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PART 1 この解説は『新 TOEIC® テスト 解いて身につく模試 1000 問』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-260-5）を基に作成しています。

『よくわかる新 TOEIC® テスト総合対策』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-258-2）読者用　サンプル模試解説 不許無断複製

(A) He’s sitting at the table.
(B) He’s walking around the office.
(C) He’s straightening up the desk.
(D) He’s lowering the blinds.

1.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

(A) The shop clerks are signing some forms.
(B) The men are trying on shirts and jackets.
(C) The merchandise has been put on display.
(D) The employees are folding the clothing.

2.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

(A) They’re ordering drinks.
(B) They’re finishing a meal.
(C) They’re raising their cups.
(D) They’re serving refreshments.

3.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

(A) The fruit is being packed into crates.
(B) Shoppers are walking through the 

market.
(C) People are shopping for boots.
(D) Customers are emptying their bags.

4.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ
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PART 1
解説 トランスクリプト訳・語句・正解

この解説は『新 TOEIC® テスト 解いて身につく模試 1000 問』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-260-5）を基に作成しています。

『よくわかる新 TOEIC® テスト総合対策』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-258-2）読者用　サンプル模試解説 不許無断複製

1.【人物写真̶ 一人】
正解  男性の動作と机の上の状態をチェックして選択肢を聞きます。男性がテーブルについ
ているので (A)が正解です。
誤答  男性は歩いていないので (B)は誤答です。walk［wC…k］ー work［wY…®k］の音を用い
たひっかけです。(C) straighten up ...は「～を整頓する」，(D) lowerは「～を下げる」と
いう意味です。

(A) 彼はテーブルについています。
(B) 彼はオフィスの周りを歩いています。
(C) 彼は机の整頓をしています。
(D) 彼はブラインドを下ろしています。

語句  □ straighten up ... 

　「～を整頓する，整理する」 
□ lower「～を下げる」 
□ blind「ブラインド，日よけ」

正解 A 理解度

2.【物体写真】
正解  物が陳列されている状態を描写した (C)が正解です。merchandiseは「商品」，put ... 

on displayは「～を陳列する」という意味です。
誤答  人は写っていないので，(A)は The shop clerks（店員），(B)は The men，(D)は
The employees（従業員）が聞き取れれば誤答と判断できます。

(A) その店員は何枚かの用紙に署名しています。
(B) 男性らはシャツとジャケットを試着しています。
(C) 商品が陳列されています。
(D) 従業員らは服をたたんでいます。

語句  □ shop clerk「店員」 
□ sign「～に署名する」 
□ form「用紙」 
□merchandise「商品」 
□ put ... on display「～を陳列する」 
□ employee「従業員」 
□ fold「～をたたむ」

正解 C 理解度

3.【人物写真̶複数】
正解  複数の人々がグラスを持ち上げて乾杯をしています。これを raising（～を持ち上げ
ている）を用いて表した (C)が正解です。大勢の人が写っていても全員が同じ行動をして
いると，的を絞れて正解しやすくなります。
誤答  (A) orderは「～を注文する」という意味です。料理は写っていないので，(B)は写真
に合いません。(D) serveは「～を供す」，refreshmentsは「軽食」という意味です。

(A) 彼らは飲み物を注文しています。
(B) 彼らは食べ終えるところです。
(C) 彼らはカップを持ち上げています。
(D) 彼らは軽食を運んでいます。

語句  □ order「～を注文する」 
□meal「食事」 
□ raise「～を持ち上げる」 
□ serve「～を供する」 
□ refreshment「軽食」

正解 C 理解度

4.【人物写真＋風景写真】
正解  市場の様子を写した写真です。買い物客が散策している様子を表した (B)が正解です。
誤答  (A) crateは「木わく」という意味です。受動態進行形なので，果物を詰める作業を
している人が写っていれば正解になります。(C)はbootsー fruitsの音を用いたひっかけ。(D) 

emptyは「～を空にする」という意味の動詞です。

(A) 果物は木箱に詰められているところです。
(B) 買い物客が市場を歩いています。
(C) 人々はブーツを買いに出ています。
(D) 客たちはバッグの中身を出しています。

語句  □ pack「～を詰める」 
□ crate「木箱」 
□ shopper「買い物客」 
□ shop for ...「～を買いに出かける」 
□ empty「～を空にする」

正解 B 理解度
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(A) She’s handing out papers.
(B) She’s leading a tour group.
(C) She’s purchasing a book.
(D) She’s holding some reading material.

5.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

(A) The performer is changing into a suit.
(B) Some photographers are packing up their 

gear.
(C) Some lights are mounted on stands.
(D) The people are working in a video store.

6.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

(A) A sign is being posted along the roadway.
(B) The van is backing into a parking space.
(C) People are getting on the bus.
(D) A billboard is mounted over the road.

7.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

(A) A line of trucks is parked along the street.
(B) Workers are stacking building materials.
(C) The vehicles are driving through the 

park.
(D) Boxes are being loaded on the trucks.

8.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ
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この解説は『新 TOEIC® テスト 解いて身につく模試 1000 問』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-260-5）を基に作成しています。
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7.【風景写真】
正解  道を覆うように広告があるので (D)が正解です。billboardは「広告板」，mountは
「～を取り付ける」という意味です。さまざまな物が写っている写真は消去法が便利です。
誤答  (A) along the roadwayは「道沿いに」なので誤りです。駐車場での光景ではないの
で (B)も誤答です。人は写っていないので，Peopleが聞き取れれば (C)は誤答と即決できます。

(A) 看板が道路沿いに掲げられるところです。
(B) バンがバックで駐車場に入ろうとしています。
(C) 人々はバスに乗り込んでいます。
(D) 広告板は道路の上に設置されています。

語句  □ sign「看板，案内」 
□ post「～を掲げる」 
□ roadway「道路」 
□ back「バックする」 
□ parking space「駐車場」 
□ get on ...「～に乗り込む」 
□ billboard「広告板」 
□mount「～を取り付ける」

正解 D 理解度

8.【風景写真】
正解  トラックが一列に並んでいるので (A)が正解です。along the streetは「道路沿いに」
という意味です。
誤答  人は写っていないので，(B)はWorkersを聞いた時点で誤答と判断できます。ここを
聞き逃すと stack（～を積み重ねる）も building materials（建築資材）も写真と関連す
るので，正解と勘違いする可能性があります。トラックは公園にないので，(C)は誤りです。
(D)は受動態進行形「積まれているところ」という意味ですが，その様子はありません。

(A) トラックが一列で通りに停車しています。
(B) 作業員は建材を積み重ねています。
(C) 乗り物が公園を走り抜けるところです。
(D) 箱がトラックに積まれています。

語句  □ line「列」 
□ park「～を停車する」 
□ along ...「～に沿って」 
□ stack「～を積み重ねる」 
□ building material「建材」 
□ vehicle「乗り物，車両」 
□ load「～を載せる」

正解 A 理解度

5.【人物写真̶ 一人】
正解  人物一人の写真は「何をしているか（自動詞＋修飾語句／他動詞＋目的語）」を注意
して聞きます。女性が何かを読んでいる写真なので，(D)が正解です。reading materialは
「読み物」という意味で，bookや newspaperの代わりによく使われます。holdは「～を
手に持っている」という状態を表します。
誤答  (A) hand out ...は「～を配る」という意味なので誤りです。(B) leadは「～を率い
る，引率する」という意味。read［rI…d］ー lead［lI…d］の音を用いたひっかけです。(C) 

purchaseは「～を購入する」という意味です。bookを用いたひっかけです。

(A) 彼女は書類を配っています。
(B) 彼女はツアーグループを引率しています。
(C) 彼女は本を買っています。
(D) 彼女は読み物を持っています。

語句  □ hand out ...「～を配る」 
□ lead「～を引率する」 
□ purchase「～を買う」 
□ hold「～を手に持つ」 
□material「素材」

正解 D 理解度

6.【人物写真＋風景写真】
正解  複数の人物と物が写っている写真は，的を絞りにくいので，各人の動作と物の状態に
注意して聞きます。照明の状態を描写した (C)が正解です。mountは「～を載せる，置く」
という意味です。
誤答  (A)は動作 changing into a suit（スーツに着替えている）が誤りです。(B)も動作
packing up their gear（用具を片付けている）が誤り。(D)は場所 in a video storeが写
真と合いません。

(A) 出演者はスーツに着替えています。
(B) カメラマンらは用具を片付けています。
(C) いくつかの照明がスタンドに載せられています。
(D) 人々はビデオ店で働いています。

語句  □ performer「出演者，実行者」　 

□ change into ...「～に着替える」　 

□ suit「スーツ」　□ photographer「カメ

ラマン」　□ pack up ...「～を荷造りする」 
□ gear「道具」　 

□mount「～を取り付ける，載せる」 
□ video store「ビデオ店」

正解 C 理解度
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(A) He’s filing a document.
(B) He’s holding open the cover.
(C) He’s posting a notice on the wall.
(D) He’s putting the copies in order.

10.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

(A) They’re carrying some wood.
(B) They’re holding onto the railing.
(C) They’re looking out across the harbor.
(D) They’re strolling along the boardwalk.

9.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ
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10.【人物写真̶ 一人】
正解  男性がコピー機のカバーを持ち上げた状態なので (B)が正解です。hold openは「開
けたままの状態を保つ」という意味で，この openは形容詞です。
誤答  (A) file a documentは「書類をファイルに綴じる」，(C) post a noticeは「告知を貼る」
という意味なので男性の動作と合いません。(D)は写っている copier（コピー機）と関連
する copy（印刷物）を用いたひっかけです。

(A) 彼は書類をファイルに綴じています。
(B) 彼はカバーを持ち上げたままにしています。
(C) 彼は壁に告知を貼っています。
(D) 彼は印刷物を順番に並べています。

語句  □ file「～をファイルに綴じる」 
□ document「書類」 
□ post「～を貼る」 
□ notice「告知」 
□ in order「順番に」

正解 B 理解度

9.【人物写真̶複数】
正解  複数の人物が写っている写真は，共通，あるいは異なる行動に注意します。2人の行
動を strolling along the boardwalk（遊歩道を散歩している）と表現した (D)が正解です。
strollは「ぶらつく，散歩する」という意味です。walkingも使われます。
誤答  (A) carryは「～を運ぶ」，woodは「木材」という意味で，遊歩道が木造であるこ
とを利用したひっかけです。(B) holding onto the railing（手すりにつかまっている）は 

Part 1の頻出表現です。2人は港の反対側を見ているので，(C)は最後の harbor（港）で
誤答と判断できます。

(A) 彼らは木材を運んでいます。
(B) 彼らは手すりにつかまっています。
(C) 彼らは港の向こうを見ています。
(D) 彼らは遊歩道を散歩しています。

語句  □ carry「～を運ぶ」 
□wood「木材」 
□ hold onto ...「～につかまっている」 
□ railing「手すり」 
□ harbor「港」 
□ stroll「ぶらつく，散歩する」 
□ boardwalk「遊歩道」

正解 D 理解度
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Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ
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Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ

Mark your answer on your sheet.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ

Mark your answer on your sheet.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ

Mark your answer on your sheet.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ

Mark your answer on your sheet.

この解説は『新 TOEIC® テスト 解いて身につく模試 1000 問』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-260-5）を基に作成しています。

『よくわかる新 TOEIC® テスト総合対策』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-258-2）読者用　サンプル模試解説 不許無断複製

I’m considering requesting a transfer to 
another branch.

(A) When were they transferred?
(B) One of our suppliers in Spain.
(C) Why would you want to leave?

11.

Have you looked at the latest research by the 
marketing department?

(A) No, they don’t.
(B) Not yet, actually.
(C) The market is open late.

12.

Why don’t we meet for lunch after the 
seminar?

(A) Sure, that’s a great idea.
(B) Yes, the morning meeting went rather 

well.
(C) No, I haven’t tried that restaurant yet.

13.

I’d like to book a table for 7 P.M. tonight.

(A) How many are you in your party?
(B) I haven’t read it yet.
(C) Checkout time is ten in the morning.

14.

Would you prefer to go to the hotel by taxi or 
by bus?

(A) The tax forms will be due soon.
(B) On November third.
(C) Bus would be fine.

15.
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11.【陳述文】
正解  「異動願いを出そうと思っています」という打ち明けに対して，「どうし
て？」と理由を尋ねている (C)が正解です。transferは名詞では「異動」，動詞では
transfer to ...で「～に異動する」という意味です。branchは「支店」という意味
の頻出語です。
誤答  (A)は質問文中の transferを繰り返したひっかけです。主語の theyがだれを指
しているのか不明です。(B)は質問文と関係ありません。supplierは「供給業者」と
いう意味です。

別の支店に異動願いを出そうと思っています。
(A) 彼らはいつ異動になったのですか。
(B) スペインの供給元のひとつです。
(C) どうして異動したいのですか。

語句  □ consider「～を検討する」　 

□ request「～を求める」　 

□ transfer「異動・異動する」　 

□ branch「支店」　□ supplier「供給企業」 
□ leave「去る，辞める」

正解 C 理解度

12.【Yes/No疑問文】
正解  「最新の調査を見たか」という質問に対して「まだ」と答えている (B)が正解で
す。Not yet.は「まだしていない」という意味です。
誤答  (A)は Noは適切ですが，それに続く主語と動詞の時制が質問文に合いません。
No, I haven’t.であれば応答として成り立ちます。(C) はmarketingーmarketの音
を用いたひっかけです。

マーケティング部が行った最新の調査を見ましたか。
(A) いいえ，彼らはしません。
(B) まだなんです。
(C) そのマーケットは遅くまで開いています。

語句  □ latest「最新の」　 

□ research「研究，調査」　 

□ the marketing department 

　「マーケティング部」　 

□market「市場」　□ late「遅く」

正解 B 理解度

13.【定型表現̶提案】
正解  Why don’t we ...?は「～はどうですか」と相手に提案するときの定型表現で
す。「もちろん，いいですね」と提案に応じている (A)が正解です。依頼表現と同じく，
提案表現でも返事は定型表現が多く登場します。That’s a great idea.（それはいい
ですね）のほか，(That) sounds great.（いいね）もよく使われるので覚えておきましょ
う。
誤答  (B)は会議がうまくいったかどうかは質問文に関係ありません。(C)は質問文中
の lunchに関連する restaurantを用いたひっかけです。

セミナーの後で昼食をご一緒しませんか。
(A) もちろん，それはいいですね。
(B) はい，午前中の会議はまあうまくいきました。
(C) いいえ，まだそのレストランに行ったことはありません。

語句  □Why don’t we ...?「～はどうですか，～しませんか」 
□ seminar「セミナー，研修」　 

□ That’s a great idea.「それはいいですね」　 

□meeting「会議」　 

□ go well「うまく行く」

正解 A 理解度

14.【陳述文】
正解  I’d like to book ...はレストランなどの予約をするときの定番表現です。店員
に話しかけているとわかれば，(A)の「何名さまですか」が自然で正解とわかります。
partyは「団体」という意味です。
誤答  (B)は最初の発言にある bookを「本」と勘違いした場合のひっかけです。(C)

はホテルのチェックアウト時刻を伝えているので誤答です。

今夜 7時に席を予約したいのですが。
(A) 何名さまですか。
(B) まだ読んでいません。
(C) チェックアウトは午前 10時です。

語句  □ book「～を予約する」 
□ party「団体，グループ」

正解 A 理解度

15.【選択疑問文】
正解  Would you prefer A or B?は「Aと Bのどちらがいいですか」と相手の希望
を尋ねる表現です。「タクシーかバスか」と聞かれて「バスがいい」と答えている (C)

が正解です。
誤答  (A)は taxiー taxの音を用いたひっかけです。(B)はWhenに対する応答です。

ホテルへはタクシーとバスのどちらをご希望ですか。
(A) 納税申告の締め切りはもうすぐです。
(B) 11月 3日です。
(C) バスでお願いします。

語句  □ due「締め切られる」

正解 C 理解度



9

PART 2

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ

Mark your answer on your sheet.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ

Mark your answer on your sheet.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ

Mark your answer on your sheet.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ

Mark your answer on your sheet.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ

Mark your answer on your sheet.

この解説は『新 TOEIC® テスト 解いて身につく模試 1000 問』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-260-5）を基に作成しています。

『よくわかる新 TOEIC® テスト総合対策』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-258-2）読者用　サンプル模試解説 不許無断複製

16. What does your company manufacture?

(A) To increase production.
(B) Kitchen appliances.
(C) Along the assembly line.

How soon can I see the doctor?

(A) Before the end of the week.
(B) Yes, you certainly can.
(C) Dr. Hill pointed out the problem.

17.

Didn’t you travel on business recently?

(A) Yes, to Sydney, Australia.
(B) Once or twice a year.
(C) How was the flight?

18.

When do you expect the shipment from 
Oxford Manufacturing? 

(A) In the shipping and receiving department.
(B) Directly from the factory.
(C) By the end of the week.

19.

How far is the theater from here?

(A) The show was very entertaining.
(B) About ten of the performers.
(C) It’s a twenty-minute drive.

20.
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16.【疑問詞疑問文̶何】
正解  冒頭のWhatが聞き取れれば「物」を答えればよいとわかるので (B)が正解です。
manufactureは「～を製造する」，applianceは「用具，器具」という意味です。確
実に正解したい問題です。
誤答  (A)は「生産を増やすため」と目的を答えているので誤答です。(C) alongは
「～に合わせて，沿って」，assembly lineは「組み立てライン」という意味です。

あなたの会社は何を製造していますか。
(A) 生産を増やすためにです。
(B) キッチン用品です。
(C) 組み立てラインに沿って。

語句  □manufacture「～を製造する」　□ increase

　「～を増やす，増加する」　□ production「生産（量）」 
□ kitchen appliance「キッチン用品」　 

□ along「～に合わせて，沿って」　 

□ assembly line「組み立てライン」

正解 B 理解度

17.【疑問詞疑問文̶時】
正解  「診療を予約できる日」を尋ねているので，「週末までには」と答えている (A)

が正解です。
誤答  (B)は How soonがない Can I see the doctor?という問いに対しては自然な
応答なので，How soonを聞き逃すとひっかかる選択肢です。冒頭は集中して聞き
ましょう。(C)は appointmentー pointedの音を用いたひっかけです。

いつ診察を予約できますか。
(A) 週末までにはできます。
(B) はい，できますよ。
(C) ヒル博士は問題を指摘しました。

語句  □ see a doctor「医師の診療を受ける」 
□ certainly「確実に，確かに」 
□ point out ...「～を指摘する」 
□ problem「問題」 

正解 A 理解度

19.【疑問詞疑問文̶時】
正解  時期に関する表現に注意します。byを用いて「～までに」と届く目安を答えて
いる (C)が正解です。
誤答  (A)は場所を答えているので誤りです。(B)は発送元を答えているので誤答です。

オクスフォード・マニュファクチャリング社からの発送品
はいつ届く予定ですか。
(A) 発送集荷部にあります。
(B) 工場から直接です。
(C) 今週末までには届きます。

語句  □ expect「～を期待する，予期する」　 

□ shipment「発送品」　□ shipping and 

receiving department「発送集荷部」　 

□ directly「直接に」　□ factory「工場」

正解 C 理解度

18.【否定疑問文】
正解  Didn’tに続く you travel on business recently?に対する答えを探します。要
は「行ったか，行かなかったか」を答えればよいので「はい，シドニーに」と出張先
を答えている (A)が正解です。travel on businessは「出張に行く」という意味です。
誤答  (B)は頻度を聞かれたときの応答です。(C)は質問文の travelから連想できる旅
行関連の表現（flight）を用いたひっかけです。

最近出張に行きませんでしたか。
(A) はい，オーストラリアのシドニーへ。
(B) 年に一，二回。
(C) 飛行機はどうでしたか。

語句  □ travel on business 「出張に行く」　 

□ recently「最近」

正解 A 理解度

20.【疑問詞疑問文̶距離】
正解  How far ...?は距離を尋ねる表現です。映画館までの距離を聞かれ，「車で20分」
と具体的な所要時間で答えている (C)が正解です。ここの driveは「（車での）道のり」
を表します。on footにすると「徒歩」となります。
誤答  (A)は公演の感想を問われた場合の応答です。(B)は Aboute tenまでは適切で
すが，そのあとの of the performersで誤答と判断します。

ここから劇場まではどれくらいの距離ですか。
(A) そのショーはとてもおもしろかったです。
(B) だいたい 10人の役者です。
(C) 車で 20分です。

語句  □How far ...?「どれくらいの距離～」　 

□ entertaining「楽しめる」　 

□ performer「役者」

正解 C 理解度
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Would you mind checking these financial 
figures for me?

(A) No, it isn’t mine.
(B) Yes, a checking account.
(C) Sure, I can look them over.

21.

The produce in the market looks very fresh.

(A) In the new marketing study. 
(B) Yes, it’s all grown locally.
(C) Just some light refreshments.

22.

Do you know whose sports car is parked in 
front of the store?

(A) For over an hour.
(B) A compact car.
(C) It belongs to a customer.

23.

When was the last time Mr. Nakata was in 
London?

(A) During the next year.
(B) To Sydney this time.
(C) It seems like ages ago.

24.

Who’ll be presenting awards at this year’s 
company banquet?

(A) It’s the top drawer.
(B) The firm’s founder.
(C) Mr. Trell said so.

25.
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21.【定型表現̶依頼】
正解  Would you mind ...?は「～していただけますか」という意味の依頼表現です。
財務数字をチェックしてほしい，という依頼に対し，Sure（もちろん）と快諾して
いる (C)が正解です。Would [Do] you mind ...?は直訳すると「～を気になさいますか」
なので，依頼に応じる場合は No（気にしません＝いいですよ）となります。反対に
断るには Yesですが，ていねいに I’m afraid ...（残念ながら～）などの定型表現を
使うのが基本です。
誤答  (A)はmindーmineの音を用いたひっかけです。(B)のchecking accountは「当
座預金口座」という意味なので，質問文に対応しません。

これらの財務数字を確認していただけますか。
(A) いいえ，それは私のものではありません。
(B) はい，当座預金口座です。
(C) もちろん，目を通します。

語句  □Would you mind ...? 

　「～していただけますか」 
□ financial figures「財務数字」 
□ checking account「当座預金口座」 
□ look over ...「～にざっと目を通す」

正解 C 理解度

22.【陳述文】
正解  農産物が新鮮そうだという発言に対し，「すべて地元で栽培されたものです」と
新鮮さの理由を伝えている (B)が正解です。produceは頻出語で，動詞では「生産する」
という意味ですが，名詞では「農産物」という意味です。
誤答  (A)は質問文中のmarketをmarketingにして繰り返したひっかけです。(C)は
freshー refreshmentsの音を用いたひっかけです。light refreshmentsは「軽食」
という意味です。

市場の農産物はとても新鮮そうです。
(A) 新しいマーケティング研究においてです。
(B) はい，すべて地元栽培です。
(C) 軽食だけです。

語句  □ produce「農産物」　 

□marketing study「マーケティング研究」 
□ locally「地元で」　 

□ refreshments「軽食」

正解 B 理解度

23.【疑問詞疑問文̶所有者】
正解  whose sports carが質問のメッセージなので，車の持ち主に関する応答を選
びます。(C)の「お客さんのもの」が正解です。belong to ...は「～に属している」
という意味です。
誤答  (A)は How long ...?のような期間を尋ねられた場合の応答です。(B)は車種を
答えているので誤答です。

店の前に停まっているスポーツカーはだれのものかご存じ
ですか。
(A) 1時間以上です。
(B) 小型車です。
(C) お客さんのものです。

語句  □ park「～を駐車する」　 

□ in front of ...「～の前に」　 

□ compact car「小型車」　 

□ belong to ...「～の所有物である，～に属している」

正解 C 理解度

24.【疑問詞疑問文̶時】
正解  ロンドンに行った時期を聞かれ，具体的な年月ではなく，「だいぶ前」と答え
ている (C)が正解です。It seems ...は「～だと思う」という話者の気持ちを表すの
で現在形ですが，そのあとの ages ago（だいぶ前のこと）で過去について答えてい
るとわかります。
誤答  (A)は時期を答えていますが，未来（next year）のことなので時制が合いません。
(B)は行き先を答えているのでWhere ...?に対する応答です。

ナカタさんがこの前ロンドンに来たのはいつですか。
(A) 来年中です。
(B) 今回はシドニーです。
(C) だいぶ前だと思います。

語句  □ It seems like ...「～のように思われる」 
□ ages 「長い間」　 

□ ago「～前に」

正解 C 理解度

25.【疑問詞疑問文̶人物】
正解  冒頭のWho’ll be presentingをしっかり聞き取れるかがポイントです。賞の
発表者はだれかと聞かれ，「会社の創立者」と答えている (B)が正解です。founder

は「創立者」という意味です。
誤答  (A)は場所を答えています。drawerは「引き出し」という意味です。(C)は
「トレルさんがそう言っていた」と情報源を答えているので質問文に対応しません。
Who’ll be presentingまで聞き取れないと，具体的な人名が出てくるので選んでし
まう可能性があります。

だれが今年の社の祝賀会で賞を発表しますか。
(A) 一番上の引き出しです。
(B) 会社の創立者です。
(C) トレルさんがそう言っていました。

語句  □ present「～を発表する」　□ award「賞」 
□ banquet「祝賀会」　□ drawer「引き出し」 
□ firm「会社」　□ founder「創立者」

正解 B 理解度
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Are you ready to leave, or do you need more 
time?

