


Part lの正解と解説

□ Look at the picture marked number l in yourtest book.

lAl tthey're standing back to back.彼 女たちは背を向けて立っている。

(B) They're facing each other. 彼女たちは向き合っている。

(C)丁 hey're talking on the phone. 彼女たちは電話で話している。

(D)丁 hey're looking atthe b‖ dge. 彼女たちは橋を見ている。

置璽歌B)face each otherは 「互いに向き合う」という意味。写真は、女性 2人が互いに向かい

合っている様子のものなので (B)が正解となる。

E21 Look atthe picture marked number2 in yOurtest book.

(D)There'S a man standing by the window. 窓のそばに男性が 1人立っている。

回璽訳B)at the tab降 は「テーブルに着いて、食事中で」という意味の表現。写真では、だれ
も食事をしていないので、(B)が正解となる。

E31 Look atthe picture marked number3 in yourtest book.

(A) There's nothing on the table.
(B) There's no one at the table.
(C)There's some fruit on the shelf.

(A) The woman is pouring a drink into a glass.
(B) The woman is holding a necklace.
(C)The woman is putting on a long-sleeved shirt.
(D)The wOman is drinking a glass of been

回璽歌A)女性がグラスに飲み物を注いでいる写真。
たかどうかがポイント。

テーブルの上にはイ可もない。

テーブルではだれも食事をしていない。

棚にはフルーツがいくつか置いてある。

女性は飲み物をグラスに注いでいる。

女性はネックレスを握っている。

女性は長袖のシャツを着ている。

女性はグラスでビールを飲んでいる。

各センテンスの「動詞」をしっかり聞き取れ

@ t-ook at the picture marked number 4 in your test book.

(A) They're sitting next to each other. 'IB'k/:bltfr/vTS:(ur5"

(D)丁hey're moving a piece offurnture.彼 女たちは家具を動かしている。

歴壼訳A)女性が並んでソファに腰かけている写真。(B)stare at～ 「～をじっと見つめる」。

□ Look atthe pにture marked number 5 in yourtest book.

(B) They're staring at the bag.
(C) They're shaking hands.

(A) Some people are playing the flute
(B) People are eating some fruit.

彼女たちはバッグをじっと見つめている。

彼女たちは握手をしている。

フルートを演奏している人が何人かいる。

人々はフルーツを食べている。

(C)There're several klnds of temsin a cart.カ ートの中には数種類の商品がある。

(D) A woman is pushing a caft. 女性がカートを押している。

睡璽訳C)正解の選択肢 (C)で は、frulと いう単語を使わず、lem「商品」を使っている点に注意。

lA1 luteと frutの発音の類似に絡めたひっかけ。
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日 Look atthe pctuЮ  marked number6 h yourtest book.

lAI They're hOlding hands.

(B)丁 hey're getting into a car

彼らは手を握っている。

彼らは車に乗り込んでいる。

(C)They're looking up atthe sky  彼らは空を見上げている。

(D)丁hey're ordenng some f00d.  彼らは食べ物を注文している。

匝翌RA)2人が手を握って立っている様子の写真。(B)get into～ は「 (車 など)に 乗り込む」と

いう意味の表現。電車やバスの場合は get on～ が使われるので注意。

日 Look atthe picture marked number 7in yourtest book.

(A) The building is being painted. 建物が塗装されている。

(3)A motorcycle is parked in front ofthe building.建 物の前にオートパイが停めてある。

(C)The motorcycle is lying on the ground.
(D) Some people are riding the motorcycle.

匝猛歌B)parkに は「公園」という意味だけでなく、「～を停車する」という意味がある。(C)lie

on～「～に横たわる」。

□ Look atthe picture marked number 8in yourtest book.

lAI The manis d‖ nking a glass of water  男性はグラスで水を飲んでいる。

オートバイが地面に横にして置かれている。

何人かの人がオートバイに乗っている。

(B) The man is clearing the table.
(C) The man is folding his clothes.
(D) The man is holding some food.

匝夏訳D)男性が手に食べ物を持っている様子の写真。(B)cЮ ar a table「 テーブルを片づける、

食事の後片づけをする」。(C)fOldと holdの発音の類似に絡めたひっかけ。

□ Look a the pctuЮ  marked number9 h yourtest book.

lAI She'S drawing a picture wtth a crayon. 彼女はクレヨンで絵を描いている。

(B)She's putlng her hands in her pocket. 彼女はポケットに手を入れている。

(C)She has a bag siung over her shoulder  彼女は肩にかばんをかけている。

(D) She has her hand in her bag. 彼女はバッグに手を入れている。

肛爾歌C)dhg～ Over shoulder「 ～を肩にかける」という意味の表現。(Al pに tureには「写真」

という意味だけでなく、「絵」という意味もあるので注意。

□ Look atthe picture marked number10in yourtest book.

lAI There're some pictures hanging on 壁に絵がイ可枚かかけてある。

the wall.

(B)The!ights are being turned off.  電気が消されている。

(C)There're some sulcases nextto theベ ツドの横にスーツケースがいくつか置いてある。

beds.

(DI Two bedS are arranged side by side.2つのベッドが並べて置かれている。

E璽歌D)ベ ッドが 2つ並んで置かれている様子の写真。(Al壁 には 1枚 しか絵がかかっていない

ので×。
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男性はテーブルを片づけている。

男性は服をたたんでいる。

男性は食べ物を持っている。



P漬 2の正解と解説

日
When do you think you can finish the report?

いつまでに報告書を仕上げることができると思いますか。

(A) lt's not mine. それは私のものではありません。

(B)SOmetime thls atternoon.    今日の午後には。

(C)As far aslremembeら た's Teddy. 私が覚えている限りでは、テディです。

巨璽欧B)When～ ?と 「時間」について聞いているので、「今日の午後には」と答えている (B)が
正解となる。

□
l was amazed that maior publiSher went bankrupt.

その大手出版社が倒産したのには驚きました。

(A) Who knows? だれにもわかりません。

(B)lt hasn't been published yet。  それはまだ出版されていません。

(C)SO Wasl 私もです。

匝壼RC)So WasIは相手の述べたことに対し「同意」を示す表現。「大手出版社が倒産して驚
いた」という発言に対し、「私も驚いた」と同意を示している(C)が正解となる。

□
Did you take minutes at the board meeting?
重役会議の議事録はとりましたか。

lAI No,it doesn'ttake much time.

(B)」 uSt 1 5 minutes,l guess.

(C)Yes,l'll organize them into a format  はい、すぐにまとめようと思います。

right avvay.

匡翌数C)minuteに は「分」という意味だけでなく、「議事録」という意味もある。lAlと (B)は
mmuteの 「分」という意味に絡めたひっかけ。「議事録をすぐにまとめる」と答えている (C)が正

解となる。なお、正解の選択肢 (C)の 代名詞themは、mhutesを 指している。

□
丁his shuttle bus goes downtown,doesn't it?
シャトルバスはダウンタウンに行きますよね。

lA)Your guessis as good as mine.   私にもよくわかりません。

(B)You should take a bath instead of a  シヤワーではなく、お風呂に入るべきです。

shower.
(C) I'm not going downtown.

睡壼数A)Your guess is as 9ood as mine`は 「 (あ なたと同じく)私 もわかりません」という意

味の表現。(B)buSと bathの発音の類似に絡めたひっかけ。

いいえ、それはそんなに時間がかかりません。

15分だけだと思います。

私はダウンタウンには行きません。



□
Aren't you going to recruit new staff?

新しいスタッフを雇わないのですか。

lAI No,l'm really stuffed.     いいえ、本当におなかいっぱいです。

(B)No,l can't afford to do that. いいえ、お金に余裕がありません。

(C)Yes,l got a iob Offer      はい、仕事の依頼を受けました。

延壼](3)can't attord to do～ は「～する余裕がない」という意味の表現。(Al staffと Sturの発

音の類似に絡めたひっかけ。

□
1/Vi‖ this be for here orto go?

こちらでお召し上がりですか、それともお持ち帰りですか。

(A) Let's go for it.
(B) l'll eat here.

やってみましょう。

ここで食べます。

(C)|'Ve been here before. 私は以前ここに来たことがあります。

匡菫](B)for here or to 9o?「 こちらでお召し上がりですか、それともお持ち帰 りですか」は、

飲食店などでよく使われる表現。「ここで食べる」と答えている (B)が正解となる。

□
How far does this iocaltrain go?

この各駅停車はどこまで行きますか。

(A)To the last stop on this‖ ne.こ の線の終点まで行きます。

(B)Less than an hour      l時 間足らずです。

(C)At7 a.m.local Jme.    現地時間で7時です。

回璽ヨ(A)How far～ ?は 「距離」についてたずねる疑問文。「この線の終点まで行 くJと 答えて
いる lA)が正解となる。(B)と (C)は 「距離」ではなく「時間Jに ついて答えているので×。

□
Can lsend this annua!report direct!y to the manageら or should:show itto you

first?

年次報告書は部長に直接送ってもいいでしょうか、それともまずあなたに見せた方がいいですか。

lAl l wish!COu!d be the next manager  私が次の部長になれればいいのですが。

(B) l'll leave that up to you.
(C) You're very welcome.

睡璽ヨ(B)Юave～ up to youは 「～はあなたの判断に任せる」という意味の表現。「報告書を直

接部長に送ってもよいか、あなたに先に見せた方がよいか」と選択を問う質問に対 し、「その判

断はあなたに任せるJと 、最終的な判断を相手にゆだねた (B)が正解となる。

あなたの判断にお任せします。

どういたしまして。
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□
丁he date ofthe award ceremony hasn't been fixed,has it?

授賞式の日程はまだ決まっていませんよね。

lAI No,we need to call a repair person. いいえ、修理工を呼ばなければいけません。

(B) Yes, it's on the 2nd of July.
(C) Yes, it was very successful

匡菫獣B)「授賞式の日程は決まっていませんよねJと いう質問に対し、“Yёs"で 日程が決まって

いることを伝え、さらに具体的な日付を述べている (B)が 正解となる。

□
How much dolowe you forthe meal?
食事代はいくら払えばいいでしょうか。

lAI Give me a high lve.

はい、7月 2日 に決まっています。

はい、大成功でした。

ハイファイブしてくださぃ。

(B)Heat l in a microwave for a minute. 電子レンジで 1分間温めてください。

(C)k'SOn me.               私のおごりです。

回菫RC)t's on meは「私のおごりです」という意味の表現。(Al high iVeと は、日常生活やスポー

ツなどで「祝福Jを表現する際に行われるあいさつの一種。

□
How much did he getfined forspeedingつ

彼はスピード違反でいくら罰金を取られましたか。

(A) He's not fine. 彼は調子がよくありません。

(B)He pald$200.     イ皮は200ドル払いました。

(C)He drOve so fast. 彼はとても速く運転しました。

匡El(B)lneに は「元気な」という意味だけでなく、「罰金」という意味がある。How much～ ?

と「金額」を問う質問に対し、具体的な金額を答えている(B)が正解となる。

□
Can!pay by credit card,or do!have to pay in cash?
カードで支払えますか、それとも現金で支払わなければいけませんか。

lAI P!eaSe pay atthe cashier   レジでお支払いください。

(B)You're welcome to do elhen  どちらでも結構です。

(C)BOth Ofthem are in stock.  どちらも在庫がございます。

匡目訳B)「 カードで支払えるか、それとも現金で支払う必要があるか」という質問に対し、「ど

ちらでも」と答えている(B)が正解となる。(A)cashier「 レジ、レジ係」。



□
How about meeting me atthe!obby instead of the entrance?

入口ではなく、ロビーで待ち合わせするのはどうですか。

lAl tthe meeJng wi!l be cancelled  その会議は中止になるでしょう。

(B)The entrance is now closed.  入口は今、閉鎖中です。

(C)Elher way is lne wtth me.   私はどちらでも構いません。

覆璽](C)質問文の lnStead of～ は「～の代わりに」という意味の表現。「入口ではなく、ロビー

で待ち合わせてはどうか」という提案に対し、「どちらでも」と答えている(C)が正解となる。

□
What brought you to our company?
弊社への志望動機をお聞かせください。

lAl l didn't bring anything for you.

(B)I Wasimpressed by your management poHcy

(C)lalWays accompany my boss.

匝夏歌3)What brought you to～ ?は 「原因」や「理由」を婉曲的にたずねる表現。「御社の経
営方針に感銘を受けて」と具体的な理由を答えている(B)が正解となる。(C)aCCOmpany～「～

に付き添うJは companyと の発音の類似に絡めたひっかけ。

□
VVhat shou!d we order next?

次は何を注文しましょうか。

(A)l couldn't take another btte. 私はもうこれ以上食べられませんっ

(B)Help yourselfto a snack    スナックをご自由にどうぞ。

(C)L'S in alphabetical order    アルファベット順に並んでいます。

獲壼ヨ(A)「次は何を注文しようか」という質問に対し、「もうこれ以上食べられない」と答えてい

る lA)が正解となる。not take another bleは 「もうこれ以上食べられない」という意味の表現。

(C)Orderに は「～を注文する」という意味だけでなく、「順序、順番」という意味がある。

□
Have you gotthe time?
今何時ですか。

lAI No,!haven't yet.  いいえ、まだです。

(B)lt'S quarter to five  5時 15分前です。

(C)From ten o'clock. 10時 からです。

歴

=訳

B)Have you 9otthe lme?は 「今何時ですかJと いう意味の表現。Whatlmeも 1?と 同
意で使われる。(B)quanertO～ は「～ 15分前」という意味の表現。

あなたには何も持ってきませんでした。

御社の経営方針に感銘を受けました。

私はいつも上司に同行します。
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□
ls the regional manager's position sti‖ open,or has it been filled?

地域担当マネージャーのポジションはまだ空いていますか、それとも埋まりましたか。

(A) lt seems that someone took it.
(B) The store is open from 9 a.m. to

だれかが就いたようです。

そのお店は午前 9時から夕方 5時までの営業です。

5p.m.
lC)ML JacOb will be absentfrom the  ジエイコブさんは会議に出席しません。

meeting.

肛壼RA)「地域担当マネージャーのポジシヨンがまだ空いているか、埋まってしまったか」とい

う質問に対し、「だれかが就いたようだ」と答えているlAlが正解となる。someonetook tの には、

the regional manager's posniOnを 指している。

□
How often should we conduct market surveys?
どのくらいの頻度で市場調査をすべきでしようか。

lAI About an hourlaten           約1時間後です。

(BI Let's keep in contact wtth each other  
お互い連絡を取り合いましょう。

(C)Atleast every other month.       最低でも隔月でしょう。

巨璽数C)HOW Often～ ?は「頻度」をたずねる疑問文。「最低でも隔月」と具体的な頻度を答え

ている(C)が正解となる。(B)keep in contact wth～ 「～と連絡を取 り続ける」。

□
Why has the concert venue been relocated?
コンサー ト会場はなぜ移転したのですか。

lAI The capacly was too small. 狭すぎたからです。

(B)n's nOt On the menu.     それはメニューには載 っ́ていません。

(C)The 10calon is pretty good。  その場所はとてもよいです。

置璽](A)capaCityは 「収容可能数、定員」という意味の単語。「収容可能数が小さすぎる」とい

うことはつまり「会場が狭すぎる」ということなので、lAlが正解となる。

回
Could you te‖ me how to open a bank account?

銀行日座の開き方を教えていただけますか。

lAI Probab!y.    おそらく

(B)Willingly.  喜んで。

(C)MOSt likely. 十中八九は。

置璽数B)「口座の開き方を教えてほしい」という依頼に対し、「喜んで」と答えている(B)が正解

となる。このように、副詞や副詞句がYesや Noの代わりに使われることがあるので覚えてお

こう。
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□
!wonder how!ong it'‖ take until!receive the shipment

荷物を受け取るまでどのくらいかかりますか。

lAl‖ 's abOut a twenty― minute walk.歩いて約 20分 ほどです。

(8)Wtthin twO weeks.

(C)|'‖ just have a sip.

露認しΨ絶i拗8■■ら智縮了奮鴛嘗象を霧 3早ぢ獣批υζ響躁労鍛
shipと dpの発音の類似に絡めたひっかけ。

□
Why don'twef!y to seattle instead of driving?

車ではなく飛行機でシア トルまで行きませんか。

lAI BecauSe we're on highway lol. ハイウェイ 101号線に乗っているからです。

(B)l'm trying to come up wtth some 何かいい考えを探しています。
goOd ideas

(C)I Wasiust abOuttO say that.   今そう言おうと思っていたんです。

凛品展『圭λ牌|∬警ぷ島電≒i=遺ぎ
=〔

■麟鷲方えおじ舅憲:こ駐曇写:
□
VVhat did you think ofthe tuition increase?

授業料の値上がりについてどう思いましたか。

(A) lt can't be helped 仕方のないことでしょう。

(B)llust fOIlowed my intulion.  ただ直感に従っただけです。
(C) Let's call it a day. 今日は仕事をもう終わりにしましょう。

淵l含な1服喜脚 誦農T鳥驚
｀
占ム[二1籠麗√‖l肇雌靭懇霧殿孵

にしよう」という意味の表現。

□
May I have extension 41 19, please?
df;R 41 1 9 [JSu I ( ur ft /j ll * t h' "
(A) No, thank you.
(B) Please hold the line.
(C) lt's been extended to May 20.

睡霊](B)extendOnに は「延長」という意味だけでなく、「内線」という意味がある。(B)Pttase
hold thelhe lま 「切らずにお待ちください」という意味で、電話の受け答えでよく使われる表現。

2週間以内です。

少しで結構です。

いいえ、結構です。

そのまま切らずにお待ちくださぃ。

5月 20日 まで延長になりました。
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□
Has Ms.Watson been discharged from the hospital yet?
ワ トソンさんはもう退院されましたか。

(AI She'|:be back atthe office next
vveek.

(B)She's sl‖ recovenng frOm her

vacation.

(C)She's nOtin charge of the prolect.

殷禁」堪背翻既F「輸:讐撃ちな :ヽ∵:渡熟 」ゐち(譲Υず
国
Do you mind if!ask you for he!p on my assignment?

課題を手伝っていただけますか。

彼女は来週オフィスに戻ってきます。

彼女はまだ休みの疲れが残っています。

彼女はそのプロジェクトの担当ではありません。

本社に異動になりました。

決心がつきました。

まったく問題ありません。

明後日です。

lAl!was aSSigned to headquarters.

(B)My mindis made up.

(C)Not at a‖ .

馴 P′ζl羊Wtttlて 負[」慧ま観 潔 ■ T(3時 滋frF珊 亀ょ:朧 濡 T

asSgnの発音の類似に絡めたひっかけ。(B)My mindも made upは 「決心がつく」という意味

の表現。

□
Where can i pick up my identification card?

身分証明書はどこでもらえますか。

lAl tthe day aftertomorrow.

(B)k'‖ be announced sooner orlater   じきに発表されます。

(C)l Can't pick up the phone nght nOw. 私は今電話を取ることができません。

霧雲鳥俎躙:簡票♯虚if:」をおえT認旨縫

'、

11)、lit省魁[誌
意味の表現。

□
What's the weatherforecast fortomorrow?

明日の天気はどうですか。

lAl l'm nOt Sure whether n's crOwded. 混んでいるかどうかはわかりません。

(B)BeCause ofthe high humidty.   湿度が高いからです。

(C)Let me check on the!nternet.    インターネットで調べます。

用 %肥 織 稿 糊 」F:マ服 i‰ 」1:1鮎 λ勇喜穏覗職[魚倉瓢 ;t

(B)humidty「 湿度、湿気」。
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□
Should!buy this novv or wait untilit's on sale?

今これを買うべきでしょうか、それともセールまで待つべきでしょうか。

(A) lt's your call 自分で決めてくださぃ。

(B)The sale ends soon.  セールはすぐに終わります。

(c)n dOesn't include tax  消費税は含みません。

睡壼](A)L・ s yOur cJIは 、相手に判断をゆだねる際に使う表現。ここでは、商品を今買うべき
かという相談に対し、「それは自分で決めることだ」と答えている lA)が正解となる。

□
lthink we should keep this data confidential.

このデータは極秘に扱うべきだと思います。

(Al l have COnidence in my skills.  私は自分の技術に自信があります。

(B)We ShOuld keep the status quo. 現状を維持すべきです。

(C)That 90es wnhout saying      それは言うまでもありません。

歴壼](C)That 90es wthOut sayingは 、相手の述べたことに対し「それは言うまでもない」と
同意を示す表現。なお、先に読まれた英文中にある dataは、「デイタ」と「ダータJと いう2種
類の発音があることも覚えておこう。(A)conndenl劉 と conldenceの 発音の類似に絡めたひっ
かけ。(B)StatuS quo「 現状、体制」。
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Part 3の正解と解説

QueStiOns巨 ]thrOugh□ refer to the fo‖ owing conversation.

Man:  Yourtotal comes to$70 including tax,ma'am.How would youlike to pay?
Woman:Let's see.:t seems thatl don't have enough cash,so l'|l pay by credit

card Also,!'d llke to get this sweater gift― wrapped.!s there any charge for

that?

Man:   None when it's the regular wrapping.Butif you'd llke the special wrapping

thatincludes a rnessage card,itll cost you an extra 2 do‖ ars.

Woman:That sounds nice,but rm oK with the regulan

問題ロトロは次の会話に関するものです。

男性:お会計は税込みで70ドルです。お支払はいかがいたしますか。

女性 :そ うですね。現金が足りないようなので、クレジットカードで払います。それと、このセーターを

プレゼント用に包装してください。有料ですか。

男性:普通の包装でしたら費用は一切かかりません。ですが、メッセージカード付きの特別な包装をご

希望でしたら、2ドル余分にいただきます。

女性 :それはいいですね。ですが私は普通の包装で結構です。

日
VVhere mostlikely are the speakers?

