

(D)At a supermarket

at is happening in the women's sportswear department?

Brand-name suits are on sale.

(B) Chairs are being sold for 50 percent off.

(C) Reservations are being taken for summer vacation.

(D) Two swimsuits can be bought for the price of one.

(B) There will be an extra charge for delivery during the sale.

(C) There is free delivery during the sale.

(D) The delivery service is not available during the sale.

ｅＳａｈＣ

ｙ？

　

ｐｕ

‐ｖｅｒ
　
阿

ｅ

　

ｓ

ｄ

　

ａｒ

ａ ｂ ｏ ｕｔ

　

Ｏ ｄ ｏ‐‐

ａｙ

ｉｓ ‐一̈
ｅ

　

ｅ

ｈ

　

ｖ

ｅｓ

　

ｄｅ

Ｏ

　

ｅ

ｄ

　

ｈ

ａｔ

　

Ｔ

□Ш
Ｗｈ
０

…
□

(答えは‐ p164)
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田 □  (C,  □  (DI  □  (C,

Sまop 3 解説を読み、正解を確認しよう。

匿]『部分」から「全体」を推測
Where is the announcement probably being made?

このお知らせはおそらくどこでされていますか。

(A)At a home center    ホームセンター

(B)At a furnlure store   家具屋

|(II Ai ri(い |,〔 11(1'・ ●itヽ 1(…  ‐

(D)At a supermarket    スーパーマーケット

…部分的な情報から全体を推測する問題が出ることがある。この説明文では、紳士服売

り場や、女性用スポーツウェア売り場、家具売り場などについて言及されているが、

これらすべての売り場 を網羅 しているのは(C)の デパー トしかない。よって、(C)が正

解 となる。部分的な情報 をたよりに、全体 をつかむことを意識 しよう。

巨]two‐for_one r2つで1つ分の値段」
VVhatis happening in the women's sportswear department?

女性用スポーツウェア売り場ではイ可が起きていますか

(A)Brand‐ name suns are On sale         ブランドのスーツがセールになっている。

(B)Chairs are being so!d for 50 percent off   椅子が半額で売られている。

(C)Reservations are being taken for summer  夏休みのための予約がされている.

vacation

l[),TV,O SW')■ 1:|`1● り!,|IⅢ  II● ||110■ 11● 1,,(■   .: 1‐ r‐ 11■ ● |,「 ||`「 111卜 |

ol( ■

…キーワードの正確な理解が正解を導くカギになる。4文目の “There's atwo― fo「one
on a‖ swlmsutts in women's sportswearで は、twO―for― oneと ぃうフに現が

使われている。これは「2つ で1つ分の値段」という意味で、スーパーやデパー トのセー

ル時によく使われる表現。ここでは、これを言い換えた(D)が正解となる。lA)は紳士

服売り場について、(B)は 家具売り場についてのことなので×。(C)夏休みのための予

約については述べられていないので×。

□  単語の言い換え

VVhat does the speaker say about delivery?

言舌し手は酉己送についてイ可と言っていますか。
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(A) The delivery charge is 10 dollars
per purchase.

(B) There will be an extra charge for
delivery during the sale.

(C)There is free delivery r,lrri r!J tire

sale.

Unlt 6 ショッピング

配送料は 1回の購入につき10ドルかかる。

セール期間中、配送には追加料金がかかる。

― :|:ハ
|

||1111

(D)The deliVery service is not available  セール期間中、酉己送サービスは矛り羽できない。

durin9 the sale

…説明文中のキーワー ドが、別の品詞に置き換えられて選択肢で使われることがあ

る。8文 目の “De‖ very ls free of charge forthe duration ofthe sale."で は、

duration「期間」という名詞が使われているが、正解の選択肢 (C)で はduttng「 ～の

間」という前置詞に言い換えられている。説明文では、セール期間中の配送料は無料と

言っているので、(C)が正解となる。

Stop 4 もう一度CDを聞き、問題の英文をシャドーイングしよう。最初は英文を見な

がらCDと一緒に発音、最後は見ないでシャドーイングできるようになろう !