(A) No, I already left it with them.
(B) I could use a few more minutes.
(C) Yes, one more time should be enough.

26.

Why is the corporate retreat held at Mount 
Cedar every year? 

(A) Not very often.
(B) It’s a company tradition.
(C) On a hiking trip.

27.

Weren’t you planning to take a vacation 
sometime this month? 

(A) Probably not that long.
(B) No, Ms. Lee was head of the planning 

committee.
(C) Yes, but I decided to postpone it.

28.

Did you enjoy your trip to Hong Kong?

(A) I sure did.
(B) Yes, I agree.
(C) A discount airline.

29.

We updated the Web site about two weeks 
ago, didn’t we? 

(A) It’s currently available online.
(B) We sold out of them already.
(C) Actually, it’s been over a month.

30.
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26.【選択疑問文】
正解  A or Bを用いた選択疑問文です。いま帰るか，まだ時間が必要か，という質問
に対して「もう二，三分」と時間が必要なことを伝えている (B)が正解です。I could 

use ...は「～があれば助かります」という意味の定型表現です。
誤答  (A)は readyー alreadyの音を用いたひっかけです。(C)は質問文中のmore 

timeを繰り返したひっかけです。one more timeは「もう 1回」という意味なので，
応答になりません。

もう帰る準備はできていますか，それとももう少し時間が
必要ですか。
(A) いいえ，それはすでに彼らに渡しました。
(B) もう二，三分ください。
(C) はい，もう 1回で十分でしょう。

語句  □ ready「用意ができて」　 

□ enough「十分な」

正解 B 理解度

27.【疑問詞疑問文̶理由】
正解  Whyなので理由を尋ねています。開催場所について「会社の伝統だから」と
理由を述べている (B)が正解です。このように Part 2ではWhy ...?に対する応答に
Becauseを省略することがよくあります。corporate retreatは「社員研修旅行」と
いう意味です。
誤答  (A)は How often ...?など頻度を尋ねられた場合の応答です。(C)は質問文中
のMount（山）から連想できる hikingを用いたひっかけです。

なぜ社員研修旅行は毎年，シダー山で行われるのですか。
(A) あまり頻繁ではありません。
(B) 社の伝統だからです。
(C) ハイキング旅行にです。

語句  □ corporate retreat「社員研修旅行」　 

□ hold「～を開く」　 

□ tradition「伝統」　 

□ hiking「ハイキング」

正解 B 理解度

28.【否定疑問文】
正解  「休みを取る予定だったか」という質問に対応する応答を選びます。Yesで「取
る予定だった」と答え，but以下で「延期した」と予定の変更を答えている (C)が正
解です。
誤答  (A)は休暇の期間を答えているので誤答です。(B)は Noは問題ありませんが，
その後が質問文に対応しません。質問文中の planningを繰り返したひっかけです。

今月中にいつか休暇を取る予定ではなかったですか。
(A) たぶんそれほど長くはありません。
(B) いいえ，リーさんが実行委員会の委員長でした。
(C) はい，でも延期することにしました。

語句  □ plan to do「～する予定になっている」　□ take a 

vacation「休暇を取る」　□ probably「おそらく」 
□ head of ...「～長」　□ planning「計画」　 

□ committee「委員会」　□ decide to do「～すること

に決める」　□ postpone「～を延期する」

正解 C 理解度

29.【Yes/No疑問文】
正解  旅行は楽しんだかと聞かれて「しっかり楽しんだ」と答えている (A)が正解です。
ここの didは enjoyedのことです。sureは副詞で「確かに，もちろん」という意味です。
誤答  (B)は Yesであれば，「楽しんだ」という主旨の発言が続くはずですが，「賛成
です」と同意を表しているので質問文に対応しません。(C)は tripから連想できる航
空関連の airlineを用いたひっかけです。

香港への旅行は楽しかったですか。
(A) しっかり楽しみました。
(B) はい，賛成です。
(C) 割引のきく航空会社です。

語句  □ enjoy「～を楽しむ」 
□ sure「確かに，もちろん」 
□ agree「賛成する」 
□ discount「割引の」 
□ airline「航空会社」

正解 A 理解度

30.【付加疑問文】
正解  「2週間前にウェブサイトを更新しましたよね」と確認しています。それに
対して「（更新してから）1か月以上たっています」と答えている (C)が正解です。
Actuallyは「実は」という意味で，ここでは相手の発言を遠回しに否定する語として
使われています。
誤答  (A)はネット関連語（online）を用いたひっかけです。(B)の sold out of ...は
「～が売り切れた」という意味で，質問文の内容と関係ありません。

2週間前くらいにウェブサイトを更新しましたよね。
(A) 現在オンラインでご購入いただけます。
(B) すでに完売しました。
(C) 実は，1か月以上前です。

語句  □ update「～を更新する，最新にする」　 

□Web site「ウェブサイト」　 

□ currently「現在」　□ available「利用できる」 
□ online「オンラインで」　 

□ sell out「売り切れる」

正解 C 理解度
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What did Mr. Barrows call you about?

(A) The budget analysis.
(B) It’s about a quarter after.
(C) On the telephone.

31.

The facility is due for an inspection, isn’t it?

(A) To meet safety regulations.
(B) Yes, we will be notified any day now.
(C) Some government officials.

32.

Did any of the applicants stand out above the 
others?

(A) Yes, we mailed them out yesterday.
(B) According to our quality standards.
(C) Ms. Chen impressed us the most.

33.

Who’s that woman over there talking to Mr. 
Ling?

(A) One of his clients.
(B) I don’t think so.
(C) To give his approval.

34.

Does our logo stand out enough in this 
design?

(A) It ought to be a bit larger.
(B) An outstanding design firm.
(C) No, we’re almost out.

35.
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31.【疑問詞疑問文̶何】
正解  What ... about?は「何について」という意味で，内容について尋ねる表現です。
ここでは電話の用件を尋ね，「予算分析について」と答えている (A)が正解です。
誤答  (B)は It’s about ...にひっかからないようにしましょう。quarterは「四分の一，
15分」という意味です。(C)は「電話で」という方法を答えているので誤りです。質
問文中の callから連想できる語（telephone）を用いたひっかけです。

バローズさんの電話の用件は何だったのですか。
(A) 予算分析についてです。
(B) 15分ほど過ぎたところです。
(C) 電話でです。

語句  □ call「電話する，連絡する」 
□ budget「予算」　□ analysis「分析」 
□ quarter「四分の一，15分」 

正解 A 理解度

32.【付加疑問文】
正解  設備の点検予定を確認する発言に対し，「近いうちに知らせがくるはずだ」と
答えている (B)が正解です。
誤答  (A)は点検する目的を問う質問に対する応答です。(C)の「政府関係者」は質問
文に対応しません。

その設備はもうすぐ点検ですよね。
(A) 安全規定を満たすためです。
(B) はい，今日にでも知らせがくるはずです。
(C) 政府関係者らです。

語句  □ facility「施設」　□ due「～することになって」
□meet「～を満たす」　□ safety regulations「安

全規定」　□ notify「～を知らせる」　□ any day 

now「すぐにでも」　□ government official「政

府関係者」

正解 B 理解度

33.【Yes/No疑問文】
正解  「よい応募者はいたか」という質問に，具体的な人名を挙げている (C)が正解で
す。stand out（際立つ）を impress（～の印象に残る）に言い換えています。
誤答  (A)は Yesであれば，その後に際立った人について述べる必要があります。
application（応募書類）を出したか，という質問への応答なら正解になります。(B)

は stand outー standardの音を用いたひっかけです。

他の応募者より際立った人はいましたか。
(A) はい，昨日郵送しました。
(B) 当社の品質基準によればです。
(C) チェンさんが一番印象的でした。

語句  □ applicant「応募者」　□ stand out「目立つ，

際立つ」　□mail out ...「～を郵送する」　 

□ according to ...「～によると」 
□ quality standard「品質基準」 
□ impress「～の印象に残る」

正解 C 理解度

34.【疑問詞疑問文̶人物】
正解  知人と会話中の女性がだれであるかを尋ねる質問に対して，「クライアントで
す」と答えている (A)が正解です。
誤答  (B)は「そうは思いません」なので質問文に対応しません。(C)は目的を答えて
います。

あそこでリンさんと話している女性はだれですか。
(A) 彼のクライアントの一人です。
(B) そうは思いません。
(C) 彼の許可を与えるためです。

語句  □ over there「あそこで」 
□ approval「許可，承認」

正解 A 理解度

35.【Yes/No疑問文】
正解  デザイン中のロゴの見え方について意見を聞かれ，「もっと大きくすべき」と
答えている (A)が正解です。stand outは「目立つ，際立つ」，ought to doは「～す
べきである」という意味です。
誤答  (B)は質問文中の designを繰り返したひっかけです。(C)は outを繰り返した
ひっかけです。在庫がなくなりそうなときに使う表現です。

このデザインの中で当社のロゴは十分に目立っていますか。
(A) もう少し大きくするべきです。
(B) すばらしいデザイン会社です。
(C) いいえ，もう少しでなくなりそうです。

語句  □ logo「ロゴ」　□ stand out「目立つ」 
□ ought to do「～すべきである」 
□ outstanding「傑出した」　 

□ design firm「デザイン会社」　 

□ out「なくなって」

正解 A 理解度
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Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ

Mark your answer on your sheet.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ

Mark your answer on your sheet.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ

Mark your answer on your sheet.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ

Mark your answer on your sheet.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ

Mark your answer on your sheet.

この解説は『新 TOEIC® テスト 解いて身につく模試 1000 問』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-260-5）を基に作成しています。

『よくわかる新 TOEIC® テスト総合対策』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-258-2）読者用　サンプル模試解説 不許無断複製

Can I bring you anything from the supply 
room? 

(A) I could use some ink for my printer.
(B) No, the hotel is fully booked.
(C) Yes, at the gift shop next to my office.

36.

What’s the quickest way to get to the bank?

(A) According to the accountant.
(B) Make a right turn at the next signal.
(C) I finished my work quickly today.

37.

Could you give me a hand organizing these 
documents?

(A) In the filing cabinet.
(B) Sure, I’m happy to help.
(C) No, I couldn’t find another copy.

38.

What’s been keeping you so busy lately? 

(A) We keep them in the supply room.
(B) I’m conducting an efficiency study.
(C) Sure, I’m free all afternoon.

39.

How will the delegates get to the convention 
center?

(A) By shuttle bus.
(B) For three days.
(C) About sixty.

40.
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解説 トランスクリプト訳・語句・正解

PART 2 この解説は『新 TOEIC® テスト 解いて身につく模試 1000 問』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-260-5）を基に作成しています。

『よくわかる新 TOEIC® テスト総合対策』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-258-2）読者用　サンプル模試解説 不許無断複製

36.【定型表現̶提案】
正解  Can I ...?は「～しましょうか」と提案する表現です。「何か持ってきましょうか」
という申し出に対して，「インクをお願い」と頼んでいる (A)が正解です。I could 

use ...は「～が必要です」という意味です。
誤答  (B)は質問文中の roomから連想できるホテル（hotel）を用いたひっかけです。
(C)は場所を答えているので誤答です。

備品室から何か持ってきましょうか。
(A) プリンタのインクが必要です。
(B) いいえ，ホテルは満室です。
(C) はい，オフィスの隣にあるギフトショップでです。

語句  □ bring「～を持ってくる」　 

□ supply「備品」　 

□ ink「インク」　 

□ fully「完全に」　 

□ book「～を予約する」

正解 A 理解度

37.【疑問詞疑問文̶方法】
正解  銀行に速くたどり着く道順を尋ねているので，「次の信号を右に」と具体的な
方法で答えている (B)が正解です。signalは「信号」という意味です。
誤答  (A)は質問文中の bankから，金融関連語（accountant）を用いたひっかけです。
(C)は質問文中の形容詞 quickの副詞形を用いて繰り返したひっかけです。

銀行に行くのに一番の早道は何ですか。
(A) 会計士によるとです。
(B) 次の信号で右に曲がってください。
(C) 今日は仕事が早く終わりました。

語句  □ according to ...「～によると」　 

□ accountant「会計士」　 

□make a right turn at ...「～で右に曲がる」 
□ signal「信号」　 

□ quickly「すばやく，急いで」

正解 B 理解度

38.【定型表現̶依頼】
正解  依頼に対する定型表現を押さえましょう。Sure（もちろん）で依頼を快諾して
いる (B)が正解です。
誤答  (A)は場所を尋ねられたときの応答です。(C)は「同じものを見つけられなかっ
た」では質問文に対応しません。

これらの書類を整理するのを手伝っていただけますか。
(A) ファイルキャビネットにあります。
(B) もちろん，喜んで手伝います。
(C) いいえ，同じものを見つけられませんでした。

語句  □ give ... a hand「～を手伝う」 
□ organize「～を整理する」 
□ document「書類」

正解 B 理解度

39.【疑問詞疑問文̶何】
正解  keep someone busy（～を忙しくさせる）がわかるかどうかがポイントです。
忙しい理由を述べている (B)が正解です。efficiency studyは「効率調査」という意
味です。自信がなければ消去法で解きましょう。
誤答  (A)は質問文中の keepを繰り返したひっかけです。ここの keepは「～を保管
する」という意味です。(C)は冒頭の Sureが受諾を表すので，この段階で誤答と判
断できます。freeは「ひまな，予定がない」という意味で，質問文中の busy（忙しい）
の反意語です。

最近はどうしてそんなに忙しいのですか。
(A) それらは備品室に保管します。
(B) 効率調査を行っているのです。
(C) もちろん，午後はまったく予定がありません。

語句  □ keep someone busy「～を忙しくする」 
□ lately「最近」　□ keep「～を保管する」 
□ supply room「備蓄室」　 

□ conduct「～を行う」　 

□ efficiency study「効率調査」

正解 B 理解度

40.【疑問詞疑問文̶方法】
正解  How ...?で移動手段を尋ねています。「シャトルバスで」と答えている (A)が
正解です。delegateは「代表」という意味です。
誤答  (B)はHow long ...?に対する応答です。(C)はHow many ...?に対する応答です。

代表団はコンベンションセンターにどうやって行きますか。
(A) シャトルバスでです。
(B) 3日間です。
(C) だいたい 60人です。

語句  □ delegate「代表」　 

□ get to ...「～に到着する」

正解 A 理解度
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PART 3 この解説は『新 TOEIC® テスト 解いて身につく模試 1000 問』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-260-5）を基に作成しています。

『よくわかる新 TOEIC® テスト総合対策』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-258-2）読者用　サンプル模試解説 不許無断複製

What is the topic of the conversation?

(A) A media request
(B) A market research study
(C) An innovative product
(D) A job interview

Questions 41 through 43 refer to the following conversation.

M: Hi, this is Rob Chalmers from the Times. I’m researching an article on 

innovative marketing strategies, and 41 42 I was hoping to speak to 

someone about your company’s campaign for the Sensibility line of 

perfumes and fragrances.

W: Our public relations manager usually handles media interviews, but 

she’s on vacation until next week. Could you call back then?

M: I’m afraid that will be too late. The story’s being published in this 

weekend’s edition.

W: In that case, 43 I’ll put you through to Karen Orzabal. 43 She’s the 

manager in charge of the Sensibility brand. Please hold for a moment.

語句  □ research「～を調査する」 
□ article「記事」 
□ innovative「革新的な」 
□marketing strategy 
　「マーケティング戦略」 
□ line「商品群」 
□ perfume「フレグランス，香水」 
□ fragrance「香水」 
□ public relations manager「広報部長」 
□ handle「～を扱う」 
□ on vacation「休暇中で」 
□ publish「～を発行する」 
□ edition「版」 
□ in that case「その場合には」 
□ put ... through「～の電話をつなぐ」 
□ in charge of ...「～を担当して」 
□ hold「電話を切らずに待つ」 
 
□ study「研究」 
□ publishing company「出版社」 
□ recruiting firm「人材斡旋会社」 
□ research institute「研究機関」 
□ product line「製品ライン」

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

41.

Where does the woman most likely work?

(A) A publishing company
(B) A perfume maker
(C) A recruiting firm
(D) A research institute

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

42.

Who will the man speak to next?

(A) A newspaper editor
(B) A marketing consultant
(C) A public relations specialist
(D) A product line manager

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

43.
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トランスクリプト訳 正解

この解説は『新 TOEIC® テスト 解いて身につく模試 1000 問』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-260-5）を基に作成しています。

『よくわかる新 TOEIC® テスト総合対策』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-258-2）読者用　サンプル模試解説 不許無断複製

41.【基本情報̶トピックは？】
正解  冒頭で男性が ... I was hoping to speak to someone about your company’s 

campaign ...（できれば，御社のキャンペーンについてどなたかに話を聞きたい）とイン
タビューを申し込んでいるので，(A)が正解です。
誤答  (C)の innovativeは会話に出てくる語を繰り返したひっかけです。

この会話の主題は何ですか。
(A) メディアからの要請
(B) マーケットリサーチの研究
(C) 革新的な商品
(D) 採用面接

41-43の設問は次の会話に関するものです。
M： もしもし，タイムズ社のロブ・チャーマーズです。革新的なマーケティング戦略についての記事を調

査しています。御社の香水とフレグランスの商品ライン「センシビリティ」のキャンペーンについて
どなたかにお話をうかがいたいのですが。

W： 当社の広報部長がメディア関連のインタビューを担当していますが，来週まで休暇中です。改めてお
電話をいただけますか。

M： 残念ながら，それでは間に合いません。記事はこの週末版に掲載されますので。
W： それでは，カレン・オザバルさんにおつなぎします。彼女は「センシビリティ」ブランドを担当して

いる部長です。少々お待ちください。

41 正解 A 理解度

42 正解 B 理解度

43 正解 D 理解度

42.【基本情報̶女性の勤務先は？】
正解  女性が勤務する会社は the Sensibility line of perfumes and fragrances（香水とフ
レグランスの「センシビリティ」商品）を販売しているので，(B)が正解です。
誤答  (A)は男性の勤め先としては正解になりえます。

女性はおそらくどこで働いますか。
(A) 出版社
(B) 香水メーカー
(C) 人材斡旋会社
(D) 研究機関

43.【詳細情報̶男性が次に話す相手は？】
正解  広報担当者が来週まで休暇と知り，締め切りに間に合わないと訴える男性に対して女
性は， ... I’ll put you through to Karen Orzabal.（カレン・オザバルさんにつなぐ）と提案し，
続けて She’s the manager in charge of the Sensibility brand.（彼女は「センシビリティ」
ブランドを担当している部長だ）と説明しています。(D)が正解です。
誤答  (A)は男性本人です。(C)は不在です。

男性は次にだれと話しますか。
(A) 新聞編集者
(B) マーケティングコンサルタント
(C) 広報の専門家
(D) 商品ラインの責任者
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PART 3 この解説は『新 TOEIC® テスト 解いて身につく模試 1000 問』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-260-5）を基に作成しています。

『よくわかる新 TOEIC® テスト総合対策』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-258-2）読者用　サンプル模試解説 不許無断複製

When was the train originally scheduled to depart?

(A) 1 o’clock
(B) 2 o’clock
(C) 3 o’clock
(D) 5 o’clock

Questions 44 through 46 refer to the following conversation.

M: Kelley, did you get a chance to confirm our departure time?

W: Yes, I just checked the railroad’s Web site. Unfortunately, 44 there’s 

some kind of a problem on the track and our train has been delayed by 

about one hour. 44 Our departure is now scheduled for 3 o’clock.

M: Oh, that’s bad news. It’s a two-hour ride to Allendale. 45 The 

appointment’s at five, right? 45 We might not make it on time.

W: 46 I already talked to Dr. Peterson about it. 46 I had to call anyway to 

ask how to get to his office. I let him know we’d be about half an hour 

late for our meeting.

語句  □ confirm「～を確認する」 
□ departure time「出発時刻」 
□ railroad「鉄道」 
□ unfortunately「残念ながら」 
□ track「線路」 
□ delay「～を遅らせる」 
□ be scheduled for ... 
　「～の予定になっている」 
□ appointment「約束」 
□make it on time「時間に間に合う」 
 
□ depart「出発する」 
□ concerned「心配そうな」 
□miss「～を逃す」 
□ get directions「道順を尋ねる」 
□ respond to ...「～に返答する」

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

44.

Why is the man concerned?

(A) They cannot access the Web site.
(B) They have missed the train.
(C) They might arrive late to a meeting.
(D) They need a ride to the station.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

45.

Why had the woman planned to call Dr. Peterson?

(A) To get directions
(B) To change the date of an interview
(C) To respond to an invitation
(D) To ask about some research

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

46.
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44.【詳細問題̶電車の本来の出発時刻は？】
正解  女性は最初の発言で ... there’s some kind of a problem on the track and our 

train has been delayed by about one hour.（残念ながら，線路に何か問題があったよう
で，1時間ほど電車が遅れている）と述べ，続けてOur departure is now scheduled for 

3 o’clock.（私たちの電車の出発時刻は 3時になった）と新しい出発時刻を伝えています。
したがって，電車は本来は 2時に出発するはずでした。(B)が正解です。
誤答  (C)は最新の出発予定時刻です。(D)はアレンデールでの約束の時刻です。

電車はもともと何時に出発予定でしたか。
(A) 1時
(B) 2時
(C) 3時
(D) 5時

44-46の設問は次の会話に関するものです。
M： ケリー，出発時刻を確認できましたか。
W： ええ，たったいま鉄道のウェブサイトで確認しました。残念ながら，線路に何か問題があったようで，

1時間ほど電車が遅れています。私たちの出発時刻は 3時の予定です。
M： それはよくないですね。アレンデールまでは 2時間かかります。約束は 5時ですよね。間に合わない

かもしれません。
W： その件はピーターソン博士に話しておきました。いずれにせよ彼のオフィスへの道順を電話して聞か

なければならなかったので。会議には 30分ほど遅れると伝えておきました。

44 正解 B 理解度

45 正解 C 理解度

46 正解 A 理解度

45.【詳細情報̶男性の不安は？】
正解  女性から電車の出発が 1時間遅れると聞き，男性は The appointment’s at five, 

right? We might not make it on time.（約束は 5時ですね。間に合わないかもしれない）
と心配しています。not make it on timeを arrive lateに言い換えた (C)が正解です。

男性はなぜ心配していますか。
(A) ウェブサイトにアクセスできない。
(B) 電車に乗り損ねたかもしれない。
(C) 会議に遅れるかもしれない。
(D) 駅まで車が必要である。

46.【詳細情報̶女性が Dr. Petersonに電話しようと思っていた理由は？】
正解  ピーターソン博士については女性の 2回目の発言に出てきます。I already talked to 

Dr. Peterson about it.（遅延のことはピーターソン博士に話しておきました）と言い，I 

had to call anyway to ask how to get to his office.（彼のオフィスへの道順を電話して
聞かなければならなかった）と理由を述べているので，(A)が正解です。how to get to his 

officeを To get directionsに言い換えています。

女性はなぜピーターソン博士に電話する予定だった
のですか。
(A) 道順を尋ねるため
(B) インタビューの日程を変更するため
(C) 招待の返事をするため
(D) 調査について質問するため
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What are the speakers planning to do?