2人はどこにいると推測されますか。

lAl!n a hOtei ホテル (B)!n a stationery store 文房具店

(D)!n a reStaurant    レストラン(C) In a department store i.rs- 1-

評管P難締:3秀[アリζ尾鷺≒稲瓦高よ瓶8亀‰L儀認ち1鷲晶駆
店ではないことがわかり、(C)が 1[解 となる。

□
How willthe woman pay?
女性はどのように代金を支払いますか。

lAlln caSh     現金

(C)By debl card デビットカード

馴」フ,1'9111星〔:Lど j孔」
`!T出

で,fT昇鋭籍%濯 惜Fξ考品E境Fl∫
aぴょり、

□
How much wilithe woman probably pay?
女性はいくら支払うと思われますか。

(B)By Credt card  クレジットカード

(D)Ⅵノlh coupons クーポン

(B)$19       19ド ル

(D)$72        72ド ル
lAl$17
(C)$70

17ドル

70 ドル

硼雫げlta堺 ]9t上61口、ィF蟹燎浮
m∝ t° S7mm面∞は■は商品は税込み
:別 な包装には2ド ルかかると述べられているが、

女性は普通の包装で構わないと言っているので、(C)70ド ルが正解 となる。
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Questions□ thrOugh□ refer tO the fo‖ owing conversalon

M:丁herel!be an lmportant meeting this wednesday so l've 9otto make handouts

and submitthem to the sales manger by tomorrow.

VV:Oh,didn't you get the notice?丁 his rnorning,the sales manager got orders to

fly to Seoulfor a week.He's ieaving this Wednesdayl so he put offthe meeting

untll next Frlday

M:Are you serious?l'nn so happy to hearthat!To be honest,I vvasn't sure ifi could

meetthe dead‖ ne.

W:!see.r you sl‖ need some help,iustlet me know

問題ロトロは次の会話に関するもので九
男性:今度の水曜日に大事な会議があるから、配付資料を作って、明日までに営業部長に提出しなけれ

ばならないんだ。

女性:あ ら、通知を見ていないの ? 今朝営業部長に、ソウルに一週間出張に行くよう指令が出たのよ。
部長は今週の水曜日にたつから、会議を来週の金曜日に延期したの。

男性:本当かい ? それはよかった ! 実を言うと、締め切りに間に合うかどうか自信がなかったんだ。
女性:な るほどね。もしまだ助けが必要だったら言ってね。

□
What are the speakers discussing?
2人は何について話していますか。

lAI An agenda for a meeJng 会議の議題

(C)A deadline for paperwOrk 書類の締め切り

睡璽訳C)2人 は「配付資料の締め切 り」について話しているので、(C)が正解となる。

□

VVhen does the sales rnanager!eave for Seoul?

営業部長はいつソウルに行きますか。

lA)丁hls Wednesday 今週の水曜日 (B)Next Wednesday 来週の水曜日

(D)Next F‖ day    来週の金曜日(C)This Friday 今週の金曜日

睡壼](A)女性の 1つ 日のセリフ “He's Юaun9 thも wednesday"よ り、営業部長は今週の水曜
日にソウルにたつことがわかるので、(A)が正解となる。

□
Why vvas the meeting postponed?
なぜ会議は延期になったのですか。

lAl tthe Sales manager willleave the company. 営業部長が退職するから。

(B)丁he sales manager wili be transferred to an  営業部長が海外支社に転勤になるから。
overseas branch.

(C)丁he saies manager wi!ltake a!ong vacatiOn.営業部長が長期休日限をとるから。

(D)丁he sales manager will be on a business tnp 営業部長が出張に出るから.

回璽](D)会議が予定されていた水曜 日、営業部長は出張に行 くことになり会議を延期すること
にした。この流れから (D)が正解とわかる。
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Questlons匹]thrOugh□ refer to the following cOnversation.

M:Alexis,the advertising department is currently understaffed,so could you

appoint a few interns to help them?

W:! vvish l could, but we've already assigned a‖ the interns to the sales

department.

M: !see.Then,is there anybody qua!ified or e!igible to he!p in advertising?

1/V:We might be ab!e to hire some part― timers to help them if we stin have sOme

budgetleft Let me ask the manager whetherit's possib!eto do so

問題□‐□は次の会話に関するものです。

男性:ア レクシス、広報部が今人手不足だから、インターンを2、 3人、まわしてくれるかな ?

女性 :そ うしたいところなんだけど、すでにインターン全員を営業部に割り当ててしまったのよ。

男性 :そ うか。それなら、広報部にふさわしい人はだれかいるかな。

女性 :も しまだ予算が残っていれば、パートタイムの人を雇うことができるかもしれないわ。それが可能

かどうか部長に聞いてみるわね。

□
VVhat problem are the speakers discussing?
2人はどんな問題について話していますか。

(Al tthere are not enough employees.  従業員が不足している。

(B)丁he man was transferred overseas. 男性が海外赴任になった。

(C)The cOmpany ran out of budget.  会社が予算を使い果たした。

(D)The wOman gotlald off        女性が解雇になった。

臨 職 t難 懲 組 £[よ ζ豊 制 r2聾 耀 TT鴛 群 羅 奨岬 慰潤 :マイ礼

合っているので、lA)が正解となる。

□
TO which department were a‖ the interns assigned?

インターンはどの部署に割り当てられましたか。

lAI SaleS        営業

(C)Human Resources 人材開発
(B)Markeung   マーケティンク

(D)Advertising   広報

団  (A)女 性の 1つ 目のセリフ“we've ttready as● gned dlthe nterns tO the saЮ s depanment"

より、インターンはすべて営業部に割り当てられたことがわかるので、lAlが正解となる。

□
What wl‖ the woman probably do next?
女性はこの後、イ可をすると思われますか。

lAI Talk tO a manager      部長と話す。

(B)Advertise a 10b Opening   求人広告を出す。

(C)lnteⅣlew some applicants  何人かの応募者を面接する。

(D)W“ te a10b app!ication    求人への応募書類を書く。

歴璽ヨ(A)女性の 2つ 目のセリフ “Let me askthe manager whetherに 's possible to do so."よ

り、女性はこの後部長と話すことが予想されるので、(Alが正解となる。
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Questions□ thrOugh□ refer tO the fo‖ owing conversalon

M:VVhere's」 essica? l have to get her signature by today to authOrize the use
of the new construction equipment.Othervvise, we have no choice but to
postpOne the new prolect.

#Wi榊∬鮒 聯 椰 備棚酬
Wi Vげ i‖ do!

問題 匡ト ロ は次の会話に関するものです。

男性 :ジェシカはどこかな ? 新しい工事用機械の使用を認めてもらうのに、彼女のサインが今日中に
必要なんだ。さもないと、新しいプロジェクトを延期することになってしまうよ。

女性 :新 しい機械が安全で、会社の規則に沿っているかを検証するために、工事監督者や電気技師、そ
れから弁護士と打ち合わせをしているところを見たわよ。

男性 :そ うか。その打ち合わせが終わったら、僕のオフィスに寄るように彼女に伝えてくれるかな。僕は
オフィスでプロジェクトの詳細を詰めているからさ。

女性 :わ かったわ !

国
Who mostllkely are the speakers?
2人 はだれだと考えられますか。

lA)Attorneys  弁護士

(C)COlleagues 同僚

置璽ヨ(C)会 話のやりとりから、2人が (∧)弁護士、(B)工事監督者、(D)就職希望者ではないこと
がわかるので、(C)同僚が正解となる。

□
Why doesthe man need」 essica's signature?
男性はなぜジェシカのサインを必要としていますか。

lAI To haVe a meeting wlh an electncian 電気技師と打ち合わせをするため。

(B)TO postpOne a prolect         プロジエクトを延期するため。

(C)TO Change company policy      会社の規則を変えるため。

(D)To start a new proiect aS SCheduled  新しいプロジェクトを予定通りに開始するためら

口王ヨ(D)男 性の1つ 目のセリフ“l have to get her signature by today to authoHze the use of
the neNlv conStruction equipment Othen″ ise,we have no choice butto postpone the ne、 ハ′
prolect"よ り、プロジェクトを延期せずに進めるために彼女 (ジ ェシカ)の サインが必要だとわか
るので、(D)が 正解となる。

□
What does the man vvant」 essica to dO afterthe meeting?
男性は打ち合わせの後、ジェシカに何をしてほしぃと考えていますか。

lAI Callthe man

(B)E―malithe man

(C)∨iSit the man's office

(B)lnSpectors   ェ事監督者

(D)」 ob candidates 就職希望者

男性に連絡をする。

男性に Eメ ールを送る。

男性のオフィスに立ち寄るこ

甲勢羅ll》?;乱:L`ちナ,%こ杷堵ftr2ギよ」躍旨ξ埠12■殿:湖業
e躙

嘱iよ
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Questions医 ]thrOugh tt referto the fo!!owing conversation.

W:Hi,Chris,what's the date and tirne of your departure to California?

M:l think it's tomorrow,but l don't rememberthe boarding time;let me check my
itinerary.Wait a minute,it's today!l'■ l supposed to be boarding at 4 p.m.today!

Wi Rea‖ y?lt's already l:00.You may miss yourf‖ ght if you take the train to the

airport.Let me give you a rlde;you should be ab!e to make it unless there's
traffic on the highway.

M:Thank you,Miche‖e!丁here shouldn't be any problem since there's usua‖ y no
traffic on the highway on weekdays.

問題 医]‐ E]は次の会話に関するものです。

女性:ね え、クリス。あなたがカリフォルニアにたつのは何日の何時だったかしら?

男性:明日だったと思うけど、搭乗時間は覚えていないな。旅程表を確認するよ。ちょっと待ってくれ、

今日じゃないか ! 今日の 4時に搭乗することになっているよ !

女性:本当に ? もう1時よ。電車で空港に行ったら間に合わないかもしれないわね。私が車を出して

あげるわ。道路が混んでいなければ間に合うはずよ。
男性:あ りがとう、ミッシェル ! 道路は平日たいてい混んでいないから問題ないと思うよ。

国
VVhat are the speakers discussing?

2人 は何について話していますか。

lAI A train lcket鉄道乗車券  (B)A highway construction proiect高速道路の建設計画

(C)A■ ight schedule フライトスケジュール   (D)A traffic accident 交通事故

巨日 (C)2人の会話はフライトのスケジュールのことを中心に展開しているので、(C)が正解となる。

□
VVhy is the man surprised?

男性はなぜ驚いているのですか。

lAI He!oSt hiS ninerary. 旅程表をなくしたから。

(3)He thOught his iight was on another day.フ ライトが別の日だと思っていたから。

(C)He fOrgotto book his light.        フライトを予約するのを忘れていたから。

(D)He overslept.                      寝過したから。

歴璽](B)男 性は自分のフライトが明日だと思っていたが、旅程表を確認し今日であることに気
づき驚いている。よって (B)が正解となる。

□
What doesthe woman suggest?
女性は何を提案していますか。

lAI Driving to the airport

(B)POStponing his trip

(C)Taking a train to the airport

(D)Riding a bicycle

巨璽ヨ(A)女性の 2つ 目のセリフ “Let me g市 e you a nde"ょ り、女性は男性に車を出そうと
ていることがわかるので、lAlが正解となる。

空港まで車で行くこと。

旅を延期すること。

電車で空港に行くこと。

自転車に乗ること。
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Questions□ thrOugh巨]referto the fo‖ owing conversation.

M:Do you know Nicholas Lam?He recently published his autobiography,and as a
way of promoting it,there's9oing to be a book signin9 atthe Shields shopping

centen
W:You must be kidding!VVhenl was a ch‖ d,lread one of his children's books and

vvas so impressedl And that's precisely why! decided to pursue a career in
writing.So lcan't pass this up,can i?Do yOu know whattime the event starts?

Nl: lt was origina‖ y planned for 2 p.m.But according to the notice that!9ot this

morning,it's been changed to 4 p.m.

W:Greatl l'rn sure therell be a lot of people coming,so l'|l be there an hour ahead

of time.

問題 匡卜国 は次の会話に関するものです。

男性 :ニ コラス・ラムを知っているかな ? 最近彼は自伝を出版したんだけど、そのプロモーションの一

環として、シールズショッピングセンターでサイン会が開かれるんだ。

女性:冗談でしょ ! ノJヽ さい頃、彼の子ども向けの本を読んでとても感動したのよ ! 私が書くことを仕

事にしようと決めたのは、それが原因なの。これは見逃すわけにはいかないわよね ? イベントは

イ可時から始まるのかしら ?

男性 :も ともとは2時の予定だったんだけど、今朝聞いた情報によると、4時に変更になったんだ。

女性 :そ うなのね ! たくさん人が来ると思うから、1時間前に行くことにするわ。

国
VVhat are the speakers discussing?

2人は何について話していますか。

(AI A newly opened shopping center 新しくオープンしたショッピングセンター

(B) A promotional event
(C) A career forum
(D) A secondhand book sale

圧肛】(B)男
′
目1の 1つ 目のセリフより、販売促進の 一環でサ イン会が開催されることがわかり、

その後 2人の会話はサイン会のことを中′しヽに展開しているので、(B)が正解となるの

□
Who mostlikely is Nicholas Lam?
ニコラス・ラムはだれだと推測されますか。

lAI A biolog:st  生物学者

(C)An educator 教育者

匝璽](D)女性の1つ I]の セリフ“lread one of ns cn dren's b00ks"か ら、ニコラス・ラムが
子ども向けの本を書いていることがわかるので、(D)が正解となる.

□
Whattime does the woman plan to go to the event venue?

女性はイ可時にイベント会場に行きますか。

lA12 p m  午後 2時

(C)4p.m. 午後 4時

販売促進イベン ト

キャリアフォーラム

古本市

(B)A phOtOgrapher 写真家

(D)An author     作家

(B)3pm. 午後 3時

(D)5p.m  午後 5時

匝菫ヨ(B)男 性の 2つ 日のセリフから、イベ ントは午後 4時に始まるとわかる。また、女性の2
つ目のセリフから、女性がイベント開始 1時間前に会場に行こうとしていることがわかるので、

(B)が lE解 となる。
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Questlons□ thrOugh□ refertO the fo‖ owing conversalon.

M:VVhat's on the agenda fortoday's meeting,Anne?

#響乳獅響極鸞∫蜻基i淵蠍‖
世

鰭 1覇 :∫
Xatty a decada rve Юtty e可 oyed W∝輛∞ 耐 h you and my

問題 医卜回 は次の会話に関するものです。

男性:ア ン、今日の会議の議題は何かな。
女性:創立20周 年記念の催 し物についてのプレセンテーションがあります。式典は来月の初めを予定

しております。

男性 :そ うか。この会社を立ち上げてからすでに20年 がたったとは信 じられないな。アン、君はうちの
会社に勤めてどのくらいになるかな。

女性 :ち ょうど10年ですね。あなたや同僚とこれまで本当に楽しく働くことができました。

国
What vvi‖ be held at the beginning of next month?

来月の初めに何が開かれますか。

(Al tthe man's birthday party    男性の誕生日会

(B)丁he woman's birthday party   女性の誕生日会

(C)A company's memottal event  会社の記念イベント

(D)A meelng           会議

臨 騎 を発1:濡 i魔織 なるe淵柑 飢 記 |∬ :r呈疇 酬 :187乳 爛 鼎 町
り、倉1立 20周年記念の式典が来月の初めに開催されることがわかるので、(C)が l[解 となる

=

国
Who mostlike!yis the man?
男性はだれだと推測されますか。

lA)A founder of a cOmpany

(B)An investor

(C)A former employee

ワ螺恭f′邸射:;こだ[l槻家を舞lw%ヾfttlT幾
国attd ttS∞ mpany"

□

晏脱
|:器

お:、‰嵩:Ⅷ基署:趾磐製片
C°mpany?

会社の創設者

投資家

前の従業員

(A)5years 5+
(C) 15 years 15 +

(B)10 years  10年
(D)20 years   20年

回頸l(3)「 うちの会社に勤めて何年になるかJと いう男性の質問に対し、女性は “1's been
exactv a decade"と 答えているので、(B)が正解とわかる。decadeは 「10年間Jと いう意味
を表す単語。
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QueStiOns匡 ]thrOugh匝]refer to the following conversation.

sti‖ stuffed.Sol'litake a rain check.

問題 匡卜回 は次の会話に関するものです。

男性:やあ、ヘレン、今日のお昼は何か予定はあるかな ?

女性:実は、ジムに行って軽く体を動かしてこようと考えているの。最近体調があまりよくないから、有

酸素運動を少ししようと思って。どうしてそんなことを聞くの ?

男性:一緒にご飯でも食べに行かないかって思ったんだ。以前よく行ったカフェのすぐ横に、新しい

ビュッフェ形式のレストランがオープンしたんだよ。うちの社員食堂よりもたくさんの種類の食

べ物があるって聞いたんだ。

女性:へえ、それはいいわね ! でもごめんなさい。今朝、朝食をたくさん食べたから、まだおなかがいっ

ぱいなのよ。だからまたの機会にするわ。

□
Where is the woman going?
女十生はどこに行きますか。

lAI Back hOme   家に帰る。

(C)TO the library  図書館に行く。

(B)TO a gym ジムに行く。

(D)To the Office  オフィスに行く。

馴 15Fはβ」′』

`l:ギ

1/ピ島嘴,増称跛
g問

,提盤lWTPraquCkW°
rkout"よ り、

国
Where doesthe man wantto eat?
男性はどこで食事をしようと考えていますか。

lAI At a company cafetena   社員食堂

(B) At a caf6 カフェ

(C)At a buffet‐style restaurant  ビユツフエ形式のレストラン

(D)At a fast food restaurant   フアーストフードレストラン

癬肥視こ■%|て蟷T」IT鍔製月%7:リツBR讐謂τ冒朋
で、(C)が 正解。

□
What wi‖ the woman probably do next?

女性はこの後、何をすると思われますか。

lAI Check the weather repon  天気予報を確認する。

(B)Attend a staff meeung   職員会議に出席する。

(C)Get some exercise     運動をする。

(D)Havelunch wnh the man  男性と食事をする。

置璽](C)女 性の1つ 目のセリフ“l wantto get some aerobC exercbe"よ り、(C)が正解となる。
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Questions tt thЮ ugh□ refer tO the following conversation.

W:Andy,!happened to forget when youriOb interview forthe fund― raiser postion

is.:s it next Monday?

M:No,it's next Tuesday The company!'m app!ying for has been growing
dramatica‖ y lately,so!'rn afrald there w‖ l be many candidates for the vacant
position.

VV:l see.But you should be confident since you have experience in a variety of
fields!lke teaching,editing,accounting,and so on.Thls means you have a!ot of

connections in different fields,which!think is very advantageous considering

the nature ofthe 10b.

M:丁hank you forthe encouragement!Hldo my best!

問題 医卜回 は次の会話に関するものです。

女性 :ア ンディ、あなたが資金調達担当者の仕事の面接をいつ受けるのか忘れてしまったわ。来週の月

曜日だったかしら ?

男性:いや、来週の火曜日だよ。僕が応募している会社は最近急成長をしているから、たくさんの人が

そのポジションに応募するんじゃないかと心配なんだ。

女性:なるほどね。でもあなたはティーチングや編集、会計など様々な分野での経験があるんだから自

信を持つべきよ。つまりあなたは異なる分野にたくさんのコネクションがあるっていうことでしょ。

それは資金調達の仕事の本質を考えれば、とても有利なことだと思うわ。

男性 :励ましてくれてありがとう! 全力を尽くすよ !

□
What position is the man applying for?

男性はどんな仕事に応募していますか。

lAI Teacher     教師         (B)Edlor      編集者

(C)Accountant   会計士        (D)Fund― raiser  資金調達担当者

肛五日 (D)女 性 の 1つ 目の セ リフ “I happened to forget when youriob interview forthe
fund raiser posllon is"よ り、(D)がI鐸子と

'bか

る。

□
When doesthe man have a10b inteⅣ lew?
男性はいつ面接を受けますか。

lAI Next Monday   来週の月曜日

(C)Next Wednesday 来週の水曜日
(8)Next Tuesday 来週の火曜日

(D)Next Thursday 来週の木曜日

'議

要霧 )』鴨 iい
列 という

・
7Lの 調 に対臥 雅 は ■ヽ舶対恥∝dw"と 答えている

□

Whatis the man's concern?
男性は何を心配していますか。

lAI He is nOt quattied forthe posltion.        そのイ士事にふさわしくない。

(B)HiS intenriew date may be rescheduled.  面接の日が変更になるかもしれない。

(C)There is a lot of competlion for the poslion.仕 事の競争率が高い。

(D) The company may go bankrupt. その会社は倒産するかもしれない。

E五目(C)男 性の1つ 目のセリフ“|'m afrald there w‖ be many candidates for the vacant
pOsliOn"よ り、(C)が正解となる。rm afrald～ という表現が、質問文ではman's concernと

言い換えられている点に注意。
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Questions□ thrOugh□ refer tO the following cOnversalon.

M: My nameis Ben Lee.lreserved a non― smoking room,single occupancy
VV:Ah,yes,Mr Lee. l have your room key right here. Please register first and!11

have the concierge take yourluggage to yourroom.

M:丁hank you.Cou!d l get a wake― up ca‖ at 6:00?

1/V:Certainly.And for your information,a contlnenta!breakfast ls avallable fron1 5

to 8 a m So if you have timein the morning,please drop by the cafeteria and

try our specialty.

問題 匡トロ は次の会話に関するものです。

男性:私はベン・リーです。禁煙の一人部屋を予約しています。

女性:あ、はい。リー様ですね。こちらにお部屋のカギをご用意しております。まずご署名ください。コ

ンシェルジュにお部屋まで荷物を運ばせます。

男性:あ りがとうございます。6時にモーニングコールをお願いできますか。

女性 :も ちろんです。ちなみに、コンチネンタルブレックファーストが午前5時 から8時までご禾り用にな

れます。ですので、朝お時間がございましたら食堂にお立ち寄りいただき、当ホテル自慢の料理

をお試しください。

国
VVho mostlikely is the、 ″oman?
女性はだれだと推測されますか。

(A)A cook 料理人

(C)A cleaning woman 掃除係
(B)A hotel clerk

(D)A bank officer

団  (B)「 部屋を予約 した」と言う男性の応対をしていることから、

かり、(B)が正解となる。

国
Whattime doesthe man request a wake― up ca‖ ?