読まれた英文                                 CD■
49

Questions tt thrOugh tt referto the following announcement

C)VVelcome to」 ensen's annual summer saie!(D All rnerchandise is between

20 and 50 percent off vvith further discounts to be found in each department

嘔)ln menswear,you'|l find surprising bargains on brand… name suits and ties.

CD tthere's atwo― fo「 one on a‖ swimsunsin wOmen's sportsweaL so stock up for

summer vacalon ⑤  in the furntture department,another 10 percent is taken off

at the cashier fron∩ the indicated sa:e price.①  And these are lust sOme Ofthe

fabulous bargains to be found at」 ensen's!(D lf you've boughttoo much to take

with you,don't vvorry!屯D Delivery is free of charge for the duration of the sale

li雪雨戸百扉麗顧τ瓦戸う|

問題回一回 は次のお知らせに関するものです。

ジェンセンズ毎年恒例のサマーセールヘようこそ! すべての商品が 20パーセントから50パーセント

オフになっており、それぞれの売り場でさらに害」引がされています。男性月展売り場では、ブランドのスー

ツとネクタイが驚きの価格でのご提供となっております。女性用スポーツウェア売り場では、すべての

水着が 2着で 1着分のお値段となっておりますので、夏休みに向けて買いだめをしておいてはいかがで

しょうか。家具売り場では、レジにて表示価格からさらに10パーセントオフとなっております。これら

はジェンセンズでお求めいただける素晴らしい掘り出し物の一部です ! セール期間中、配送は無料と

なっておりますので、買い過ぎてしまっても問題はございません !
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覚えておきたい・重要語句と文法事項6

このページでは、∪nt 6の Part l～ Part 4ま でに登場 したセンテ ンスを 4
つピックァップして、Pa威 5～ Pa耐 7で必要な語句や文法事項を解説 していき

ます。

① 丁he man is weanng a sutt and tie.(p.156匡 ヨ(D))

sutt and tieは、「スーツとネクタイ」という意味の表現ですが、この語順
は常に変わらず、je and sunと は言いません。他にもfood and dttnkなど、

英語の中にはある程度語順が固定された表現があることを覚えておきましょ

う。

C)ljust tned On the large in the same color,but n didn't fit rlle

at all.(p.161 読まれた英文 2(予目
)

下線部では、not～ at all「 まったく～なも」 という表現が使われています。

比較的易しい文法ですが、意識していないと見逃してしまうので、注意しま

しょう。

③ The del市 ery charge is 1 0 dollar,per purchase.(p.165匡 ](A))

per～は、「～につき」という意味の前置詞です。主にビジネスの場面で用
いられるため、日常会話などでは p.138の ④で紹介した不定冠詞 aが好

まれます。                   _|

④ lfyou've bought tto mttCh整 ≧take wtth you,don't worry!

(p.165 読まれた英文 8イテロ)

このセンテンスでは、too～ to.…「～すぎで・・できなし」 という表現が使

われています。tooの後ろには、形容詞、副詞のどちらもとることができま丸
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Un■ 6 ショッピング

lul
An ATM card needs to be activated by ------- making a phone call or

9oing to an ATNl.

(A)either

(B) bOth

(C) nelther

(D)whether

300 dollars for his purchase, the customer made a request to the

store for reimbursement of the excess.

(A) Overcharge
(B) Overcharging
(C) Overcharged
(D) Have overcharged

For more than a decade, our company as a leader in the apparel

industry, providing customers with products of the finest quality.

(A) has recognized

(B) has been recognized

(C) recognized
(D) is recognized

Slep I 問題を解いてみよう。t澤分

雹
鰤
軋

…
日

(答えは■ p ⑬
　
６７



―
日 (A) tC)

Step 2 解説を読み、正解を確認しよう。

日 elther A or B「Aか BのどちらかJ

An ATM card needs to be activated by(A)eillう er making a phone ca‖ or going

to an AttA/1.