(A) Hire a new manager
(B) Relocate their office
(C) Purchase equipment
(D) Visit the head office

Questions 47 through 49 refer to the following conversation.

M: It’ll take us quite a while 47 to pack up our records and equipment and 

transfer it all to our new office on Wednesday.

W: You’re right. 47 Maybe we should consider hiring a moving company 

to do it for us.

M: Good idea. That would free up a lot of time, 48 which we could use to 

finish up the monthly report by the deadline on Friday.

W: Okay. 49 I’ll call Robert at the head office this afternoon and ask him 

if it’s within our budget. If so, we can make the arrangements with a 

moving company tomorrow morning.

語句  □ take a while「しばらく時間がかかる」 
□ pack up ...「～を荷造りする」 
□ equipment「機材，備品」 
□ transfer「～を移す」 
□ consider「～を検討する」 
□moving company「引っ越し業者」 
□ free up ...「～を解放する」 
□monthly report「月次報告書」 
□ deadline「締め切り」 
□ head office「本社」 
□ budget「予算」 
□make an arrangement「手配する」 
 
□ relocate「～を移転する」 
□ delivery service「配送業者」 
□ expense report「支出報告書」 
□ headquarters「本社」 
□ schedule「～を予定に組む」

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

47.

When must the monthly report be completed?

(A) This afternoon
(B) Tomorrow
(C) On Wednesday
(D) On Friday

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

48.

What does the woman say she will do later today?

(A) Call a delivery service
(B) Write an expense report
(C) Contact headquarters
(D) Schedule an interview

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

49.
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47.【詳細情報̶話者らがこれからすることは？】
正解  最初の男性の発言にある ... to pack up our records and equipment and transfer 

it all to our new office on Wednesday.（記録や機材を詰めて水曜日に新しいオフィスに
移動する），女性の発言にある hiring a moving company（引っ越し業者を雇う）から引っ
越しを予定していることがわかるので，(B)が正解です。transferを Relocateに言い換え
ています。
誤答  (A) Hire，(C) Purchaseは会話中に出てくる語を繰り返したひっかけです。

話者らは何を予定していますか。
(A) 新しい部長を雇う
(B) オフィスを移転する
(C) 器具を購入する
(D) 本社を訪れる

47-49の設問は次の会話に関するものです。
M： 全部の記録と機材を詰めて水曜日に新しいオフィスに持っていくにはかなり時間がかかりそうです。
W： そうですね。引っ越し業者に頼むほうがよいかもしれませんね。
M： よい考えですね。そうすれば時間ができるので，金曜日の締め切りまでに月次報告書を終わらせるこ

とができます。
W： わかりました。今日の午後に本社のロバートに電話して，予算があるかどうかを聞いてみます。予算

があれば，明日の午前中に引っ越し業者を手配できます。

47 正解 B 理解度

48 正解 D 理解度

49 正解 C 理解度

48.【詳細情報̶報告書の締め切りは？】
正解  monthly reportに注意して聞きます。男性の 2回目の発言に ... which we could 

use to finish up the monthly report by the deadline on Friday.（金曜日締め切りの月次
報告書を書くために時間を使える）とあるので (D)が正解です。
誤答  (A)は引っ越し業者を頼む費用があるかを確認する日です。(B)は引っ越し業者を頼め
る場合の手配日です。(C)は引っ越し日です。

いつ月次報告書を完成させなければなりませんか。
(A) 今日の午後に
(B) 明日に
(C) 水曜日に
(D) 金曜日に

49.【詳細情報̶女性の午後の行動は？】
正解  これからの行動は会話の後半にあります。女性の 2回目の発言に，I’ll call Robert at 

the head office this afternoon ...（今日の午後，本社にいるロバートに電話する）とある
ので (C)が正解です。
誤答  (A)は本社に確認を取ってからの行動です。

女性は今日，後で何をすると言っていますか。
(A) 配送業者に電話する
(B) 支出報告書を書く
(C) 本社に連絡する
(D) 面接の予定を組む
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What are the speakers mainly discussing?

(A) An international convention
(B) A technical manual for a computer
(C) A book on business leaders
(D) A travel agency

Questions 50 through 52 refer to the following conversation.

W: I’ve been reading a great new book that I think you’d like. 50 It 

has a lot of information about some of the leading companies in the 

computer industry. It really goes into a lot of depth about what makes 

each company successful.

M: Great. I’m flying to Mount Murdock for a vacation next week, so it 

would be nice to have something I could read on the plane. I don’t 

have much technical knowledge about computers, though. 51 Does the 

book use a lot of complex language that I might not understand?

W: No, 50 it’s more about the people that founded and run the companies 

themselves. It focuses on the lives of people who’ve started businesses 

in the computer field throughout different times in their careers. I’m 

almost finished— 52 I’ll let you borrow my copy for your trip.

語句  □ leading company「トップ企業」 
□ go into ...「～を詳しく述べる」 
□ depth「深さ」 
□ successful「成功して」 
□ fly「飛行機で行く」 
□ technical knowledge「専門知識」 
□ complex「複雑な」 
□ found「～を設立する」 
□ run「～を経営する」 
□ focus on ...「～に着目する」 
□ borrow「～を借りる」 
□ copy「1冊」 
 
□ technical manual「技術マニュアル」 
□ concerned　「心配して」 
□ term「用語」 
□make an inquiry「照会する，尋ねる」

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

50.

Why is the man concerned?

(A) The computer is not working.
(B) He might not understand technological terms.
(C) His schedule might be too busy.
(D) He did not make a reservation yet.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

51.

What does the woman offer to do for the man?

(A) Pay for a travel guidebook
(B) Copy some documents
(C) Make an inquiry
(D) Lend him something to read

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

52.
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50.【基本情報̶トピックは？】
正解  女性が最初に自分が読んでいる本について It has a lot of information about some 

of the leading companies in the computer industry.（コンピュータ産業の主要企業に
ついて多くの情報が載っている）と内容を紹介しています。それに対して男性が興味を示
し，女性がさらに ... it’s more about the people that founded and run the companies 

themselves.（この本はむしろ会社を興して経営している人々についてのもの）と説明を
加えています。これらの情報から判断して (C)が正解とわかります。
誤答  technical knowledge（専門的知識）は会話に出てきますが，technical manualは
出てきません。(B)は誤りです。

話者らは何を話し合っていますか。
(A) 国際会議
(B) コンピュータの技術マニュアル
(C) ビジネスリーダーについての書籍
(D) 旅行代理店

50-52の設問は次の会話に関するものです。
W： とてもよい新刊本を読んでいるのですが，あなたも気に入りそうです。コンピュータ産業の主要企業

について多くの情報が載っています。それぞれの会社が成功した理由をとても詳しく掘り下げていま
す。

M： すばらしい。来週休暇でマードック山に行くので，飛行機の中で読める本があればと思っていました。
コンピュータについての専門知識はあまりありませんが。私がわからないような複雑な用語はたくさ
ん出てきますか。

W： いいえ，この本はむしろ会社を興して経営している人々についてのものです。それぞれのキャリアで
異なる時期にコンピュータビジネスを始めた人々の生き方に焦点を当てています。もう少しで読み終
わりますから，旅行用にお貸ししますよ。

50 正解 C 理解度

51 正解 B 理解度

52 正解 D 理解度

51.【詳細情報̶男性の不安は？】
正解  男性は女性の話す本の説明に興味を示しながらも，コンピュータの専門知識を持っ
ていないことから，Does the book use a lot of complex language that I might not 

understand?（わからないような複雑な用語はたくさん出てくるか）と女性に尋ねています。
(B)が正解です。a lot of complex languageを technological termsに言い換えています。

男性はなぜ心配していますか。
(A) コンピュータが作動していない。
(B) 自分は科学技術関連用語が理解できないかもし

れない。
(C) スケジュールが忙しすぎるかもしれない。
(D) まだ予約していない。

52.【詳細情報̶女性の申し出は？】
正解  女性は 2回目の発言の最後で ... I’ll let you borrow my copy for your trip.（旅行用
に本を貸す）と申し出ているので，(D)が正解です。let ... borrowを lendに，my copy

を something to readに言い換えています。

女性は男性に何をすると申し出ていますか。
(A) 旅行ガイドブックの代金を払う
(B) いくつかの書類をコピーする
(C) 問い合わせをする
(D) 読むものを貸す
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What is the woman asking about?

(A) An exchange policy
(B) An installation procedure
(C) A sale on cameras
(D) A computer game

Questions 53 through 55 refer to the following conversation.

W: Hello, 53 I’m calling about the photo-viewing software for my new 

PX6 digital camera. 53 When I tried to install it, my computer gave 

me an error message, and I’m not sure what to do.

M: I’m sorry, but 54 this is the sales department. 54 You’ll need to contact 

our support center.

W: Oh, the packaging said this number was for questions about your 

company’s products.

M: Well, the sales staff can answer questions about product designs, 

prices, and so forth, but it sounds like you have a technical problem. 
55 Hold on a moment, I’ll connect you to technical support.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

53.

What does the man imply?

(A) A department is understaffed.
(B) The woman’s computer is malfunctioning.
(C) The woman called the wrong number.
(D) A package is damaged.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

54.

What does the man offer to do for the woman?

(A) Transfer her call
(B) Give her technical support
(C) Discount her purchase
(D) Repair her equipment

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

55.

語句  □ photo-viewing「写真閲覧用の」 
□ install「～をインストールする」 
□ sales department「販売部」 
□ packaging「パッケージ，包装」 
□ sales staff「販売員」 
□ and so forth「～など」 
□ technical problem「技術的な問題」 
□ hold on「電話を切らずに待つ」 
□ connect A to B「Aを Bにつなぐ」 
 
□ exchange policy「商品交換規定」 
□ procedure「手順」 
□ imply「～を示唆する」 
□ understaffed「人手不足の」 
□malfunction「誤作動する」 
□ transfer「～を転送する」 
□ purchase「購入品」 
□ repair「～を修理する」 
□ equipment「設備，備品」
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53.【基本情報̶女性が知りたいことは？】
正解  冒頭で女性が ... I’m calling about ...（～について電話している）と用件を述べてい
ます。2文目でWhen I tried to install it, my computer gave me an error message, ...（ソ
フトウェアをインストールしようとすると，コンピュータにエラーメッセージが出る）と，
インストール方法について質問しているので (B)が正解です。

女性は何について尋ねていますか。
(A) 商品の交換規約
(B) インストールの手順
(C) カメラのセール
(D) コンピュータゲーム

53-55の設問は次の会話に関するものです。
W： もしもし，PX6デジタルカメラを新しく買ったのですが，写真閲覧ソフトウェアについて電話してい

ます。ソフトウェアをインストールしようとすると，コンピュータにエラーメッセージが出て，どう
すればよいのかわかりません。

M： 申し訳ございませんが，こちらは販売部です。サポートセンターにご連絡をお願いします。
W： えっ，パッケージには御社の製品についての質問はこの番号にかけるようにとありますが。
M： 販売員は製品のデザインや価格などにはお答えできるのですが，お客さまの場合は技術的な問題のよ

うです。技術サポートにおつなぎしますので，そのままお待ちください。

53 正解 B 理解度

54 正解 C 理解度

55 正解 A 理解度

54.【詳細情報̶男性が言いたいことは？】
正解  インストール方法について質問された男性は，... this is the sales department.（こ
こは販売部だ）と述べ，You’ll need to contact our support center.（サポートセンター
に連絡してほしい）と続けているので，(C)が正解です。

男性は何を示唆していますか。
(A) デパートは人手が足りない。
(B) 女性のコンピュータは誤作動している。
(C) 女性は間違った番号に電話した。
(D) パッケージが損傷している。

55.【詳細情報̶男性の申し出は？】
正解  男 性 は 2 回 目 の 発 言 で，Hold on a moment, I’ll connect you to technical 

support.（技術サポートにつなぐのでそのまま待ってほしい）と，別の部署へ電話を転送
すると申し出ています。(A)が正解です。connectを transferで言い換えています。

男性は女性に何をしようと申し出ていますか。
(A) 彼女の電話を転送する
(B) 彼女に技術サポートを行う
(C) 彼女の購入品を値引きする
(D) 彼女の機器を修理する
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What does the man ask the woman to do?

(A) Buy flowers
(B) Contact a supplier
(C) Pick up a shipment
(D) Make a delivery

Questions 56 through 58 refer to the following conversation.

M: Rachael, if you don’t mind, 56 I’d like to ask you to drop off an order 

of flowers to a customer while you’re out on your lunch break today.

W: Sure, Donald. I’d planned to go to lunch right after I finish these 

flower arrangements. 57 Is there something wrong with the company 

delivery van?

M: No, 57 John is using it right now, but this customer called right after 

he left and said she needs the flowers by 2 o’clock. I don’t think John 

is going to make it back here soon enough.

W: Oh, all right. Well, 58 I should have the floral arrangements finished 

at 1 o’clock, so I can leave right after that.

語句  □ drop off ...「～を置いていく」 
□ order「注文品」 
□ out「外出して」 
□ lunch break「昼休み」 
□ flower [floral] arrangement 
　「フラワーアレンジメント」 
□be wrong with...「～に不具合な点がある」 
□ delivery van「配達用トラック，バン」 
□make it「時間に間に合う」 
 
□ contact「～に連絡する」 
□ supplier「供給業者」 
□ shipment「発送，積荷」 
□ break down「故障する」 
□ official「役人」 
□ inspect「～を検査する」 
□ behind schedule「予定より遅れて」 
□ suggest「～を示唆する」 
□ complete「～を仕上げる」

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

56.

What does the man say about the van?

(A) An employee is using it.
(B) It has broken down.
(C) An official is inspecting it.
(D) It is behind schedule.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

57.

What does the woman suggest will happen at 1 o’clock today?

(A) She will meet with a client.
(B) She will return from lunch.
(C) She will complete some work.
(D) She will call John.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

58.
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56.【詳細情報̶男性が女性に頼んでいることは？】
正解  男性が冒頭で，I’d like to ask you to drop off an order of flowers to a customer ... 

（お客さんに注文の花を届けてほしい）と配達を依頼しているので，(D)が正解です。make 

a deliveryで「配達する」という意味です。

男性は女性に何をするように頼んでいますか。
(A) 花を買う
(B) 供給元に連絡する
(C) 発送品を受け取る
(D) 配達する

56-58の設問は次の会話に関するものです。
M： レイチェル，もしよければ，今日の昼食休みに外出するときにお客さんに注文の花を届けてほしいの

ですが。
W： もちろんです，ドナルド。このフラワーアレンジメントを終えたら昼食に行こうと思っていたので。

社の配達用バンに何か問題があるのですか。
M： いいえ，ジョンがいま使っているのです。彼が出た直後にお客さんから電話があって，2時までに花

を届けてほしいと言われました。ジョンはそれに間に合う時間に戻りそうにないので。
W： ああ，なるほど。では 1時までにこのアレンジメントを終わらせて，すぐに出られるようにします。

56 正解 D 理解度

57 正解 A 理解度

58 正解 C 理解度

57.【詳細情報̶バンについて男性が言っていることは？】
正解  vanという語に注意して聞きます。配達を頼まれた女性が Is there something 

wrong with the company delivery van?（配達用バンに問題があるのか）と男性に尋ね
ます。男性は，No, John is using it right now, ...（いいえ，ジョンがいま使っている）と
答えているので，(A)が正解です。会社のバンをジョンが使っている→ジョンは employee

（従業員）と気づくことが大切です。

男性はバンについて何と言っていますか。
(A) 従業員が使っている。
(B) 故障した。
(C) 役人が検査をしている。
(D) 予定より遅れている。

58.【詳細情報̶女性が午後 1時に起こると言っていることは？】
正解  1 o’clockに注意して聞きます。女性の 2回目の発言に ... I should have the floral 

arrangements finished at 1 o’clock, ...（1時までにこのアレンジメントを終えているは
ず）とあるので，(C)が正解です。have the floral arrangements finishedを complete 

some workに言い換えています。

今日の 1時に何が起こると女性は示唆していますか。
(A) 自分はクライアントに会う。
(B) 自分は昼食から戻る。
(C) 自分は仕事を完了させる。
(D) 自分はジョンに電話をかける。
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What are the speakers most likely discussing?

(A) A news conference
(B) A government official
(C) A business negotiation
(D) A project assignment

Questions 59 through 61 refer to the following conversation.

M: Hi, Sarah. I wanted to ask you 59 how much progress you’re making 

with your part of the work for the research committee, but I didn’t see 

you at this morning’s conference.

W: Well, unfortunately it’s taking longer than I’d expected. In fact,  
60 I’m starting to get a little concerned about finishing by the 

deadline. That’s why I wasn’t in the office this morning— 59 I needed 

more time to work on our assignment.

M: In that case, you’ll be happy to hear the news: 59 61 Mr. Windsor 

announced at the meeting that the project deadline has been pushed 

back to Friday.

W: Oh, that’s great news. I shouldn’t have any problem finishing up by 

then.

語句  □make progress「進展する」 
□ research committee「調査委員会」 
□ conference「会議」 
□ unfortunately「残念ながら」 
□ in fact「実は」 
□ get concerned about ... 
　「～が心配になる」 
□ deadline「締め切り」 
□ assignment「担当業務」 
□ in that case「その場合」 
□ announce「～を発表する」 
□ push back ...「～を延期する」 
 
□ government official「政府関係者」 
□ business negotiation「商談」 
□ project assignment 
　「プロジェクトの割り当て」 
□ faulty「誤った」 
□miss「～を逃す」 
□ research findings「調査結果」 
□ upcoming「次の」 
□ policy「方針」

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

59.

What is the woman worried might happen?

(A) She will not complete her work on time.
(B) She will produce faulty data.
(C) She will need to redo the research.
(D) She will miss an important meeting.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

60.

What did Mr. Windsor announce?

(A) An extra period of time for the project
(B) Research findings
(C) An upcoming seminar
(D) Policy changes

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

61.
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59.【基本情報̶トピックは？】
正解  most likelyがあるので，会話中のヒントから推測して正解を選びます。女性の最初
の発言にある ... I needed more time to work on our assignment.（この担当業務にもっ
と時間が必要だった）とあるので，これだけでも (D)が正解と判断できますが，男性の最初
の発言にある ... how much progress ... with your part of the work ...,（あなたの仕事
の進み具合を聞きたかった）や，さらに男性の 2回目の発言にある the project deadline（プ
ロジェクトの締め切り）などからも判断できます。
誤答  全体から判断しなければならない場合，消去法で誤答選択肢から消していくことも有
効です。

話者らはおそらく何を話し合っていますか。
(A) 記者会見
(B) 政府関係者
(C) 商談
(D) 担当するプロジェクト

59-61の設問は次の会話に関するものです。
M： こんにちは，サラ。調査委員会の仕事の進み具合を聞きたかったのですが，けさの会議にいませんで

したね。
W： 残念ながら，思った以上に時間がかかっています。実は，締め切りに間に合わないかもしれないと思

えてきました。だから，けさオフィスにいなかったのです。この担当業務にもっと時間が必要だった
ので。

M： それだったら，うれしいニュースがありますよ。ウィンザーさんがプロジェクトの締め切りを金曜日
に延ばすと発表しました。

W： あら，それはすばらしいニュースです。それまでには問題なく終わらせられるはずです。

59 正解 D 理解度

60 正解 A 理解度

61 正解 A 理解度

60.【詳細情報̶女性の不安は？】
正解  女性は最初の発言で，... I’m starting to get a little concerned about finishing by 

the deadline.（締め切りに間に合わないかもしれないと思えてきた）と心配しています。
finishを completeに言い換えている (A)が正解です。
誤答  会話は会議の後に行われているので，(D)は誤りです。(B)(C)は会話からは判断でき
ません。

女性は何が起こることを心配していますか。
(A) 仕事を締め切りに終わらせられない。
(B) 間違ったデータを作る。
(C) 調査をやり直す必要がある。
(D) 重要な会議に出席できない。

61.【詳細情報̶Mr. Windsorが発表したことは？】
正解  Mr. Windsorがキーワードです。男性の 2回目の発言にMr. Windsor announced 

... the project deadline has been pushed back to Friday.（締め切りを金曜日に延ばす）
とあるので，push back ...（～を延期する）を An extra period of time（追加の時間）
という名詞に言い換えた (A)が正解です。この問題はMr. Windsor ...の一文が聞き取れれ
ば正解できる問題です。設問のキーワードは会話を聞く前にしっかり頭に入れておきましょ
う。
誤答  ほかの選択肢は会話中に出てきません。

ウィンザーさんは何を発表しましたか。
(A) プロジェクトへの追加時間
(B) 研究結果
(C) 次のセミナー
(D) 方針の変更
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What are the speakers mainly discussing?

(A) Delivery options
(B) Work schedules
(C) Travel arrangements
(D) Extra payments

Questions 62 through 64 refer to the following conversation.

M: Penny, 62 I’m supposed to work the dinner shift next Saturday and 

Sunday, but some friends are visiting from out of town that weekend. 
62 Could you fill in for me on either of those nights?

W: 63 I can come in on Sunday night, but I already have plans for 

Saturday. You might try asking Peter, though. I overheard him saying 

that he’s looking for extra work.

M: All right, thanks. Taking Sunday off my hands helps me a lot. You 

wouldn’t happen to know Peter’s phone number, would you? I’d like 

to ask him about it as soon as possible.

W: Actually, he’s working today. 64 He’s in the storeroom checking in a 

produce delivery.

語句  □ be supposed to do 
　「～することになっている」 
□ shift「交代制勤務，シフト」 
□ fill in for ...「～の代わりをする」 
□ either「どちらか」 
□ overhear「～をふと耳にする」 
□ look for ...「～を探す」 
□ extra「追加の」 
□ off one’s hands「～の手から離れる」 
□ storeroom「倉庫」 
□ produce「農産物」 
□ delivery「配達」 
 
□ option「選択肢」 
□ arrangement「手配」 
□ purchase「～を購入する」 
□ appointment「（面会の）約束」

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

62.

How will the woman help the man?

(A) By working his Sunday shift
(B) By purchasing one of his tickets
(C) By changing her Saturday plans
(D) By calling Peter

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

63.

What will the man probably do next?