男性は何日寺にモーニングコールを依頼しましたか。

ホテルの係員

銀行員

女性はホテルの係員だとわ

lA1 5 a.m. 午前 5時

(C)7a.m. 午前 7時
(B)6a.m. 午前 6時

(D)8am  午前 8時

匡菫ヨ(B)男性の 2つ 目のセリフ “Coud1 9et a wake up call at 6:00?"よ り、男性は 6時にモー
ニングコールをお願いしているので、(B)が 正解 となる。モーニングコールは和製英語で、英語

ではwake up ca‖ という点に注意。

□
What does the vvoman suggestthe rnan do?
女性は男性にどんな提案をしていますか。

(A)Have breakfast

(B)Wake up late in the morning

(C)Drop in at a souvenir shop

(D)Call r00m service

睡爾I(A)女性の 2つ 目のセリフ “劇eaSe drOp by the cafetela and try our spedJty"よ り、女

性は男性に朝食をとることを勧めていることがわかるので、lA)が正解 となる。
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Quest,ons Eコ thrOugh[]referto the fo‖ owing announcement.

Part 4の正解と解説

茸Ⅷ 暮僻 鼎 棚 脚離椰 F:

鞘:肺零熙1櫛梢薦懸酔yギ減質憔繹‖那:
te‖ him hovv great he and his team are?

問題 日 ‐□ は次のお知らせに関するもので九

今日の会議を締める前に、ヨシ・フルカワと彼のチームが、ポートランド・オフィス・サプライ社の案件に

おいて、素晴らしい企画書を締め切り3日前に提出したことを皆さんにお伝えさせていただきます。これ

は本当に素晴らしいことなのです。なぜなら、彼らは現在、他にも4社との取引を担当しているからです。

これだけ早く企画書が手に入れば、マーケティング部の社員たちも、11月 11日 にアトランタで開催予定

の販売会議に向けて十分に準備ができると思います。ヨシは今、福岡に出張中で、10月 31日 まで戻って

きません。ですので、彼と彼のチームがいかに優れているかEメ ールで伝えてはどうでしょうか。

日
When did Yoshi Furukawa and hls team submittheir proposal?
ヨシ。フルカワと彼のチームはいつ企画書を提出しましたか。

(AI Three days afterthe deadline  締め切りの3日 後

(B)Three days before the deadline  締め切りの3日前

(C)Four days afterthe dead!ine    締め切りの4日 後

(D)Four days before the dead!ine  締め切りの4日 前

国壼諏
易キ』獄 、☆あゝヾ正解 とな乞『

ワと彼のチームが締め切 りの 3日 前に企画書を提出したこ

□
Where w‖ lthe sa!es conference be he!d?

販売会議はどこで開催されますか。

lAl ln Atlanta  ア トランタ

(C)ln Fukuoka  福岡

(B)!n POrtland  ポートランド

(D)ln Tokyo   東京

訊野ダヽ景淫鴇1り::Υ ttλ鋼り割T、さ靱 殿倒aCdn剤酬ごよ味嚇′き議

□
What vvi‖ those‖stening to the announcement probably do next?
お知らせを聞いている人たちはこの後、何をすると思われますか。

lAI Go on a business t‖ p 出張に行く。  (B)Submt a proposal企 画書を提出する。

(C)Send an e― ma‖      Eメ ールを送る。(D)Take a Vacation  休暇をとる。

慶壕Z。へ斎ξ黒『窮許重1ゝ靭為町l聾盤瑶ポ
洲"と言っているので、0が正
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Questions□ thrOugh□ refer tO the fo‖ owing telephone message.

① Hello,my name is Lynn Crawford and l'm calling about the ad you ran in
typrOwr7rvews fOr the wanstaff pOS社 ion at your bistro.C)ls l stil!vacant?③ 19o
to Lady ofthe Lakes Community Co‖ ege now,and l've been working part― time
at the Bay Street Cafё  for two years.  ① However,!'‖ be transferring to St.
Lawrence Universky in the fall,so l'm moving to the area atthe end of May.①

l

understand your estab‖ shment is iuSt tWO blocks down from the St. Lawrence
main campus,which is an ideallocation for me to be working にひ:'!l be ava‖ able
to work full― time dunng」 une,July,and August,and part‐ lme after that.⑦ lf

首:::『81澗 TttIPap口
balonS fOrthe pos蘭 on,日ease g市 e me a cJlat203-

問題 □・□ は次の電話のメッセージに関するものです。

もしもし、リン・クロフォードと申します。『アップタウン・ニュース』に掲載されていた、ビスト
ロでの接客係の募集広告についてお電話 させていただいております。そのポジションはまだ空い
ていますか。私は現在、レディ・オブ・ザ・レイクス・コミュニティカレッジに通っており、ベイ・

ス トリー ト・カフェで2年間パートタイムとして働いてきました。しかしこの秋、セン ト・ローレ
ンス大学に編入することになっているので、5月 の終わりにその周辺の地域に引っ越 しをします。
そちらのお店はセン ト・ローレンス大学のメインキャンパスから2ブ ロック下ったところにある
ので、私にとっては理想的な労働環境なのです。6月 、7月 、8月 はフルタイムとして働 くことが可
能で、それ以降はパー トタイムで働 くことができます。もし応募書類をまだ受け付けてらっしゃ
るようでしたら、203-3568ま でお電話 ください。ありがとうございました。

□
VVhatis the message mainly about?
主に何についてのメッセージですか。

lAI A universny appliCa10n大 学への出願  (3)A iob opening      仕事の募集

(C)An apanment for rent アパートの賃貸 (D)A summervacation p!an 夏休みの計画

E三目(B)1文目の “「m Ca‖ ng aboutthe ad you ran h t/pFown News forthe waitstar posⅡ On
at your bstro"よ り、話し手は仕事の募集について電話をしていることがわかるので、(B)が正解となる。

□

Who mostllkely is Lynn Crawford?
リン・クロフォードはだれだと考えられますか。

lAI A bistro owner ビスト回のオーナー   (B)A newspaper wnter 新聞言己者

(C)A student   学生         (D)A teacher      教師

E=目 (C)3文目の “i9o tO Lady ofthe Lakes Community College now"よ り、話 し手は学生
だとわかるので、(C)が正解となる。

□
When can Lynn Crawford start working?
リン・クロフォードはぃつから働き始めることができますか。

lAI From May  5月 から

(C)From」 uly  7月 から
(8)From June   6月 から

(D)From August 8月 から

置理ヨ(B)話 し手は 4文 目後半で「5月 末に引っ越しをする」と述べ、6文 目で 6月 以降の自分の
予定を伝えていることから、6月 から働けることがわかり、(B)が正解となる。
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Questions□ thЮugh□ refertO the fo‖ owing talk.

① On beha!f Of Greer Windows,l'd like to welcome you to this plant toun ② l'm

Tod and l'm your guide today. (D BefOre we enter the production area,!et rne
te‖ you a 11‖ e bl about Greer history.① Greer Windows started out wnh one
smal!plant in 1919.⑤ 丁he company remained a small family business unJlthe
pOst―war housing boom.⑥  Dunng this lme,orders from construction companies
and housing contractors poured in as they heard about Greer's reputation for
manufacturing windows of the highest quality. C)Greer now has 5 domestic
p!ants where ecologica‖ y feasible products:ike Triple Guard and Heat Saver are

made,and overseas sales branches in 20 countries. ① Now,please follow me
through the door on ourleft.

問題□‐□は次の話に関するもので九

グリア・ウィンドーズを代表し、皆様の工場見学へのご参加を歓迎申し上げます。私は本国のツアーガ

イドを務めさせていただくトッドです。生産エリアに入る前に、グリア社の歴史について少しお話しいた

しましょう。グリア・ウィンドーズは、1919年 、小さな工場からスタートしました。戦後の住宅建設ブー

ムまでは小さな家族経営でしたが、それ以降、高品質の窓を作るという弊社の名声を聞きつけて、建設

会社や工務店からの注文が次々と来るようになりました。グリア社は現在国内に5つの工場を持ち、そ

こではトリプル・ガードやヒート・セイバーといった環境に優しい製品の生産を行っております。国外で

は20カ国に海外営業支社がございます。では、左側のドアを通り、私についてきてください。

□
VVho probably is the speaker?

話し手はだれだと考えられますか。

lAI A secunty guard 警備員

(C)A tour gじ ide   ツアーガイド

覆王目(C)2文目の“|'rn your guide today"よ り、(C)が正解とわかる

□
When was Greer VVindows established?
グリア・ウ|

lAl!n1901                        .

′ンドーズ社はいつ設立されましたが

,   1909                 )年        
°

(C)!n1989  1989 年         (3):n1919  1919年(D)ln 1990  1990年

E至目(3)4文 目の “Greer Windows staned Out wth one small plantin 1 91 9'

ウィンドーズ社が設立されたのは・
'よ り、グリア・

□               919年

だとわかるので、(B)が 正解となる。

What wi!|

言舌し弓=はこ′
he speaker probab!y do next?
)後、何をす

‐
ると思われますか。  

・

lAI Have lunch

(B)Purchase windo

昼食をとそ

WS 窓を購入J

(C)Meet the president

「る。

社長に会 :

(DI Show p∞ ple the producu            )°on area 生産エリフ

菫壼ヨ(D)話 し手は3文               
を見せる。

日で “Before we enterthe produclon area,let me tell

about Greer hlstory."と 述べているので、会社の歴史について簡単に説明した後

you a‖■le b‖

案内することがわか り、(D)が正解となる。

は生産エリアを

(B)A history teacher歴 史の先生

(D)A sales manager 営業部長
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問題 匡卜回 は次の話に関するものです。

では番組の最後に、旅行に役立つ情報をいくつかお教えいたしましょう。これで皆さんがフライトに
乗り遅れることはなくなります。まず国内線の場合は遅くとも30分前に、国際線の場合は60分前に
チェックインしなければならないことを覚えておいてください。荷物を預ける場合はこれに15分追加
する必要があります。そしてセキュリティチェックにかかる時間も忘れてはいけません。セキュリティ
チェックの待ち時間は空港によって異なりますが、airsecurttycomで 確認すれば、どのくらいかかる
のかおおよそ見当がつきます。最後に、アメリカの国内線でしたら最低でも15分前、国際線の場合は
30分前までにゲートにいるようにしてください。次回は時差ボケ防止の方法についてお話したいと思
います。ではまたヘランリー。ホリデイズでお会いしましょう。

□

当鵠だ襲警燿響」tab°
ut?

lAI Prom010n Of a holiday tour   休日ツアーの販売促進

(3)Advlce on alrport prOcedures  航空手続きに関するアドバイス

(C)HOW tO avold securly lines   安全検査の列を回避する方法

(D)Weightliml of:uggage     荷物の重量制限

瑕 写Tめ ℃ 単翼 T;野 TIザ張 り 珊 1竃!柵 峯W'卜 興ジχTピΨ

'裁
(B)が正解 となる。

□
Who most‖ kely is the speaker?
話し手はだれだと考えられますか。

(AI A tour conductor   ツアーコンダクター (B)A radio show host  ラジオショーのホスト

(C)An airport emp!oyee 空港の従業員  (D)A secu‖ ty specia!ist セキュリティの専門家

ll'措:繋りも昇7]3計と月TT錫::TI長こfち颯
t世踪

'「

gan b Heavenレ Holldays"よ り、
□
What w‖ !the speakerta!k about nexttime?
話し手は次回、何について話すと思われますか。
(A) How to avoid jetlag 時差ボケを回避する方法

(B)HOW tO packluggage   荷物を詰める方法

(C)When tO travel abroad  海外旅行をする時期

(D)When tO be atthe gate  ゲートに行くタイミング

躍靭」ピ櫨VL習謝こ雰どTrむり親ソ器霧gΨ非げよは話し手は期、
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QuesttOns□ thrOugh□ refer tO the fo‖ owlng ta!k.

① 丁he first item on the agenda for today's rneeting is the line of frozen meals

we are scheduled to launch next sp百 ng ② This!ine was deve!oped mainly
for the e!derly and people with health issues.③  However,the fact that the
meals are prepared using iocal food items and do not contain artificlal flavors

or preservatives also make them suitable for sma‖ ch‖ dren and other target

groups such as consumers who supportthe``eat iocal,think global"cha‖ enge.

Sf:日 i肥 ∬ 乳:‖縦 蹴 糧

tW譜
型ξsI:肥 需 ぷ :/8Υ棚 詣 Ъ昴

another meeting early next week to discuss this in detall.⑥ !'‖ nOtify you later of

the day and time.

問題□・□は次の話に関するものです。

本日の会議の最初の議題は、来春発売開始予定の冷凍食品シリーズについてです。このシリーズは、

主にお年寄りの方や健康に問題のある方を対象に開発されました。しかし、これらの冷凍食品は地元

の特産物を使用し、人工調味料や保存料を含まないため、小さな子どもやその他のターゲットグループ、

例えば「身近にあるものを食べ、グローバルに考える」挑戦を支持されている消費者の方々にも適した

ものであると言えます。また、このシリーズが市場でヒットする可育じ性をさらに広げるために、有機食

材を利用したり、ベジタリアン向けのものを開発してはどうかという提案もありました。来週の初めに

再度会議を開き、詳細について話し合いたいと思います。日時については後ほどお知らせいたします。

□

Where does the speaker probably work?
話し手はどこで働いていると考えられますか。

8鶴 :騰 Ⅵ写罪tfadⅣg Kl)Zち  B無 :R翼認
「

泳d晨
[ξ

~ヾマーケット

匠壼讀C)話 し手は、発売予定の冷凍食品の特徴や今後の展望について述べているので、(C)が 正

解となる。

□

藝fi2T♀ 幹」l鐘湯ソ児境愕翼麗馴『晋f孵鰐
he?

(A)itis made wnh localf00d nems.
(B)ltiS developed for vegetarians.
(c)n cOntains artricia1 lavOrs.

(D)lt contains presen/atives.

巨壼](A)3文 目より、新しい生産ライ

解となる。

□

(D)They Will have a meeting

肛壼訳D)5文 目より、(D)が正解とわかる。

What will the company most likely do next week?
この会社は来週、何をすると思われますか。

lAI They Will Conduct a consumer survey
(B)丁 hey vvi‖ !aunch another product‖ ne.

(C)丁 hey will discuss heatth lssues.

地元の特産物で作られている。
ベジタリアンのために開発された。

人口調味料を含む。

保存料を含む。

ンは地元の特産物で作 られていることがわかり、(A)が正

消費者調査を実施する。

別の生産ラインをスタートさせる。

健康問題について論議する。

会議を開く。

ctt a meeungは 「会議を開くJと いう意味の表現。
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卜縄
t駕

|:認邁ミ茸ぜ躍¶ざ■ipl劇乱需1:
the store when you ordered the bag either toward this purchase or for future
purchases,so please let us know what you'd llke to do.(D Oh,one mOre thing;

洲:借』1:1:∬ 1習鴇冗rtti写 1『』Ftte齢卸:`譜ピ||「獣:甜iL
you in detai!when you comein.G)See you sOon.

問題匡卜匡〕ま次の電話のメッセージに関するものです。

もしもし、これはジャネット・カーさんへのご伝言です。私はクィーンズ・クローゼットのキャシー・

デーモンです。お客様が4月 21日 に注文された、フロント部に彫刻をほどこしたバッグが届きました
のでお知らせいたします。ご注文の際にお持ちいただいた割引券は、今回のお買い物にご利用いただ
くこともできますし、次回以降のお買い物にご利用いただくこともできますので、お客様のご希望を
お知らせいただければと思います。あ、それからもう一点。このバッグは名前入りの商品のため、返品
や交換はできません。ですが、ほとんどの修理を保証する一生保証がついております。詳しくはご来
店いただいた際にご説明いたします。ではまた。

国

鵬雀肇あT州踊轟錦脇 !°

ne meSSage?

lAI To infOrm herthat an ttem has arnved   商品が届いたことを知らせる。

(B)TO infOrm herthat a bag has been repalred バッグの修理が終わったことを知らせる。
(C) To ask about merchandise
(D) To ask about an exchange

商品について質問する。
交換について質問する。

辮酬温各|:品::電謂」1'lT羊 1鵠:T″『別路1:電 :『λ胃ぶ;|[鵞W「膚嬰隅
点にも注意。

□
Who mostlike!yis Kathy Damon?
キャシー 。デーモンはだれだと考えられますか。

lAI A customer    客

(C)A personnei clerk 人事課員

睡頸獣D)注文を受けたバッグが届いたことを知らせ、割引券や修理の保証等について説明して
いることから、話し手は店の店員であることがわかり、(D)が正解となる。

□
What wi!|」 anet Ka probably do next?
ジャネット・カーはこの後、イ可をすると思われますか。
(A) Ask for repairs 修理を依頼する。

(B)PiCk Up merchandise  商品を取りに行く。

(C)Return merchandise  商品を返品する。

(D)Order merchandise   商品を注文する。

壼璽](B)話 し手は7文 目で “|'‖ exddn ttO you h detal when yOu come m."と 述べているので、
ジャネット・カー (客)は注文 したバッグを取りに行 くことがわかり、(B)が正解となる。

300

(B)A lreguard     ライフガード

(D)A store employee 店員



Questlons tt thrOugh[コ refer to the fol!owing announcement.

C)June is Nalonal Heanh Awareness Month.C)Again this yearthe Evanston
Trust,a philanthropic organization one of whose activities is to raise consumer

health awareness,is sponsoring a seminar titled``Read Those Labe!s"on
the weekend of」 une 13.③ Physicians from the Evanston Clinlc wi!!provide
information on how to decipherlabeis on ove「 the‐ counter medication as we‖

as supplements.(D The Langdon lnn has been chosen as the venue this year.

⑤ Accommodations and meal service will be paid for by the Trust;however,1
is requested that attendees pay fortrave!expenses.⑥ 丁hose wishing to attend

must register and answer a short survey on― ‖ne through the Trust's website by

Tuesday,May 12.

問題 国 Ⅲ回 は次のお知らせに関するものです。

6月 は、全米健康意識強化月間です。消費者の健康への意識を高めることを活動の1つ とする慈善団

体エバンストン・トラストは、今年もまた「ラベルを読め」と題したセミナーを週末6月 13日 に開催い

たし意す。エバンストン病院の医師たちが、処方箋なしで購入できる薬やサプリメントのラベルの読

み方について情報をご提供する予定です。今年度はラングドン・インが会場に選ばれました。宿泊や

食事サービスについてはトラストが負担いたしますが、交通費に関しては出席者の方々にご負担いた

だきます。参加をご希望の方は登録を済ませ、トラストのウェブサイトを通じ簡単な調査にオンライ

ンで5月 12日 、火曜日までにお答えいただく必要がございます。

□
Whatis the purpose ofthis announcement?
このお知らせの目的は何ですか。

‖1朧静
前護冬乳。

匝璽hC)話 し手は2文 日で、セ ミナーが開催されることを伝え、その後もセミナーの内容や詳

細について説明していることから、(C)が正解となる。

国
Whatinformation wi!l attendees receive?
出席者はどんな情報を受け取りますか。

‖|:||:I:]ilil[I11に  :3::i]::][を

する方法
回璽RC)3文 目より、セ ミナーの出席者は薬のラベルの読み方についての情報を得られること

がわかるので、(C)が正解。

□
What are attendees asked to pay for?
出席者は何を支払うことが求められていますか。

lAI Travel expenses 交通費

(C)Mea:s 食事

巨璽歌A)5文 目の “1に requested that attendees pay fortravd expenses"よ り、交通費は出

席者の自己負担だとわかるので、lAlが正解となる。
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襦 皿 I聾 遅 鸞 輛 響 蔚 舗 翼
predicted that the west w‖ l have an unusua‖ y dry fa‖ ,and care must be taken
to avoid damage to crops.()丁 he end offa‖ shou!d bring ch‖ ly and dry weather
across the country,which w‖ l be fo‖ owed by extremely cold and turbulent
condlions in November and December.C)Final!y,a word of warning to thOse
‖ving up north:get your Christmas shopplng done before mid― December;you'||
be glad you did,because record― breaking snowfa‖ is expected around thattime.

問題□‐□は次のニュースに関するもので九
カイル・マグアイアが9月 から」2月 にかけての天気をお伝えいたします。東部では、例年より暑くなる
見込みです。しかしこれらの地域では、9月 中旬から10月 中旬にかけて激しいにわか雨や強い雷雨の
可能性があります。対照的に、西部では例年にない乾燥した秋になることが予想され、農作物への被
害を避けるための対策が必要です。秋の終わりには、全国的に冷たく乾いた天気が予想され、11月 、
12月 は極端に寒く大荒れの状態になると予想されます。最後に、北部にお住いの方に一言忠告がござ
います。クリスマスショッピングは」2月 中旬までに済ませておくとよいでしょう。その時期に記録的
な降雪が予測されております。

□
Whatis the main purpose ofthe talk?
この話の目的は何ですか。

(A1lb giVe weather predicuons  天気予報を伝えるQ

(B)TO glve shopping advice    買い物のアドバイスをする。

(C)TO give farming information  農業に関する情報を伝える。

(D)To g市eS:Ope condlions    ゲレンデの状況を伝える。

回田 (A)1文 日の “Thも 峰Kゾe McGuire wth the weatherforecast"よ り、lA)が Ji解 となる。

国

駅だ日Y務課響況t蝸鑽 躍倒ldunnghettp
lAI The nOrth  Jヒ 音B

(C)丁 he east  東部
(B)The sOuth 南部

(D)The weSt  西部

置璽](C)3文 日より、東部地域で 9月 中旬から10月 中旬にかけて激しい雨が予測されている
ので、(C)が正解。

□

盆ι撃::晰l議耀月膠響ヽ早i府8:譜撃才rnghhenonh?
(A)Go skiing before mld― December        12月 中旬までにスキーに行く。

(B)Go snowboarding before mid― December    12月 中旬までにスノーボードに行く。

(C)Go shopping forthe holldays before mid― December 12月 中旬までに休日のための買い物に行く。

(D)Go sightseeing before mid― December     12月 中旬までに観光に行く。

画璽](C)6文 目より、話し手は北部に住む人に対し、クリスマスの買い物を 12月 中旬までに
済ませるようア ドバイスしているので、(C)が正解となる。

302



Questlons E]thrOugh□ referto the following news.

① 丁he last nem in tOday's news:The Pantera Department of Transportation
announced plans yesterday for bu‖ ding a new bus termina!on the south side
to repiace the deteriorating Putnam P!ace Bus Termina!.(⊃ 丁he 100-year―

old ternlina!was scheduled for reconstruction last year after an architectural
assessment of the terminal's main bu‖ ding revealed numerous safety hazards.