ATMカードは、電話をかけるかATMに行くかして、稼働させる必要があります。

lAl e tller       (B)bOth        (C)neither      (D)whether

…空欄の後ろを見ると、making a phone callと 9oing to an ATMが 接続詞Orで結
ばれている。選択肢 lAl～ (D)の中でorを 後ろにとることができるのはlAlと (D)だ け。

(D)whetherは接続詞で、前置詞 byの 目的語にはならないので、lAlの 副詞、eLher
が正解 となる。enher A or Bは 、「Aか Bの どちらか」という意味の表現。

分詞構文
tC1 0vercharged 300 do‖ ars for his purchase,the customer made a request

to the store for reimbursement ofthe excess.

余分に 300ドル請求されたので、その客は過剰分の払い戻しを店に求めました。

(A)OverCharge (B)OVerchar9ing (c)overcharged (D)Have OVercharged

…分詞構文とは、「接続詞と主語を省略し、動詞を現在分詞に置き換えたもの」。空欄には
(C)OVerchargedが入るが、これをもとの形に置き換えると、“Because he was
overcharged 300 do‖ ars for his purchase''と なる。ここからオ妾続言司(Because)
と主語 (he)を 省略し、動詞 (was overcharged)を 現在分詞に置き換えると“Being
overcharged 300 do‖ ars for his purchase''と なるが、 分言司構文におけるbeing
は省略が可能なので、beingが省略された形の(C)Overchargedが 正解となる。

□ 現在完了「縦続J

For more than a decade,our company tB)1las bee)reco9 nized as a leader in

the apparelindustry,providing customers vvith products of the finest quality.

10年以上もの間、弊社はお客様に最高品質の商品をご提供し、アパレル業界のリーダーとして認知

されてきました。

(A)has reCOgnized (B)has I)een lecognized (C)reCOgnized (D)is reCOgnized

…現在完了には「完了」「経験」「継続」「結果」の4つの用法がある。ここでは冒頭の“For
more than a decade"と ぃぅ「期間」を表す表現から、現在完了の「継続」が使われ
ているとわかりlAlと (B)に絞られる。「弊社はアパレル業界のリーダーとして認知さ
れてきた」という受け身の形にしたいので、受動態を使った(B)が正解となる。
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Unit 6 ショッピング

StcP■  問題を解いてみよう。dン 0分

Questions□―国 refer tO the following letter.

Dear Valued Customer,

To shovv that vve appreciate your patronage,we are inviting you to

a specialinventory sale vvhich will― ――――――at 10:00a.m on Sunday,

November 22 at Davies Center

□
(A)take place  (B)take up

(C)take Out   (D)take dOWn

ltems that are scheduled to be discontinued or have been used in in―

store displays―――――――at rOCk― bottom prices

□
(A)offerS           (B)are Offenng

(C)haVe been offered   (D)vvi‖ be Offered

Customers vvho have received this invitation are entitled to bring one

guestto the sa!e,and llve ask that you presentthe enclosed voucher

―――――――the door

□
(A)on       (B)at
(C)under    (D)in

ln closing,we vvould llke to rernind you that sale merchandise ls not

eligible for returns or exchanges

∨ery truly yours,

丁he RBC Group

… □

(答 えは → p ０
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回□l□

Questions匝卜国 refer to the fo‖ owing letter

Dear Va!ued Custome■

ID To show that we appreciate your patronage,we are inviting you to

a specialinventory sale which wⅢ □ (A)take place at 10:00a.m.on

Sunday,November 22 at Davies Centen()日 tems that are scheduled

to be dtconlnued or have been used in in― store displays匝](D)will be

offered at rock― bottom prices. C)Customers who have received this

invitation are entitled to bring one guest to the sale,and we ask that you

presentthe enc!osed voucherEコ (B)atthe doo■  ①  ln closing,we wou!d

‖ke to remind you that sale merchandise is not eligible for returns or

exchanges.