(A) Cancel his appointment
(B) Accept a delivery
(C) Check his address book
(D) Go to the storeroom

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

64.
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62.【基本情報̶トピックは？】
正解  男性が冒頭で ... I’m supposed to work the dinner shift next Saturday and 

Sunday, ...（次の土曜日と日曜日のディナーの時間に勤務する予定になっている）と言っ
てから，Could you fill in for me on either of those nights?（どちらかの夜の勤務を代わっ
てくれないか）と尋ねているので，(B)が正解です。shiftを work scheduleに言い換えて
います。

話者らは主に何を話し合っていますか。
(A) 配送方法
(B) 勤務スケジュール
(C) 旅行の手配
(D) 追加給与

62-64の設問は次の会話に関するものです。
M： ペニー，次の土曜日と日曜日にディナーの時間に勤務する予定になっているのですが，その週末に友

人が市外から遊びにくるのです。どちらかの夜の勤務を代わってくれませんか。
W： 日曜日の夜なら働けますが，土曜日はもう予定を入れてしまいました。ピーターに聞いてみてはどう

ですか。追加の仕事を探していると耳にしました。
M： わかりました，ありがとう。日曜日が休めるので，とても助かります。もしかしてピーターの電話番

号がわかりますか。すぐにでも彼に尋ねたいのです。
W： 彼は今日は勤務中ですよ。倉庫で配達された農産品の確認をしています。

62 正解 B 理解度

63 正解 A 理解度

64 正解 D 理解度

63.【詳細情報̶女性はどうやって手伝う？】
正解  「勤務シフトの交代」を男性に頼まれ，女性は I can come in on Sunday night, ...（日
曜日の夜なら働ける）とシフトを代わることを承諾しているので，(A)が正解です。
誤答  (C)は ... but I already have plans for Saturday.との発言から，女性は土曜日の予
定を変更する気がありません。

女性は男性をどのように手伝いますか。
(A) 彼の日曜日の勤務を代わることで
(B) 彼のチケットを 1枚買うことで
(C) 彼女の土曜日の予定を変えることで
(D) ピーターに電話することで

64.【詳細情報̶男性の次の行動は？】
正解  今後の行動はたいてい会話の後半に出てきます。土曜日のシフトについてピーターと
すぐにでも話をしたい男性に対し，女性が He’s in the storeroom ...（倉庫にいる）と居
場所を教えているので，男性は倉庫に向かうと判断できます。(D)が正解です。
誤答  男性はピーターの電話番号を尋ねていますので，男性のアドレス帳にピーターの電話
番号はないはずです。(C)は誤りです。

男性はおそらく次に何をしますか。
(A) 約束をキャンセルする
(B) 配達物を受け取る
(C) アドレス帳を確認する
(D) 倉庫に行く
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What is the purpose of the woman’s call?

(A) To reserve a seat
(B) To respond to an inquiry
(C) To request information
(D) To plan vacation activities

Questions 65 through 67 refer to the following conversation.

W: Hello, Mr. Hapsburg? This is Carol Singh, calling from the Springfield 

Community Center. 65 I got your message asking about using our 

facility for your convention in March. 65 I’m sorry I couldn’t call you 

back sooner. I was away on vacation last week.

M: Thanks for getting back to me. Yes, I wanted to make sure there 

would be adequate seating capacity. 66 There’ll be about four hundred 

company employees at the convention.

W: 67 That shouldn’t be a problem. We have three separate facilities 

and 67 can accommodate small events with fewer than one hundred 

people, and large events with up to a thousand attendees.

語句  □ facility「施設」 
□ convention「大会，会議」 
□ away on vacation「休暇で不在の」 
□ get back to ...「～に改めて連絡する」 
□make sure ...「～を確認する」 
□ adequate「十分な」 
□ seating capacity「座席数，収容力」 
□ separate「別個の」 
□ accommodate「～を収容する」 
□ up to「最大～まで」 
□ attendee「参加者」 
 
□ reserve「～を予約する」 
□ respond「～に対応する」 
□ inquiry「問い合わせ」 
□ attendant「参加者」 
□ expect「～を見込む」 
□ conveniently「便利に」 
□ be located「位置する」 
□ suitable「ふさわしい」 
□ be booked up「予約がいっぱいである」 
□ sufficiently「十分に」 
□ spacious「広い」

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

65.

How many attendants are expected at the event?

(A) Fewer than 100
(B) From 200 to 300
(C) Around 400
(D) Over 1,000

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

66.

What does the woman say about the facilities?

(A) They are conveniently located.
(B) They are not suitable for the event.
(C) They are booked up through March.
(D) They are sufficiently spacious.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

67.
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65.【基本情報̶女性が電話している目的は？】
正解  目的はたいてい会話の最初のほうに出てきます。女性が最初の発言で I got your 

message asking about using our facility for your convention in March.（3月の大会
で当センターの施設を使いたいという問い合わせのメッセージをもらった）と述べたうえ
で，I’m sorry I couldn’t call you back sooner.（もっと早くかけ直せずに申し訳ない）
と謝っています。(B)が正解です。inquiryは「問い合わせ」という意味です。

女性の電話の目的は何ですか。
(A) 座席を予約すること
(B) 問い合わせに答えること
(C) 情報を求めること
(D) 休暇中の行動を計画すること

65-67の設問は次の会話に関するものです。
W： もしもし，ハプスバーグさんですか？　スプリングフィールド・コミュニティセンターのキャロル・

シンです。3月の大会で当センターの施設を使いたいというお問い合わせのメッセージをいただきま
した。もっと早くにかけ直せなくて申し訳ありませんでした。先週は休暇で不在だったものですから。

M： かけ直していただいて，ありがとうございます。座席が十分あるか確認したかったのです。大会は約
400人の従業員が参加します。

W： 問題ありません。当センターには施設が 3つあり，100人未満の小さいイベントから最大 1,000人
までの大きなイベントにまでご利用いただけます。

65 正解 B 理解度

66 正解 C 理解度

67 正解 D 理解度

66.【詳細情報̶イベントの出席者数は？】
正解  男性の発言中の数字に注意して聞きます。男性は最初の発言で There’ll be about 

four hundred company employees at the convention.（大会には約 400人の従業員が
参加する）と述べているので，(C)が正解です。
誤答  (A)は小さいイベント会場の収容人数，(D)は大きい会場の収容人数です。

イベントに何人出席すると予想されていますか。
(A) 100人未満
(B) 200～ 300人
(C) 約 400人
(D) 1,000人超

67.【詳細情報̶施設について女性の意見は？】
正解  男性から出席人数が 400人と聞いた女性は，That shouldn’t be a problem.（問題
ない）と答え，We ... can accommodate small events with fewer than one hundred 

people, and large events with up to a thousand attendees.（100人以下の小さいイ
ベントから，最大 1,000人までの大きなイベントを収容できる）と説明しているので，(D)

が正解です。

女性は施設について何と言っていますか。
(A) 便利な場所にある。
(B) イベントに適していない。
(C) 3月は予約で埋まっている。
(D) 十分なスペースがある。
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What is the problem with the large trucks?

(A) They require advance payment.
(B) They are not large enough.
(C) They are not available on June 2.
(D) They are too expensive.

Questions 68 through 70 refer to the following conversation.

W: Hi, 68 I’m calling to reserve a large moving truck for the weekend of 

June 2nd.

M: 68 I’m afraid all our large trucks are booked then. It’s a very busy 

time, so they have to be reserved well in advance. 69 We do have 

some smaller trucks available. 69 If one’s not enough, you could rent 

two, although that would be a little more expensive than a large one.

W: I have too much furniture to fit in one, and I’d rather not pay for two. 
70 I’ll try calling another mover instead.

M: I understand. Let us know if you change your mind.

語句  □ reserve「～を予約する」 
□moving truck「引っ越し用トラック」 
□ book「～を予約する」 
□well in advance 
　「十分余裕をもって，だいぶ前から」 
□ rent「～を借りる」 
□ furniture「家具」 
□ fit in ...「～に収まる」 
□ I’d rather not ... 
　「どちらかというと～したくない」 
□mover「引っ越し業者」 
□ instead「代わりに」 
□ change one’s mind「気が変わる」 
 
□ require「～を必要とする」 
□ advance payment「前金，前払い」 
□ propose「～を提案する」 
□ hire「～を借りる」 
□ vehicle「自動車」 
□ cancel「～を取り消す」 
□move out「引っ越して出る」 
□ contact「～に連絡する」

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

68.

What does the man propose?

(A) Hiring two vehicles
(B) Changing the moving date
(C) Using a larger truck
(D) Canceling a reservation

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

69.

What does the woman decide to do?

(A) Move out before the weekend
(B) Contact a different company
(C) Move some furniture herself
(D) Rent a small truck

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

70.



38

解説 問題訳

PART 3

トランスクリプト訳 正解

この解説は『新 TOEIC® テスト 解いて身につく模試 1000 問』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-260-5）を基に作成しています。

『よくわかる新 TOEIC® テスト総合対策』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-258-2）読者用　サンプル模試解説 不許無断複製

68.【詳細情報̶大型トラックに関する問題は？】
正解  large truckは冒頭に登場します。女性は電話で，... I’m calling to reserve a large 

moving truck for the weekend of June 2nd.（6月 2日の週末に引っ越し用の大型トラッ
クを予約したい）と問い合わせます。それに対して男性が I’m afraid all our large trucks 

are booked then.（申し訳ないが，その日は大型トラックは予約済みだ）と答えています。
この thenは the weekend of June 2ndを指しているので，(C)が正解です。
誤答  ... have to be reserved well in advance.（早くからの予約が必要だ）とは言ってい
ますが，advance payment（先払い）とは言っていないので，(A)は誤りです。

大型トラックの何が問題ですか。
(A) 先払いしなくてはならない。
(B) 大きさが足りない。
(C) 6月 2日に使えない。
(D) 高すぎる。

68-70の設問は次の会話に関するものです。
W： もしもし，6月 2日の週末に引っ越し用の大型トラックを予約したいのですが。
M： 申し訳ございません。その日は大型トラックはすべて予約済みになっております。引っ越しシーズン

なので，だいぶ前にご予約いただかなくてはなりません。小型トラックならご用意できますが。1台
で足りないようでしたら，2台レンタルしていただけます。大型トラック 1台分より少し費用が高く
なりますが。

W： 家具が多いので，1台では収まらないと思いますが，2台分は払いたくありません。他の引っ越し業
者に連絡してみます。

M： 承知しました。気が変わりましたらご連絡ください。

68 正解 C 理解度

69 正解 A 理解度

70 正解 B 理解度

69.【詳細情報̶男性の提案は？】
正解  男性は大型トラックの空きはないが，We do have some smaller trucks available.
（小型トラックなら用意できる）と答え，また If one’s not enough, you could rent  
two, ...（1台で足りないようなら，2台レンタルできる）と勧めています。trucksを
vehiclesに言い換えた (A)が正解です。

男性は何を提案していますか。
(A) 2台借りること
(B) 引っ越し日を変更すること
(C) もっと大きなトラックを使うこと
(D) 予約をキャンセルすること

70.【詳細情報̶女性がすることは？】
正解  小型トラック 2台のレンタルを勧められた女性は，I’ll try calling another mover 

instead.（他の引っ越し業者に連絡してみる）と答えているので，(B)が正解です。
another moverを a different companyに言い換えています。
誤答  引っ越しの日程変更の話は出てこないので，(A)は誤りです。女性の希望はあくまで
大型トラック 1台なので，(D)も誤りです。

女性は何をすることにしますか。
(A) 週末前に引っ越して出る
(B) 違う会社に連絡する
(C) 一部の家具を自分で運び出す
(D) 小さいトラックを借りる
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What is being advertised?

(A) A car rental service
(B) An airport shuttle
(C) A convenience store
(D) A hotel chain

Questions 71 through 73 refer to the following advertisement.

71 Shelton Inns are the ideal accommodation for busy business travelers. 
72 With airport and downtown locations in major cities across the 

country, we offer convenience at unbeatable rates, close to anywhere you 

do business. 71 All our hotels feature comfortable rooms, free wireless 

Internet, complimentary newspapers, and access to a full range of business 

services that can be used at your leisure. To enjoy even more benefits,  
73 join the Shelton Inn Premium Guests Club. For an annual fee of only 

$75, 73 you’ll receive exclusive members’ privileges, plus discounts on 

rates and fares from our partners Hirsch Rental Cars and Avernus Airlines. 

Visit us at SheltonInns.com today to learn more!

語句  □ ideal「理想的な」 
□ accommodation「宿泊施設」 
□ location「場所」 
□ offer「～を提供する」 
□ convenience「便利さ」 
□ unbeatable「ほかに負けない」 
□ feature「～を呼び物にする」 
□ complimentary「無料の」 
□ a full range of ...「ありとあらゆる～」 
□ at one’s leisure 
　「暇なときに，都合のよいときに」 
□ benefit「利得」 
□ annual fee「年会費」 
□ exclusive「限定の」 
□ privilege「特権」 
□ rate「料金」 
□ fare「料金」 
 
□ infer「～を推測する」 
□ be aimed at ...「～向けである」 
□ vacationer「行楽客」 
□ subscription「定期購読」 
□ airfare「航空運賃」

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

71.

What can be inferred about the advertised business?

(A) It offers free membership.
(B) It is conveniently located.
(C) It is aimed at vacationers.
(D) It has branches worldwide.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

72.

What advantage of membership is mentioned?

(A) A free newspaper subscription
(B) Reduced airfare
(C) Access to an exclusive Web site
(D) A $75 discount on hotel rates

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

73.
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71.【基本情報̶広告しているものは？】
正解  冒頭の Shelton Inns are the ideal accommodation for busy business travelers.

（シェルトンインは忙しい出張者に理想的な宿泊施設です）から，ホテルの宣伝とわかりま
す。(D)が正解です。ここを聞き逃したとしても，後で出てくる All our hotels（すべての
ホテル）でも正解の判断ができます。

何が広告されていますか。
(A) レンタカーサービス
(B) 空港シャトルバス
(C) コンビニエンスストア
(D) ホテルチェーン

71-73の設問は次の広告に関するものです。
シェルトンインは忙しい出張者に理想的な宿泊施設です。全国主要都市の空港や市街地のそばにあり，ど
こでビジネスするにも近くて便利な環境を，他社に負けない低価格でご提供しています。全ホテルは快適
な客室，無料の無線インターネット，無料の新聞，そしてご自由に利用いただけるあらゆるビジネスサー
ビスを特長としています。さらなる特典をお楽しみいただくには，シェルトンイン・プレミアムゲストク
ラブにご入会ください。年会費わずか 75ドルで，会員限定の特典や，提携企業のハーシュ・レンタカー
やアバナス航空から割引を受けられます。詳しくは今日のうちに SheltonInns.comまで！

71 正解 D 理解度

72 正解 B 理解度

73 正解 B 理解度

72.【詳細情報̶広告しているビジネスについて推測できることは？】
正解  With airport and downtown locations in major cities across the country, we 

offer convenience at unbeatable rates, close to anywhere you do business.（全国主
要都市の空港や市街地のそばにあり，どこでビジネスするにも近くて便利な環境を，他社
に負けない低価格で提供している）と述べているので，利便性に触れている (B)が正解です。
誤答  的を絞りにくい問題は違うものから消していく消去法を使います。(A)は For an 

annual fee of only $75（年会費はたったの 75ドル）とあるので有料です。(C)は冒頭
に ... the ideal accommodation for busy business travelers.（忙しい出張者に理想的な
宿泊施設）とあるので，出張者をターゲットにしています。(D)は広告からは不明です。

広告されているビジネスについて何が推測できますか。
(A) 無料で会員になれる。
(B) 便利な場所にある。
(C) 行楽客をターゲットにしている。
(D) 世界中に支店がある。

73.【詳細情報̶会員の特典は？】
正解  ここでのmembershipは the Shelton Inn Premium Guests Clubを指しています。
会員の利点として，... you’ll receive exclusive members’ privileges, plus discounts 

on rates and fares from our partners Hirsch Rental Cars and Avernus Airlines.（会
員限定の特典や，提携企業のハーシュ・レンタカーやアバナス航空から割引を受けられる）
と述べているので，(B)が正解です。discountsを Reducedに言い換えています。
誤答  (A)は宿泊客全員が受けられるサービスです。

会員のどんな利点が述べられていますか。
(A) 無料新聞購読
(B) 割引航空券
(C) 限定ウェブサイトへのアクセス
(D) ホテル料金が 75ドル引き
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What is the main purpose of the speech?

(A) To list nominees for an award
(B) To announce an award winner
(C) To describe a selection process
(D) To introduce a presenter

Questions 74 through 76 refer to the following speech.

74 It is my pleasure to introduce to you Erika Tanabe, who will present the 

award for Best Feature-Length Animated Film. 75 Erika is perhaps best 

known for playing the lead role in Cassandra’s Crossing, directed by Phil 

Lee. 76 She has also won critical acclaim for her work on the stage in the 

theater production of Dante Hennessy’s play Tropics Green. Her current 

work is as the voice of multiple characters every Saturday morning on 

VLCN-TV’s new hit animated children’s program Fuzzy & Friends. Ladies 

and gentlemen, please welcome Erika Tanabe.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

74.

Who most likely is Erika Tanabe?

(A) A film director
(B) An actress
(C) An animation artist
(D) A studio executive

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

75.

What is mentioned about Tropics Green?

(A) It was performed on stage.
(B) It was broadcast every week.
(C) It was Dante Hennessey’s first project.
(D) It was last year’s award winner.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

76.

語句  □ present「～を発表する」 
□ award「賞」 
□ perhaps「おそらく」 
□ be best known for ... 
　「～で最もよく知られた」 
□ lead role「主役」 
□win acclaim for ...「～で称賛を浴びる」 
□ critical「批評の」 
□ play「劇」 
□ current「現在の」 
□multiple「複数の」 
□ character「キャラクター，登場人物」 
□ animated「アニメの，動画の」 
 
□ list「～を挙げる」 
□ nominee「指名候補者」 
□ award winner「受賞者」 
□ selection process「選考過程」 
□ film director「映画監督」 
□ executive「幹部」 
□ broadcast「～を放送する」
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74.【基本情報̶スピーチの目的は？】
正解  冒頭の It is my pleasure to introduce to you Erika Tanabe, who will present the 

award for Best Feature-Length Animated Film.（長編のアニメ映画賞を発表するエリカ・
タナベさんをご紹介できることをうれしく思います）から，プレゼンターを紹介するスピー
チとわかります。(D)が正解です。

このスピーチの主な目的は何ですか。
(A) 賞の候補者を読み上げること
(B) 受賞者を発表すること
(C) 選考過程を説明すること
(D) プレゼンターを紹介すること

74-76の設問は次のスピーチに関するものです。
長編のアニメ映画賞を発表するエリカ・タナベさんをご紹介できることをうれしく思います。エリカさん
はフィル・リー監督の『カサンドラ・クロス橋』に主演なさったことでもっとも有名かもしれません。ダ
ンテ・ヘネシーの戯曲『トロピクス・グリーン』の舞台劇での演技で批評家から称賛されました。彼女は現在，
毎週土曜日の朝に VLCNテレビで放送されている新しい大人気アニメ子ども番組『ファジーと友だち』で
複数のキャラクターの声を担当しています。皆さん，エリカ・タナベさんをお迎えしましょう。

74 正解 D 理解度

75 正解 B 理解度

76 正解 A 理解度

75.【基本情報̶Erika Tanabeはだれ？】
正解  エリカ・タナベさんについて，Erika is perhaps best known for playing the lead 

role in Cassandra’s Crossing, directed by Phil Lee.（エリカはフィル・リー監督の
『カサンドラ・クロス橋』で主演したことでもっとも有名かもしれない）と述べているので，
俳優とわかります。(B)が正解です。
誤答  (A)はフィル・リー監督のことです。

エリカ・タナベさんはおそらくだれですか。
(A) 映画監督
(B) 女優
(C) アニメ作家
(D) スタジオ幹部

76.【詳細情報̶Tropics Greenについて述べていることは？】
正解  Tropics Greenに注意して聞きます。She has also won critical acclaim for her 

work on the stage in the theater production of Dante Hennessy’s play Tropics 

Green.（ダンテ・ヘネシーの戯曲『トロピクス・グリーン』の舞台劇での演技も批評家か
ら称賛された）から，舞台公演のタイトルとわかります。(A)が正解です。

『トロピクス・グリーン』について何が述べられてい
ますか。
(A) 舞台で上演された。
(B) 毎週放送された。
(C) ダンテ・ヘネシーの最初の作品だった。
(D) 去年の受賞作だった。
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Where is the radio station based?

(A) Chicago
(B) Hong Kong
(C) London
(D) Sydney

Questions 77 through 79 refer to the following introduction.

Good evening. 77 You’re listening to the Allen Handy Show on KKBL 

Radio Chicago. 78 My next guest is award-winning concert pianist Mei 

Chen. We’ll be discussing Ms. Chen’s new autobiography, Reflections on 
a String. 79 In her book, Ms. Chen shares her memories of growing up 

in Hong Kong, and of how music affected her life in her early childhood. 

The book also chronicles her career, from her earliest piano lessons to her 

experiences during her recent international concert tour, which took her 

from Sydney to London last year. 77 During our discussion, we’ll be taking 

call-in questions from our local Chicago listeners. Now, let’s welcome to 

our program Mei Chen.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

77.

Who is being introduced?

(A) A teacher
(B) A musician
(C) A program host
(D) A journalist

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

78.

What is discussed in Mei Chen’s new book?

(A) Asian artifacts
(B) Childhood memories
(C) Career advice
(D) The history of Hong Kong

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

79.

語句  □ award-winning「受賞歴のある」 
□ autobiography「自伝」 
□ reflection「反映，考え」 
□ string「ひも，弦」 
□ share「～を共有する」 
□ grow up「成長する」 
□ affect「～に影響を及ぼす」 
□ childhood「幼年期」 
□ chronicle「～を年代順に記録する」 
□ call-in「聴取者参加の」 
 
□ be based「本拠を置く」 
□ artifact「工芸品」
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78.【基本情報̶紹介されている人物は？】
正解  ラジオ番組のゲストについて，3文目にMy next guest is award-winning concert 

pianist Mei Chen.（次のゲストは受賞経験のあるコンサートピアニスト，メイ・チェンさ
んだ）と紹介しています。pianistをmusicianに言い換えた (B)が正解です。
誤答  (C)は話者自身（アレン・ハンディさん）を指します。

だれが紹介されていますか。
(A) 教師
(B) ミュージシャン
(C) 番組のホスト
(D) ジャーナリスト

77-79の設問は次の紹介に関するものです。
こんばんは。KKBLラジオ・シカゴのアレン・ハンディ・ショーをお送りしています。次のゲストは，受
賞歴を持つコンサートピアニスト，メイ・チェンさんです。チェンさんの新しい自叙伝『リフレクションズ・
オン・ア・ストリング』についてお話をうかがいます。ご著書の中で，チェンさんは香港で育った思い出や，
音楽が彼女の幼少期の生活に与えた影響についてお話しくださいます。この本は彼女のキャリアを時系列
につづった物語でもあり，ピアノのレッスンを始めたばかりのころのことから，昨年シドニーからロンド
ンにまで及んだ最近の国際コンサートツアーでの体験までを書いています。お話をうかがっている間，地
元シカゴのリスナーの方々から電話での質問を受け付けます。それでは，メイ・チェンさんを番組にお迎
えしましょう。

77 正解 A 理解度

78 正解 B 理解度

79 正解 B 理解度

79.【詳細情報̶Mei Chenの新刊書で語られているのは？】
正解  メイ・チェンさんの新刊書について，In her book, Ms. Chen shares her memories 

of growing up in Hong Kong, ...（チェンさんは香港で育った思い出などをつづっている）
とあるので，(B)が正解です。memories of growing upを Childhood memoriesに言い
換えています。
誤答  本に書かれているのは香港の歴史ではなく，メイ・チェンさんのキャリアなので (D)
は誤りです。

メイ・チェンさんの新刊書では何が論じられていま
すか。
(A) アジアの工芸品
(B) 幼少期の思い出
(C) キャリアアドバイス
(D) 香港の歴史

77.【詳細情報̶このラジオ局の本拠地は？】
正解  2文目の You’re listening to the Allen Handy Show on KKBL Radio Chicago.