③ However,plans for reconstruction were scrapped due to citizen protests
against the demontiOn Of the historical landmark (D Therefore,the Pantera
Department of Transportation decided instead to bu‖ d the new bus terminal

adiaCent tO the existing terrninal.③ 丁he plan will be implemented next month,

and the completion of the terminal is scheduled for next sprlng. C)ln the
meantime,the old termina!vvi‖ remain in operation after which it wl‖ be restored

and re― opened as a transportation museum.

問題 医]‐ 巨]は次のニュースに関するものです。

本日最後のニュースです。バンテラ運輸省は昨日、老朽化したバトナム・プレイス・バスターミナルに代

わる新しいバスターミナルを都市の南部に作ることを発表しました。昨年、ターミナルのメインビルディ

ングの建築評価をした際、100年の歴史を誇るターミナルは安全上の問題が多くあることがわかり、再

建設が計画されました。しかし、歴史的な名所を破壊することに対して市民が反対したため、その計画

は取り止めになりました。そのため運輸省は、新しいバスターミナルを既存のターミナルの横に建てる

ことにしました。計画は来月にも実行に移り、完成は来春を予定しています。当分の間は古いターミナル

が使われますが、その後ターミナルは修復されて交通博物館として再オープンします。

□
Whatis the main purpose ofthe talk?
この話の目的は何ですか。

‖轟藤鰍静嶽lhsu繭洲[`粍発勲[],]
匝頸](D)1文目より、(D)が正解とわかる。

国
Who most‖ kely is the speaker?
話し手はだれだと考えられますか。

lAI A c■ y official 市の職員       (B)A bus dnver バスの運転手

(C)A newscaster ニュースキャスター   (D)An archnect 建築家

匝璽歌C)1文 目の “丁he last tem h today's news"よ り、話し手がニュースキャスターである

ことがわかる。

□
What vvi‖ happen to the old terminal
来春以降、古いターミナルはどうなりますか。

lAl k wi:l betorn down.

building after next spring?

(B)‖ Wili become a museum

(C)に Wil!be moved to a dtterentlocation.

(D)!t vvil!become a civic centen

取り壊される。

博物館になる。
別の場所に移される。

市民会館になる。

口王
=(B)6文

目の“t will be restored and re― opened as a transponat10n museum"よ
が正解。

り、(B)
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Questlons tt thЮ ugh tt referto the fo‖owing te!ephone message.

Rどちヽ,7性1躍llim蔦‰『棚甲:r器鷺Jttl品:習税」:i棚::
away to a medical convention to act as a replacement speaker for another
physician who was taken ll!.0)So,your appointment wnh Dr.Browning,which
is for 3:30 this afternoon,wi!l have to be rescheduled.①  We're very sorry forthe
inconvenience (D DL Browning will be in on Monday morning but he'sa!ready
booked up on Monday,so he can see you at 3:00 the fo‖ owing day.(D Please
g市e us a ca‖ at 240-4590 to let us know whether this works for you.⑦ We
a!ready have your previous medical records,so please lust bring the X― rays you
had taken at ttinon Medical Centen()We'‖ be watting to hearfrom you.

問題 国・回 は次の電話のメッセージに関するもので九

ブラウエング診療所のリン・ベルビンです。このメッセージはジェイソン・バンさん宛てのものです。
ブラウエング先生は医学会から急速召集がかかり、風邪をひかれた先生の代わりに講演をすることに

なりました。そのため、本日3時30分のお客様の予約を変更しなければなりません。ご迷惑をおかけ
して申し訳ございません。ブラウエング先生は月曜日の朝戻られる予定ですが、月曜日はすでに予約
がいっぱいのため、次の日の3時でしたら診察することができます。240-4590ま でお電話いただき、
ご希望をお聞かせください。前回のカルテはすでにこちらに用意してあるので、ティル トン医療セン
ターでとった×線だけお持ちください。お電話お待ちしております。

□

出す攪甥 翻香品精∬
eSSage?

lAI To request that an appointment be rescheduled 予約の変更を依頼する。

(B)TO COmplain that an appointment was cance‖ ed  予約がキャンセルされたことに文句を言う。

(C)TO recOmmend a replacement speaker     代わりの話し手を推薦する。

(D)To c‖ JCiZe a replacement speaker        代わりの話し手を批判する。

巨璽歌A)2～ 3文 目より、予約の変更が必要なことがわかるので、lAlが正解となる。

国

ツ罪 3ЪttL』「FI呉

'1ジ

ツFUf雹据ξ〔きますか。
lAI This afternoon   今日の午後

(C)MOnday afternoon月 曜日の午後
(B)MOnday morning 月曜日の朝

(DI Tuesday afternoon 火曜日の午後

カルテ

X線

口玉目 (D)5文 日の “he'S already booked up on Mondayj so he can see you at 3:00 the
followhg day"よ り、火曜日の 3時 に診察できるとわかるので、(D)が正解となる。

回

塊守冦?翌 [認鐸」マ,器樫冒ゎれていますか。
(A) Medicalrecords
(B) X-rays
(C)Direclons to TiLon Medical Center  ティルトン医療センターヘの行き方

(D)An admission ticketto a convenlon 大会の入場券

匡藪](B)7文 目の “please lust b“ ng the×―rays"よ り、(B)が正解とわかる。
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Part 5の正解と解説

□
lt wasn't(B)unilthiS month that our CttO declded to install new equipment at
ourfactory in Talwan.

我が社の最高経営責任者は、今月になってようや く台湾の工場に新 しい設備を導入することを
決めました。

lAl around (B)until (C)abOut (D) since

匡

=歌

B)比 wasn't unll～ は「～になってようやく」という意味を表す表現。忙～ thatの 強調構文
が使われている点にも注意。

回
Ctty officlals decided to replace 20%of the cly's lighting lxtures(C)VVith LED
app‖ cations by 2014.

市当局は、2014年 までに市の照明設備の20パーセントをLED(発光ダイオード)設備に交換
することを決定しました。

(A)for (B)at (C)Wtth (D)by

歴璽訳C)replace A wth Bは 「Aを Bと 取り換える」という意味の表現。

回
AIl you have to do to get the lob lS IAl accumulate more work experience.

その仕事を得るには、より多 くの実務経験を積みさえすればいいのです。

lA)accumu!ate   (B)aCCumulated (C)haS accumu!ated(D)be acCumulated

匡壼:(A)A‖ you have to doも ～は「すべきことは～だけ」という意味の表現。もの後にはto不定
詞、toな し不定詞 (動詞の原形)の どちらもとることができる。ここでは、toがないので、原形の (Al

が正解となる。

□
A letter of resignation must be submitted to your supen/isor at least three weeks

(C)p“ OrtO your p!anned reJrement date.

辞表は退職希望日の少なくとも3週間前に上司に提出しなければなりません。

(A)advance (B) previous (C) prior (D)before

歴翌歌C)pHOrto～ は「～の前にJと いう意味の重要表現。beforeと 同じ意味を表すが、ここでは

前置詞toがあるため、(D)は ×。
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回
Based on our prlvacy po‖ cy,we do not knowing!y request or co‖ ect personal
informaJon from lA)anyone underthe age of 13.

弊社の個人情報保護方針に基づき、我々は13歳以下の方からは個人情報を故意に要求も収集も
いたしません。

lAl anyone (B)none (C)everyone (D)nobody

肛璽RA)空欄の前にはnotがあるので、nOt～ any「少しも～ないJの形を作るlA)が正解となる。

(B)nOne、 (D)nobodyは notの後に続けて使うことができないので×。

□
Our newly developed engine is considered far superior(C)tO the previous one in
terms of energy efficiency.

新しく開発されたエンジンは、エネルギー効率という観点では、従来のものよりはるかに優れ
ていると考えられています。

lAl for (B)than (C)tO (D)of

肛璽訳C)空欄の前のsupenOrは「優れている」という意味の形容詞。比較表現で使われる場合は

thanではなくtoを 後ろにとるので、(C)が正解となる。

□
Under no circumstances should dnvers(A)be a‖ OWed to dnve without carrying
their driver's!icense.

いかなる状況であっても、免許証を持たずに運転することは許されません。

(Al be (B)are (C) are not (D)be not

匝璽](A)空欄の前を見ると、助動詞shouldが あるので、原形の形をした(A)と (D)に 絞られるが、(D)
は文法的に正しくないため(A)が正解となる。文頭のunder no clrcumstancesは「いかなる状況に

あっても～ないJと いう意味の否定表現。否定表現が文頭に来ているため、倒置が起きていること

にも注意。

回
丁he monthly rent inciudes a‖ utilities lAl but the cOst of internet access.

毎月の家賃には、インターネットの接続費用以外すべての公共料金が含まれています。

lA)but          (B)exception     (C)nOt          (D)exclude

回璽歌A)butは 、接続詞だけでなく前置詞としても使われて「～を除いて」という意味を表す。こ

の場合のbutは exceptに 置き換えHT能。(B)eXCepjonは 「例外」という意味の名詞。
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回
(AI Attached is the brochure of the new car mode:s that are equipped w‖ h our
newly developed fuel efficient engine.

弊社が新しく開発 した、低燃費エンジン搭載の新車モデルのバンフレットを添付いたしました。

lA)Attached (B)Attach (C)Attaching (D)Attachment

匝璽:(A)Attached is～ は、倒置を使った表現でEメ ールなどビジネスシーンでよく使われる。
他にもEnclosed is～ 「同封されているのは～」という表現もよく使われるので覚えておこう。

回
lf you can't stop coughlng,you might be better off(D)getting off vvork as soon as
pOssib!e.

咳が止まらないようであれば、できるだけ早く仕事を終えた方がよいかもしれません。

lAl get          (B)got         (C)90tten       (D)getting

置璽歌D)be better of～ は「～した方がよい」という意味の表現。後ろには動名詞をとるので、(D)
が正解となる。

□

職W:肥:d仙
同me empbyees誠 訥d companyも qdゎ small compaЮ dわ o

その会社の正社員数は、弊社に比べるとかなり少ないです。

(A)these (B)those (C)thiS (D)that

睡菫歌D)前 に述べられた名詞の繰 り返 しを避けるために、代名詞that(複数の場合はthose)が使
われることがある。ここでは、文の主語the nubmerを 指 しているので単数形の (D)が正解となる。

thに やtheseに はこの用法はないので注意。

□
The automobile reta‖ er that used to have the largest share in the automob‖ e
industry is lC)no 10nger compet■ ive.

かつて自動車業界で最も大きなシェアを占めていたその自動車販売店は、もはや競争力があり
*t/v"
(A)no less (B)no more (C)no longer (D) no choice

覆翌歌C)n。 |。nger～ は「もはや～ない」という意味の否定表現。現在と過去の対比を表す際に使
われる。
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□
lt is irnperative that cases of divu!ging the company's confldentialinformation(C)
be reported immediate!y to the administrative department.

会社の機密情報が漏えいした場合、必ずすぐに管理部門へ報告してください。

lAl are (B)iS (C)be (D)was

歴璽歌C)「必要」や「要求」の意味を表す形容詞に続 くth試 節では、shouldも しくは、動詞の原形
が用いられる。ここでは、lmperat市e「避けられない、必須の」が使われているため、be動詞の原

形(C)beが正解となる。

□
Because heavy traffic is anticipated on the day of the conference,trains are(C)
strongly recommended as the means oftransportation to the venue.

会議当日は渋滞が予想されるので、開催地への交通手段は電車を強くお勧めいたします。

(A)strong (B)stronger (C) strongly (D)strongest

置猛歌C)空欄の前後を見ると、「受動態Jの形をとっていることがわかる。be動詞と過去分詞の間

に置くことができるのは副詞だけなので、(C)が正解 となる。

□
According to the lUCN Red List,the Giant Panda is designated(A)as an
endangered specles.

lUCN(国際自然保護連合)の レッドリストによると、ジャイアントパンダは絶減危惧種に指定さ
れています。

(A)as          (B)beyond      (C)under       (D)of

覆

=](A)deS9nated as～

は「～に指定されるJと いう意味の表現。前置詞はasを とるので、lA)

が正解となる。

□
丁he ideal candidate for this position is flexib!e and willing to put in(C)additiOnal
work hours as needed dur:ng busy per:ods.

柔軟性があり、繁忙期には勤務時間を増やすことをいとわない方がこの職務に理想的な候補者
です。

lAl add (B)additiOn (C)addttiOnal (D) additionally

肛裏訳C)空欄の後ろを見ると、work hoursと 名詞が続いているので、名詞を修飾する形容詞 (C)

add面 onalが正解となる。空欄の前のput n～ は「 (時 間)を 費やす」という意味の表現。
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□
Scarce!y(C)had the concert tickets been released for sa!e when they sold out.

そのコンサー トのチケットは、発売後すぐに売り切れました。

(A) was (B)be (C)had (D)have

睡壼数C)scarcelyは 否定の意味を含む副詞で、Whenと ともに用いられると「～したとたんに」と

いう意味を表す。hardし も同じ用法で使われる。いずれの場合も文頭で使われると倒置が起きる

点に注意。

□
The schedule forthe pavement construction has(D)yet tO be fina‖ zed.

舗装工事のスケジュールはまだ最終決定していません。

(A) also (B)nOt (C)muCh (D)yet

匠璽](D)yet tO～ は「まだ～ない」という意味の表現。be yet to～やhave yet to～ のように、

be動詞やhaveを 伴って使われる。

国
丁he company decided to renovate its aging research!aboratory lAl facility.

その会社は老朽化 した実験施設を改修することを決定しました。

lAl facility (B)faCilitate (C)faCi!‖ ator (D)faci!tation

男 舗境鮪朧裕月冒
i躙

Rまき2`暫l鍋鋼」「8慾扁詳謬嵐Ъ
fad‖tation「 促進」。

□
Contrary to popular belief that it is a stable enterprise,the electric company is on
the(C)Verge Of bankruptcy.

安定した企業であるという一般的な見方に反し、その電気会社は倒産寸前の状態です。

(A)safety (B)advantage (C) verge (D) implication

匡璽](C)on the Verge of～ は「～の寸前で、今にも～」という意味の重要表現。また、文頭で使
われているcontrary to～「～に反して」もTOEICテ ス ト頻出の表現。
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□

配」詣s31器W」:閤『Ъζ需£i∬詣詳Rh器驚∬
bml an appに翻on b your

休暇を1週間以上取るためには、上司に申請書を提出 して承認を得なければなりません。

(Al obtain (B) is obtained (C) was obtained (D) obtaining

匡菫RA)選択肢 lAl～ (D)は いずれも、動詞obtanが変化 したもの。述語動詞のsubmlの 前には
助動詞 mustがあるので、空欄には原形の(A)obtainが 入ることがわかる。

□
The sales manager made a brief address at the reception on (C) behalf of the

(D)top

sales team.

営業部を代表 し

lA)account

部長が歓迎会で簡単なあいさつをしました。

(B)suspicion (C)behar

国田 (C)on behar of～ は「～ を代表して、～の代 わりにJと いう意味の重要表現。(A)on
account of～「～の理由で」、(B)On suSpに on of～「～の疑いで」、(D)on top Of～ 「～の上に」
は、それぞれよく使われる表現だが、ここでは意味をなさないので×。

□

[γ翼 露ぎ」]]漁払出 i脂 禦 ξ螺 肝 詭 淵 F陶 乳 1瀧 乱 濯
JV°uChers

弊社の台所用品をお買い上げいただくと、有機食材を使ってすべての料理を作っているレス トラ
ンの無料お食事券をペアで差し上げます。

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

匝璽欧A)空欄の前を見ると、restaurantと いう場所を示す名詞がある。空欄の後ろでは文が成立
しているので、場所を表す関係副詞(Al whereが正解 となる。

□

潟 t謁
「 8」蹴 :∬盟 ::RPDttChasyow山

爾 もにense∝ pぉspott when

普通預金口座を開設する際には、運転免許証やパスポー トなど、写真付きの身分証明書をお持ち
いただく必要がございます。

(A)opening (B) opened (C) open (D) be opened

睡壼RA)接 続詞whenは 、現在分詞や過去分詞を直後にとることができる。空欄の後ろを見ると、
a sa輌ngs accOuntと 名詞が来ているので、目的語をとれる現在分詞(Al openingが 正解となる。
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□
Satisfactory results are achieved only when(C)used With authorized ink
cartrldges.

満足度の高い結果が得られるのは、認可を受けたインクカートリッジをお使いいただいた時だけ

です。

(A)use (B)using (C)uSed (D) to use

殷撃♂紹λ[鵠晨鴨。箭辮認後.:疑凛肇■1｀ξ緒菫雰肇馨2言
かは、文脈や前後の単語を手がか りに判断する。

□
(B)ヽVhereas the quality of the product KY Corporation iaunched recently is high!y
evaluated,its price is considered too high.

KYコ ーポレーションが最近発売 した商品は、品質が高く評価される一方で、値段が高過ぎると

考えられています。

lAI When (B)Whereas (C)Where (D) Whatever

回壼数B)全体の意味から考えて (B)の 接続詞whereasが 正解となる。whereas～「～する一方で」

は、whlЮ と同じ意味を表す接続詞。

□
We will offer you a salary that vvi‖ (B)be cOmmensurate with your experience and
ability.

経験と能力にふさわしい給与を支給いたします。

lAl commensurate(B)be cOmmensurate(C)more commensurate(D)commensuration

匡璽RB)COmmensurateは「相応の、釣り合いのとれたJと いう意味の形容詞。一見すると動詞
に見えるので注意が必要。

回
The Green Agncunural corporation announced!ast week that it(C)Succeeded in
deve!oping a new irrigation system.

グリーン・アグリカルチュラル・コーボレーションは先週、新しい灌漑システムの開発に成功 し
たことを発表 しました。

(A) success (B) successful (C) succeeded (D) successive

饉回数C)選 択肢 (A)～ (D)は すべてSuccessに 関連 した語。(A)succeSS「成功」は名詞、(B)

successful「 うまくやる、上出来な」は形容詞、(C)suCCeeded「 成功した」は動詞、(D)succeSSiVe
「連続する、一連の」は形容詞。ここでは、that節内の動詞が欠けていることがわかるので、lC)が

正解となる。succeed in～ は「～に成功する」という意味の表現。
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粍 Ⅲ 品 調 朧 縫 ぽ

yOu C°dd誠 降ad make a pa聞 J paymtt d he

10日 以内に総額の一部だけでも結構ですのでお支払いいただければ幸いです。

(Al‖ (B)that (C)thiS (D)such

回爾歌A)appreChteは後ろにr節 をとる場合、1が必要なのでlAlが正解 となる。このには「 節の
内容を受けるものなので省略することはできない。

回
丁he new printing machine that we insta‖ ed in our office last week functions not
on!y as a copier(A)but aS a scanner

先週私たちの職場に導入された新 しい印刷機は、コピー機としてだけでなくスキャナーとしても
機能します。

lA)but (8)and (C) also (D) however

饉壼訳A)空欄の前にnot onvがあるので、lAlの butが正解となる。not onけ A butlaSO)Bは「A
ばかりでなくBも 」という意味の表現で、この問題のようにdsoは 省略可能。

□

計3F認胤漁 11鯉潔需鮮胤胴り
e as wtt as a」 apanese onQ o bdh

その会社には英語と日本語の公式サイトがあり、どちらも同じ情報を案内しています。

(A)either (B)many (C)bOth (D)most

匝璽](C)選択肢 (B)、 (C)、 (D)は いずれもof whChと ともに使われるが、ここでは空欄の前にan
o「icial Engnsh webste as we‖ as a」 apanese oneと 、2つのものが挙げられているので、(C)

bothが正解 となる。

□

鶏 謁 :雷驚蘇 :魁 ∬ ι翼 麿
h°W SeMce and bok bmad b o pЮ ゛dng

弊社のサービスを信頼していただきありがとうございます。最高のサービスをお客様に再度ご提
供させていただくことを楽しみに しております。

(A) provide (B)prOVided (C) providing (D)have prOvided

置璽訳C)look foward to～ は「～を楽しみにしている」という意味の表現。この表現で使われる
toは前置詞なので、後ろには動名詞をとる。よって(C)が正解となる。
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□
lf emergency medical treatment(A)had nOt been properly administered,the
patient rnight not have survived the accident.

救命処置が適切に行われていなければ、その患者は助からなかったかもしれません。

(Al had nOt been   (B)haVe nOt been  (C)is nOt been    (D)did nOt

肛璽諏A)仮定法の正しい時制を選ぶ問題。the patbntで 始まる帰結節を見ると、mttht nOt have

survⅣ edと なっているので、仮定法過去完了の形をしたlAlが正解とわかる。

□
The travel agency is promoting a package tour targeting middle― aged couples lA)
whose ch‖ dren have leftthe nest.

その旅行代理店は、子どもが独立 した中年の夫婦をターゲッ トにしたバックツアーを宣伝してい

(A)whose (B)WhO (C)WhOm (D)that

巨壼](A)選択肢(Al～ (D)はいずれも関係代名詞として機能する語。ここでは意味から考えて所有

格のlAl whoseが正解となる。Юave the nestは「両親から離れて独立する」という意味の表現。

□
(C)VVere n nOt fOr traffic,|'d be ableto getto the meetingin lme.
渋滞がなければ、会議に間に合うでしょう。

lAl:f (B)When        (c)lrvere (D)Had

極璽](C)Were t notfor～は「～がなけれ1劇 という意味を表す仮定法の表現。r t were nOtfor
～やWIhout～ も同じ意味を表す。

□
(C)Unlike Ls compeutors,ROC,Ltd.is regarded very high!y as an environmentally
consctous company.