Very truly yours,

The RBC Group

問題□―国 は次の手紙に関するもので丸

お得意様各位

日頃のご愛顧に感謝し、11月 22日 、日曜日、午前 10時からデーヴィーズセンターにて開催される

特別棚卸セールにお客様をご招待させていただきまt生 産終了となる商品や店内のディスプレイで

使われた商品べ これ以上お安くできないほどの価格で提供される予定で丸 この招待状を受け取ら

れたお客様は、1人だけセールに招待することができますので、入口で同封の証明書をご提示ください。

最後に、セール商品は返品や交換はいたしませんのであらかじめご了承ください。

よろしくお願いいたしま九

RBCグループ
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Ste,22解説を読んで、正解を確認しよう。

□ take口ace r開催されるJ

(A)take place

(B)take up

(C)take Out

(D)take dOWn

…take placeは
「開催 される」という意味の表現。2語で自動詞のような働 きをする点

に注意。(B)take up、 lC)tak0 0ut、 (Dltake dOWnは 、それぞれ他動詞 として機

能するので、文法的にここでは当てはまらない。

Un■ 6 ショッピング

□ 動詞の形や時制を問う問題

(A)offerS

(B)are Offering

(C)haVe been offered

(D)will be Offered

…空欄を含むセンテンスの主語は、文頭の性emSと なっており、空欄にはセンテンスの述

語動詞が入る。「商品はとても安く提供される予定」という意味にしたいので、受動態
の形をとっている(C)と (Dlに絞られる。この手紙は特別セールヘの招待状で、セール

が開かれるのは先のことなので、未来形の形をとった(D)が正解となる。

□ 前日詞の意味を問う問題

(A)on

(B)at

(C)under

(D)in

…空欄のすぐ後ろにはdoorと ぃう単語がある。選択肢lAl～ (D)の前置詞はいずれも文
法的に問題ないが、ここでは文脈から考えて、(B)が正解となる。atthe doorは「入
口で」という意味の表現。
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Step I 問題を解いてみよう。dpO分

Quest:ons□―国 refer tO the following warranty.

X3OOO AIR PURIFIER WARRANTY

Your X3000 Air Purifier is warranted against dcfects in manufacturing

by Clean-Air Corporation for a pcriod of five years fiom the original date

of purchase. In the event Clean-Air Corporation identifies the need to

rcpair or rcplacc your air purifier, it may do so at its discretion.

Please note that damage to your air purifier is not covered under this

warranty if

(A) it was not purchased from a dealer authorizcd by Clean-Air
Corporation,

(B) it was not repaired by repair scrvices authorized by Clean-Air
Corporation;

(C) damage resulted from uses other than those specified in the

instruction manual.

Please note also that this warranty does not cover the two types of
replaceable filters, Fl00 and Super F100, that are used with the X3000

Air Purifier.

To report warranty claims, call and speak with a service representative

at (206) 525-3765, Monday through Friday between 9 a.m. and 5 p.m., or

send an e-mail to service(@clean-air.com. You will then be referred to a
Clean-Air dealer near you for ir-nmediate service.
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Unit 6 ショッピング

□
How long does the warranty last?

(A)A lretime

(B)Five years

(C)丁hree years

(D)One year

□
What can Clean… A:r do if manufacturing defects are found?

lA) Repair or repiace your air purifier

(B)COntact a local dealer

(C)Refund the fu‖ pttce

(D)ldentify a customer

When would the air purifier NOtt be covered by the warranty?

(A)lf:t Was purchased at an authottzed Clean― Air dealer

(B) lfit had been repaired at an authorized repair servlce

(C)lf tt Was used in ways wntten in the instruction manual

(D)lf tt Was used in ways not wrkten in the instruction manual

□
Who do you need to contactif you wantto rnake a warranty clairn?

(A)An autho‖ zed dealer

(B)A service representative

(C)A local consumer group

(D)An attorney

回

(答えは→ p174)
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回 ョ ロ (助 □  体) (B)□

step a■ スラッシュで区切つて音読をしよう。

Questions E日 ―国 refer tO the fo‖ owing warranty.

X3OOO AIR PURIFIER WARRANTY

O Your X3000 Air Purifier / is warranted against defects in

manufacturing by Clean-Air Corporation / for a period of five years from

the original date of purchase. @ tn the event / Clean-Air Corporation

identifies the need to repair or replace your air purifier, I itmay do so at

its discretion.

O Please note / that damage to your air purifier is not covered under this

warranty / if
(A) it was not purchased from a dealer I authortzed by Clean-Air

Corporation;

(B) it was not repaired by repair services / authorized by Clean-Air

Corporation;

(C) damage resulted from uses / other than those specified in the

instruction manual.