（KKBLラジオ・シカゴのアレン・ハンディ・ショーをお送りしている）からシカゴと予想
でき，最後から 2文目の During our discussion, we’ll be taking call-in questions from 

our local Chicago listeners.（地元シカゴのリスナーの方々から電話での質問を受け付け
る）の local（地元の）の部分も決め手になります。(A)が正解です。
誤答  (B)はメイ・チェンさんが育った場所，(C)(D)はメイ・チェンさんがツアーで回った
都市です。

このラジオ局はどこに本拠を置いていますか。
(A) シカゴ
(B) 香港
(C) ロンドン
(D) シドニー
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Where is the speaker?

(A) In a coffee shop
(B) In an outdoor museum
(C) In a parking lot
(D) In a tour bus

Questions 80 through 82 refer to the following announcement.

80 The bus will shortly be arriving at the Rathbone Sculpture Garden. It’s 

the country’s largest outdoor sculpture collection, with work ranging from 

ancient statues to abstract modern pieces. This portion of the tour will be 

unguided, so you’re free to explore on your own. 81 After disembarking, 

proceed to the group entrance beside the front gate, and present your 

tour ticket there. You may take pictures anywhere within the grounds, 

but smoking and cell phones are prohibited. At a regular walking speed, 

it should take about 60 minutes to see everything. 82 We’ll be spending 

90 minutes at this stop, so you have time for a break at the Hardin Coffee 

Shop, if you like. Please return to the bus in the main parking lot by 2:45.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

80.

What are the listeners asked to do?

(A) Use the entrance reserved for large groups
(B) Purchase a ticket at the front entrance
(C) Refrain from taking photos inside the garden
(D) Stay close to the guide during the tour

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

81.

How long will the listeners stay in the facility?

(A) 45 minutes
(B) An hour
(C) An hour and a half
(D) Two hours

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

82.

語句  □ shortly「まもなく」 
□ outdoor「屋外の」 
□ sculpture「彫刻」 
□ range from A to B「Aから Bに及ぶ」 
□ ancient「古代の」 
□ statue「銅像」 
□ abstract「抽象的な」 
□ piece「作品」 
□ portion「一部」 
□ unguided「ガイドなしの」 
□ be free to do「自由に～できる」 
□ explore「探検する」 
□ on one’s own「自分ひとりで」 
□ disembark「降りる」 
□ proceed to ...「～に進む」 
□ present「～を提示する」 
□ ground「敷地」 
□ prohibit「～を禁止する」 
□ break「休憩」 
 
□ refrain from doing 
　「～することを控える」 
□ facility「施設」
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80.【基本情報̶話者がいる場所は？】
正解  アナウンスの冒頭に，The bus will shortly be arriving at the Rathbone Sculpture 

Garden.（バスはまもなくラスボーン彫刻庭園に到着する）とあるので，バスの中で話し
ていることがわかります。その後に tourの説明をしているので，(D)が正解です。ここを
聞き逃すと，最後のWe’ll be spending 90 minutes at this stop,（ここでは 90分の滞在
を予定している）や Please return to the bus in the main parking lot by 2:45.（2時 45

分までにメイン駐車場にあるバスに戻ってください）を聞き取っても (C)と迷うことにな
ります。冒頭からしっかり聞きましょう。
誤答  (A)(B)はこれから訪れる庭園にあります。

話者はどこにいますか。
(A) コーヒーショップに
(B) 屋外美術館に
(C) 駐車場に
(D) ツアーバス内に

80-82の設問は次のアナウンスメントに関するものです。
バスはまもなくラスボーン彫刻庭園に到着いたします。この庭園は国内で最大規模の野外彫刻コレクショ
ンで，古代の銅像から抽象的な現代作品までを有します。ここでのツアーはガイドがつきませんので，各
自ご自由に行動なさってください。バスから降りましたら，正面ゲート横の団体用入口にお進みいただき，
ツアーチケットをご提示ください。敷地内はどこでも写真をお撮りいただけますが，喫煙と携帯電話は禁
止となっております。普通速度で歩くと，全部をご覧になるのに約 60分かかります。ここでは 90分の滞
在を予定しておりますので，よろしければ，ハーディン・コーヒーショップでご休憩なさる時間もあります。
2時 45分までにメイン駐車場にあるバスまでお戻りください。

80 正解 D 理解度

81 正解 A 理解度

82 正解 C 理解度

81.【詳細情報̶聞き手が依頼されていることは？】
正解  ツアーの説明で，After disembarking, proceed to the group entrance beside 

the front gate, ...（バスから降りたら，正面ゲートの横にある団体用入り口に進む）と
あるので，(A) が正解です。the group entrance を the entrance reserved for large 

groupsに言い換えています。
誤答  団体用入り口で ... present your tour ticket there.（チケットを提示する）とあるの
で，すでにチケットは持っているとわかります。(B)は誤りです。禁止行為は喫煙と携帯で
の通話ですから，(C)も誤りです。This portion of the tour will be unguided, ...（このツ
アーはガイドがつかない）から，(D)も誤答です。

聞き手は何をするように求められていますか。
(A) 団体用入口を使う
(B) 正面入口でチケットを購入する
(C) 庭園内で写真を撮らない
(D) ツアー中はガイドと一緒に行動する

82.【詳細情報̶聞き手が施設に滞在する時間は？】
正解  最後から 2文目にWe’ll be spending 90 minutes at this stop, ...（ここでは 90分
の滞在を予定している）とあるので，90分滞在することがわかります。An hour and a 

halfに言い換えた (C)が正解です。
誤答  (A)(D)はバスに戻る 2時 45分からのひっかけです。(B)は庭園を一回り見て歩くの
に要する時間です。

聞き手は施設にどれくらい滞在しますか。
(A) 45分
(B) 1時間
(C) 1時間半
(D) 2時間
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Why does the message suggest choosing from a menu?

(A) To be directed to the credit department
(B) To shorten the waiting time
(C) To comply with security regulations
(D) To confirm the appropriate branch location

Questions 83 through 85 refer to the following recorded message.

Thank you for calling the Prescott Bank credit card division. Please stay on 

the line for the next available representative to take your call. 83 To ensure 

that your call is taken as quickly as possible, please select the appropriate 

option from the following menu: To report a lost or stolen credit card, press 

1. To request account information, such as confirmation of payment, recent 

transactions, or account balances, press 2. 84 If you received a Prescott 

Bank credit card in the mail and would like to activate it, press 3. If you are 

not a Prescott Bank customer but would like to inquire about starting a new 

savings, checking, or credit account, press 4. 85 Otherwise, stay on the line 

and a representative will be with you shortly.

語句  □ division「部門」 
□ stay on the line 
　「電話を切らないでおく」 
□ available「利用可能な」 
□ representative「代理人，販売員」 
□ take a call「電話に出る」 
□ appropriate「適切な」 
□option「選択肢」　□confirmation「確認」 
□ transaction「取引」 
□ account balance「口座残高」 
□ activate「～を有効にする，始動させる」 
□ savings account「普通預金口座」 
□ checking account「当座預金口座」 
□ credit account「信用口座」 
 
□ direct「～を向ける」 
□ credit department「信用審査部」 
□ shorten「～を短くする」 
□ comply with ...「～に従う」 
□ regulation「規定」 
□ enter「～を入力する」 
□ hours of operation「営業時間」

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

83.

What does pressing 3 enable a caller to do?

(A) Report a lost credit card
(B) Confirm a recent transaction
(C) Open a new credit account
(D) Activate a new credit card

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

84.

What can a caller do without entering a number?

(A) Listen to the hours of operation
(B) Have the list of options repeated
(C) Leave a recorded voice message
(D) Speak to a bank representative

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

85.
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83.【詳細情報̶メニューから選択する理由は？】
正解  メニューから項目を選ぶ理由として，To ensure that your call is taken as quickly 

as possible, ...（お客さまからの電話にできるだけ早くお応えするために）とあることから，
待ち時間を短くするためとわかるので，(B)が正解です。

なぜこのメッセージはメニューから選ぶように勧め
ていますか。
(A) クレジット部につないでもらうため
(B) 待ち時間を短くするため
(C) セキュリティ規定を遵守するため
(D) 適切な支店の場所を確認するため

83-85の設問は次の録音メッセージに関するものです。
プレスコット銀行のクレジットカード部にお電話いただき，ありがとうございます。次に応対できる係員
が電話に出るまでそのままお待ちください。お客さまからの電話にできるだけ早くお応えするために，次
のメニューから適切な項目をお選びください。クレジットカードの紛失・盗難の報告については 1を押し
てください。支払いの確認，最近のお取引や口座残高などの口座情報の請求は 2を押してください。プレ
スコット銀行のクレジットカードを郵便で受け取り，有効にしたい場合は 3を押してください。プレスコッ
ト銀行のお客さまではなく，新規の普通預金，当座預金，または信用口座についてのご質問は 4を押して
ください。それ以外の方はそのままお待ちください。係員がまもなくお答えいたします。

83 正解 B 理解度

84 正解 D 理解度

85 正解 D 理解度

84.【詳細情報̶3を押してできることは？】
正解  press 3という表現に注意して聞きます。If you received a Prescott Bank credit 

card in the mail and would like to activate it, press 3.（プレスコット銀行のクレジッ
トカードを郵便で受け取り，有効にしたい場合は 3を押す）とあるので，(D)が正解です。
内容のあとに press 3が続くので，わかりにくいと感じるかもしれませんが，その前に
press 1，press 2と続いているので，「次は 3だな」と予測できるはずです。
誤答  (A)は 1，(B)は 2，(C)は 4を押す場合の目的です。

電話をかけた人は 3を押すと何ができますか。
(A) クレジットカードの紛失を報告する
(B) 最近の取引を確認する
(C) 新しい信用口座を開く
(D) 新しいクレジットカードを有効にする

85.【詳細情報̶番号を選ばずにできることは？】
正解  最後にOtherwise, stay on the line and a representative will be with you shortly.

（それ以外の方はそのままお待ちください。係員がまもなくお応えします）とあるので，(D)

が正解です。

電話をかけた人は番号を押さずに何ができますか。
(A) 営業時間を聞く
(B) 選択項目を繰り返してもらう
(C) 伝言を録音に残す
(D) 銀行の係員と話す
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Who will visit the listeners tomorrow?

(A) Market researchers
(B) Prospective customers
(C) Committee members
(D) Construction contractors

Questions 86 through 88 refer to the following talk.

Good morning, everyone. As you know, 86 some members of the budgeting 

department will be stopping by tomorrow morning to make an assessment 

of our project. 86 When the committee arrives, Ms. Chase will greet them 

in the reception area. She’ll give them a brief tour of our research facilities 

and then bring them up to the conference room on the third floor for the 

meeting. 87 Mr. Tanaka will begin the meeting by presenting his report 

on our progress, including current project timelines, potential delays, and 

estimated completion dates for each project phase. Next, Ms. Gould will 

present a cost analysis and the results of her efficiency study. 88 Then I’ll 

submit our written proposal for next quarter’s budget, right before we break 

for lunch.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

86.

Who will start the meeting?

(A) Mr. Tanaka
(B) Ms. Chase
(C) The speaker
(D) Ms. Gould

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

87.

What does the speaker say he will do at the meeting?

(A) Explain the cause of a delay
(B) Offer a suggestion
(C) Estimate completion dates
(D) Present an analysis

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

88.

語句  □ budgeting department「予算管理部」 
□ stop by「立ち寄る」 
□make an assessment of ... 
　「～を査定する，評価を下す」 
□ committee「委員会」 
□ greet「～を歓迎する」 
□ brief「短い，簡潔な」 
□ research facility「研究施設」 
□ conference room「会議室」 
□ progress「進行状況」 
□ timeline「スケジュール」 
□ potential「可能性がある，起こりうる」 
□ delay「遅延」 
□ estimated「推定の，およその」 
□ completion date「完了日」 
□ phase「段階」 
□ cost analysis「コスト分析」 
□ efficiency study「効率調査」 
□ submit「～を提出する」 
□ proposal「提案書」 
□ quarter「四半期」 
□ budget「予算」 
□ break「休憩する」 
 
□market researcher「市場調査員」 
□ prospective「将来の，見込みのある」 
□ construction contractor 
　「建設工事請負業者」 
□ cause「原因」 
□ offer「～を提供する」 
□ suggestion「提案」 
□ estimate「～を見積もる」
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86.【詳細情報̶聞き手を訪問する人物は？】
正解  訪問者については，2文目に ... some members of the budgeting department 

will be stopping by tomorrow morning ...（ご存じのとおり，予算管理部から数人が明
日の午前中にここに立ち寄る）とあり，続けてWhen the committee arrives, ...（委員会
が到着したら）とあるので，(C)が正解です。

だれが明日聞き手を訪問しますか。
(A) マーケット調査員
(B) 顧客になる可能性のある人々
(C) 委員会のメンバー
(D) 建設工事請負業者

86-88の設問は次のトークに関するものです。
皆さん，おはようございます。ご存じのとおり，予算管理部から数人が明日の午前中にここに立ち寄り，
私たちのプロジェクトの査定を行います。委員会が到着したら，チェイスさんがロビーでお迎えします。
彼女がこの研究施設を簡単に案内し，会議のために 3階の会議室にお連れします。会議の始めに，タナカ
さんが現在のプロジェクトの日程，遅延の可能性やプロジェクトの各段階の完了見込み日を含む進行状況
の報告を行います。次にグールドさんがコスト分析と効率テストの結果を発表します。その後昼食休憩に
入る前に，私が来四半期の予算についての提案書を提出します。

86 正解 C 理解度

87 正解 A 理解度

88 正解 B 理解度

87.【詳細情報̶会議を始める人物は？】
正解  会議の開始について，Mr. Tanaka will begin the meeting ...（タナカさんが会議を
始める）とあるので，(A)が正解です。
誤答  (B)は委員会を受付で出迎えます。(C)は来四半期の予算提案書を提出します。(D)は
タナカさんの後で発表します。

だれが会議を始めますか。
(A) タナカさん
(B) チェイスさん
(C) 話者本人
(D) グールドさん

88.【詳細情報̶話者が会議ですることは？】
正解  最終文で Then I’ll submit our written proposal for next quarter’s budget, right 

before we break for lunch.（その後昼食休憩に入る前に，私が来四半期の予算について
の提案書を提出する）と述べているので，(B)が正解です。

話者は会議で何をすると言っていますか。
(A) 遅れの原因を説明する
(B) 提案を提出する
(C) 完了日の見通しを述べる
(D) 分析を発表する
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Who is the speaker addressing?

(A) Tram passengers
(B) Construction workers
(C) Evanson Street residents
(D) City officials

Questions 89 through 91 refer to the following talk.

89 The main item on the agenda for today’s meeting of the Brockdale City 

Council is the tramline repairs on Evanson Street. In order to minimize 

disruption of traffic, the repair work is being done overnight. However,  
90 we’ve received complaints from a residents association about the 

amount of noise generated. To address their concern, we’ve discussed the 

matter with the contractors and developed a revised schedule that will limit 

disturbances between midnight and 4:00 A.M. 91 Councilor Joey Gattuso 

will now describe the proposal in more detail, then answer any questions 

you have. We’ll conclude with a vote on whether to move forward with the 

suggested changes.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

89.

Why have residents been complaining?

(A) Roadwork is disrupting traffic.
(B) The tram does not run after midnight.
(C) A construction project is behind schedule.
(D) Repairs are causing excessive noise.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

90.

What will the listeners do next?

(A) Vote on a proposal
(B) Receive a revised agenda
(C) Hear a detailed explanation
(D) Visit a construction site

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

91.

語句  □ agenda「議題」 
□ tramline「路面電車路線」 
□ repair「改修」 
□minimize「～を最小限にする」 
□ disruption「混乱」 
□ overnight「夜通しで」 
□ complaint「苦情」 
□ residents association「自治会」 
□ generate「～を作り出す」 
□ address「～に対処する」 
□ concern「懸念」 
□ contractor「請負業者」 
□ develop a revised schedule 
　「修正した日程をたてる」 
□ disturbance「迷惑」 
□ describe「～を説明する」 
□ proposal「提案」 
□ in more detail「より詳細に」 
□ conclude「終了する」 
□ vote「投票」 
□move forward「前進する，繰り上げる」 
 
□ roadwork「道路工事」 
□ excessive「過度の」 
□ construction site「工事現場」
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89.【基本情報̶聞き手はだれ？】
正解  冒頭の The main item on the agenda for today’s meeting of the Brockdale City 

Council is ...（本日のブロックデール市議会での主要な議題は）から，市議会議員に向け
て話しているとわかります。City officials（市関係者）と総称している (D)が正解です。

話者はだれに向かって話していますか。
(A) 路面電車の乗客
(B) 工事作業員
(C) エバンソン通りの住民
(D) 市関係者

89-91の設問は次のトークに関するものです。
本日のブロックデール市議会での主要な議題は，エバンソン通りで行われている路面電車路線の補修につ
いてです。交通への影響を最小限に抑えるために，補修作業は夜通し行われています。しかし，工事で発
生する騒音について自治会から苦情がありました。この懸念に対処するために，工事請負業者に相談し，
深夜 12時から朝 4時までの作業にスケジュールを修正いたしました。ジョーイ・ガトソ議員が提案につ
いてこれから詳しく説明いたします。その後で質問がありましたらお答えいたします。最後に，提案され
ている変更を採用するかどうかの投票を行います。

89 正解 D 理解度

90 正解 D 理解度

91 正解 C 理解度

90.【詳細情報̶住民から苦情が出た理由は？】
正解  夜中に行った路面電車線路の補修について，... we’ve received complaints from a 

residents association about the amount of noise generated.（工事で発生する騒音に
ついて自治会から苦情があった）と述べています。(D)が正解です。generatedを causing

で言い換えています。

住民はなぜ苦情を述べていますか。
(A) 道路工事が交通を妨げている。
(B) 路面電車が深夜 12時を過ぎて走っていない。
(C) 工事プロジェクトが予定より遅れている。
(D) 補修作業でひどい騒音が出ている。

91.【詳細情報̶聞き手の次の行動は？】
正解  騒音を軽減するために，スケジュールの修正案を作ったと述べ，続けて Councilor 

Joey Gattuso will now describe the proposal in more detail, ...（ジョーイ・ガトソ議
員が提案についてこれから詳しく説明する）とあるので，聞き手はスケジュールの修正案
について聞くわけです。(C)が正解です。

聞き手は次に何をしますか。
(A) 提案に投票する
(B) 修正した会議議題を受け取る
(C) 詳しい説明を聞く
(D) 工事現場を訪れる
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What did Ms. Kewley do yesterday?

(A) Visited Plethora Supplies
(B) Sent an order sheet
(C) Returned two desk lamps
(D) Updated a Web site

Questions 92 through 94 refer to the following voice-mail message.

Hello Ms. Kewley, this is Richard Gray at Plethora Supplies. 92 I’m 

replying to your phone message about an order for two desk lamps that you 

faxed to us yesterday. I’ve looked through all the order forms we received 

in the past couple of days. 93 However, I was unable to find yours, so it 

seems that your fax never arrived. Could you re-send the order by fax or 

through our Web site before the end of the day? 94 I’ll make sure your 

items are shipped by overnight mail at no extra charge so that you’ll receive 

them as soon as possible. Please call me if you have any questions.

語句  □ reply to ...「～に返事をする」 
□ look through ... 
　「～に目を通す，～を調べる」 
□ ship「～を発送する」 
□ by overnight mail「翌日配達郵便で」 
□ at no extra charge「追加料金なしで」 
 
□ return「～を返す」 
□ update「～を更新する」 
□ overcharge「～に過請求する」 
□ shipment「発送」 
□ process「～を処理する」 
□ out of stock「在庫切れ」 
□ supplier「供給業者」 
□ free shipping「無料配送」

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

92.

What is the problem?

(A) A customer was overcharged.
(B) A shipment arrived late.
(C) An order has not been processed.
(D) A product is out of stock.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

93.

What does the speaker offer to do?

(A) Use overnight delivery service
(B) Call a supplier as soon as possible
(C) Provide free shipping
(D) Fax a copy of a document

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

94.
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92.【詳細情報̶Ms. Kewleyがしたことは？】
正解  キューリーさんはこのメッセージの聞き手です。2文目の I’m replying to your 

phone message about an order for two desk lamps that you faxed to us yesterday.

（昨日ファクスで注文されたデスクランプ 2個について連絡している）から，注文書をファ
クスで送ったことがわかります。(B)が正解です。
誤答  プレソラ・サプライズ社に注文書を送りましたが，訪ねてはいませんので，(A)は誤
りです。(C)は返品ではなく注文した商品です。

キューリーさんは昨日何をしましたか。
(A) プレソラ・サプライズ社を訪ねた
(B) 注文用紙を送った
(C) デスクランプを 2つ返品した
(D) ウェブサイトを更新した

92-94の設問は次のボイスメール・メッセージに関するものです。
もしもし，キューリーさん。プレソラ・サプライズ社のリチャード・グレイです。昨日ファクスでご注文
いただいたデスクランプ 2個についてご連絡しております。この二，三日に受け取った注文用紙をすべて確
認したのですが，お客さまからのご注文はありませんでしたので，ファクスが届かなかったようです。今
日中にファクスか当社のウェブサイトから注文を再送信していただけますか。お客さまがご注文品をなる
べく早く受け取ることができるように，追加料金なしで，翌日配送で注文品を必ずお届けいたします。何
か質問がございましたら，ご連絡ください。

92 正解 B 理解度

93 正解 C 理解度

94 正解 A 理解度

93.【基本情報̶問題は何？】
正解  キューリーさんが送った注文ファクスについて，However, I was unable to find 

yours, ...（あなたのが見つからなかった）と伝えています。yoursは your order formの
ことなので，注文書が見当たらず，注文を処理できていないことがわかります。(C)が正解
です。

何が問題ですか。
(A) 客は過請求された。
(B) 発送が遅れた。
(C) 注文が処理されていない。
(D) 製品が在庫切れである。

94.【詳細情報̶話者からの申し出は？】
正解  注文ファクスの再送を依頼し，続いて I’ll make sure your items are shipped by 

overnight mail at no extra charge so that you’ll receive them as soon as possible.（注
文品をなるべく早く受け取れるように，追加料金なしで翌日配達便で注文品を必ず届ける）
から，発送を急ぐことがわかります。(A)が正解です。overnight mailは「翌日配達」，at 

no extra chargeは「追加料金なしで」という意味です。
誤答  話者が申し出ている翌日配達便は追加料金が不要なのであって，送料無料ではありま
せん。(C)は誤答です。

話者は何をすると申し出ていますか。
(A) 翌日配送サービスを利用する
(B) 供給元にすぐ電話する
(C) 無料配送する
(D) 書類のコピーをファクスする
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Where is the announcement being made?

(A) In a parking lot
(B) In a shopping center
(C) In an office
(D) In a car dealership

Questions 95 through 97 refer to the following announcement.

Excuse me, everyone. 95 Has anyone here parked a red station wagon in 

the alley behind the office? A sanitation department worker just came by 

and said that 96 they can’t get their truck through the alley because of this 

car. It’s going to be towed soon if it’s not moved immediately. I don’t think 

any of our employees would have parked back there, but it might belong to 

a customer or visitor. 97 Please ask around and if you find the owner, tell 

them they’d better get back to their vehicle as soon as possible.

語句  □ park「～を駐車する」 
□ alley「裏通り」 
□ sanitation department「公衆衛生局」 
□ come by「立ち寄る」 
□ get ... through「～を通す」 
□ be towed「レッカーされる」 
□ immediately「ただちに」 
□ belong to ...「～に所属する」 
□ vehicle「自動車」 
 
□ parking lot「駐車場」 
□ dealership「販売店」 
□ block「～をふさぐ」 
□ be held up「動きがとれない」 
□ traffic jam「交通渋滞」 
□ break down「故障する」 
□ obtain「～を得る」 
□ permit「許可」

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

95.

What is the problem?