競合他社とは異なり、ROC有限会社は環境保護に熱心な企業として極めて高く評価されてい意す。

(A) For (B)Of (C)Unlike (D)As

置菫](C)u日ike～ は「～とは違い」という意味を表す前置詞。2つ以上のものを比較する際によく

用いられる。(Al、 (B)、 (D)は いずれも文脈から当てはまらない。
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I:L潔
l躍

ア 1温糊 問 糧 と説 牌
e inett hos山訓W and aCCOmmodttbns

ホロウェイ・ホテルは、お客様にふさわしい最高のおもてなしと宿泊施設をご提供させていただ

(A) reserve (B) preserve (C) deserve (D) conserve

匡壼諏C)選択肢(A)～ (D)は いずれも似た形をしているが、意味から考えて(C)deseAleが 正解と
なるc deseⅣ e～は「～にふさわしい、値するJと いう意味の動詞。

□

::呂ど:r percettdyour annuJ compenstton酬 l o be pad h me brm d

年間給与の うち約20パ ーセン トは賞与という形で支払われます。

(A) pav (B)be pald (C) be paying (D) paying

匡EI(B)正 しい動詞の形を選択する問題。報酬は支払われるものなので、受動態の形をとった (B)
が正解となる。

□

I鴨詰 1星

'Cdptures are so much h demand lBlthatthey are ttways traded at
その芸術家の彫刻はとても需要が高いので、常に高値で取引されます。

lAl as (B)that (C)WhiCh (D)so

匡璽訳B)空欄の前のso muCh in demandか ら、so～ that構文が使われていることを見抜ける
かどうかがポイント。so～ that構 文は「とても～なので」という意味を表す重要表現。

□

鼎剤:¥評
価Юd b achbve hも quaa by the deattne,he was passed up for

期日までにノルマを達成できなかったので、彼は昇進の機会を逃しました。

lAI Falled (B) Having failed (C) Failure (D) Being failed

匡囲1(B)分 詞構文の正しい形 を選ぶ問題。(A)と (D)は いずれも分詞構文の形をしているが、受
動態の意味を表すためここでは文脈に合わない。(C)Fai ureは 名詞なので×。よって(B)Haung
fa Юdが正解 となる。<Ha輌ng+過去分詞>は、主節の動詞よりも前に起きた出来事を表す際に

使われる表現。
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Part 6の正解と解説

Questions□ ―□ refer tO the following anicle

Apparel Dynamics Shows Strong Performance

HONG KONG― Apparel Dynamics is 90ing strong(B)deSple the economic
downturn that has affected most ofits competitors.

The Honk Kong― based clothing manufacturer has shown record profits in the

last two quarters,and their momentum shows no signs of abatlng.

According to CEO and chief designer Pamela Peり un,the bOttom line for the

connpany's success is thatthey have always offered(C)imaginative yet timeless

designs at reasonable prices.

!ndustry insiders also cite the fact that the company's clothing is made to last.

`ソ tヽtention is paid to every stnch,''says」 oanne Merrin,writer for Fasr7′ Or7 7oday

magazine.“ Consumers are fed up with cute things that fa‖ apart after one

season.Apparel Dynamics offers style and quality at the kind of prices people(D)

are w‖ !ing to pay.''

Appare! Dynamics is planning to launch a menswearline next spring in
co‖ aboration with lta‖ an designer Enzo Pozzi.

問題 回 …□ は次の記事に関するもので丸

アパレル・ダイナミクスが高い業績を達成

香港一 競合他社のほとんどが景気低迷の影響を受ける中、アパレル・ダイナミクスは業績を伸ばし

ている。

香港に拠点を置くこの衣料品メーカーは、この2期で記録的な収益を出し、その勢いは弱まる気配を

感じさせない。

最高経営責任者でチーフデザイナーのパメラ。ベイジュンによると、同社の成功の要となっているのは、

想像力に宮み、それでいて時代を超越したデザインを手ごろな価格で常に提供してきたことだと言う。

業界関係者は、同社の衣料品が長持ちするように作られている点にも言及している。「縫い目一つ一

つに注意が払われているのです」とファッション・トゥデイ誌の記者ジョアン・メリルは言う。「消費者

は1シ ーズンでボロボロになってしまうかわいらしいものにはうんざりしているのです。アバレル・ダ

イナミクスは、人々が喜んで買いたくなるような値段で流行と品質を提供しているのです」。

アパレル・ダイナミクスは、イタリアのデザイナー、エンツォ・ポッツィと共同じ来年の春に男性服ブ

ランドの立ち上げを計画している。
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□

lA)wthin

(B)deSptte

(C)On behar Of

(D)inside

匡璽](B)正解の選択肢 (B)deSpteは 「～にもかかわらず」という意味の前置詞。ln sple of～ 、

regardЮ ss of～ も、同じ意味でよく使われる表現なのでllllさ えておこう。lA)wlhin「 ～以内」、(C)

on behttf of「 ～を代表 してJ、 (D)lndde「～の内側で」は、いずれも前後の文脈に合わないので×。

□

(Al image

(B)imagine

(C)imaginative

(D)imagina10n

睡壼醜C)正解の選択肢 (C)maglnaJveは 「想像力に富んだJと いう意味の形容詞。lA)image「 イ

メージ」、(B)maglne「 ～を想像する」、(D)imaghaJOn「 想像、想像力Jは、いずれも前後の文

脈に合わないので×。

□

lAl willing

(B)Willingly

(C)be Willing

(D)are willing

歴壼ヨ(D)選択肢 (A)～ (D)の 中で、文法的に口∫能なのは(D)の み。be wiling to～ は「喜んで～するJ

という意味の重要表現。(B)w‖ いgり は「喜んでJと いう意味の副詞。
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Questlons□ ―□ refer tO the fol!owing letter

Ms.Patricia Duff

1008 Red Va‖ey Road
Merrifield,VA 22116

November15

URGENT

Dear Valued Customer:

丁he opportunity to cut the cost of your monthly insurance payments obviously

appealed to you Thank you for expressing interestin the TriSaver Plan.

lt is now tvvo weeks past the dead!ine(C)when we should have received the

completed TriSaver Agreement However,we would like you to take advantage

of this plan,VVh‖ e the specinc terms of your plan need(D)updating,we would

‖ke once again to offer you the opportunity to participate.

Please complete and return the(B)enC10Sed TriSaver Agreement by November

25.On the other hand,if vve do not hearfronl you by this date,we w‖ i close your

TriSaver lle

So don't wait any longer― act now to save dramatica‖ y on your current

insurance payments!

Sincerely,

Laura Dovel

TriSaver Account Representative

問題 匝卜回 は次の手紙に関するもので九

パトリシア・ダフ様             緊急

1008 レッド・バレー通り

メリフィールド市、バージエア州 22116
11月 15日

大切なお客様ヘ

月々の保険料削減のチャンスがお客様の心に訴えたのでしょう。トライセイバー・プランにご関心をお

寄せいただきありがとうございます。

記入済みのトライセイバー契約書の提出期限から、2週間がたっております。しかしながら、お客様には

ぜひこのプランをご利用いただきたいのです。特定の契約条項を書き換えていただく必要がございます

が、我々はもう」度ご契約の機会を提供させていただきたいと思っております。

同封されたトライセイバー契約書をご記入の上、1」 月25日 までにご返送ください。しかし、この日まで

にお返事をいただけなければ、お客様のトライセイバーに関する案件は破棄させていただきます。

これ以上お待ちにならず、現在の保険料を大幅に節約するために今すぐご注文を !

よろしくお願いいたします。

ローラ・ダベル

トライセイバー顧客担当
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□

lAl which

(B)Where

(C)When

(D)what

巨璽ヨ(C)空欄の前を見ると、deadl ne「締め切 り」という意味の名詞があるので、「時Jを表す関係

副詞 (C)whenが 正解 となる。lAl whCh、 (B)Where、 (D)whatは 、いずれも前後の文脈に合わず、

文法的にも当てはまらないので×。

□

lAl update

(B)tO update

(C)updated

(D)updaung

団  (D)選択肢(Al～ (D)は すべて動詞updateが 変化したもの。空欄の前を見るとneedがあり、

前後の文脈から(D)upda‖ ngが正解となる。needは後ろに動名詞をとると受け身の意味を表す

特殊な動詞。不定詞で書きかえると、need to be updatedと 受動態の形をとることに注意。

□

lAl enciOSe

(B)enC10Sed

(C)enC10Sing

(D)enc10Sure

E玉目 (B)選択肢 lA)～ (D)は すべて動詞 encloseが変化したもの。「同封された トライセイバー契

約書をご記入の上、ご返送を」とあるので、受動態の形をとった (B)が正解となる。(D)endoSure
には、「同封」という意味だけでなく、「包囲、囲い込み」という意味があるので覚えておこう。
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Questions匝日―□ refertO the fo‖ owing petition.

Citizens against the closing of St.Dominic Sports and Leisure Center

St.Dominic Sports and Leisure Centeris the only fac‖ ity of lts klnd Mパ thin

a10-k‖ ometer radius.丁 he center a‖ ows youth to discoverioy in sports and
hobbies like photography,or simply to hang out and talk with friends in a safe
environment.So,if the center closes,ch‖ dren and teenagers would be forced
out onto the street What would they do there if(D)left tO their own resources?
Wouldn't we be(C)encOuraging delinquency?

Furthermore,the center's!ounges are places where senior citizens meet and
ta:k or sirnply read books or vvatch DVDs by themselves Closing the center
means vve take away the oniy place in the district where seniors can socialize or
spend qulet time in public.

The undersigned― the citizens of St.Dominic and its neighboring communities―

demand that the municipal counc‖ (A)retraCt their decision to ciose St Dominic
Sports and Leisure Center at the end ofthe year.

We must preserve the sports and leisure center because it is the on!y meeting
place accessible to a‖ ,and one that has kept our district safe and functioning!

Name:

Address:

Signature:

問題 □ ‐回 は次の嘆願書に関するもので九

聖 ドミニク・スポーツ・レジャーセンターの閉鎖に市民が反対

聖 ドミニク・スポーツ・レジャーセンターは、半径10キ 国以内では唯―のスポーツ・レジャー施設です。

同センターのおかげで、若者たちはスポーツや写真などの趣味に楽しみを見出したり、安全な環境の

もと友だちと遊んだり、話をしたりすることができるのです。ですからもしセンターが閉鎖したら、子

どもたちや10代の若者たちは通リヘ放り出されることになります。彼らの好きなようにさせたら、彼

らはそこで何をするでしょうか ? 非行を助長するつもりはありませんよね ?

さらに、センターのラウンジはお年寄りの方々が会って話をしたり、一人で本を読んだり、DVDを 見

たりする場所になっています。センターを閉鎖するということは、お年寄りが仲良くなったり、静かに

時間を過ごしたりできるこの地区唯―の場所を取り上げてしまうことになるのです。

署名者 ― 聖 ドミニク市民と近隣の団体 一 は、聖ドミニク・スポーツ・レジャーセンターを年末に開

鎖するという市議会の決定を、撒回するよう要求します。

私たちはスポーツ・レジャーセンターを守 らなければなりません。なぜならそこは皆が利用できる出

会いの場であり、私たちの地区を安全に機能させてくれる場所だからです !

名前 :

住所 :

署名 :
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□

lAl!eave

(B)!eaves

(C)!eaving

(D)left

匡壼歌D)選択肢 (A)～ (D)は すべて動詞Юaveが変化 したもの。前後の文脈から考えて受動態の意

味を表す (D)leiが正解となる。leave～ to one・ s own resourcesは「～に好きなようにさせるJ

という意味の表現。ここでは、「 (they wero Ю■と主語 とbe動詞が省略されている点にも注意。

□

lAl encourage

(B)enCOuraged

(C)enCOuraging

(D)encouragement

肛璽数C)選択肢 (A)～ (D)はすべて動詞encourageが変化 したもの。空欄 の前にはbe動 詞があ

り、後ろには delいquencyと いう名詞が続いているので、目的語をとることができる現在分詞 (C)

encouragingが 正解となる。lA)、 (B)、 (D)は いずれも文脈に合わないので ×。

□

(A)retraCt

(B)retracts

(C)retracted

(D)retraCting

匡菫孜A)選択肢 (A)～ (D)は すべて動詞retractが 変化 したもの。空欄の前にはdemandと いう「要

求」の意味を含む動詞があるので、that節内の動詞は原形、もしくは<should+動 詞の原形 >に

なる。選択肢の中にshouldは ないので、原形のlA)retraCtが正解となる。
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Questlons回 ―□ refertO the fo‖ owing memo.

TO:A‖ employees
FROMi Tyler BOse,bu‖ ding maintenance

SUB」 ECT:Closure of second floor cafeteria

DATE:Ap面17

Startlng Apri1 15,the second floor cafeteria w‖ l be ciosed for renovatlons.(C)

Unlike the usual three― day maintenance c!osure at the end of each year,the

renovations wili take tvvo weeks,and the schedu!ed date of completion is April

29.

丁he entire kitchen wil!be gutted and new equipmentinsta‖ ed.During this time,

the west vving Of the second floor vvi‖ be roped off and off‖ mits.An alternative

meal service plan wi‖ be ln(A)effeCt frOm Apri1 18 untllthe renovation praect is

complete.

A meal caravan will be available in the parking!ot in front ofthe east wing every

weekday from ll a,m.tol p.m.,and the Hub on the 10th 10or ofthe west wing(A)

will provide sandwiches and beverages as usual.

if you have any questions regarding this notice, p!ease ca‖  me at extension

1922.We apo!ogize forthe inconvenience

問題□‐回は次の社内文書に関するもので丸

宛先 :全社員

送信者 :タ イラー・ボース、ビル管理者

件名:2階食堂の開鎖

日付 :4月 7日

4月 15日 から、2階の食堂が改修のため開鎖いたします。毎年年末に行っている3日間のメンテナンス

閉鎖とは異なり、今回の改修には2週間かかる予定で、完了予定日は4月 29日 となっております。

キッチン全体が撤去され、新しい設備が導入されます。この期間、西棟の2階にはロープがはられ、立

ち入り禁止となります。食事の代替サービスは4月 18日 から改修計画が完了するまで実施されます。

食事販売車は、東棟の前の駐車場で平日午前11時 から午後1時までご利用いただけます。また西棟10

階のハブでは、通常通リサンドウィッチと飲み物をご提供いたします。

このお知らせに関してイ可か質問のある方は、内線1922ま でお電話ください。ご迷惑をおかけして申し

訳ございません。
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回

lAI As

(B)Like

(C)∪ nilke

(D)With

匡

=讀

C)正解の選択肢(C)∪ nlikeは「～とは違ってJと いう意味の前置詞。(A)As、 (B)日 ke、 (D)

Wthは 、いずれも前後の文脈に合わないので×。

回

(A)effeCt

(B)efFective

(C)effected

(D)effeCtOr

圧ERA)空欄の前の前置詞inと 共に使われて意味をなすのはlAl efectのみ。n efectは「 (法律

や規則などが)実施されて、効力のあるJと いう意味の表現。(B)efect～ eは「効果的な」という意

味の形容詞、(C)electedは動詞efectの 過去分詞形、(D)erectOrは「実施する人Jと いう意味の

名詞。いずれも文脈に合わないので×。

□

(Al will prOvide

(B)haVe prOvided

(C)haVe been providing

(D)were prOviding

匡頸孜A)正 しい時制を選択する問題。A meal caravanで 始まるパラグラフは未来のことについ

て述べているので、(A)w‖ l prOMdeが正解となる。(B)、 (C)、 (D)は いずれも前後の文脈に合わない

ので×。
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Part 7の正解と解説

Questlons□ ―□ refertO the followlng e―mail.

|‐ :コ 菫 饉 :三 二 ::::J

I::l::1::::::1

1‐J,瞥11,111.1111

① 丁his is a reminder that all those wishing to participate in the senes

of spring marketing workshops,which is scheduled to be held from

March 15 through 19,must sign up no laterthan Tuesday,February 23.

C)As you may already know,this workshop is open to a‖ employees,

but at least two rnembers of each of our firm's five marketing teams

is required to attend.()丁 hose who have not yet signed up,please l‖

outthe form in Attachment l and send it backto me.

① 丁he agenda for this year's workshop series vvi‖ include seminars

on several of our a‖ ―new products, including the revolutionary

Debio laptop and T― form printet which are scheduled for launching

on September l.(D AIso,our next generation of super coplers,

scheduled to be launched on the same date,has not yet been

named ③ Ourfounder and CEO,Terry Conrad,has expressed his

wishes to conduct an intra― company naming contest.④ 丁he winner

vvill receive a$3,000 prize.(DA‖ emp!oyees are invited to enter and

are urged to do so ()丁 hose entering are asked to f‖ l out the entry

form in Attachment 2 and send n to」 ulie Lindt ofthe PR department

at ilindt@conrade!ectronics.com.(D The dead!ine for subnlission is

J MOnday,March l.① 丁he winner wlll be announced on the inal day of
the workshoo series.
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問題匡H□ は次のEメ ールに関するものです。

宛先 :全社員

送信者 :マ ユキ・ダン、mdunn@conradelectronics com

件名 :春のマーケティングワークショップ/ネ ーミングコンテス ト

日付 12月 10日

3月 15日 から3月 19日 まで開催予定の、春のマーケティングワークショップシリーズに参加を希

望される方は、2月 23日 、火曜日までに登録を済ませなければなりません。すでにご存じの通 り、

このワークショップは全社員を対象に開かれますが、5つのマーケティングチームそれぞれから、

最低でも2人 は出席しなければなりません。まだ登録 を済ませていない方 は、添付ファイル1の

フォームを記入して、私に返信 してください。

今年のワークショップシリーズの議題には、9月 1日 発売予定の革命的なデビオノー トパソコン

とT型 プリンターを含む、我が社の新製品すべてに関するセミナーが含 まれております。また、

同日発売予定の次世代型スーパーコピー機は、まだ名前が決まっておりません。我が社の創設者

でありCEOで もあるテリー・コンラッドは、社内ネーミングコンテス トの開催 を希望しており、

優勝者には3000ド ルが授与されます。全社員が参加可能で、参加が奨励 されています。参加され

る方は添付ファイル2の エン トリーフォームを記入 し、宣伝部のジュリー・リンツ宛に、jlindt@

conradelectronics.comま でお送 りください。提出期限は3月 1日 、月曜日です。優勝者はワーク

ショップシリーズの最終日に発表 されます。

□
Whatis the e― mall mainly about?

この Eメ ールは何について書かれたものですか。

lAI Advertising new products       新商品を宣伝すること。

(B)lntroducing new employees      新入社員を紹介すること。

(C)Recruning employees for a workshop 社員のワークショップヘの参加を募ること。

(D)Filling out a form             書類を記入すること。

肛棗l(C)第 1段 落はワークショップの登録期限や登録方法について、第 2段落はワークショッ

プの内容について述べられていることから、この Eメ ールは社員のワークショップヘの参加を

募るために書かれたものだとわか り、(C)力 正`解となる。
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□
Whatis NOT mentioned in the e― ma‖?

Eメ ールの中で述べられていないものはどれですか。

lAI New products wili be!aunched on   新商品が 9月 1日 に発売される。

September l.
(B) Employees are invited to enter a

naming contest.
(C)Founder and CEO Terry Conrad will  創設者で最高経営責任者のテリー・ コンラッ

resign.                 ドが辞職する。

(D)Members Ofthe markeung team must マーケティング部の社員はワークショップに
参加しなければいけない。attend the workshop.

肛

=ヨ

(C)lAlは 第 2段落 1文 日、(B)は 第 2段落 3～ 5文 日、(D)は第 1段落 2文 目で、それぞ

れ述べられているが、(C)については触れられていない。

□
VVhat mustthose entering the naming contest do?

ネーミングコンテストに参加する人々は何をしなければいけませんか。

(A) Fill out an entry form and send it to
Julie Lindt

(B) Fill out an entry form and send it to
MayukiDunn

社員がネーミングコンテストに参加するよう
招待されている。

エントリーフォームを記入し、それをジュ
リー・ リンツに送る。

エントリーフォームを記入し、それをマユ

キ・ダンに送る。

(C)ViSl Julie Lindt at the PR department  宣伝部のジュリー・リンツを訪ねる。

(DI Visn Mayutt Dunn atthe Human     人材開発部のマユキ・ダンを訪ねる。

Resources department

回壼:lA)第 2段落6文 目より、(Alが正解となる。

□
When willthe vvinner ofthe contest be announced?

コンテス トの優勝者はいつ発表されますか。

lAI February 23  2月 23日

(B)March l

(C)March 15

(D)March 19

3月 1日

3月 15日

3月 19日

回目:(D)第 2段落 8文 目より、コンテス トの優勝者はワークショップの最終日に発表 されるこ

とがわかる。ワークショップの最終日は第 1段落 1文 目より、3月 19日 とわかるので、(D)が正解。
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Questions□ ‐匝]refer tO the following advenisement and letten

l      a SOnSlhternattondPRttrector
①  丁his position requires hand:ing of overseas public relations for the

pub‖cations put out by Harrnon&Sons (D ldeal candidates would have a

solid background in public relations in the field of publishing

濡儒儒Ⅲ潮1儒需儒儒il鳳|li儒榊

① RespOnsible for making and maintaining contact wnh g10bal media for the

purpose of promoting the pub‖ cations of Harmon&Sons.C)RespOnsible for

managing the Harmon&Sons booth atinternationa!trade fairs.

儒̀‖榊,ifi濡儒1,i需 ,n,■ .¨ira,imli,輛 1餞Ⅲ濡需蘇Ⅲexl喘倫儒i倫 1需儒倫

① A degree in communicalons.②  A minimum of ive years of expe面 ence

ln public re!ations in the field of publishing.①  Exce‖ ent written and verbal

communication and promotional skills (D PrOficiency in French required

()Must be wil!ing to travel atleast three rnonths out of the yean

嘔)!nterested candidates are asked to send their r6sum6 with a coverletterto:

Glona Hamstead

Human Resources Manager

Harmon&Sons

① Submissions should reach Harrnon&Sons no later than」 uly 2.
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問題圧引回は次の広告と手紙に関するものです。

国際広報活動ディレクター

このポジションは、ハーモン・アン ド・サンズが発行する出版物の海外広報活動 を担当する仕事

です。出版業界における広報活動で十分な経験をお持ちの方のご応募をお待ちしております。

仕事内容

ハーモン・アンド・サンズの出版物を宣伝するために、全世界のメディアとコンタクトを作り、維

持する責任がある。国際見本市におけるハーモン・アンド・サンズのブースを運営する責任がある。

資格、トレーニング、経験

コミュニケーション学の学位。出版業界における広報活動 を最低5年経験。書面 と口頭での優れ

たコミュニケーション能力と宣伝技術。フランス語が堪能なこと。年に最低3カ 月の出張が可能

なこと。

ご興味のある方は履歴書にカバーレターをつけて、ハーモン・アンド・サンズ人材開発部のグロ

リア・ハムステッドまで。

締め切りは、7月 2日 、ハーモン・アン ド・サンズ着となっております。
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Dcar Ms.Hamstcad,

① lsaw your,Ob advcrtiscmcntin thcJunc 8 issuc ofPublishcrt QuartC」

"and l bclicvc l am、vcll qualincd to nll thc POsitiOn.