O Please note also / that this warranty does not cover the two types of

replaceable filters, / F100 and Super F100, / that are used with the X3000

Air Purifier.

@ To report warranty claims, / call and speak with a service

representative I at (206) 525-3765, / Monday through Friday between 9

a.m. and 5 p.m., / or send an e-mail to service@clean-air.com. @ You

will then be referred i to a Clean-Air dealer near vou / for immediate

service.

問題□一国は次の保証書に関するもので丸

X3000空 気清浄機保証書

お買い上げいただいた×3000空気清浄機は、ご購入日から5年間、製造上の欠陥に対してクリーン・工
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アが保証いたしま九 修理もしくは交換の必要があると確認された場合、クリーン・エアの判断でそれら
の処置をとらせていただきます。

この保証では、以下のような状況の場合、空気清浄機への損傷は保証の対象になりませんのであらか

じめご了承ください。

(A)ク リーン・エアによって認可された販売店から購入したものでない場合

(B)ク リーン。エアによって認可された修理サービスによって修理されなかった場合

(C)損傷が取扱説明書に定められた使用法以外の使用により発生した場合

さらに、この保証は×3000に使われる交換式の2種類のフィルター、F100と スーパーF100に は適用
されないことをご了承ください。

保証請求をされる場合は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までに(206)5253765に
お電話いただき、サービス担当者にお話しいただくか、service@clean― air.comま でEメ ールでご連
絡ください。ご連絡をいただきましたら、お近くのクリーン・エア販売店をご紹介 し、すぐに対応させて
いただきます。

S'C,33解説を読み、正解を確認しよう。

匝]How iong～ ?『期間Jをたずねる疑間文
How!ong does the warranty last?

保証はどのくらいの期間有効ですか。

(A)A lifeume  一生

(B)Five years  5年 間

(C)丁 hree years 3年 間

(D)One year  l年間

…
How long～ ?は 、「期間」をたずねる疑問文。ここでは、第1段落,1文 目の“Your
X3000 Air Purifier is warranted against defects:n manufacturing by
Clean―Air Corporation for a period of five years frorn the original date

of purchase."ょ り、保証期間は5年間であることがわかるので(B)が正解となる。

□ 簡単rJ問題は素早く正確に解筈

Whatcan C!ean― Air do if manufacturing defects are found?

製造上の欠陥が見つかった場合、クリーン・エアは何をすることができますか。

(A)Repair or replace your air punier 空気,青 ,争機の修理や交換をする

(B)Contact a local dealer
(C)Refund the full price

(D) ldentify a customer

地元の販売店に連絡をする。

全額返金する。

消費者を特定する。
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…第1段落・2文 目の“ln the event Clean… Air Corporation identifies the need

to repair or replace your air purifiet it rnay do so at its discretion."ょ り、

クリーン・エアは修理や交換の必要がある場合、そのような処置 をとることがわかる

ので、lAlが正解 となる。該当箇所 さえ見つけることができれば、すぐに正解を選べる

問題。

□  本文で述べられていないものを間う問題

VVhen would the air purifier NOtt be covered by the warranty?

空気清浄機が保証の対象とならないのはどんな時ですか。

(A)rit was purchased at an authonzed  クリーン・エアに認可された販売店で購入さ

Clean-Air dealer れた場合.

(B)lf t had been repaired at an authonzed クリーン・エアに認可された修理サービスに

repalr servlce よって修理された場合c

(C)if I Was used in ways wntten in the   取扱説明書に書かれた方法で使用された場合。

instruction manual

lD,lf t Was used 1l ways not wrtte l llthe rl■ li明 占1計 |メ ]ヽ オtて いなtヽ方|■ 111111111:

nstruct on l11(lnua            lI場 合

…第2段落。1文 目の冒頭で“Please note that damage to your air pur1ler is
not covered under this warranty‖ "「ある条件下では保証が適用されない」と述

べ、 その後 ``damage resulted from uses otherthan those speclfied in the

instruction manual"と 述べているので、取扱説明書に書かれていない方法で使用

された場合の損傷は保証の対象にならないことがわかる。よって(D)が正解となる。

□ 簡単な問題は素早く正確に解答

Who do you need to contactif you wantto make a warranty claim?