(A) A car is blocking the alley.
(B) A visitor is held up in a traffic jam.
(C) A delivery is late.
(D) A truck has broken down.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

96.

What does the speaker request that listeners do?

(A) Contact the sanitation department
(B) Ask for additional time
(C) Help find the owner of a station wagon
(D) Obtain a parking permit

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

97.
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95.【基本情報̶アナウンスメントの行われている場所は？】
正解  2文目で Has anyone here parked a red station wagon in the alley behind the 

office?（ここにいるだれかがオフィスの裏路地に赤いステーションワゴンを停めたか）と
尋ねています。ここの hereは文末の officeを指すと気づけば，(C)が正解とわかります。
誤答  park（駐車する）という語が繰り返し出てきますが，(A) parking lot（駐車場）につ
いては触れていません。(B)はアナウンスメント中の customerからのひっかけです。

このアナウンスメントはどこで行われていますか。
(A) 駐車場で
(B) ショッピングセンターで
(C) オフィスで
(D) 自動車販売店で

95-97の設問は次のアナウンスメントに関するものです。
皆さん，すみません。どなたかオフィスの裏路地に赤いステーションワゴンを停めましたか。公衆衛生局
の職員がいらして，その車が原因でトラックが路地を通れないということです。すぐにその車を移動して
いただけないなら，レッカー移動されます。当社の従業員がそこに停めたはずはないと思いますが，顧客
や訪問者の所有車かもしれません。周辺にお尋ねください。そして，もし所有者が見つかったら，すぐに
車に戻るようにお伝えください。

95 正解 C 理解度

96 正解 A 理解度

97 正解 C 理解度

96.【詳細情報̶問題は？】
正解  オフィス裏に駐車している車の所有者を尋ね，その理由として 3文目に ... they 

can’t get their truck through the alley because of this car.（その車がじゃまになって
トラックが路地を通れない）とあり，車が道をふさいでいるとわかります。(A)が正解です。
誤答  (B)(C)(D)はアナウンス中に言及されていません。

何が問題ですか。
(A) 車が路地をふさいでいる。
(B) 訪問者が交通渋滞に巻き込まれている。
(C) 配達が遅れている。
(D) トラックが故障した。

97.【詳細情報̶話者が聞き手に依頼していることは？】
正解  最終文で Please ask around and if you find the owner, ...（周辺に声をかけて，
所有者が見つかったら）と赤いステーションワゴンの所有者を探すのを手伝ってほしいと
言っているので，(C)が正解です。

話者は聞き手に何をするよう求めていますか。
(A) 公衆衛生局に連絡する
(B) 追加の時間を求める
(C) ステーションワゴンの所有者を見つけるのを手

伝う
(D) 駐車許可証を得る
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Where is the Club Football Association based?

(A) Santa Volta
(B) Brodberg
(C) Amsterdam
(D) Velouria

Questions 98 through 100 refer to the following report.

People are celebrating all over town as Colonia has been chosen as 

the site of the 29th Club Football World Championship Series. 98 The 

announcement came just forty-five minutes ago from the Club Football 

Association’s headquarters in Amsterdam. Colonia competed against 

Brodberg, Velouria, and Santa Volta for the honor of hosting the series.  
99 Mayor Bridgett Hurley campaigned hard for Colonia’s selection, saying 

the event would stimulate development and speed the recovery of the city, 
100 which is still rebuilding after the devastating earthquake three years ago. 

The mayor will be making a statement in a few moments, and to cover that 

we now go to Karl Garland, reporting live from City Hall.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

98.

Who is Bridgett Hurley?

(A) A city official
(B) A football player
(C) A sports league president
(D) A journalist

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

99.

What happened in Colonia three years ago, according to the report?

(A) The sports stadium was demolished.
(B) A sports championship was held.
(C) A new mayor was elected.
(D) A natural disaster hit the city.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

100.

語句  □ celebrate「～を祝う」 
□ site「場所」 
□ announcement「発表」 
□ headquarters「本部」 
□ compete against ...「～と競う」 
□ honor「名誉」 
□ host「～を主催する」 
□mayor「市長」 
□ campaign for ... 
　「～のための運動を行う」 
□ stimulate「～を刺激する」 
□ development「開発」 
□ recovery「回復」 
□ devastating「破壊的な」 
□ earthquake「地震」 
□make a statement「声明を出す」 
□ cover「～を報じる」 
 
□ be based「本拠を置く」 
□ official「役人，公務員」 
□ according to ...「～によると」 
□ natural disaster「自然災害」 
□ demolish「～を破壊する」
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98.【詳細問題̶the Club Football Associationの本拠地は？】
正解  The announcement came ... from the Club Football Association’s 

headquarters in Amsterdam.（この発表はクラブフットボール協会の本部があるアムス
テルダムから届いた）から，アムステルダムに本拠があるとわかるので (C)が正解です。
誤答  (A)(B)(D)は開催地の名乗りを上げていた市です。

クラブフットボール協会はどこに本拠を置いていま
すか。
(A) サンタ・ボルタ
(B) ブロッドベルグ
(C) アムステルダム
(D) ベローリア

98-100の設問は次のニュースに関するものです。
コロニアが第 29回クラブフットボール世界選手権シリーズの開催地に選ばれ，人々は市内いたるところ
で祝っています。この発表はつい 45分前にアムステルダムのクラブフットボール協会本部から届きました。
コロニアはブロッドベルグ，ベローリア，そしてサンタ・ボルタと争い，シリーズを主催する名誉を勝ち
取りました。ブリジット・ハーレイ市長はコロニアの選出に向けて積極的な支援活動を行い，このイベン
トは 3年前に壊滅的な地震に見舞われ，いまも再建の途上にある同市の開発を刺激し，復興を速めること
になると述べてきました。市長はまもなく声明を発表することになっており，市庁舎からカール・ガーラ
ンド記者が実況でお伝えします。

  98 正解 C 理解度

  99 正解 A 理解度

100 正解 D 理解度

99.【詳細問題̶Bridgett Hurleyはだれ？】
正解  Bridgett Hurleyという人名に注意して聞きます。中盤にMayor Bridgett Hurley

とあるので，mayorを city officialに言い換えた (A)が正解です。正解のヒントである
mayorはここにしか出てこないので，聞き逃さないようにしましょう。
誤答  (D)は話者です。

ブリジット・ハーレイさんはだれですか。
(A) 市関係者
(B) フットボール選手
(C) スポーツリーグの社長
(D) ジャーナリスト

100.【詳細情報̶3年前に Coloniaで起きたことは？】
正解  3年前のコロニアについて，... which is still rebuilding after the devastating 

earthquake three years ago.（3年前に壊滅的な地震を経験し，いまも再建の途上にある）
とあるので，(D)が正解です。
誤答  (B)は以前も選手権シリーズを開催したことがあるかは不明です。

報道によると，3年前にコロニアで何がありましたか。
(A) スポーツスタジアムが取り壊された。
(B) スポーツ選手権が開催された。
(C) 新しい市長が選出された。
(D) 自然災害が同市を襲った。
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Because the team meeting was repeatedly 

interrupted by ringing mobile telephones, Mr. 

Hutchins asked the staffers to turn them off.

Because the team meeting was -------  
interrupted by ringing mobile telephones, Mr. 
Hutchins asked the staffers to turn them off.

(A) repeating
(B) repeated
(C) repeatedly
(D) repetitious Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

101.

The potential financial problems mentioned by 

Ms. Chen resulted in an accounting department 

investigation.

The potential financial problems mentioned -------  
Ms. Chen resulted in an accounting department 
investigation.

(A) by
(B) that
(C) as
(D) why Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

102.

After the Postal Service announced probable 

upcoming increases in postage rates, private 

delivery companies and courier firms reported a 

surge in business. 

After the Postal Service announced ------- 
upcoming increases in postage rates, private 
delivery companies and courier firms reported a 
surge in business.

(A) recessive
(B) invested
(C) antiquated
(D) probable Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

103.

Officials have announced that the city will add new 

buses to its fleet, due to increased demand for 

public transportation services. 

Officials have announced that the city will add new 
buses to its fleet, due to increased ------- for  
public transportation services.

(A) distance
(B) commute
(C) demand
(D) number Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

104.
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チームミーティングが何度も携帯電話のベルで中断されたので，
ハッチンスさんはスタッフに電源を切るよう求めた。
(A) 繰り返している
(B) 繰り返された
(C) 繰り返して
(D) 繰り返しの多い

語句  □ interrupt「～を妨げる」　 
□mobile telephone「携帯電話」　 
□ staffer「従業員」

正解 C 理解度

101.【品詞】
解答リズム

① 選択肢を読む → 形の似た単語が並ぶ
② 空所前後に合う「品詞」を判断する
ポイント

① 受動態の be動詞と過去分詞の間は副詞
② -lyは副詞の基本形
解き方

空所の直前に be動詞，直後に「～を中断する」という意味の他動詞
interruptの過去分詞があるので，Because以下の節は受動態であるとわか
ります。受動態の《be動詞＋過去分詞》の間にある空所には副詞が入ります。
選択肢のうちで副詞は (C)です。(C)が正解です。

チェンさんが述べた財政問題の可能性が原因となって，経理部
の調査が行われた。
(A) ～により
(B) ～ということ
(C) ～のように
(D) なぜ

語句  □ potential「潜在的な，起こりうる」　 
□ financial problem「財政問題」　 
□mention「～について言及する」　 
□ result in ...「～に終わる」　 
□ accounting department「経理部」　 
□ investigation「調査」

正解 A 理解度

102.【前置詞】
解答リズム

① 選択肢を読む → 前置詞が並ぶ
② 前後の意味のつながりをチェックする
ポイント

① 名詞を修飾する過去分詞は「～された」という受動の意味
② 受動態で行為の主体を表す前置詞は by
解き方

まず，主語は The potential financial problems（財政問題の可能
性），動詞は resulted in（結果として～になった），補語は an accounting 
department investigation（経理部の調査）という文の構造を確認します。
mentioned ------- Ms. Chenは The potential financial problemsを後
ろから修飾して「チェンさん～述べられた」という補足情報を加えています。
mentioned（述べられた）という過去分詞は受動の意味を表すので，空所
には行為の主体を表す前置詞 byが入ります。(A)が正解です。

今後の郵便料金値上げがほぼ確実であるとの郵政公社の発表後，
民間の配送業者と運送会社は取り扱い高が急伸したと伝えた。
(A) 後退の
(B) 投資された
(C) 古くなった
(D) 起こりそうな

語句  □ postal「郵便の」　 
□ postage rates「郵便料金」　 
□ private「民間の」　 
□ courier「宅配便業者」　 
□ surge「急上昇，急増」

正解 D 理解度

103.【語彙】
解答リズム

① 選択肢を読む → 同じ品詞の語が並ぶ
② 文脈と語法の観点から解く
ポイント

① 《probable＋名詞》で「～がほぼ確実であること」
② 形容詞と名詞の意味のつながりに注意
解き方

空所直前に他動詞 announced（～を発表した），直後にその目的語であ
る upcoming increases（今後の値上げ）があるので，空所にはこの目的
語を修飾する形容詞が入ります。未来の事柄について「ほぼ確実な」とい
う意味を表す形容詞である (D)が正解です。

公共交通サービスへの需要が高まっているので，市は新たにバ
ス路線を追加する，と当局者が発表した。
(A) 距離
(B) 通勤
(C) 需要
(D) 数

語句  □ official「役人，職員」　 
□ announce「～を発表する」　 
□ fleet「保有車両」　 
□ due to ...「～のため」　 
□ public transportation service「公共交通サービス」

正解 C 理解度

104.【語彙】
解答リズム

① 選択肢を読む → 同じ品詞の語が並ぶ
② 文脈と語法の観点から解く
ポイント

① demand for ...で「～に対する需要」
② 名詞と前置詞の慣用的な組み合わせに注意
解き方

空所の後が《前置詞 for＋名詞 public transportation services》になっ
ていることに注意します。文脈から，demand for ...の形で「～に対する
需要」という意味を表す (C)が正解です。(D) numberは the number of ...の
形で「～の数」となります。

解説 問題訳・語句・正解
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Ms. Carleton will soon launch a software  

company, pursuing her aspiration to become an 

entrepreneur in the IT field. 

Ms. Carleton will soon launch a software 
company, pursuing ------- aspiration to become an 
entrepreneur in the IT field.

(A) she
(B) her
(C) hers
(D) herself Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

105.

Wileyworld’s management and staff pay close 

attention to every detail to maximize the enjoyment 

of every visitor to the theme park.

Wileyworld’s management and staff pay close 
attention to every detail to maximize the -------  
of every visitor to the theme park.

(A) enjoyableness
(B) enjoys
(C) enjoyable
(D) enjoyment Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

106.

Later today the company president will ask three 

department managers to transfer to branches in 

Singapore.

Later today the company president ------- three 
department managers to transfer to branches in 
Singapore.

(A) will ask
(B) was asked
(C) has been asked
(D) has asked Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

107.

Translations of the latest book written by Nora Mai 

are now available in both Spanish and English.

Translations of the latest book written by Nora Mai 
are now available in ------- Spanish and English.

(A) each
(B) itself
(C) either
(D) both Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

108.
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カールトンさんは，どうしても IT分野の起業家になりたいと
いう思いをかなえるために，まもなくソフトウェア企業を立ち
上げるだろう。
(A) 彼女は
(B) 彼女の
(C) 彼女のもの
(D) 彼女自身

語句  □ launch「～を始める，開始する」　 
□ pursue「～を追求する」　 
□ aspiration「切望」　 
□ entrepreneur「起業家」

正解 B 理解度

105.【代名詞】
解答リズム

① 選択肢を読む → 形の異なる代名詞が並ぶ
② 空所前後で「格」を判断
ポイント

① 名詞の直前は所有格
② 分詞構文の主語は文の主語に一致
解き方

空所直前に「～を追い求める」という意味の現在分詞 pursuing，直後に
その目的語である名詞 aspirationがあります。そして，pursuing以下は分
詞構文ですから，主語は文の主語に一致します。したがって，主語である
Ms. Carletonの切望であることを示す所有格代名詞の (B)が正解です。(C)
は「彼女のもの」という意味の所有代名詞なので，誤りです。

ワイリーワールド社の経営陣とスタッフは常に細部まで気を配
り，同社テーマパークの入場者一人ひとりが思う存分楽しめる
ように努めている。
(A) 楽しめること
(B) ～を楽しむ
(C) 楽しめるような
(D) 楽しむこと

語句  □management「経営陣」　 
□ pay close attention to ...「～に細心の注意を払う」　 
□ detail「細部，詳細」　 
□maximize「～を最大にする」

正解 D 理解度

106.【品詞】
解答リズム

① 選択肢を読む → 形の似た単語が並ぶ
② 空所前後に合う「品詞」を判断する
ポイント

① 《冠詞＋空所＋前置詞》には名詞が入る
② -ment，-nessは名詞の形
解き方

空所の直前に定冠詞 theがあり，直後に前置詞 ofが続くので，空所には
名詞が入ります。「楽しむこと，楽しみ」という意味を表す (D)が正解です。(A)
は「楽しいこと，おもしろさ」という意味なので誤りです。

社長は今日これから，部長 3人に対してシンガポール支社ヘ
転勤してほしいと伝えるだろう。
(A) ～を求めるだろう［未来形］
(B) 求められた［過去形］
(C) 求められている［現在完了］
(D) ～を求めた［現在完了］

語句  □ transfer to ...「～に異動する」　 
□ branch「支店」

正解 A 理解度

107.【動詞形】
解答リズム

① 選択肢を読む → 異なる動詞形が並ぶ
② 文の主語と動詞をチェックし，「時制」の目印に着目する
ポイント

① Later today（今日これから）は未来を指す
② まだ実現していない行動に現在完了，過去形は不可
解き方

空所には，主語 the company presidentに対応する動詞が入ります。文
頭に Later today（今日これから）という未来の時を表す目印があるので，
未来形の (A)が正解です。

ノラ・メイさん著の最新刊の翻訳は，スペイン語版と英語版の
両方が入手可能となっている。
(A) それぞれ
(B) それ自体
(C) どちらか
(D) 両方

語句  □ translation「翻訳」　 
□ latest「最新の」　 
□ available「利用できる，手に入る」

正解 D 理解度

108.【接続詞】
解答リズム

① 選択肢を読む → both/eitherが並ぶ
② 定型表現を完成させるパートナーを探す
ポイント

① both/either/neitherはセットフレーズで速答する
② both A and Bは「両方」，either A or Bは「どちらか一方」，neither A 

nor Bは「どちらも～でない」
解き方

空所の後ろに andがあるので，both A and Bを完成させる (D)が正解で
す。(A)(B)は代名詞で，前後の語句を結ぶ接続詞の働きはありません。

解説 問題訳・語句・正解
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The bookkeeping staff has not encountered any 

problems with the new accounting system so far.

The bookkeeping staff has not ------- any  
problems with the new accounting system so far.

(A) exclaimed
(B) encountered
(C) remitted
(D) disturbed Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

109.

To stay abreast of economic developments,  

writers at Modern Finance Magazine maintain lines 

of communication with a wide variety of industry 

analysts.

To stay abreast of economic developments, 
writers at Modern Finance Magazine ------- lines 
of communication with a wide variety of industry 
analysts.

(A) maintains
(B) maintain
(C) maintaining
(D) has maintained Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

110.

As seating is limited, those who intend to register 

for the sales seminar should do so as soon as 

possible.

As seating is limited, those who intend to -------  
for the sales seminar should do so as soon as 
possible.

(A) registry
(B) registering
(C) registration
(D) register Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

111.

Mr. Brooks, Mr. Kayo, and Mr. Samson, the  

co-producers of a documentary about the decline 

of the U.S. textile industry, have known  

one another for over twenty years. 

Mr. Brooks, Mr. Kayo, and Mr. Samson, the  
co-producers of a documentary about the decline 
of the U.S. textile industry, have known  
------- for over twenty years.

(A) one another
(B) the other one
(C) another one
(D) other than one Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

112.
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経理スタッフは，今のところ新しい会計システムで問題に出
会っていない。
(A) 叫ぶ
(B) ～に出会う
(C) ～を送る
(D) ～を混乱させる

語句  □ bookkeeping staff「帳簿係」　 
□ accounting「会計，経理」

正解 B 理解度

109.【語彙】
解答リズム

① 選択肢を読む → 同じ品詞の語が並ぶ
② 文脈と語法の観点から解く
ポイント

① 動詞と名詞の意味のつながりに注意
② encounter（～に出会う）は他動詞なので，前置詞は不要
解き方

空所直後に any problemsという目的語がきているので，この名詞と結
び付いて意味の通る他動詞が入ります。設問文は「今のところ新しい会計
システムに関する問題に～していない」という意味です。したがって，(B)
が正解です。

経済発展についていくために，『モダンファイナンスマガジン』
の記者はさまざま産業アナリストとのコミュニケーションを
保っている。
(A) ～を維持する［現在形］
(B) ～を維持する［現在形］
(C) ～を維持している［現在分詞・動名詞］
(D) ～を維持してきた［現在完了］

語句  □ stay abreast of ...「～に遅れをとらないようにする」　 
□ economic development「経済発展」　 
□ a variety of ...「さまざまな～」　 
□ industry analyst「産業アナリスト」

正解 B 理解度

110.【動詞形】
解答リズム

① 選択肢を読む → 異なる動詞形が並ぶ
② 文の主語と動詞をチェックし，「時制」の目印に着目する
ポイント

① 現在も繰り返される行動を表すには現在形，現在進行形か現在完了
② 主語と動詞の数の一致にも注意
解き方

空所には，主語 writers at Modern Finance Magazineに対応する動詞
が入ります。この主語は複数形名詞ですから，数が一致しない (A)(D)はす
ぐに除外できますし，現在分詞である (C)は単独では動詞の働きを持ちませ
ん。現在形で複数形の主語に対応する (B)が正解です。

座席数に限りがありますので，販売セミナーへの登録を予定し
ている人はできるだけ早く行ってください。 

(A) 登録所
(B) ～を登録している
(C) 登録
(D) ～を登録する

語句  □ seating「座席」　 
□ limited「限られた」　 
□ as soon as possible「できるだけ早く」

正解 D 理解度

111.【品詞】
解答リズム

① 選択肢を読む → 形の似た単語が並ぶ
② 空所前後に合う「品詞」を判断する
ポイント

① 他動詞には，目的語として不定詞をとるものと，動名詞をとるものがある
② toが前置詞の場合には，後には名詞か動名詞が続く
解き方

空所の前の intendは「～（すること）を意図する」という意味の他動詞で，
目的語には名詞か不定詞をとります。したがって，「登録する」という意味
を表す原形動詞である (D)が正解です。

米国繊維産業の衰退についてのドキュメンタリーの共同製作者
であるブルックさん，カヨさん，サムソンさんは，お互いに
20年以上の付き合いである。
(A) お互い
(B) もう一方のもの
(C) もうひとつの
(D) それ以外の

語句  □ co-producer「共同製作者」　 
□ decline「衰退，下落」　 
□ textile industry「繊維産業」

正解 A 理解度

112.【慣用表現】
解答リズム

① 選択肢を読む → さまざまな語が並ぶ
② 文脈と語法の観点から解く
ポイント

① another/otherが並んでいたら数を意識する
② another/otherが並んでいたら慣用表現を意識する
解き方

空所直前に他動詞 have known，直後に for over twenty yearsという修
飾語句がきているので，空所には他動詞の目的語となる名詞が入ります。「お
互い」という意味の慣用表現である (A)が正解です。

解説 問題訳・語句・正解
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Dellahurst Inc. attracts highly qualified executives 

with generous salaries along with outstanding 

benefits packages.

Dellahurst Inc. attracts highly qualified executives 
with generous salaries ------- outstanding  
benefits packages.

(A) but also
(B) as well
(C) along with
(D) in addition Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

113.

The new factory foreman is determined to improve 

efficiency, and he plans to review the entire 

production process.

The new factory foreman is ------- to improve 
efficiency, and he plans to review the entire 
production process.

(A) occupational
(B) engaging
(C) meaningful
(D) determined Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

115.

Charming Hills Hotel has no dining facilities, but 

we are happy to recommend nearby restaurants 

popular among local residents. 

Charming Hills Hotel has no dining facilities, but  
we are happy to recommend nearby restaurants  
------- among local residents.

(A) popular
(B) popularity
(C) popularly
(D) populous Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

116.

According to the e-mail notice, the shipment of 

new office furniture is expected to arrive later this 

afternoon.

According to the e-mail notice, the shipment of 
new office furniture is expected to ------- later this 
afternoon.