① l havc bccn thc Public rclatiOns cOordinatOr fOr thc Past siX ycars at

H01thOusc,Inc.,a company sPCCializing in architcctural publicatiOns.(D

As Public rclatiOns dircctOr,I supcrviscd a PR tcam of fvc.③  lt was my

rCSPOnsibility tO、vritc PrcSS rclcascs(or al1 0fthc Publications Put Out by

H01thOusc,Inc.,including scvcral titlcs that rcccivcd intcrnational aM′ ards.

① l bclicvc it was my communications dcgrcc and cxccllcnt cOmmand Of

thc English languagc that cnablcd mc tO bc highly c“ cicnt in this rcgard.

③ Also,as H01thOusc's kcy cOntact PcrSOn tO thc g10bal incdia,I travclcd

cxtcns市cIル which was sOmcthing l cn,oycd immcnscll ⑥ Although my

jOb was cxtrcmcly cnriching,I fccithat thc timc has cOmc fOr mc tO takc on

ncw challcngcs.

① Should ru cOnsidcr mc fOrthc advcrtiscd POsitiOn,I would bc Ⅳailablc

br an intcrvicw aRcrJuly 15.

C)FOr morc inbrmatiOn on my work and cducatiOnal backgrOund,PIcasc

rcir tO thc cnc10scd r6sum`.

石ヽcry truly yOurs,

Fclipc Diaz
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ハムステッド様

6月 8日 発行のパブリッシャーズ・クォータリーの広告を拝見いたしました。私は自分がそのポジショ

ンにふさわしいと思います。

私は、建築関係の出版物を専門としているホル トハウス社で、6年間広報コーディネーターとして働

いてきました。また、広報のディレクターとして、5人の広報部のメンバーを監督していました。国際

的な賞を受賞したものも含め、ホルトハウス社が発行するすべての出版物のプレスリリースを書くこ

とが私の役目でした。この仕事で優れた成果をあげることができたのは、コミュニケーション学の学

位と高い英語力のおかげであったと私は考えます。また、ホル トハウスの国際メディアヘのコンタク

トパーソンとして、広範囲に渡って旅をしたのですが、それは非常に楽しいものでありました。とても

やりがいのある仕事でしたが、新しいことに挑戦する時が来たと感じたのです。

もし募集中のポジションに私のことをご検討いただけるようでしたら、7月 15日 以降であれば面接に

お伺いすることができます。

私の職歴や学歴に関しての詳しい情報は同封の履歴書をご覧ください。

敬具

フェリペ・ァィアス
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□
What kind of work is being advertised?

どんな種類の仕事が募集されていますか。

lAI Archnecture

(B)Marketing

建築

マーケティング

(C)Human resources  人材開発

(D)PubliC relations   広報活動

回甕](D)第 1段落 1文 目より、広報活動の仕事が募集されていることがわかり、(D)が正解と

なる。

□
When is the subnlission dead‖ ne?

提出の期限はいつですか。

lAl 」uly 2   7月 2日

(B)」 uly 1 0  7月 10日

(C)」 uly 15  7月 15日

(D)」 uly 20  7月 20日

目琵](A)第 5段落 1文 目より、提出期限が 7月 2日 とわかるので、lAlが正解となる。

□
ln the!ettet the word“ enriching"in paragraph 2,‖ ne 8,is closestin meaning to

手紙の第 2段落・8行 日の enHchingに最も近い意味の語は

(Al rewarding  価値のある

(B)Weanhy   裕福な

(C)angry     怒っている

(D)streSSful   ストレスの多い

回甕:(A)en"chngは 「有益な、実りのある」という意味の形容詞で、lAl rewardingと 同じ意

味を表す。

回
What is a requirement in the iob advertisement that Fe‖ pe Diaz does NOT
mention in his letter?

求人広告に載っていた必要条件で、フェリペ・ディアスが手紙の中で触れていないものはどれですか。

(A) A communications degree コミュニケーション学の学位

(B)A minimum of ive years of expe‖ ence 最低でも5年の実務経験

(C) A willingness to travel
(D) A good command of French

歴覇:(D)lAlは 手紙の第 2段落 4文 日、(B)は 第 2段落 1文 日、(C)は 第 2段落 5文 目で、それ

ぞれ述べられている。フランス語の能力についてはフェリペ・デイアスが書いた手紙の中では

述べ られてないので、(D)が正解となる。
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pat●:   I Ju再510                                      1

① As many of you know,there have been over 30 bear sightings in

the past year around Blue Lake,mostly about a hundred meters from

the vacation homes located on the west side of the lake.(D This is

vvorrisome as we have never had bears come this close to the Blue Lake

area before.()Volunteers have posted signs at various locations around

the lake and the surrounding hillside to warn residents,but those of you

who like to vva!k,run or bicycle around the lake,please be careful.

①  l'm attaching some advice about bears put out by Blue Lake Town

Ha‖ ,vvhich l hope a‖ of you wi‖ read before the start of the summer

season.

Questions tt thrOugh□ refer to the following e― mall and alert

問題□‐□は次のEメ ルと警報に関するもので九

宛先 :フ ルー・レイク自治会のメンバー

送信者 :ダ ン・ロング 営業部長

件名 :熊

日付 :6月 10日

皆さんの多くがご存 じだと思いますが、昨年からフルー・レイク周辺の湖の西側に位置する別荘

地から約」00メ ー トルほど離れたところで、熊の目撃件数が30以上にも上っております。今まで

これほどフルー・レイクの近くに熊が近づいて来たことはなかったので、非常に心配 しておりま

す。ボランティアの人が、湖や周辺の丘の中腹など、様々な場所にサインを貼 り、住民の方々に

警告 していますが、湖の周りを歩いたり、走ったり、自転車に乗ったりする人はご注意ください。

ブルー・レイク町役場が発行している熊に関するア ドバイスを添付いたしましたので、夏が始ま

る前にご―読いただけれはと思います。
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BEAR ALERT

Blue Lake Town Ha‖

(D Every yeaら bears become particu!ar!y acJve in summer when the corn

harvest begins,and stay active through the autumn。 (D This is because they

instinctive!y make every effort to put on weight before they hibernate in

winten(D tthe best way to prevent human iniury frOm bear attacks is for us

to minimize our chances of encountering bears.①  Try to heed the fo‖ owing:

1.⑤ MAKE NO:SE― Bears have a keen sense of hearing,and w‖ l avoid you

if you carry a be‖ ,play a radio,ortalk with someone as you walk

2.⑥ DO NOtt LEAVE F00D OUttSIDE― r you have any frul trees on your

property harvest thenl prompJy.⑦  Do notleave garbage outside even ifit

is stored in a bin.①  Once bears deve!op a taste for human food,they will

traveHong distances and nsk dangerto comein search forit.C)Let's work

togetherto bu‖d an environment that does not attract bears.

3.⑩ KNOW ttHE ENEMY― Bears do not see very we‖ ,but have a keen
sense of smel:similar to that of a dog's.①  As menuOned above,their
sense of hearing is 9ood and sounds,except for low―pitched sounds,wi‖

scare them away.G)丁 hey are omnivores,which means they eat almost

anything.⑩  They have sharp claws,and can c‖ mb trees and move faster

than humans ⑭ They are usual!y the most acJve at dawn and dusk.

4.⑮ DO NOT PAN:C― ln the event you encounter a beaら keep watch on

n and back away from t slow!y.(D Do not move suddenly.(D‖ you are

carrying something,drop it to distract the bean C)Never run with your

back to the bear;this is extremely dangerous.

5.⑩ BEWARE OF BEAR CUBS― Be especia!ly carefu!if you see a bear cub.

にD Leave the premises as quickly and quie‖y as you can. O Even if you

can't see the mother beai she is certain to be nearby.に D Mother bears are

very dangerous,and encounters with them must be avoided.

く) Fina‖y,p!ease report any bear sighting to Ben Neaie of the forestry

department at B!ue Lake Town Ha‖ (372-4459,ext 21).(D VVhere and when
you saw a bearis valuab!e information to us,and compiling this data wi!!help

us prevent bear attacks.
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熊に注意

ブルー・レイク町役場

毎年熊は、コーンの収穫が始まる夏の時期にとりわけ活動的になり、秋の間も活動的でいます。これ

は彼らが冬の冬眠に入る前に体重を増やしておこうと本能的に行うことなのです。熊との衝突による

人身被害を予防する一番の方法は、熊に出会う可能性を最低限に減らすことです。以下のことにご注

意ください。

1音 を立てる 熊は優れた聴覚を持っていますので、すずを持ち歩いたり、ラジオをつけたり、歩き

ながらだれかと話をしていれば、あなたのことを避けるでしょう。

2.食べ物を外に置かない もしご自分の私有地にフルーツの木などがあれは、すぐに収穫するように

してください。たとえコミ箱に入れてあったとしても、ゴミは外に置かないようにしてください。ひ

とたび人間の食べ物の味を覚えたら、熊は長距離であっても出向き、危険を冒してまでも食べ物を

見つけようとします。熊にとって魅力的でない環境を皆さんで協力して作りましょう。

3.敵 を知る 熊は目があまりよく見えませんが、大に似て優れた嗅覚を持っています。また、上記に

もあるように、彼らの聴覚は優れており、ビッチの低い音以外にはおびえて逃げてしまいます。熊

は雑食なので、ほとんどイ可でも食べます。鋭い爪を持ち、本に登ることができ、人よりも速く移動

することができます。通常、明け方や夕暮れ時に最も活動的になります。

4.あ わてない 熊に出会った時は、熊から目を離さずにゆっくりと後退 してください。突然動いては

いけません。もし何か持っていたら、それを置いて熊の気を逸らしてください。熊に背を向けて走っ

てはいけません。これは非常に危険なことです。

5.小熊に気をつける 小熊を見つけた場合は、特に気をつけるようにしてください。なるべく早く、

そして静かにその場を去るようにしてください。もし母熊が見当たらなくても、必ず近くにいます。

母熊は非常に危険ですので、母熊との遭遇は避けなければなりません。

最後に、熊を目撃した場合はブルー・レイク町役場 (372-4459、 内線 21)、 林業部のベン・ニールま

でお知らせください。熊を目撃 した場所や時間に関する情報は大変貴重で、そうした情報を収集 して

ぃくことが、熊からの襲撃を防ぐ上で有効なのです。
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□
Whatis the purpose ofthe notice from Dan Long?

ダン・ロングからのお知らせの目的は何ですか。

lAI To ask residents notto walk around the lake 住民に湖の周りを歩かないように依
頼する。

(B)TO Warn residents ofthe danger of bears   住民に熊の危険性について警告する。

(C)TO encOurage residents to volunteer      住民にボランティアを勧める。

(D)To tell residents that he is re‖ 面ng       住民に退職することを伝える。

肛覇](B)Eメ ールゃ添付の警報は、住民に熊の危険性について知らせるためのものなので、(B)が
正解となる。

□
According to the alert,what should you do if you are carrying something vvhen
you see a bear?

警報によると、熊に出会った時、何か持っていたらどうするべきですか。

(A) Leave it where you are
(B) Take it with you
(C) Throw it as far as you can
(D) Hide it behind you

回蒻I(A)警報の第 1段落 17文 目より、熊に出会った時に何かを持っている場合は、熊の注意
を逸らすためにその場に置くよう勧められているので、(Alが正解とわかる。

□
Whatis NOT suggested in the alert?

警報の中で提案されていないことは何ですか。

lAI HarveSt frun trees prOmptly   すぐに果物を収穫する。

(B)BaCk away from a bears!owly  ゆつくりと熊から離れる。

(C)VVear protecJve clothing     防護服を着る。

(D)Make SOunds as you walk    歩きながら音を立てる。

置甕l(C)lAlは警報の第 1段 落 6文 日、(B)は 第 1段落 15文 日、(D)は 第 1段 落 5文 日で、そ
れぞれ述べられている。防護服については述べられてないので、(C)が 正解となる。

□
Who rnost‖ ke!y is Ben Neale?

ベン・ニールとはだれだと思われますか。

lAI A business manager of Blue Lake   ブルー・レイク自治会の経営者
Residents Association

(B)A summer resident of Blue Lake    ブルー・レイクの夏季滞在者

(C)An employee of BIue Lake Town Hall  ブルー・レイク町役場の従業員

(D)An employee of Blue Lake Zoo     ブルー・レイク動物園の従業員

睡霊:(C)警 報の第 2段落 1文 目より、(C)が正解となる
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Questions国 ―□ refertO the following e― mail

轟 鱚 憮 蘇 ≡ ヨ万820103 ~    |

Dear Joy Shimamura,

e Thank you for your recent order from Pi Garden Tools. @ A

summary of your order appears below.

Bill/Ship To: Joy Shimamura
3200 11th Ave. N.

Framingham, MA 09221

Payment Information: Credit card

Shipping Charge: N/A

Item #: PGT5511 ltem #: PGT61O0 ltem #: PGT3O16

iDescription: Reinforced ,Description: Eco-friendly ,Description:Waterproof

Garden Hose Spttnkler Headl Gardening Gloves

SizeЛ ength:10 meters  lS Zettength:One size   lSiZeЛ engthi Small     l

Color/pattern:Green    lColor/pattern:Black    lCO10r/pattern:Floral    l

Quan■ ty:1         1Quan■ ty:1         1Quanttty:3         1
Prce each:US$65 00   1Pr ce each:US$12 00   1Price each:∪ S$1100
Availabilly:ln stock    Availabilにy:ln stock    lAvailab lly:Back order  l

l                      l      (aVallable Feb 13)

① You will receive a conlrmation e― mall each time an nem is shipped.

② Your credit card wi‖ not be charged until an itenl has been shipped

O Since you are taking advantage of our February free shipping
campaign,there are no shipping charges on your order()To check On

the status of your ordeら piease 9o to www.plgardentools com C) For

further assistance,e― mail us at customerservicec≧ 襲興J堅型コOr ca‖ 800-

400-2332 Monday through Friday from 9:00 A M unti15:00 PM ESI

⑥ Please refer to the order confirmation number above vvhen making

lnqulrles

① Thank you again for shopping with us

Sincerely,

Pi Garden Tools
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問題 匝卜回 は次の Eメールに関するもので九

送信者 :ピ ー・ガーデン・ツールズ

宛先 : ジョイ・シマムラ

件名 : ,主文確認 #PBL77820198

ジョイ・シマムラ様ヘ

この度は、ピー・ガーデン・ツールズでお買物いただきありがとうございます。以下はご注文の概要に

なります。

請求書/荷物送り先:ジ ェニー・シマムラ

320011番通リヨヒ

フレーミングハム、マサチューセッツ州 09221
決済情報:    クレジットカード

送料 :       なし

商品番号:PGT5511  1     商品番号 :PGT6100

商品名 :強化庭ホース   1商品名 :環境に優しいスプリンクラーヘンド

サイズ/長さ:10メ ートル  |サ イズ/長 さ:ワ ンサイズ

商品番号:PGT3016

商品名:防水ガーデニング手袋

サイズ/長 さ:′」ヽ

色/パ ターン:フ ローラル

数 :3つ

値段 :11米 ドル

在庫 :入荷待ち (2月 」3日 入荷)

色/パ ターン:緑

数 :」 本

値段 :65米 ドル

在庫 :あ り

色/パ ターン:黒

数 :1つ

値段 :12米 ドル

在庫 :あ り

各商品が発送されるたびに確認のメールが送 られます。商品が発送 されるまではクレジットカー

ドヘの請求はかかりません。お客様は2月 の配送料無料キャンペーンをご利用になられているの

で、ご注文には配送料は一切かかりません。ご注文のステータスを確認されたい場合は、www
pigardentoo s.comま で。何か他にお手伝いできることがあれは、私宛てにcustomerservice@
pgt comま でEメ ールをお送 りいただくか、東部標準時で月曜日から金曜日の午前9時 から午後
5時まで、800-4002332に お電話ください。お問い合わせの際は上記の注文確認番号をお知 ら
せください。

お買い上げいただきありがとうございました。

敬具

ピー・ガーデン・ツールズ
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What is the purpose of this e-mail?
ZAE 

'_J'OEA\LilNITTh'"(A) To place an order
(B) To cancel an order
(C) To confirm an order
(D) To inquire about an order

回  (C)第 1段落 1～ 2文 目より、このEメ ールは注文の確認をするために送られたものだとわ

かるので、(C)が正解となる。

□
Why is there no shipping charge on the order?

配送料はなぜ無料なのですか。

(Al tthe Ordertotal exceeds$100.

(B)One Ofthe lemsis unavai!able.

(C)JOy Shimamura is a valued customer

(D)There iS free shipping during that month.

歴理I(D)第 2段落 3文 目より、2月 は配送料がかからないとわかるので、(D)が正解となる。

□
Whatinformation must customers pЮ vide when asking about an order?

顧客は注文について問い合わせる時にどんな情報を提供しなければいけませんか。

lAI A phone number      電話番号

(B)An lem number      項目番号

(C)A credn card number   クレジットカードの番号

(D)A conirmalon number  確認番号

匡磁:(D)第 2段落6文目より、問い合わせの際は注文確認番号を知らせることが求められてい

るので、(D)が正解となる。

注文をする。

注文を取り消す。

注文を確認する。

注文について問い合わせをする。

注文の総額が 100ドルを超えたから。

商品の 1つが入手できないから。

ジョイ・シマムラが大切な顧客だから。

その月は送料が無料だからc
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Questions□ ―
[□ refer tO the fo!!owing letter

Mr Robcrt Thomas

ll Roundtrcc Road

Rivcr Edgc,NJ 07883

Novcmbcr 17

Dcar Mr Thomas

① lt is with plcasure that l connrm your full― 街mc cmploymcnt as an invcstmcnt

c。。ranator w■ h Grccntcch lnvcstmcnts ② Your cmメoymc鵬 iS Cffect市 c MOnday,

Dcccmbcr 7 ③ Onthatday,plcasc rcportto thc omcc of Bccky Milcs,thc dlrcctor

ofHuman Rcsourccs,at 9:00A M

① As l madc dcar at your sccond intcrvた w On Novcmbcr5,your starung Sdary

will bc S35,000 annudし ② Dcpcnding on your performancc,thcrc may bc bonuscs

uptothrcc dmcs a year ③ As a ful■ imc emメ OycC,yOu arc dlgbL to rccdvc

onc wcck of paid sick lcavc a ycar,and two wccks of paid vacation a ycar ① You

will accruc thrcc mOrc days of vacatbn br cach ycar ofscrvに e ⑤ Parddpttbn h

mc company's rcurcmcm and prOnt― shanngメ ans is vduntary but cncOuragcd ⑥
Dctails of this and Othcr information on employcc bcncnts will bc providcd during

thc nc、v cnlploycc Oricntation schcduled for Tucsday,1)ccembcr 8

① Accordlng to company pdty,」 I ncw hres musttakc part h a trJning program

for thc Arst 10 wccks of cmploymcnt ② The training program will bc hcld at

Grccntcch'sI)aub Mountain rctrcat、 vhcrc you、 vill lcarn in dctail about Grccntcch's

uniquc approach of invcsting in ccologically sound and socially rcsponsible

industrics ③  During this timc you will rcccive fl11l pay and bcncnts

① On bchalf of cvcryonc at Grccntcch,I welcomc you to our company and Юok

forward to、 vorking with you

Sinccrel)ち

Lola Moi‖ hoff

Dircctor,Pcrsonncl Dcpartmcnt

Grccntcch lnvcstmcnts
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問題□‐□は次の手紙に関するもので丸

ロバート・トーマス様

11ラ ウンドツリー通り

リバーエッジ市、ニュージャージー州07883

11月 17日

トーマス様ヘ

グリーンテック・インベストメントの投資コーディネーターに、あなたをフルタイムの社員として採

用することができ嬉しく思います。あなたの始業日は12月 7日 、月曜日です。当日、人材開発部部長の

ベッキー・マイルズのオフィスに9時に来てください。

11月 5日の2回 目の面接ではっきりお伝えした通り、あなたの給料は年俸35,000ド ルから始まりま

す。成績次第で、年間最高で3回のボーナスがあります。フルタイムの社員として、1年間に1週間の

有給病気休暇と2週間の有給休暇をとることができます。毎年さらに3日 間、有給休暇は増えるように

なっています。会社の年金、および利益分配制度にご参加いただくかは任意ですが、奨励されており

ます。このことや社員の福利厚生に関する他の情報の詳細については、12月 8日 、火曜日に予定され

ている新入社員オリエンテーションで説明があります。

会社の方針に則り、全新入社員は雇用から最初の10週間、研修プログラムヘの参加が義務付けら

れています。研修プログラムは、グリーンテックのダウブ・マウンテン静養所で開かれ、そこでは、環

境的に健全で社会的に責任のある産業に対するグリーンテックのユニークな投資について詳しく勉

強します。この期間中も、給料と福利厚生を受けることになっております。

グリーンテックを代表し、我が社への入社を歓迎し、一緒に働けるのを楽 しみにしております。

敬具

グリーンテック・インベストメント

人事部ディレクター、ローラ。メインホフ
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□
Why was the letter wntten?

この手紙はなぜ書かれましたか。

lAI To infOrm employees about a new hire

(B)TO infOrm employees about changes in
iOb benefits

(C)TO infOrm alob app‖ cant that he has

been hired

(D)To infOrm alob app‖Cantthat he has
been reiected

覆爾l(C)第 1段落で採用の通知をし、第2段落で待遇について述べ、第 3段落で研修について

説明していることから、(C)が正解となる。

□
Whatis the firstthing Mr Thomas is asked to do?

トーマスさんが最初に依頼されたことは何ですか。

新しい採用者について従業員に知らせるため。

待遇の変化について従業員に知らせるため。

求職者に採用になったことを知らせるため。

求職者に不採用となったことを知らせるため。

人材開発部に行く。

いくつかの書類に署名する。

投資コーディネーターを訪ねる。

会社の退職計画に参加する。

(A) Come to Human Resources
(B) Sign some papers
(C) Visit an investment coordinator
(D) Join the company's retirement program

獲爾碑A)第 1段落 2～ 3文 目より、 トーマスさんは初 日に人材開発部に来るよう求められてい

ることがわかるので、lAlが正解となる。

□
When is the orientation for new hires?