保証請求をする場合、だれに連絡をする必要がありますか。

(A) An authorized dealer 認可された販売店

IB)A service represorntat ve   サ t:「くIJ・ 11‐

(C)A local consumer group 地元の消費者クループ

(D)An attorney

Lil
第4段落 。1文 目の“To report warranty claims,call and speak wtth a service

representative"よ り、保証請求をするためには、サービス担当者に連絡すればいい

ことがわかるので、(B)が正解 となる。□ 同様、該当箇所さえ見つけることができれば、

時間をかけずに正解を選べる問題。
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Unit 6 ショッピング

騰 議 動 時 鴨卜よ轟
(25えは・ op 366)

□塁

=■
 下線部の語 (句)に注意 して、意味の正 しい英文には下のボ ックスに、

間違っている英文には Fのボックスにそれぞれチェック しなさい。

l  A refund is a sum of moneythatis pald backto you.

□ T  □ F

2. A balance is the amountthatis left aftertaking money away from a

total.                                     □ T    E]F
3 A currencyis a system ofrnoney in general usein a particu:ar

country. □T  □ F

4. An excess is a deficit of something required or expected.

□ 丁  □ F

5. An inventoryis an incomplete list ofitems such as property or 9oods

in stock. □丁  □ F

目珊7■ 下線部に入る語 (句 )を lA)～ (C)の中から1つ選びなさい。

1  丁he city 9overnmentis striving to reduce the total      of garbage.

(A)attire (B) amendment (C)amount

2. will take place within two business days after we receive vour order.

(A)Cashier (B)Shipment (C)Garment

(C) exchange

3. Would you please it for a new one?
(A) produce (B)pay

4. lf you are not satisfied, we would be happy to you for your order.

(A)refund (B)delete (C)apologize

5. We will gift-wrap and ship items to virtually any

(A)address (B) clothes (C)brand

6. Please note that gift cards may take up to 24 hours to
(A)cultivate (B)motivate (C)activate

7. All new employees received training in packing and

(A)dispatCh (B) shopper (C)patron

B. He usually pays his utility bill online by electronic
(A) signature (B)withdrawal (C)COSt

9. Could you the price of the product a little?
(A)lawyer (B)low (C)lower

(C) economy

10. I would like the most shipping option.
(A) economical (B) economically
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■里≡■ 下線部と似た意味の語 (句)を (Al～ (C)の中から1つ選びなさい。

1 丁his camera comes wnh a three_year warranty.

(A)guarantee       (B)transaclon      (C)reimbursement
2. Our CEC)always comes to the office in informal attire.

(A)fair              (B)CaSua!          (C)fashiOnable

3. :was surprised we could eatthis thick steak for such an inexpensive

price.

(A)high            (B)regular          (C)cheap
4.A‖ goods in the store are tax― free.

(A)pnce tags       (B)lemS          (C)trends
5 丁here is nothing more cost:y than something gotfor nothing.

(A)expenSiVe        (B)formal         (C)SpeCial

■塁≡■ 下線部の語 (句)に注意して、最も適切な応答を (Al～ (C)の中から

1つ選びなさい。

1.How much money do you havein your savings account?

(A)l can't afford to buy l.

(B)l dOn't exacJy remember

(C)l Wil!deposn sOme mOney

2 What method of paymentvvi‖ you use?

(A)By debl,please.

(B)l haven't pald it yet.

(C)i WOn't use l.

3.Can ltry theseleans On?

(A)丁 hey're very expensive.

(B)Wan a mOment,please.

(C)Let me grt― wrap them foryou.

4 1'm:ooking for a t― shirtin this brand in a sma‖ size

(A)lt's Out of order now.

(B)lt'S nOt smal:at a‖ .

(C)lt'S Currently out of stock.

5. P!ease press yourfou卜 digit PIN numben

(A)!happened to forgetit

(B)He'S SO depressed.

(C)|'m very impressed.
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