(A) carry
(B) order
(C) arrive
(D) send Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

114.
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デラハースト社は，めざましい福利厚生待遇に加えて，惜しみ
ない高給で有能な幹部を集めている。
(A) ～もまた
(B) 同様に
(C) ～とともに
(D) さらに

語句  □ attract「～を引きつける」　 
□ qualified「適任の，ふさわしい」　 
□ executive「幹部，重役」　 
□ generous「気前のよい，豊富な」　 
□ outstanding「傑出した」　 
□ benefits package「福利厚生」

正解 C 理解度

113.【語彙】
解答リズム

① 選択肢を読む → さまざまな語句が並ぶ
② 文脈と語法の観点から解く
ポイント

① 2語以上で前置詞の働きをする群前置詞は頻出
② but also は「～もまた」，as well は「～もまた」，along with ... は 
「～とともに」，in additionは「加えて，さらに」

解き方

空所の前までで「惜しみない高給で有能な幹部を集めている」という文の
意味は成立しており，空所の後は「めざましい福利厚生待遇」という名詞
なので，空所には前置詞が入ります。(C)が正解です。(D)は，in addition 
to ...（～に加えて）なら正解です。

その新しい工場監督は，効率性を改善することを堅く決めてお
り，生産工程全体を見直すつもりである。
(A) 職業上の
(B) 従事している
(C) 意義のある
(D) 堅く決めている

語句  □ foreman「監督」　 
□ efficiency「効率」　 
□ entire「全体の」　 
□ production process「生産工程」

正解 D 理解度

115.【語彙】
解答リズム

① 選択肢を読む → 同じ品詞の語が並ぶ
② 文脈と語法の観点から解く
ポイント

① 《be動詞＋形容詞＋不定詞》の形をとる形容詞に注意
② 《be動詞＋形容詞＋不定詞》では，主語は不定詞の主語か目的語
解き方

空所直後にある《不定詞 to improve＋名詞 efficiency》がヒントになり
ます。この efficiency（効率性）は他動詞 improve（～を改善する）の目
的語であり，不定詞句全体が空所に入る形容詞を修飾すると気づくことが
大切です。《be＋形容詞＋不定詞》の形で用いて「新しい工場の監督は効
率性を改善することを心に決めている」という意味を成立させる (D)が正解
です。

チャーミングヒルズホテルはレストランを備えておりませんが，
地元の人々に人気のある近くのレストランを喜んでご紹介いた
します。
(A) 人気のある
(B) 人気
(C) 一般に
(D) 人口の多い

語句  □ dining facility「食事施設」　 
□ recommend「～を勧める」　 
□ nearby「近くの」　 
□ resident「住人」

正解 A 理解度

116.【品詞】
解答リズム

① 選択肢を読む → 形の似た単語が並ぶ
② 空所前後に合う「品詞」を判断する
ポイント

① 形容詞が単独で名詞を修飾する場合は前置修飾《形容詞＋名詞》
② 形容詞が他の語とともに名詞を修飾する場合は後置修飾《名詞＋形容詞句》
解き方

but以下空所の前までで「近くのレストランを喜んでご紹介します」とい
う節の意味が成立しているので，空所以下は補足説明を加える修飾語句で
す。(B)は名詞なので，空所に入れても修飾語句になりません。また，(C)は「一
般に」という意味の副詞ですが，空所以下の意味が通りません。形容詞で
ある (A)(D)のうち (A)を入れれば「地元住民に人気のある」という意味の形
容詞句として直前の名詞 nearby restaurantsを後ろから修飾できます。(A)
が正解です。

メールで届いた通達によると，新しいオフィス家具の発送品は
今日の午後遅くに到着する予定だ。
(A) ～を運ぶ
(B) ～を注文する
(C) 到着する
(D) ～を送る

語句  □ according to ...「～によると」　 
□ notice「通知」　 
□ shipment「発送」　 
□ furniture「家具」

正解 C 理解度

114.【語彙】
解答リズム

① 選択肢を読む → 同じ品詞の語が並ぶ
② 文脈と語法の観点から解く
ポイント

① 動詞と名詞の意味のつながりに注意
② 動詞の態もヒントになる
解き方

文の主語は the shipment of new office furniture（新しいオフィス家具
の発送）なので (C)と (D)が候補になりますが，(D)は be sent（受動態）
でなければ主語に正しく対応しません。(C)が正解です。

解説 問題訳・語句・正解
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At Fry & Greene DIY stores, every staff worker 

should be able to handle customer complaints by 

themselves.

At Fry & Greene DIY stores, every staff worker 
should be able to handle customer complaints by 
-------.

(A) them
(B) themselves
(C) theirs
(D) their own Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

117.

Within six months of the release of Dynapac’s 

software, its competitors introduced comparable 

products.

Within six months of the release of Dynapac’s 
software, its competitors introduced ------- 
products.

(A) comparably
(B) comparison
(C) comparing
(D) comparable Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

118.

Applying for a home mortgage is not as easy as 

the process of obtaining a car loan. 

Applying for a home mortgage is not as ------- as 
the process of obtaining a car loan.

(A) easy
(B) easily
(C) easier
(D) ease Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

119.

Western Winds Travel offers a discount package to 

Puerto Rico, which includes airfare and a  

three-night stay at a luxury hotel.

Western Winds Travel offers a discount package to 
Puerto Rico, which includes airfare ------- a  
three-night stay at a luxury hotel.

(A) as
(B) when
(C) and
(D) while Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

120.



PART 5

68

この解説は『新 TOEIC® テスト 解いて身につく模試 1000 問』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-260-5）を基に作成しています。

『よくわかる新 TOEIC® テスト総合対策』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-258-2）読者用　サンプル模試解説 不許無断複製

フライアンドグリーン DIYストアのスタッフは，顧客からの
苦情に自分で対処できなければならない。
(A) 彼らを，彼らに
(B) 彼ら自身
(C) 彼らのもの
(D) 彼ら自身

語句  □ handle「～を処理する」　 
□ customer complaint「顧客の苦情」

正解 B 理解度

117.【代名詞】
解答リズム

① 選択肢を読む → 形の似た代名詞が並ぶ
② 空所前後で「格」を判断する
ポイント

① 代名詞を用いる慣用表現に注意
② 《by＋目的格代名詞》は「～によって，～の近くに」，《by＋再帰代名詞》
は「ひとりで，独力で」

解き方

every staff worker ... customer complaintsで文の意味はほとんど成立
しているので，by以下は補足情報を加える修飾語句と推測できます。選択
肢はいずれも文法的には前置詞 byの後に続きますが，「ひとりで，独力で」
という意味の慣用表現をつくる (B)が正解です。主語の every staff worker
は単数ですが，every/eachで修飾されて人を表す名詞を指す代名詞は慣用
的に they/their/them/themselvesを用います。

ダイナパック社のソフトウェアが発売されて 6か月で，競合
企業が類似商品を発売した。
(A) 同程度に
(B) 比較
(C) 比較している
(D) 比較できる，同等の

語句  □ release「新発売，公開」　 
□ competitor「競争相手」　 
□ introduce「～を売り出す」

正解 D 理解度

118.【品詞】
解答リズム

① 選択肢を読む → 形の似た単語が並ぶ
② 空所前後に合う「品詞」を判断する
ポイント

① 名詞を修飾するのは形容詞
② -ableは形容詞の形
解き方

空所以下は，直前の他動詞 introduced（～を導入した）の目的語です。空
所には，後に続く名詞 productsに補足説明を加える形容詞か，組み合わされ
て複合名詞をつくる名詞が入ります。副詞である (A)はすぐに除外できます。
まず，「比較」という意味の名詞 (B)は productsと組み合わせても意味
が通りません。形容詞は，「比較できる，同等の」という意味を表す (D)と，
分詞として「～を比較している」という意味の (C)なので，(D)が正解です。
comparable productsで「同等［類似］商品」という意味です。

住宅ローンの申請は，自動車ローンを得る手続きほど簡単では
ない。
(A) 容易な
(B) 容易に
(C) もっと容易な
(D) 容易さ

語句  □ apply for ...「～に申し込む」　 
□ home mortgage「住宅ローン」　 
□ process「過程」　 
□ obtain「～を獲得する」

正解 A 理解度

119.【比較表現】
解答リズム

① 選択肢を読む → 形容詞とその派生語，変化形が並ぶ
② 空所の直前・直後をチェックする
ポイント

① as ... as（原級），so ... that（原級），more ... than（比較級），the ... 
of/among/in/ever（最上級）は比較構文

② 名詞を修飾するなら形容詞を用い，動詞，副詞，文全体，修飾語句を修
飾するなら副詞を用いる

解き方

空所の前後が as ... asなので，「～ほど…」という原級の比較構文です。
空所の前は本来は《主語＋ be動詞＋補語》で，補語の部分が as ... asになっ
ているので，空所には形容詞が入ります。(A)が正解です。

ウェスタンウィンズトラベルはプエルトリコへの割引旅行プラ
ンを提供しており，それには航空券と，豪華なホテル 3泊の
宿泊料が含まれている。
(A) ～なので
(B) ～のときに
(C) ～と
(D) ～の間に

語句  □ airfare「航空運賃」　 
□ luxury「贅沢な，豪華な」

正解 C 理解度

120.【接続詞】
解答リズム

① 選択肢を読む → 接続詞が並ぶ
② 前後の文脈に合うものを選ぶ
ポイント

① 等位接続詞は文や語句を等しい関係で結ぶ
② 従位接続詞は文と文を主と従の関係で結ぶ
解き方

空所の前が《関係代名詞 which＋動詞 includes＋目的語 airfare》，空所
の後が《名詞 a three-night stay＋修飾語句 at a luxury hotel》となって
います。したがって，従位接続詞である (A)(B)(D)は空所に入りません。残
る (C)を入れれば，airfare（航空運賃）と a three-night stay（3日間の宿泊）
という 2つの名詞を結んで，ともに動詞 includesの目的語にできます。(C)
が正解です。

解説 問題訳・語句・正解
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To ensure safety, Inverness Manufacturing insists 

that each visitor to its plants wear protective 

clothing and equipment. 

To ensure safety, Inverness Manufacturing insists 
that each visitor to its plants ------- protective 
clothing and equipment.

(A) to wear
(B) wearing
(C) wear
(D) has worn Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

121.

Ms. Orton has requested that the deadline for her 

article be pushed back by a few days.

Ms. Orton has requested that the deadline for her 
article be pushed ------- by a few days.

(A) back
(B) after
(C) late
(D) further Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

122.

Company directors rewarded Mr. Mateo with a 

sizeable bonus in recognition of his contributions 

over the last year.

Company directors rewarded Mr. Mateo ------- a 
sizeable bonus in recognition of his contributions 
over the last year.

(A) to
(B) for
(C) upon
(D) with Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

123.

Wireless Internet access is now available 

from every room in the Emerald Heights Hotel 

downtown. 

Wireless Internet access is ------- available 
from every room in the Emerald Heights Hotel 
downtown.

(A) whenever
(B) until
(C) latest
(D) now Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

124.
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安全を確保するために，インバーネスマニュファクチャリング
社は，訪問者全員に必ず防護服と防護装備を身に付けるよう求
めている。
(A) ～を身につける［不定詞］
(B) ～を身につけている［現在分詞］
(C) ～を身につける［原形］
(D) ～を身につけた［現在完了］

語句  □ ensure「～を確保する」　 
□ insist「強調する，強く要求する」　 
□ plant「工場」　 
□ protective「保護用の」　 
□ equipment「備品，装置」

正解 C 理解度

121.【動詞形】
解答リズム

① 選択肢を読む → 異なる動詞形が並ぶ
② 文の主語と動詞をチェックし，「時制」の目印に着目する
ポイント

① on weekdays（平日は）は，日常的に繰り返される現在を指す
② 日常的に繰り返される現在は現在形で表す
解き方

空所には，that節の主語 each visitor to its plants（単数形）に対応す
る動詞が入ります。この that節は文の動詞 insists（～ということを主張す
る）の目的語なので，that節の動詞は原形を用います。したがって，主語
の数や時制に応じて変化しない (C)が正解です。

オートンさんは，自分の記事の締切を二，三日延ばしてほしい
と頼んだ。
(A) 後ろに
(B) ～の後に
(C) 遅れて
(D) さらに遠くで

語句  □ request「～を頼む」　 
□ deadline「締め切り」　 
□ article「記事」

正解 A 理解度

122.【慣用表現】
解答リズム

① 選択肢を読む → 同じ品詞の語が並ぶ
② 文脈と語法の観点から解く
ポイント

① 動詞と副詞の慣用的な結び付き（句動詞）に注意
② push back ...は「～を後ろに押す」，転じて「～を延期する」
解き方

空所の後に続く by a few daysは「数日の差で」という差違を表します。
したがって，the deadline ...以下は「彼女の記事の締切は数日～される」
という意味になります。文の意味を成立させるためには，that節の動詞は
be pushed back（延期される：受動態）とする必要があります。(A)が正
解です。

社の取締役らは，昨年を通しての貢献を評価して，マテオさん
にかなりの額のボーナスを与えた。
(A) ～へ
(B) ～のために
(C) ～において
(D) ～とともに

語句  □ director「取締役」　 
□ reward「～に報酬を与える」　 
□ sizable「かなりの大きさの」　 
□ in recognition of ...「～を認めて」　 
□ contribution「貢献」

正解 D 理解度

123.【前置詞】
解答リズム

① 選択肢を読む → 前置詞が並ぶ
② 前後の意味のつながりをチェックする
ポイント

① 動詞と前置詞とのつながりをチェックする
② 提供を表す前置詞はwithなど
解き方

空所直前に《主語 Company directors＋動詞 rewarded＋目的語Mr. 
Mateo》，直後に名詞 a (sizable) bonusがあります。他動詞 rewardは「～
に報酬を与える」という意味ですから，「マテオさんに（相当な）ボーナス
を与えた」という意味とわかります。rewardと選択肢にある前置詞との
組み合わせでは，reward A for Bが「Bについて Aに報いる」，reward A 
with Bが「Aに対して Bを与えて報いる」という意味になるので，(D)が
正解です。

ダウンタウンにあるエメラルドハイツホテルでは，全室で無線
によるインターネットアクセスが可能になりました。
(A) ～するときはいつでも
(B) ～まで
(C) 最新の
(D) 今は

語句  □ available「利用できる」

正解 D 理解度

124.【語彙】
解答リズム

① 選択肢を読む → さまざまな語が並ぶ
② 文脈と語法の観点から解く
ポイント

① 空所以外の部分で文の意味が成立するなら副詞を選ぶ
② wheneverは副詞としては「いったいいつ」
解き方

空所以外の部分で文の意味は成立しており，「全室で無線によるインター
ネットアクセスが～可能です」となります。したがって，この文脈で形容
詞 available（利用できる）を強調して意味の通る副詞 (D)が正解です。

解説 問題訳・語句・正解
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The new call center’s extensive database will allow 

service representatives to deal with any problems 

customers might have.

The new call center’s extensive database will allow 
service representatives to ------- with any problems 
customers might have.

(A) resolve
(B) instruct
(C) deal
(D) handle Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

126.

The Grand Ballroom at the Tower Pines Hotel 

is the designated venue for next year’s annual 

convention.

The Grand Ballroom at the Tower Pines Hotel  
is the ------- venue for next year’s annual 
convention.

(A) designation
(B) designate
(C) designated
(D) designator Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

127.

Once renovations to the building have been 

completed next month, a different contractor will 

be hired to refurbish the interior.

------- renovations to the building have been 
completed next month, a different contractor will 
be hired to refurbish the interior.

(A) Once
(B) Since
(C) Despite
(D) Therefore Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

128.

The factory’s anticipated production level over 

the next quarter is such that the purchasing 

department will have to order raw materials in 

higher quantities than usual. 

The factory’s anticipated production level over 
the next quarter is ------- that the purchasing 
department will have to order raw materials in 
higher quantities than usual.

(A) so
(B) such
(C) now
(D) much Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

125.
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新しいコールセンターの広範なデータベースにより，サービス
担当者は顧客が抱えるであろういかなる問題にも対処できるだ
ろう。
(A) ～を解決する
(B) ～を教える
(C) 扱う
(D) ～に対処する

語句  □ extensive「広範囲にわたる，詳しい」　 
□ allow「～を可能にする」　 
□ service representative「サービス担当者」

正解 C 理解度

126.【語彙】
解答リズム

① 選択肢を読む → 同じ品詞の語が並ぶ
② 文脈と語法の観点から解く
ポイント

① 空所直後に目的語がなければ，空所に入る動詞は自動詞
② deal with ...と他動詞 handleは同義語で「～を扱う」
解き方

空所直後に前置詞withがあるので，空所には自動詞が入ります。他動詞は
入りません。したがって，唯一の自動詞であり，deal with ...の形で「～を 
扱う」という意味を表す (C)が正解です。

タワーパインズホテルのグランドボールルームは，来年の年次
大会の指定会場となっている。
(A) 指定
(B) ～を指定する
(C) 指定された
(D) 指定者

語句  □ venue「会場」　 
□ annual「年 1度の」　 
□ convention「大会，会議」

正解 C 理解度

127.【品詞】
解答リズム

① 選択肢を読む → 形の似た単語が並ぶ
② 空所前後に合う「品詞」を判断する
ポイント

① 《冠詞＋空所＋名詞》には形容詞か名詞が入る
② -ing/-ed形動詞（分詞）は形容詞の働きもする
解き方

空所直後の venueは名詞で「場所」という意味です。《冠詞＋空所＋名詞》
には形容詞か名詞が入ります。しかし，「指定」「指定者」という名詞である (A)
(D)は意味が通りません。また，動詞である (B)も空所には入りません。し
たがって，残る (C)が正解です。designatedは「指定された」という意味
の分詞形容詞として名詞 venueを修飾し，「指定された場所」という意味
になります。

来月にビルの改修が完了したら，内装を改めるために新しい業
者が雇われるだろう。
(A) ～したらすぐに
(B) ～なので
(C) ～にもかかわらず
(D) したがって

語句  □ renovation「修繕，改修」　 
□ complete「～を完了する」　 
□ contractor「請負業者」　 
□ hire「～を雇う」　 
□ refurbish「～を改装する」　 
□ interior「内装」

正解 A 理解度

128.【接続詞】
解答リズム

① 選択肢を読む → 接続詞とそれ以外の品詞が並ぶ
② 節同士の意味のつながりをチェックする
ポイント

① 2つ（以上）の節を結ぶには接続詞（か関係詞）が必要
② despite（～にもかかわらず）は前置詞だから後には名詞が続き，once/

since（～にもかかわらず）は接続詞だから後には節が続く
解き方

まず，空所以下 ... next monthまでが前半の節，a different contractor ...  
interiorまでが後半の節になっているので，空所には接続詞が必要です。し
たがって，前置詞である (C)は除外できます。また，(D)は副詞なので，節
同士を結ぶ働きはありません。接続詞として (A)は「～するとすぐに」，(B)
は「～以来ずっと，～なので」という意味を表します。文の意味を成立さ
せる (A)が正解です。

その工場での来四半期の予想生産量は，購買部が通常より多く
の原材料を注文しなければならないレベルに達している。
(A) そのように
(B) そのような
(C) 今は
(D) 多くの

語句  □ anticipate「～を予期する」　 
□ production level「生産水準」　 
□ purchasing department「購買部」　 
□ raw materials「原材料」　 
□ quantity「量」

正解 B 理解度

125.【慣用表現】
解答リズム

① 選択肢を読む → さまざまな語が並ぶ
② 文脈と語法の観点から解く
ポイント

① such A that Bは「とてもAなのでBだ」，such that ...は「～するように」
② so A that Bは「とても Aなので Bだ」，so that ...は「～するために」
解き方

空所直後の接続詞 thatとの組み合わせが問われています。まず (D)を
除外できます。so that ...は「～するために」という目的を表すのに対し，
such that ...は「～するように」という様態を表し，not that ...は「～と 
なった今」という状態を表します。文の意味を成立させる (B)が正解です。

解説 問題訳・語句・正解
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To ensure that the most popular items are always 

in stock, the shop manager carefully checks sales 

records and inventory every day.

To ensure that the most popular items are always 
in -------, the shop manager carefully checks sales 
records and inventory every day.

(A) sample
(B) count
(C) display
(D) stock Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

129.

Local branches of Harper-Thrift Bank close at  

6:00 P.M. on weekdays, but customers may conduct 

ATM transactions around the clock.

Local branches of Harper-Thrift Bank ------- at  
6:00 P.M. on weekdays, but customers may conduct 
ATM transactions around the clock.

(A) to close
(B) closing
(C) close
(D) closes Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

130.

After the successful launch of the promotional 

campaign, Ms. Pavlov expressed her gratitude 

for the persistent efforts of the entire departmental 

staff.

After the successful launch of the promotional 
campaign, Ms. Pavlov ------- her gratitude  
for the persistent efforts of the entire departmental 
staff.

(A) replied
(B) expressed
(C) assured
(D) deserved Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

131.

The board of directors is considering an expansion 

plan similar to the one the president proposed in 

the last meeting. 

The board of directors is considering an expansion 
plan ------- to the one the president proposed in 
the last meeting.

(A) similarities
(B) similar
(C) similarly
(D) similarity Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

132.
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もっとも人気のある商品の在庫を常に確保できるように，店長
は毎日慎重に販売記録と在庫を確認している。
(A) サンプル
(B) 数えること
(C) 陳列
(D) 在庫

語句  □ ensure「～を確保する」　 
□ item「商品」　 
□ shop manager「店長」　 
□ sales record「売上記録」　 
□ inventory「在庫品目」

正解 D 理解度

129.【語彙】
解答リズム

① 選択肢を読む → 同じ品詞の語が並ぶ
② 文脈と語法の観点から解く
ポイント

① 空所を含む前半部分は目的を表す不定詞句
② in stock（在庫があって），out of stock（在庫切れで）は最頻出
解き方

空所直前の前置詞 inに注意します。空所を含む前半部分は「もっとも人
気のある商品が常に～であるようにするために」，後に続く文は「販売記録
と在庫を毎日慎重に確認している」という意味ですから，「在庫があって」
という意味を表す (D)が正解です。

ハーパースリフト銀行の地元支店は平日は午後 6時に閉店い
たしますが，ATM取引は 24時間ご利用いただけます。
(A) 閉店する［不定詞］
(B) 閉店（している）［現在分詞・動名詞］
(C) 閉店する［現在形］
(D) 閉店する［現在形］

語句  □ conduct「～を行う」　 
□ transactions「取引」

正解 C 理解度

130.【動詞形】
解答リズム

① 選択肢を読む → 異なる動詞形が並ぶ
② 文の主語と動詞をチェックし，「時制」の目印に着目する
ポイント

① on weekdays（平日は）は，日常的に繰り返される現在を指す
② 日常的に繰り返される現在は現在形で表す
解き方

空所には，主語 Local branches of Harper-Thrift Bank（複数形）に対
応する動詞が入ります。空所の後に on weekdays（平日は）という「時制」
の目印があります。これは日常的に繰り返される現在を表すので，現在形
が正解です。複数形の主語に対応する (C)が正解です。

販促キャンペーンの好調な出だしを受けて，パブロフさんは全
部員の絶え間ない努力に感謝の気持ちを伝えた。
(A) 返事をした
(B) ～を表明した
(C) ～を保証した
(D) ～に値した

語句  □ launch「開始，発売」　 
□ promotional「宣伝用の」　 
□ gratitude「感謝」　 
□ persistent「不屈の，持続する」　 
□ entire「全体の」　 
□ departmental「部署の」

正解 B 理解度

131.【語彙】
解答リズム

① 選択肢を読む → 同じ品詞の語が並ぶ
② 文脈と語法の観点から解く
ポイント

① 動詞と名詞の意味のつながりに注意
② 名詞と動詞の慣用的な結び付きに注意
解き方

空所直後に her gratitude（自分の感謝）という名詞がきているので，これ
を目的語にとる動詞として (B)が正解です。expressのほか extend（～を 
伝える）も頻出です。

取締役会は，前回の会議で社長が提案したものと同様の拡張計
画を検討している。
(A) 類似点
(B) 類似した
(C) 類似して
(D) 類似点

語句  □ expansion「拡大，拡張」　 
□ president「社長」　 
□ propose「～を提案する」

正解 B 理解度

132.【品詞】
解答リズム

① 選択肢を読む → 形の似た単語が並ぶ
② 空所前後に合う「品詞」を判断する
ポイント

① 形容詞が単独で名詞を修飾する場合は前置修飾《形容詞＋名詞》
② 形容詞が他の語とともに名詞を修飾する場合は後置修飾《名詞＋形容詞句》
解き方

空所の前までで文の意味はほぼ成立しますので，空所以下は補足説明を
加える修飾語句とわかります。したがって，名詞である (A)(D)は除外でき
ます。また，空所直後の前置詞 toもヒントになり，similar to ...（～に似て）
という意味を表す形容詞である (B)が正解です。

解説 問題訳・語句・正解



PART 5

75

この解説は『新 TOEIC® テスト 解いて身につく模試 1000 問』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-260-5）を基に作成しています。

『よくわかる新 TOEIC® テスト総合対策』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-258-2）読者用　サンプル模試解説 不許無断複製

The new quality control system implemented by 

Burtel Machinery has made its assembly facility 

more productive than before.