新入社員のためのオリエンテーションはいつですか。

lAI November 5   11月 5日

(B)November17  11月 17日

(C)December 7   12月 7日

(D)December 8   12月 8日

経日RD)第 2段落 6文 目より、(D)が正解とわかる。

□
The word“ performance"in paragraph 2,line 2,is closestin meaning to

第 2段落 。2行 日のperfOrmanceに最も近い意味の語は

lAl achieVement  業績

(B)Staging       '寅 出

(C)interpretalon  解釈

(D)account      口座

肛甕l(A)こ こでは、performanceは「業績」という意味で使われているので、lAlが正解となる。
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Questlons匝]― □ refer tO the following letten

Thc Managcment

Picdmont lnn

Picdmont,Italy

Dcar Sirs/Madams:

① l'm wr■ ing to thank you for making our two― wcck stay at yourinn onc that wc

will never forgct

① Every othcr ycar our famuy chooscs a bca● on somewhcrc h Europc or North

Africa to spcnd our summer vacation ②  Because wc arc on a budget,wc try to

choose our acconllnodations carcfuny;howcvcr,ヽ Ve havc bccn disappointed many

imcs and bardy satisicd at best ③ Wc fclt h would probably bc thc samc this

summcr whcn we made rcscrvations at your inn,cspccially with thc kind of rates

you offcr ①  Little did wc know that wc were in for a big surprise!

① Thc clcrk atthe front dcsk was courtcous and hclpfulin everything from check‐

in to answcring all the qucstions、 vc had about what placcs to visitin Picdmont as

wdl as giving us dear dircctbns on how to getthcrc ② On onc occadon Lulgl

thc bcHboy cvcn accompanicd us to an out― of―thc―、vay wincry. saying that hc was

headed in that dircction anyway to visit his grandmothcr!

① Thc waitcrsin your rcstaurant whcrc wc had brcakfast and dinner almost cvcry

day must havc bccn thc warmest wc havc cvcr cncountered ② Thcy cnthusiastically

explained thc rcgion's specialties(cvcry singlc onc was dclicious!)SO thtt wc had

thc plcasure of cating。 (D Our daughter espccially liked the complimcntary desscrt

buffct O And the contincntal brcakfast― if you could call it that― was incrcdible!I

never kncw thcrc、 vas such a largc varicty ofpastry in ltaly

①  Thc guestrooms wcrc clcan,pleasantly dccoratcd,and more spacious than wc

had cxpcctcd.②  Thc vicw ofthc mountains from ourbalcony was a sightto bchold.

①  You have a vcry spccial cstablishmcnt thcrc and l would recommcnd it to

anyonc.② On a scale ofonc to tcn,I would give Picdmont lnn a tcn for surc!(D In

fact,I think cvcryone in our fainily agrccs that we want to go back again thc ycar

ater next.①  Thanks agttn for makhg our vacatbn a most mcmoraЫ c one.

Sinccrcly,

傷 物



問題 匝トロ は次の手紙に関するもので丸

ピードモン ト・イン経営陣

ピー ドモン ト、イタリア

拝啓

私たちのホテルでの2週間の滞在を、忘れられないものにしていただいたことに感謝申し上げ

たく手紙を書かせていただいております。

2年 に1度、私の家族はヨーロッパか北アフリカに行き、夏休みを過ごします。予算の関係で宿

泊先の選択は注意 して行っておりますが、がっかりさせられることが多く、満足できないところ

ばかりでした。そのため今年の夏、こちらのホテルを予約 した時も同じことになるだろうと思っ

ていました。何 しろそのぐらいの料金でしたので。大きな驚 きが待っているとは夢にも思いませ

んでした !

フロントデスクの係員の方は、チェックインについての質問やピードモン トでどこに行くべき

かという質問にもすべて答えてくれました。また、お勧めの場所への行き方もわかりやすく教え

てくれたり、すべてにおいて丁寧で助かりました。ある時は、ベルボーイのルイージさんが、祖

母に会 うためにそちらの方面に向かうからと言って、人里離れたワイナリーまで私たちに付き

添ってくれました !

ほぼ毎日朝食と夕食をとったレス トランのウェイターの方たちは、私たちが今まで出会っただ

れよりも、温かかい人たちでした。彼 らはとても熱心にその地域の名物料理について説明してく

れ、私たちは食事をとても楽しむことができました (ど れもすべておいしかったです !)。 娘は無

料のデザー トビュッフェを特に気に入っていました。そしてそう呼んでよいのかどうかわかりま

せんが、コンチネンタルブレックファース トは本当に素晴 らしかったです ! イタリアにこんな

にたくさんの種類のペストリーがあるとは知りませんでした。

ゲス トルームはきれいで、程よく装飾が施 してあり、思っていたよりも広かったです。バルコ

ニーから見る山の景色は目を見張るものがありました。

あなた方の施設は本当に素晴らしいところなので、どんな人にでも勧められます。1か ら10で

点数をつけるとすれば、私はピー ドモン ト・インに絶対に10点をつけたいと思います。実際、私

の家族は再来年またそちらのホテルに泊まることに賛成 しているのです。私たちの体暇をとても

思い出に残るものにしていただき、改めてお礼申し上げます。

敬具

ケイト・ブルックス
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□
Whatis the purpose of this letter?

この手紙の目的は何ですか。

(Al]b make cOmplaints

(B)TO pay compliments

(C)TO make a room reservation

(DI To canCel a dinner reservation

肛菫l(B)第 1段落 1文 目より、この手紙がホテルでのサービスに対する感謝の意を表するため

に書かれたものだとわかるので、(B)が正解 となる。

□
Accordlng to the letteら how often does the family travelin summer?

手紙によると、この家族は夏、どのくらいの頻度で旅行をしますか。

(A) Every year 毎年

(B)OnCe every two years  2年 に 1度

(C)OnCe every three years 3年 に 1度

(D)Once eVery ten years   10年 に 1度

歴要l(B)第 2段落 1文 目より、この家族は 2年に 1度夏に旅行をすることがわかるので、(B)

が正解となる。

□
According to the letteら whatis provided forfree at the inn?

手紙によると、宿では何が無料で提供されましたか。

lAI Breakfast  朝食

(B)Dinner   夕食

(C)Dessert   デザート

(D)Wine    ワイン

置目:(C)第 4段落3文 目より、デザートが無料だったことがわかるので、(C)が 正解となる。

□
Whatis NOtt mentioned aboutthe inn?

宿について述べられていないものはどれですか。

lA)Convenientioca■ on  便利な立地

(B)Good hospla!比 y    親切なおもてなし

苦情を言う。

賛辞を述べる。

部屋を予約する。

夕食の予約をキャンセルする。

(C) Clean rooms
(D) Nice view

歴甕l(A)(B)は 手紙全体を通して、(C)は 第 5段落 1文 日、(D)は 第 5段落 2文 目でそれぞれ述

べられているが、便利な立地であったかどうかについては述べ られていないので、lAlが正解と

なる。

きれいな部屋

いい財ヒめ
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Questlons□ ―匝]refertO the fo!lowing informalon.

① :n accordance vvith its motto of providing as many opportunities as possible

to as many people as possible for personai growth,P!ymOuth University offers

a!ecture series to the genera!pub!ic twice annua‖ y.② Fo‖ owing are the

seminars schedu!ed for this fa‖ where you wi!!meet lecturers of internationa!

renown who have agreed to share their expertise with you

NritFng Arot/ersi Facr Car7 Be′ 可Cr′OJ7  Wednesdayl September10

C)in answerto your requests for more women speakers,we have invited

pro!ific novelist Natasha Kingsley to lecture on the art of writing noveis.()Ms

Kingsleyゝ numerous works include ttme′η Flo力 f fOr which she received a

Golden Llerature Award C)Many of Ms.Kingsiey's stones are wrttten frOm a

woman's perspective;this,and the factthat she en∩ p!oys minute descriptions

of her characters and the society in which they live,has made her particularly

pOpular among women.①  On this occasion,Ms.Kingsley wi!:share her

techniques for creating fictiOn based on fact.

GノOberrOfr′ ngiァゎereヽ Aro Sucr7 Th′ ngスs Cefring O′ d  wednesday September17

①  ProfessOr Pau!Selwig is we‖ known throughout the wo‖ d for his book′
,

彎 ,Me,Mine,which made philosophy easy to understand forthe rnasses and

was translated into 15 1anguages. 延)After retiring l o years ago at the age of

73,Professor Selwig has circled the globe seven tirnes.嘔 )Through anecdotes

of his trave!experiences,he wil!share his insight On hOw to live life with no

regrets.

The Sma〃 西わわgs LMe Do″ill Save Tわ e ttorrd Wednesday september 24

①  After debuting in the 1988 1!m Otlf tthe Bac々 Doo4 actress Sharon Mi!ler

shot to fame and has come to represent her generation.(D Even after her

marriage to Peter Carver and beconling the mother ofthree boys,she is active

on a globa!levelin not only show business but as a writeL philanthropist,and

goodwi!lambassadon ③ Ms Mil!er wi!lshare herthoughts on her commlment

to globa!ization,social weifare,and human rights.
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問題ロト回は次の案内に関するものでt

プリマス大学秋季公開講座

プリマス大学は、個人の成長のためにできるだけ多くの人に多くの機会を提供するというモットー

に従い、一般の方を対象とした公開講座を年に2回開講しております。以下は、この秋に予定されて

いるセミナーです。このセミナーでは、専門的な知識を共有することに賛同してくださった国際的

に著名な講演者の方々にお会いいただけます。

「小説を書く:事実はフィクションになりうる」 9月 10日  水曜日

もっと女性の講演者を、との皆様のご要望にお応えして、多くの作品を残されている小説家、ナター

シャ。キングスレーさんを、小説を書く技術の講義にお招きいたしました。キングスレーさんの多く

の作品の中には、コールデン文学賞を受賞された『タイム・イン・フライト』がございます。キングス

レーさんの作品の多くは女性の視点から書かれており、登場人物や設定が細かく描写されているた

め、とりわけ女性の間で人気を呼んでいます。今回、キングスレーさんには、事実に基づいたフィク

ションの書き方のテクニックをご紹介いただきます。

「世界旅行:歳なんてとらない」 9月 17日  水曜日

ポール・セルウィッグ教授は、著書『アイ・マイ・ミー・マイン』で世界中にその名を知られておりま

す。その著書は、哲学を大衆にわかりやすく伝えたもので、15カ 国語に翻訳されております。73歳

で退職された後、セルウィッグ教授は世界一周を7回もされました。旅の経験での逸話から、後悔せ

ずに人生を生きることについての先生の見解をお話しいただきます。

「小さなことが世界を救う」 9月 24日 水曜日

1988年 の映画『アウト・ザ・バック・ドア』でデビュー後、シャロン・ミラーさんは名声をつかみ、同

世代を代表する女優となりました。実業家のビーター・カーバー氏と結婚され、3人の男の子の母親

となった後も、芸能界だけでなく、作家、慈善家、親善大使としても世界的に活躍されております。

ミラーさんには、グローバリゼーションや社会福祉、人権に対する責任についての考えをお話しい

ただきます。
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□
Whatis the purpose ofthe lecture series?

公開講座の目的は何ですか。

lAI To prOmOte independent llms  自主制作映画を促進する。

(B)TO prOmOte individual growth   個人の成長を促進する3

(C)TO prOmOte a new b00k      新しい本を宣伝する。

(D)To prOmOte wOmen's nghts    女性の権利を促進する。

歴甕l(B)第 1段 落 1文 日より、個人の成長のために多 くの機会を提供するという大学の指針に
基づき、公開講座が開かれていることがわかるので、(B)が正解となる。

□
Whatis the main reason Natasha Kingsley vvas invited to speak?

ナターシャ。キングスレーが講演に招かれた主な理由はイ可ですか。

(A)Attendees wanted more women to 出席者がより多くの女性に講演をしてほしぃと
lecture. 思ったため。

(B)Attendees wanted her to sign their 出席者が彼女にサインしてほしぃと思ったため。
books.

(C) She won an award. 彼女が賞を獲得したため。

(D)She depicts interes‖ ng characters 彼女が面白い人物を描写するため。

歴甕l(A)第 2段落 1文 日より、女性講演者を求める声が多く、その要望に応える形でナターシャ
キングスレーが講演に呼ばれたことがわかるので、(Alが正解となる。

□

獣謂寧罰柵属∬ L雹 :I:燎λ製ど
4も d°Sed h mea雨ng b

(A) Chaotic situations 混沌とした状態

(B)Large bodies of matter  大きい物体

(C) The continents
(D) The general public

歴甕l(D)こ こでの maSSは「一般市民Jと いう意味で使われているので、(D)が正解となる。

|

大陸

一般市民
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□
Whatis NOtt mentioned about Sharon MIller?

シャロン・ミラーについて述べられていないことは何ですか。

lAI She waS ShOtin 1988.         1988年に銃撃された。

(B)She wasin the llm Oυォ71e3ack Door.『アウト・ザ・バック・ ドア』という映画に
出演した。

(C)She is marned.             結婚している。

(D)She iS a philanthropist.         慈善家である。

歴甕](A)(B)に ついては第 4段落 1文 日、(C)、 (D)に ついては第 4段落2文 目でそれぞれ述べ

られているが、銃撃されたとは述べられていないので、lAlが 正解となる。shootto fameと は「名

声をつかむ」という意味の表現。

回
VVhich!ecture would be most appropriate forthose who interested in spending
a meaningful retirement?

退職後の日々 を有意義に過ごすことに興味のある人々にとって最も適切なのはどの講座ですか。

lAI И″f′ng Noyersf FacI Car7 Be F7ct′ on

(B)G′ obefro"ingf]駒 eret rVO sucゎ 乃わgハs Gefmg O′ d

(C)7be Sma〃 乃 わgs n4e Do WilI Saye tte ttorrd

(D)rime′ η ttig力 :

口囲l(B)第 3段落は、
ウィッグ教授の講座は、

「小説を書く:事実はフィクショ
ンになりうる」

「世界旅行:歳なんてとらない」

「小さなことが世界を救う」

「機内での時間」

ポール・セルウィッグ教授の講座について説明している。ポール・セル

退職後の世界旅行の体験談に基づいているので、(B)が正解 となる。
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Quest:ons□ ―□ refer tO the fo!lowing article

① MILWAUKEE(Northwcstcrn Ncws)
Mcycr Corporation annOunccd thc

appointmcnt of Gilbcrt Clemens as its ncw

chicf cxccuivc omccr ② cに mcns,55,is

rcplacing Michacl Mccd whO islcaving thc

supcrmarkct chain aftcr ninc ycars at thc

hclm ③ Thc mOvc is cxpcctcd toturn thc

tabにs for thc Jlingお od rct江 lcr ① Mcycr

Corporation is facing thc conscqucnccs

of scvcral badly timcd movcs u/hcn it

attcmptcd to cntcr thc Canadian markct,

and failurc ofits storc brand.

① A spokcspcrson for Mcycr Corporatbn

sald Tucsday thatthc rcsignations of Mccd,

49, and scnior vicc prcsidcnt Donald

Logan,54,wcrc cffcctivc immcdiatcly,

and that Clcmcns is cxpcctcd to takc ofncc

at Mcycr Corporation hcadquartcrs in

Milwaukcc wlhin thc wcck ② Thc post

of scnior vicc prcsidcnt has yct tO bc nllcd,

but according to Natc Klcin,Univcrsity

of lninois cconolnics prOfcssor and a food

industry spccialist,Clcmcns' 10ng― timc

right― hand― man Wcs S、vansOn is thc mOst

likcly candidatc ① Swanson workcd
with Clcmcns to build thc southwcstcrn

NutriGiant chain intO a national playcr

with ovcr l,200 rctail groccry outlcts in

just nvc yCars

① Ckmcns cntcrcd thc world OfcOrporatc

managcmcnt in 1990 aftcr a 10ng carccr

as a rcal cstatc attorncy ② Hc is said

to havc rcccivcd S23 million 、vhcn hc

lctt Nutri(3iant,and although no official

announccmcnt has bccn madc as to his

salary at Mcycr, it is cstimatcd tO be

approxiinatcly S33 1nillion for thc first

thrcc ycars
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問題 回 回̈ は次の記事に関するもので丸

ミルウォーキー (北西ニュース)マ イヤー社はギルバー ト・クレメンスを新しい最高経営責任者に

任命することを発表 した。55歳 のクレメンスは、ミシェル・ミー ドが9年間指揮をとったスーパー

マーケットチェーンを引き継ぐことになる。これにより、経営難にあえいでいたマイヤー社は形勢

を一変させると予想されている。マイヤー社は現在、カナダ市場に参入しようとした際のタイミン

グの悪い動きや、ストアプランド失敗の報いを受けている。

マイヤー社のスポークスマンは、火曜日、ミー ド(49歳 )と 上級副社長のドナルド・ローガン (54歳 )

の辞任はすぐに受理され、クレメンスがミルウォーキーのマイヤー本社に今週中にも就任する予定

だと述べた。上級副社長のポストはまだ埋まっていないが、イリノイ大学経営学教授で、食品産業

の専門家であるネイト・クレインによれば、クレメンスの右腕とも言えるウェス・スワンソンがもっ

とも有力な候補だと言う。スワンソンはクレメンスと働き、南西部のニュートリジャイアン トチェー

ンを、たった5年間で1200を 超える小売食品販売店を持つ全国規模の会社にした。

クレメンスは不動産弁護士として長く勤めた後、1990年に会社経営の世界に入った。こュートリ

ジャイアントを辞める際には、2300万 ドルを受け取ったと言われている。マイヤー社での彼の給

料に関する公式な発表はされていないが、最初の3年間で約3300万 ドルに上ると見積もられてい

る。

□
VVhatis the main purpose ofthe article?

この記事の主な目的は何ですか。

lAI To an00unce the seleclon of a new CEO

(B)TO annOunce the resignation of a vice president

(C)TO annOunce a corporate takeover

(D)lb annOunce a salary increase

塵甕I(A)第 1段落 1文 目で、マイヤー社がギルバー ト・クレメンスを新しい最高経営責任者に

することを発表したことが述べられ、その後はクレメンスがどのような人物かについて述べら

れているので、lAlが正解となる。

新 しい最高経営責任者の選出を
発表する。

副社長の辞任を発表する。

企業買収を発表する。

給与の増額を発表する。
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回
What can be inferred from the article about Meyer Corporation?

マイヤー社について記事からわかることは何ですか。

lAl!tis planning to make furnlure.家 具を作ることを企画している。

(B)lt iS!00king for a chairperson   会長を探している。

(C)it iS having inancial problems. 経,斉的な問題を抱えている。

(D) lt is going bankrupt. 倒産しそうである。

巨EI(C)第 1段落 4文 目より、マイヤー社が経済的な問題をいくつか抱えていること力`わかる

ので、(C)が lF解 となる。

□
According to the article,whatis true about Wes Swanson?

記事によると、ウェス・スワンソンについて当てはまるものはどれですか。

(C)He has wOrked wnh Michael Meed.  マイケル・ ミードと仕事をした。

(D)He haS WOrked wnh Giibert Clemens. ギルバート・ クレメンスと仕事をした。

巨菫](D)第 2段落 3文 Hよ り、スワンソンは以前、クレメンスと仕事をしたことがわかるので、

(D)が正解となる。

□
According to the article,vvhat kind of business is NutriGiant?

記事によると、ニュートリジャイアントはどんな種類の事業をしていますか。

(A) A supermarket chain スーパーマーケットチェーン

(B)A nut“ lonal supplement manufacturer 栄養サプリメントの製造会社

(A) He is a baseball player.
(B) He is a university professor.

(C)A sports franchise

(D)A pharmaceulcal company

E=目 (A)第 1段 落2文 目より、ニュートリ

ことがわかるので、lAlが lF解 となる.

野球選手である。

大学の教授である。

スポーツ 。フランチャイズ

製薬会社

ジャイアントはスーパーマーケットチェーンである
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Questions□ ―□ refertO the following advettisement

Jlllll11:I!|,i!口 IIIII`!,|||!11111111111,11lllil`1:1「 |ll':1ll111(1`||ll11l11:1111:l11111!111!11:1:!`!11,|11111111ltl:11!|,|!‖ 111ll11111111,1111!1111111111:11,111t1lll111111:||11:1lll■

SAVE UP T0 50%ON C00LENC COSTS    言

e t-COOt- is a unique portable cooling/air-purifying system that provides
considerable savings on home cooling costs. @ It can either replace or
supplement your current home cooling system.

① l―C00L cooling works likc this:insidc thc coolcr casc is a spccial dcvicc that

wicks moisturc from hOt,humid air ② Thc airisthcn showcrcd with millions of

ncgativc ions which clcans and frcshcns it ∈)The treatcd air thcn gocs through

a fan that rclcascs i back intO thc room ④ Anothcr thing that makcs I―C00L
diffcrcnt from convcntional cooling or alr purifying systcms is that it DOES

NOT USE A FILTER,which mcans thatthcrc is no maintcnancc involved exccpt

for cmptying an attachcd watcr tank oncc a day*①  What's morc l― C00L runs
on vcry littlc po、 vcr― this,and thc factthatI― C00L can bc used on an as― nccdcd

basis unlikc a ccntral air‐ conditioning system,Incans big savings on utility bills

. Slash Cooling Cost - Up to
50%

. Lifetime Warranty - no
service calls

. Clean - no mold, no mildew,

only fresh air
. Pre-assembled - ready to

use
.2 Portable Models ll0V

($22e),220V (549e)
. Room by Room Control

・ ② ``I― C00L has savcd mc 50%on my
clcctric biH ③ Thanks a million!''J.Clive

(MiSSiSSippl)

・ ④ “I can't bcgin to tcH you how plcascd l am

with I― C00L _this is thc flrst timc in 15

ycars that our clcctric bill、vas rcduccd''P

Hanson(Kansas)

・ () “ヽVc rcccivcd a substantial rcduction on

our clectric bi‖ by using I― C00L ⑥  ln fact,

wc uscd our ccntral ai卜 conditioning ONLY

ONE TIME this summcr ⑦ Thank yOu!"R
Gozalcs(Gcorgi⇒

ORDER BY:PHONEO WEBSITE
800…227-911l C)R www.i― cool.com

@ *Amount of water to be emptied depends on climate
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問題 回 ‐回 は次の広告に関するもので丸

冷去ロコストを最大50パーセントオフ

アイ・クールは、ご家庭での冷却コストを大幅に節約できる、ユニークで持ち運び可能な冷去口空気

清浄システムです。現在ご家庭でお使いの冷去ロシステムと交換することもできますし、補完的に使

用することもできます。

アイ・クールは以下のように機能 します。内蔵の冷去,ケースは暑 くてむじむしした空気から湿気を

逃がす特別な装置です。そしてその空気が、空気を清潔かつ新鮮にするマイナスイオンを無数に浴

びます。このような過程をへた空気が扇風機を通って部屋に放出されるのです。アイ・クールが従

来の冷去口装置や空気清浄機 と異なるもう1つの点は、フィルターを使用 しないことです。つまり、備

え付けの水タンクを1日 に1回 、空にする以外は何もメンテナンスの必要がないということです。さ

らに、アイ・クールは消費電力がとても少なく、中央空調システムと違って必要に応じて使用でき

るので、光熱費を大幅に下げることができるのです。

アイ・クールの利点

・ 冷去ロコス トを最大50パーセント削減

・ 一生保証一修理サービスを依頼する

電話は不要

・ 清潔―カビ、白カビは一切寄せ付け

ず、きれいな空気だけ

。組み立て済み―すぐにお使 いいただ

けます

02つの持ち運び可能なモデル ー 110∨

($229)、 220∨ ($499)

・ 部屋 ごとの操作

アイ・クールに関するお客様の声です !

・「アイ・クールのおかげで電気代が50パーセントも

削減できました。本当にありがとう !」 Jク ライブ(ミ

シシッピ)

・ 「どれほどアイ・クールに満足しているか伝えきれま

せん。電気代が削減されたのは15年間で今回が初め

てなんです。」Pハ ンソン (カ ンザス)

・ 「アイ・クールを使うことで、電気代がかなり削減さ

れました。実際、私たちは今年の夏、たった 1度 しか

中央空調システムを使いませんでした。ありがとう !」

Fコ ンザレス (ジ ョージア)

ご注文は電話かウェブサイトで

800-227-9111も しくはwww卜 cool com

※空にする際の水の量は気候条件によって異なります。

□
Whatis suggested about conventiona!air― conditioning?

従来の空調システムについてどんなことがわかりますか。

lAl‖ is cOSt efficient.費用効率が高い。

(B)h iS ecOloglcal. 環境保護になる。

(C)lt iS expensive.  コストが高い。

(D)‖ is dangerous. 危険である。

肛覇1(C)第 2段落 5文 日や第 4段落のユーザーからコメントより、従来の空調システムはコス

トが高いことがわかるので、(C)が
'E解

となる。
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□
According to the advertisement,whatis NOtt menloned about卜 C00L?
広告によると、アイ・クールについて述べられていないものはどれですか。

lAI L has a tank.   タンクがつぃている。

(B)lt has a filter    フィルターがついている.

(C)L iS easy to carry.持 ち運びやすい。

(D)lt is Clean ,青

'素

である。

匡日l(B)(A)は 第 2段 落4文 H、 (C)は 第 1段 落 1文 H、 (D)は 第3段落でそれぞれ述べ られて
いるが、(B)の フィルターについては第2段落4文 日で使用しないとはっきり述べられている。

□
丁he vvord“ substantial"in paragraph 4,‖ ne 8,is closestin meaning to

第4段落 。8行 目のsubStantialに 最も近い意味の語は

(C)temporary   一時的な

(D)considerable  かなりの

回理l(D)こ こでのsubStant aは 「かなりの、たくさんの」という意味で使われているので、
が正解 となる.

According to F Gonzales,how manytimes did he use an al卜 conditioner this
summer?
Fコ ンザレスによると、彼はこの夏に何回空調システムを使いましたか。

(A)infenOr

(B)baSiC

(A)Once
(B)TWiCe

劣っている

基本の

1回

2回

(C)丁hree times 3回

(D) Never 1度も使っていない

回甕I(A)第 4段落 6文 日より、Fゴ ンザレスはこの夏 」度しか空調システムを使用していない

ことがわかるので、(A)が 1[解 となる。



Questions□ ―[□ refertO the following document.

Land & Sea Transit, Inc.

8990 Fremont Ave. S.

Snohomish, WA 98245

l-800-525-3765

Moving Removing
Domestic - International
Residential - Corporate

To: Carleen Marsh
35 Lone Creek

Snohomish, WA 98243

Date:February 19

Job Description: .Prepare 1 container for international shipping to Taipei,

Taiwan.
.Remove kitchen appliances for disposal.

Itemized Estimate: .Pack, haul, ship to Taipei, Taiwan books, furniture,
miscellaneous personal belongings from 2 bedrooms, I living
room, I dining room, 1 study - US$7,500.00.
.Remove and haul I microwave, I dishwasher, I refrigerator,

1 freezer, I electric cooking range from kitchen for disposal

us$r,000.00.
Total Estimated Job Cost: US$8,500.00

Note: O This is an estimate only for the job described above and not an official
contract to provide services. @ fnis estimate, which is valid for 30 days from the

date of issue, includes container insurance, but it is subject to change in the event

unforeseen issues arise that may require additional labor costs after work has begun.
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問題匝引回は次の書類に関するものです。

ランド・アンド・シー・トランジット社

8990フ リーモント通り南

スノーホーミシュ市、ワシントン州98245

」-800-525-3765

引越 し―撤去

国内一国際

住宅一 法人

宛先 :  カーリーン・マーシュ

35日―ンクリーク

スノーホーミシュ市、ワシントン州98243

日十■   2月 19日

仕事内容:    ・ 台湾の台北市へ国際配送コンテナを1つ ご用意

・ 台所用品を撤去し、破棄

項目別の見積もり:● ベッドルーム2部屋、リビングルーム、ダイニングルーム、勉強部屋の本、家具、

その他の個人所有物を包装し、運び、台湾の台北まで輸送する費用

-7,500.00米 ドル

・ 電子 レンジ1つ 、食器洗い機1つ 、冷蔵庫1つ、冷凍庫1つ、電気コンロ1つ を

撤去 して運び、破棄する費用 -1,00000米 ドル

合言十金額:       8,50000米 ドリレ

注意 :こ れは上記の仕事に関してのみの見積もりで、サービスをご提供する際の正式な契約では

ございません。この見積もりは、発行から30日 間有効で、コンテナの保険も含まれておりますが、

作業開始後、追加の人件費が必要となるような予期せぬ問題が発生した場合には、変更すること

がございます。
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□
VVhat kind of documentis this?

これはどんな種類の書類ですか。

lAI An ttnerary  旅程

(3)An estimate 見積もり書

(C)An invoice  請求書

(D)A contract  契約書

置覇1(B)最 終段落 1文 目より、この書類が見積もり書であることがわかるので、(B)が正解と

なる。

□
According to the document,what can be inferred about Ca‖ een Marsh?

書類によると、カーリーン・マーシュについてイ可が推測されますか。

(A) She is moving.
(B) She is buying a house.

引越しをしようとしている。

家を買おうとしている。

(C)She is starting a business. 新しい事業を始めようとしている。

(D) She is retiring. 退職 しようとしている。

肛

=二

(A)書類上部から中央にかけて記述された項目から、この見積 もり書が引越 しのためのも

のであるとわかり、lA)が正解となる。

□
Whatis NOtt stated in the document?

この書類で述べられていないものはどれですか。

lAl tthe tOtal may change.        総額が変わるかもしれない。

(B)丁 he totalis valid for 30 days.     総額は30日 間有効である。

(C)The totallncludes insurance.     総額は保険米斗を含んでいる。

(D)丁 he total must be pald in advance.  総額は事前に支払われなけれはいけない。

肛
=](D)(Al、

(B)、 (C)は 2文 日でそれぞれ述べられているが、(D)総 額を事前に支払わなけれ

ばいけないかどうかについては、述べられていない。

□
The word``unforeseen"in the last paragraph,line 3,is closestin meaning to

最終段落 。3行 日の unforeseenに 最も近い意味の語は

lAl unabated   衰えない

(B)unbe!ievable  信じられない

(C)unexpected  予想できない

(D)undoubted   疑う余地がない

甕猛](C)こ こでのunforeseenは 、「予想できない」という意味なので、(C)が正解となる。
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Questlons匝]― □ refer tO the fo!!owing nouce.

C)NOrthpOrt Sto‖ on on,he Norlhend Subwoy ttne will be c10sed frOm July 2 un‖ |

lole 2012 for renOvolions

① AlthOugh the mOin purpose oflhe renOvolon work is,O improve lhe Northend

Subwoy Line′ subwoy pOssengers will olsO eniOy seVer。 l benelts when the si。 10n

reopens.

C)These benefits include:

・ ③ Quicker Ond eosier tronsfers belween the subway ond N-l Roilwoy st。 ‖ons
O⊂)Elevo,Ors Ond escol。 10rs frOm!he pl。 lfOrms,0 0 new ondlo「 ger subwOy

ャicketing oreo ond io sireellevel

・ (D Borrie「free cccess for possengers wishing 10 1rOnsfer be,ween ihe subwOy

ond N-l Roilwoy stO‖ ons

・ (D Stole_0「 the―。「十public oddress′ lighting′ 。nd sl。 liOn securily sysiems

・ ⑦ New resirooms
●⊂)Ecsier access io odiccent NorihPOrl MO‖

① Possengers offecled by the c10sure Ore Odvised 10 1。 ke the fOI10win9 0hernc‖ ve

roules:

・ ②  Toke lhe POr,Lne lo North MOrkei S,0‖ On orihe LoOp Lne lo DOck StO‖ On.

()Bolh slo‖Ons Ore within。 10-minule wolk Of NorihpOrt Sto‖ on

・ ④ The P50 bus rOule ser宙 ces NorthpOri′ North MOrket′ Ond Dock sI。 ‖Ons.
O⑤ N‐ l Roilway NorthpOrI Siolon′ which is 10cOled On streel level obOve

Nor,hpOrl subway stOliOn′ wi‖ cOntinue to be in service.

① More infOrmO‖ On on the renOvoions ond ollern。 lve roules is ovoiloble ol www.

nsl cOm

■
国

回

■

■

■
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間目 匝卜匝]は次のお知らせに関するものでt

ノースエンド地下鉄のノースポート駅は、7月 2日 から2012年まで改修工事のため閉鎖いたします。

改修工事の主な目的はノースエンド地下鉄を改良することですが、地下鉄をご利用のお客様には駅が

再びオープンした際、いくつかの利点がございます。それらの利点とは:

●地下鉄とN-1レイルウェイの駅の間の乗り換えがより速 く、より簡単になります。

・ 新しく大きくなる地下鉄チケット売り場や地上階まで、ホームからエレベーターやエスカレー

ターを使って行くことができます。

・ 地下鉄とN-1レ イルウェイの駅の乗り換えはバリアフリーとなっております。

・ 最新式の構内放送や電気、駅の警備システムが導入されます。

・ お手洗いが新しくなります。

0隣接するノースポート・モールヘのアクセスがより簡単になります。

駅の閉鎖による影響を受けるお客様は、以下の代替路線を利用することをお勧めいたします。

・ ポート線からノースマーケット駅、もしくはループ線からドック駅までを禾り用する。どちらの駅

もノースポート駅から徒歩10分以内のところにあります。

●P-50番のパスは、ノースポート駅、ノースマーケット駅、ドック駅でご利用いただけます。

・ 地下鉄ノースポート駅上部、地上階にあるN-1レ イルウェイのノースポー ト駅は引き続きご利

用になれます。

改修工事や代替路線に関する詳しい情報はlNw.nd.comで ご覧いただけます。

□
Whatis the purpose ofthe notice?

このお知らせの目的は何ですか。

lAI To annOunce the opening of a shopp:ng mall ショッピングモールの開設を発表する。

(B)TO annOunce the c:osing of a subway station 地下鉄の駅の閉鎖を発表する。

(C) To announce changes in a bus route バスの経路変更を発表する。

(D)To annOunce changesin a subway schedule 地下鉄の時刻表の変更を発表する。

E圏I(B)第 1段落 1文 目で、地下鉄ノースポー ト駅が改修工事のために閉鎖することを述べ、

その後、改修による利点や工事中の対応などについて述べているので、(B)が正解。
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□
Whatis NOtt mentioned as a benefit ofthe renovation work?

改修作業の利点として触れられていないものはどれですか。

0[寵青[I辮dWeen he ttbvvay傾 労と旧
レイルウェイのより簡単な乗

0見島堤興∬暫翼“
SCalatosおm me platf∝m砂三だら道路までのエレベーターやエスカ

回嘉1(D)(Alは 第 2段落 3文 目、(B)は 4文 日、(C)は 6文 日でそれぞれ述べ られているが、(D)

の新しい切符販売機については述べ られていない。

□
丁he word“ adiaCent''in paragraph 2,line l l,is closestin meaning to

第 2段落 。11行 日の語 adiacentに最も近い意味の表現は

lAl behind 後ろに

(B)in frOnt of  前に

(C)adiOining  隣接した

(D)inside    内側に

回甕l(C)adiaCentは 「隣接したJと いう意味の単語なので、(C)が正解となる。

回

What can passengers do ifthey wantto continue using Northport Station?

ノースポート駅を使い続けたい場合、乗客はどうすればよいですか。

(C) Latest security system
(D) New ticket machines

(A)Take the N-l Rallway

(B)Take the Port Line

(C)Take the Loop Line

(D)Take the P-50 bus route

最新の警備システム

新しい切符販売機

N-1レ イルウェイを使う。

ポート線を使う。

ループ線を使う。

P-50番 のバスを使う。

覆甕l(A)第 3段落 5文 目より、Nlレ イルウェイのノースポート駅は引き続 き利用できること

がわかるので、lAlが正解となる。
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Questions[]― [国 refer to the following article.

●‖nnOUER ttRRES THE CnRE In niRPORT RWnRDS・

① Thθ  rθ9uし 3 arθ h and Hanο

“
r htθ rnattο nal AttPοrt οncθ agが n口 aCθd irst h thθ AirpOrt

οfthθ YaarAwaMs ② Rθ6uL6 ara ba6θd θn a standaMレθd Pa65θ ngθ r saJ6偽cJOnぅurvθ y

which is cο nductθ d♭y οvθ r 400 internatiο mal airpο rtぅ.()Thθ  9uryθy a99θ 59θ,thθ ir

parfθrmancθ  i‖ 25 catθ gο riθ 5 that includθ 9 θvθrything from hOw εθmforta♭ lθ the tθ rminal

i5tο hοw wθlla卜
Pο

rt Statf handlθ 6 fo“ 均n languagθ 9,and Pa55θ 10θr5 Mte thθ a「
Pο

rtぅ οn a

gεttθ οf οna tο  tθ m.① lna‖ レut οnθ ιatθ00ry― t9cOrθ d thM frο m thθ ♭οttοmわ r attpο rt

rθ5taurant pHcθ 9-Hanο
“

r rθ 6θ i“d thθ  hlhθ St mark9.⑤ Accο rdhg tο Hanο vθ rAirpο rt

Authο‖tyち Mary Daum,“ Wθ ara dθ !均 htaa that thθ  hatt wο rk wθ
 put intο  9θ rИ ng nOt O■ ly

pa55θ ■Oθ rsレ utθ vθ ryOnθ thatcο mθ5t0 0urttrpθ rt has Pau ο■① TOレθ awaMθ d twο yθar6

run耐 ng mOti"tasustO kθθ
P prο

ИdMgthθ レθ5t sθ rИ cθ ."

①丁he surueu also reuealed some shochers:
。② Tharθ arθ nο ぅigns in thθ  terminal marking thθ way tθ レaggagθ claim at Dyra

!ntermatiOna:AirPο rt・

O ③ Sθcu■ ty‖ nθ tMngt umθ 6 avθ ragθ 5 hοurs at Mο ‖Pal hterna新 οmal AirpOrt.① Th6

cau5θ9mο rθ than50Pa99θ nger9adaytο mi5sthθ irl:ght.

O ⑤ Therθ arθ οnlytwο washrοοmぅ …οnθ far mθ n and θnθ forwοmθ n― at Numa internatiο nal

Airpο rt,althOugh ο
“
rlQ000 Pa99θ■

Oθ
r50ο thrο ugh thθ airPο rt θach aay.

① On the plus gde the following drpo■ s recdued honorable men‖ ons forth輌『

amenities:

・② Jο h■ 6οnvilし htermaJOnal AirPο rt ha6 a hθ atθd kMay pod whθ rθ famttθ 9 can kθθp thθ

5ma‖ ο‖θ9οcCuF:θ dduring stο
Pο

vθ r5・

0()Hunt intθ rnatiο na!AirPο rtha5antnθ 55cθntθ rwherθ 15‐minutθ 6trθ tching cla66θ 9arθ

hθ u throughο ut thθ day.① Mθdた洲θxPθ rtS Crθdt thta9 an θfFacJvθ  waytο
 Prθ

vθ nt h‐

110ht hθ alth Prο レlθm3.

・⑤ Han9θ :nternatiο nal Airpο rt has fivθ ``Charge Cθ ntθr9"wherθ Pa66θ nger,can charOθ

thθ ircο mputθ r9,cθ‖
Phο

nθ9,and 9ma‖ aFp‖ancθ 9 9uch a6θ lθ ctric 9havθ r3.
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問題匝卜回 は次の言己事に関するもので蔦

ハノーバー国際空港が空港賞で1位を獲得

ハノーバー国際空港が年間最優秀空港に再び選ばれた。この結果は、標準化された乗客満足調査に

基づいており、調査は400を 超える国際空港で実施された。調査では、ターミナルがどれだけ心地よ

かったかという項目から、空港スタッフがどれだけ上手に外国語を操っていたかという項目まで、25

の項目に分類されたパフォーマンスが審査され、乗客は1か ら10ま での点数で空港を評価した。空港

のレストランの値段という項目で下から3番目の評価が下された以外では、すべての項目においてハ

ノーバー空港が最高評価を獲得した。ハノーバー空港の責任者、メアリー。ボームは、「乗客の皆様だ

けでなく空港にいらっしゃるすべての方々に一生懸命お仕えしてきたことが評価されて大変うれしく

思います。2年連続で同賞を受賞することが、最高のサービスを提供し続ける動機づけになるでしょ

う。」と述べている。

調査は衝撃の事実を露呈 :

●バイラ国際空港では手荷物受取所への道を指示するサインがターミナルにない。

0モ ンパル国際空港でのセキュリティの待ち時間は平均で3時間かかる。これにより毎日50人以

上もの乗客がフライトに乗り遅れている。

Oヌ ーマ国際空港は、毎日10,000人 を超える乗客が訪れるにもかかわらず、男性用、女性用に1

つずつ、計2つ しかお手洗いがない。

以下の空港は快適性の点で佳作を受賞 :

●ジョンソンヴィル国際空港には子ども用の温水プールがあり、乗継の間、′
Jヽ さい子どもを遊ば

せておける。

●ハント国際空港には15分間のストレッチクラスが開かれるフィットネスセンターがある。医療

の専門家は、機内での健康問題を予防する効果的な方法と評価している。

●ハンス国際空港には5つの「充電所」があり、乗客はコンピュータや携帯電話、電気カミツリな

どの小型の電化製品を充電することができる。

□
Whatis the article about?

この記事は何について書かれたものですか。

lAI A service awards contest  サービス賞コンテスト

(B) A recipe contest
(C) A fitness contest
(D) A speech contest

置甕l(A)記事のタイトルや、第 1段落 1文 目より、この記事がサービスを評価するコンテス ト

について書かれたものだとわかるので、lAlが正解となる。

レシピコンテスト

フィットネスコンテスト

スピーチコンテスト
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□
Who decides the winner?

優勝者を決めるのはだれですか。

lAI AirpOn Officials 空港職員

(B)Ground crew  地上勤務員

(C)PaSSengers   乗客

(DI Secu面 ty star  警備員

歴甕:(C)第 1段落 2文 目より、このコンテストの結果は乗客満足調査に基づいていることがわ

かるので、(C)が正解となる。

□
Whatis imp‖ ed about Hanover!nternational Airport?
ハノーバー国際空港についてわかることは何ですか。

lAl tthe Staffis unhelpful.   職員が役に立たない。

(B)The waling areas are sma‖ . 待ち合い所が狭い。

(C) The terminal is dirty. ターミナルが汚い。

(D)丁 he food is expensⅣ e.   食べ物の値段が高い。

置函I(D)第 1段落 4文 目より、ハノーバー国際空港は、レストランの値段という項目で、400
以上ある空港のうち下から3番 目の評価を下されたことがわかるので、(D)が正解となる。

□
According to the article,which airportis probably the best for fami!ies vvith sma‖

chlldren?

記事によると、小さい子どもがいる家族にとってどの空港が最も適していると思われますか。

lAI Byra       バイラ

(B)MOnpal      モンパル

(C)」 OhnsOnville  ジョンソンヴィル

(D)Hunt         ハント

ロ甕I(C)第 3段落 2文 目より、ジョンソンヴィルの空港には、子ども用の温水プールがあり、

乗継の際に利用することができるので、(C)が正解となる。
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Unit l

―l T
2 F
3 F
4 F
5 丁

…1(C)
2(B)
3 1A)
4(B)
5(A)
6(C)
7(C)
8(C)
9(C)
10 (C)

―1(A)
2(A)
3(C)
4(A)
5(B)

―1(C)
2(C)
3(B)
4(A)
5(B)

Unit 2

回
l  F

2 丁

3 丁

4 F
5 F

■古「∫

“1(A)
2(C)
3(B)
4(C)
5(C)
6(Al
7(B)
8(B)
9(A)

10 (C)

囮

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

回

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

Unit 3

回

1 丁

2 F
3 丁

4 T
5 F

¨

l(A)
2(B)
3(Al
4(C)
5(B)
6(C)
7(A)
8(B)
9(A)

10 (C)

囮

1(C)
2(B)
3(Al
4 1A)

5(C)

回

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

Unit 4

回

lT
2 丁

3 F
4 F
5 T

"
l lA)

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

10 (B)

―
1(B)
2(A)
3(B)
4(A)
5(C)

回

1(Al
2(B)
3(C)
4(Al
5(B)
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回
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