The new quality control system implemented by 
Burtel Machinery has made its assembly facility 
more ------- than before.

(A) productive
(B) productively
(C) productivity
(D) productions Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

133.

Ms. Hart’s name was not deliberately omitted from 

the list of contributors to the book but rather was 

deleted by mistake during the editing process.

Ms. Hart’s name was not ------- omitted from  
the list of contributors to the book but rather was 
deleted by mistake during the editing process.

(A) assertively
(B) deliberately
(C) negatively
(D) reasonably Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

134.

All Hennessy Fitness Club members pay the same 

low monthly rate, no matter how frequent their 

visits to our facility.

All Hennessy Fitness Club members pay the same 
low monthly rate, ------- how frequent their  
visits to our facility.

(A) no matter
(B) even so
(C) anyway
(D) if ever Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

135.

The Dai Sun XT80 microwave oven has sensors 

that shut the appliance off automatically to prevent 

food from burning. 

The Dai Sun XT80 microwave oven has sensors 
that shut the appliance off automatically to prevent 
food from -------.

(A) burn
(B) burns
(C) burned
(D) burning Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

136.
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バーテルマシナリー社が導入した新しい品質管理システムによ
り，同社の組み立て施設は以前よりも生産性が向上した。
(A) 生産的な
(B) 生産的に
(C) 生産性
(D) 製品

語句  □ quality control system「品質管理システム」　 
□ implement「～を実施する」　 
□ assembly facility「組立施設」

正解 A 理解度

133.【品詞】
解答リズム

① 選択肢を読む → 形の似た単語が並ぶ
② 空所前後に合う「品詞」を判断する
ポイント

① 《more＋空所＋ than》には形容詞か副詞が入る
② -iveは形容詞の形
解き方

空所の直前にmoreがあり，直後に thanが続くので，空所には形容詞か
副詞（ともに原級）が入ります。implemented by Burtel Machinery（バー
テルマシナリー社が導入した）は主語 The new quality control systemを
後ろから修飾するので，文型そのものは《主語＋動詞 has made＋目的語
its assembly facility＋補語more ------- than before》ですから，空所に
は補語となる形容詞が入ります。「生産的な」という意味を表す (A)が正解
です。

ハートさんの名前はその書籍の寄稿者一覧から意図的に外され
たのではなく，むしろ編集過程で誤って削除されてしまった。
(A) 断定的に
(B) 故意に
(C) 否定的に
(D) 当然のこととして

語句  □ omit「～を除外する」　 
□ contributor「寄稿者」　 
□ rather「むしろ」　 
□ delete「～を削除する」　 
□ by mistake「誤って」　 
□ editing process「編集過程」

正解 B 理解度

134.【語彙】
解答リズム

① 選択肢を読む → 同じ品詞の語が並ぶ
② 文脈と語法の観点から解く
ポイント

① not A but Bは「Aではなく Bである」
② deliberatelyは「故意に，わざと」，by mistakeは「偶然に，うっかり」
（＝ accidentally）

解き方

設問文は not A but B（Aではなく Bである）という対照構文になって
いることに注意しましょう。空所を含む部分は「寄稿者一覧から～外され
たわけではない」，but以下は「誤って削除された」という意味になってい
ます。したがって，but以下にある by mistake（誤って）という語句と対
照的な意味を表す (B)が正解です。

ヘネシーフィットネスクラブの会員の皆さまは，安い月次定額
料金で当施設を何回でもご利用いただけます。
(A) たとえ～でも
(B) たとえそうでも
(C) いずれにせよ
(D) ～であるとしても

語句  □monthly rate「月額料金」　 
□ frequent「たびたびの，頻繁な」　 
□ facility「施設」

正解 A 理解度

135.【接続詞】
解答リズム

① 選択肢を読む → 接続詞とそれ以外の品詞が並ぶ
② 前後の文脈に合うものを選ぶ
ポイント

① 《no matter＋ how/wh-/if/whether節》で「～であろうとも」
② even soは「たとえそうでも」，if everは「～であるとしても」
解き方

空所の前後に節がありますので，接続詞，あるいはその働きをする慣用
表現が入ります。空所の前が「安い月次定額料金を払う」，後が「当施設を
ご利用になる頻度が～」という意味ですから，「たとえ何回～しても」とい
う意味で両者を結ぶ (A)が正解です。

ダイサン XT80電子レンジは，食べ物が焦げないように自動で
電源が下りるセンサーが付いている。 

(A) 焼ける［現在形］
(B) 焼ける［現在形］
(C) 焼けた［過去形］
(D) 焼けること［現在分詞・動名詞］

語句  □microwave oven「電子レンジ」　 
□ sensor「センサー」　 
□ shut off ...「～を止める」　 
□ appliance「機器，装置」　 
□ automatically「自動的に」　 
□ prevent「～を防ぐ」

正解 D 理解度

136.【動詞形】
解答リズム

① 選択肢を読む → 異なる動詞形が並ぶ
② 空所の前後をチェックする
ポイント

① 《前置詞＋動名詞》の形を押さえておく
② 前置詞の直後に不定詞は続かない
解き方

空所の直前に前置詞 fromがあるので，前置詞に続く動詞の形として，動
名詞の (D)が正解です。選択肢にはありませんが，不定詞は動名詞と同じく
名詞として用いますが，前置詞には続きません。

解説 問題訳・語句・正解



PART 5

77

この解説は『新 TOEIC® テスト 解いて身につく模試 1000 問』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-260-5）を基に作成しています。

『よくわかる新 TOEIC® テスト総合対策』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-258-2）読者用　サンプル模試解説 不許無断複製

Le Chateau and Gustov’s are the two popular 

restaurants on Hutenani Island whose food the 

guidebook rates most highly.

Le Chateau and Gustov’s are the two popular 
restaurants on Hutenani Island ------- food the 
guidebook rates most highly.

(A) whichever
(B) whose
(C) where
(D) that Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

137.

Local farmers believe the present ideal weather 

conditions will lead to an abundant supply of fruits 

and vegetables in the coming months. 

Local farmers believe the present ideal weather 
conditions will lead to an abundant ------- of fruits 
and vegetables in the coming months.

(A) supply
(B) plant
(C) cause
(D) necessity Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

138.

There is a distinct possibility the board of directors 

will appoint Mr. Tanaka to a supervisory role at the 

new regional office.

There is a ------- possibility the board of directors 
will appoint Mr. Tanaka to a supervisory role at the 
new regional office.

(A) tedious
(B) conducive
(C) distinct
(D) vested Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

139.

In response to its latest market analysis, Globe 

Cosmetics plans to make several changes to its 

line of lip gloss.

In response to its latest market -------, Globe 
Cosmetics plans to make several changes to its 
line of lip gloss.

(A) analyst
(B) analysis
(C) analytical
(D) analytically Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

140.
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ルシャトーとグストフズの 2店はフテナニ島で人気のレスト
ランで，その料理にガイドブックは高評価を与えている。
(A) どれでも
(B) それらの
(C) そこでは
(D) それは

語句  □ popular「人気のある」　 
□ rate「～を評価する」

正解 B 理解度

137.【関係詞】
解答リズム

① 選択肢を読む → 関係詞と代名詞が並ぶ
② 直前（先行詞）と直後をチェックする
ポイント

① 直前の名詞が人ならwho，物ならwhichをまず意識する
② 直後に動詞があれば関係代名詞の主格，名詞があれば関係代名詞の所有
格，《主語＋動詞》があれば関係代名詞の目的格か関係副詞が入る

解き方

空所直後に名詞 foodがあるので，空所には所有格の関係代名詞が入りま
す。(B)が正解です。

現在の理想的な天気状況のおかげで，数か月後には果物や野菜
を豊富に供給できるだろうと地元農民は信じている。
(A) 供給
(B) 植物
(C) 原因
(D) 必要性

語句  □ present「現在の」　 
□ ideal「理想的な」　 
□weather condition「気象条件」　 
□ lead to ...「～につながる」　 
□ abundant「豊富な」　 
□ coming「次の，来るべき」

正解 A 理解度

138.【語彙】
解答リズム

① 選択肢を読む → 同じ品詞の語が並ぶ
② 文脈と語法の観点から解く
ポイント

① abundant supplyは「豊富な供給量」
② 形容詞と名詞の意味のつながりに注意
解き方

空所直前に形容詞 abundant（豊富な）があるので，この形容詞に修飾さ
れて文の意味が成立する名詞として (A)が正解です。

取締役会がその新しい地方支店の監督業務にタナカさんを任命
することはかなり確実だ。
(A) 退屈な
(B) 電導性のある
(C) はっきりした
(D) 既得の

語句  □ possibility「可能性」　 
□ board of directors「取締役会」　 
□ appoint「～を指名する」　 
□ supervisory「監督の」　 
□ role「役割」　 
□ regional「地方の」

正解 C 理解度

139.【語彙】
解答リズム

① 選択肢を読む → 同じ品詞の語が並ぶ
② 文脈と語法の観点から解く
ポイント

① 形容詞と名詞の慣用的な結び付きに注意
② distinct possibilityは「明確な可能性」，remote possibilityは「わずか
な可能性」

解き方

空所以外の部分で文の意味は成立していますので，空所は直後の名
詞 possibility（可能性）に補足情報を加える形容詞です。There is a 
possibility (that) ...で「～する可能性がある」という意味ですから，
possibilityを修飾する形容詞として (C)が正解です。

最新の市場分析を受けて，グローブコスメティクス社はリップ
グロスの製品群を多少変更する予定である。
(A) 分析家
(B) 分析
(C) 分析の
(D) 分析的に

語句  □ in response to ...「～に応えて」　 
□ latest「最近の，最新の」

正解 B 理解度

140.【品詞】
解答リズム

① 選択肢を読む → 形の似た単語が並ぶ
② 空所前後に合う「品詞」を判断する
ポイント

① 前置詞の後には名詞が続く
② 複数の名詞を組み合わせてひとつの名詞の意味を表すのが複合名詞
解き方

空所の前の In response to ...（～に応えて，反応して）という意味の群
前置詞に注意します。後には名詞が必要です。選択肢の中で名詞は (A)(B)
ですが，「最新の市場分析に応えて」という意味を成立させる (B)が正解です。
(C)(D)はそれぞれ形容詞，副詞です。

解説 問題訳・語句・正解
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語句  □ request「申請」　□ regarding「～について」　□ inquiry「問い合わせ」　□ regret to do「残念ながら～する」　□ inform「～に知らせる」　 

□ human resources department「人事部」　□ grant「～を承諾する」　□ time off「休暇」　□ on the basis of seniority「年功序列で」　 
□ consider「～を考慮する」　□ unfortunately「残念ながら」　□ staffing「スタッフ，人員配置」　□ need「不足」　□ section「課」　 
□ alternative「代わりの」　 
 
□ postponement「延期」　□ promotion「昇進」　□ raise「昇給」　□ preferred「望ましい」　□ preferential「優先的な」　□ preference「好み」　 
□ preferable「好ましい」

Questions 141-143 refer to the following e-mail message.

From: Barbara Haas <bhaas@knutengaard.com>
To: Raj Desai <rdesai@knutengaard.com>
Date: April 18
Subject: Vacation request

Dear Mr. Desai

Regarding your inquiry of April 15, we regret to inform you that the human  
resources department is unable to grant your request for a vacation.  
Although June 2 to June 6 is an especially busy period for the firm, we  
receive many requests for time off at that time.

We give first preference to employees on the basis of seniority when  
considering whether to grant vacation days.

Unfortunately, the staffing needs of your section during the first week of  
June make it impossible to give you that time off. We ask that you please  
look into an alternative time period for your vacation.

Sincerely,
Barbara Haas, Manager
Human Resources Department

Although June 2 to June 6 is an especially busy period for the firm, we 
receive many requests for time off at that time.

We give first  -------  to employees on the basis of seniority when 

From: Barbara Haas <bhaas@knutengaard.com>
To: Raj Desai <rdesai@knutengaard.com>
Date: April 18
Subject: Vacation request

Dear Mr. Desai

Regarding your inquiry of April 15, we regret to inform you that the human 
resources department is unable to grant your request for a  -------  . 

considering whether to grant vacation days.

Unfortunately, the staffing needs of your section during the first week of 
June make it impossible to give you that time off. We ask that you please 
look  -------  an alternative time period for your vacation.

Sincerely,
Barbara Haas, Manager
Human Resources Department

141. (A) vacation
 (B) postponement
 (C) promotion
 (D) raise 　　　Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

142. (A) preferred
 (B) preferential
 (C) preference
 (D) preferable 　　　Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

143. (A) out
 (B) around
 (C) through
 (D) into 　　　Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ
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141.【語彙／文脈型】
解答リズム

① 選択肢を読む → 同じ品詞の語が並ぶ
② 文脈に合うものを選ぶ
ポイント

① 前後の文とのつながりに注意
② postponement（延期）の動詞形は postpone（～を延期する），promotion（促進，昇進）
の動詞形は promote（～を促進する，昇進させる）

解き方

後に続く文に requests for time off（休暇の申請）とあるので，同じ意味を表す (A)が正
解です。

142.【品詞／一文型】
解答リズム

① 選択肢を読む → 形の似た単語が並ぶ
② 空所前後に合う「品詞」を判断する
ポイント

① 他動詞の目的語は名詞
② -ance，-enceは名詞の形
解き方

空所の前に《他動詞 give＋形容詞》，後ろは前置詞なので，空所には目的語となる名詞が
入ります。(C)が正解です。give preference to ...で「～を好む，第一に考える」という意
味です。

143.【語彙／一文型】
解答リズム

① 選択肢を読む → 前置詞が並ぶ
② 前後の意味のつながりをチェック
ポイント

① 動詞と前置詞のつながりをチェックする
② look outは「気をつける」，look into ...は「～を検討する，調べる」，look around ...は
「～を見て回る」，look through ...は「～にさっと目を通す」

解き方

選択肢はすべて lookとともに用いることができるので，文の意味をつかみます。「休暇に
は別の期間を～するようお願いします」とあるので，「～を検討する」という意味を表す (D)
が正解です。

メール訳

141-143の設問は次のメールに関するものです。

差出人：バーバラ・ハース <bhaas@knutengaard.com>
宛て先：ラジ・デサイ <rdesai@knutengaard.com>
日付：4月 18日
件名：休暇申請

デサイさま
4月 15日にいただいたお問い合わせですが，残念ながら人事部はあなたの休暇申請を許可できません。6月 2日から 6日は特に忙しい期間にもかかわ
らず，とても多くの休暇届を受け取ります。

休暇の許可を出すかどうかを検討する際は，職責上位と勤続年数を優先します。

残念ながら，6月の第 1週はあなたの課での人員が不足しているため，休暇を許可できません。休暇には別の期間を検討なさるようお願いいたします。

敬具

バーバラ・ハース，部長
人事部

(A) 休暇
(B) 延期
(C) 昇進
(D) 昇給

解説 選択肢訳

(A) 優先される
(B) 優先権のある
(C) 好み
(D) 好ましい

(A) 外へ
(B) ～の周りに
(C) ～を通って
(D) 中へ

正解

 141 正解 A 理解度

 142 正解 C 理解度

 143 正解 D 理解度
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Questions 144-146 refer to the following memorandum.

語句  □ office service department「管理部」　□ announce「～を発表する」　□ dedicated「専用の」　□ parking area「駐車場」　□ commute「通勤する」　 

□ rack「ラック，台」　□ install「～を設置する」　□ allow for ...「～を可能にさせる」　□ locking「ロック，施錠」　□ aware「知って，気がついて」　 
□ policy「方針」　□ regarding「～について」　□ lot「区画」　□ apply「適用される」　□ reminder「思い出させるもの」　□ vehicle「車両」　 
□ register「登録する」　□ security department「保安部」　□ overnight「一晩中」　□ premises「敷地，構内」　□ obtain「～を得る」　 
□ permission「許可」　 
 
□ including「～を含む」　□ consisting of ...「～で構成された」　□ except for ...「～を除いて」

From: Office Services Department

To: Employees

Date: February 19

Re: Bicycle and motorcycle parking

We are pleased to announce that we now have a dedicated parking area  

for employees who commute to work by bicycle or motorcycle. Six bike  

racks have been installed to allow for the locking of bicycles. 

Please be aware that all policies regarding use of the employee lot apply to  

bicycles as well.

As a reminder, all vehicles, including bicycles, parked in the employee lot  

must be registered with the security department, and no vehicle is to be left  

overnight on company premises without first obtaining permission from the  

security office.

144. (A) whoever
 (B) who
 (C) whom
 (D) whose

146. (A) leave
 (B) be leaving
 (C) be left
 (D) have left

must be registered with the security department, and no vehicle is to  -------   

racks have been installed to allow for the locking of bicycles. 

Please be aware that all policies regarding use of the employee lot apply to 
bicycles as well.

As a reminder, all vehicles,  -------  bicycles, parked in the employee lot 

From: Office Services Department
To: Employees
Date: February 19
Re: Bicycle and motorcycle parking

We are pleased to announce that we now have a dedicated parking area 
for employees  -------  commute to work by bicycle or motorcycle. Six bike 

overnight on company premises without first obtaining permission from the 
security office.

145. (A) without
 (B) consisting of
 (C) except for
 (D) including

　　　Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

　　　Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

　　　Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ
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144.【関係詞／一文型】
解答リズム

① 選択肢を読む → 関係詞が並ぶ
② 直前（先行詞）と直後をチェック
ポイント

① 直前の名詞が人ならwho，モノならwhichをまず意識する
② 直後に動詞があれば主格，名詞があれば所有格，《主語＋動詞》があれば目的格か関係副
詞が入る

解き方

空所直前の名詞 employeeを先行詞にとり，後ろの動詞 commuteの主語になる (B)が
正解です。

145.【前置詞／一文型】
解答リズム

① 選択肢を読む → 前置詞（句）が並ぶ
② 前後の意味のつながりをチェック
ポイント

① 「～を含んで」という前置詞は including
② 「～を除いて」という前置詞は excludingか except for ...
解き方

空所直前に「全車両」とあり，後ろに「自転車」と続きます。(D)を入れると，「自転車を
含む全車両は」となるので (D)が正解です。

146.【動詞形／一文型】
解答リズム

① 選択肢を読む → 異なる動詞形が並ぶ
② 空所の前後をチェックし，主語との関係を判断
ポイント

① leaveは他動詞としては「～を置いたままにする」，自動詞としては「去る，出発する」
② be to doは shouldと同じく「～するべき」という意味
解き方

主語 no vehicleに対応する動詞が入ります。後ろに場所が続いていることから「車を構
内に置いたままにする」という意味にすればよいとわかります。主語 no vehicleと他動詞
leaveとは「置かれる」という受動の関係になるので，(C)が正解です。

メモ訳

144-146の設問は次のメモに関するものです。

差出人：オフィス管理部
宛て先：従業員
日付：2月 19日
件名：自転車とバイクの駐輪

自転車やバイクで通勤している従業員専用の駐輪場が用意できたことを喜んでご報告いたします。自転車に施錠できる自転車ラックが 6台設置されま
した。

従業員用駐車場の利用に関する全規定が自転車にも適用されることにご注意ください。

従業員駐車場に駐車している自転車を含む全車両は，保安部での登録が必要であり，保安部からの許可なく構内に車両を翌朝まで停め置くことはできな
い旨をご承知おきください。

(A) ～するだれでも
(B) そしてその人は
(C) そしてその人を
(D) そしてその人の

解説 選択肢訳

(A) ～なしに
(B) ～から成る
(C) ～を除いて
(D) ～を含む

(A) 去る
(B) 去っている
(C) 置かれた
(D) 去った

正解

 144 正解 B 理解度

 145 正解 D 理解度

 146 正解 C 理解度
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Questions 147-149 refer to the following advertisement.

語句  □ sales agent「販売代理店」　□ energy company「エネルギー会社」　□ go out of one’s way「格別に努力する」　□ potential「可能性，潜在能力」　 

□ earn「～を得る」　□ unlimited「無限の」　□ commission「コミッション，手数料，注文」　□ rapidly「急速に」　□ field「分野」　 
□ renewable energy「再生可能エネルギー」　□ industry「産業」　□ extensive「広範囲に及ぶ」　□ training program「研修プログラム」　 
□ assist「～を助ける」　□ knowledge of product「商品知識」　□ genuinely「本当に」　 
 
□ compensated「報酬を伴った」　□ educated「教育された」　□ dependent「依存した，左右される」　□ accessible「アクセスできる，接近しやすい」 
□ developer「開発者」　□ development「発達，開発」

At Blue Horizon, we understand the work our sales agents do sets  

us apart from other energy companies, so we go out of our way to  

do the same for them. Our agents have the potential to earn unlimited  

commissions in the rapidly growing field of renewable energy. This  

makes Blue Horizon sales agents among the most highly compensated in the  

energy industry. Blue Horizon’s extensive training program assists agents  

in developing knowledge of our products, renewable energy, and how we  

are genuinely changing the way energy is made. If you are ready to get  

started on an exciting new career in the field of renewable energy, visit  

our Web site at www.bluehorizon.com.

energy industry. Blue Horizon’s extensive training program assists agents 
in  -------  knowledge of our products, renewable energy, and how we 

do the same for them. Our agents have the potential to earn unlimited 
commissions in the rapidly growing field of renewable energy. This 
makes Blue Horizon sales agents among the most highly  -------  in the 

At Blue Horizon, we understand the work our sales agents do sets 
us  -------  from other energy companies, so we go out of our way to 

are genuinely changing the way energy is made. If you are ready to get 
started on an exciting new career in the field of renewable energy, visit 
our Web site at www.bluehorizon.com.

147. (A) aside
 (B) away
 (C) above
 (D) apart

148. (A) compensated
 (B) dependent
 (C) educated
 (D) accessible

149. (A) developed
 (B) developer
 (C) developing
 (D) development

　　　Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

　　　Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

　　　Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ
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147.【慣用表現／一文型】
解答リズム

① 選択肢を読む → 同じ品詞の語が並ぶ
② 文法と語法の観点から解く
ポイント

① 《動詞＋副詞》の熟語に注意
② set ... asideは「～を取っておく」，set A apart from Bは「Aを Bから区別する，際立
たせる」

解き方

空所の前にある動詞 setと目的語 us，さらに後ろの fromに対応する副詞を入れます。(D)
の apartを入れると，set A apart from B（Aを Bから区別する）という熟語が完成します。
(D)が正解です。「当社と他のエネルギー会社との間に一線を画す」という意味になります。

148.【語彙／文脈型】
解答リズム

① 選択肢を読む → 同じ品詞の語が並ぶ
② 文脈と語法の観点で解く
ポイント

① 前後の文とのつながりに注意
② highly（高く）は高さではなく，程度を強調する
解き方

文脈を無視すればどの選択肢も入るので，前後の文を読みます。直前の文にあるOur 
agents have the potential to earn unlimited commissions ...（販売エージェントは
無限の歩合収入を得られる可能性がある）から，「補償された」という意味の (A)を入れ
て，highly compensated（高い補償を受けられる）とすれば文意が成り立ちます。他動詞
compensateは「～に金銭で報いる」という意味です。

149.【品詞／一文型】
解答リズム

① 選択肢を読む → 形の似た単語が並ぶ
② 空所前後に合う「品詞」を判断
ポイント

① 前置詞の後には名詞か動名詞が続く
② assist ... in -ingは「（人）が～するのを助ける」
解き方

空所の前にある動詞《assists＋人＋前置詞 in》は，inの後に動名詞を入れて「（人）が
～するのを助ける」という意味になるので，空所には (C)が入ります。knowledge以下は
動名詞 developingの目的語です。

広告訳

147-149の設問は次の広告に関するものです。

ブルー・ホライゾン社では，当社販売エージェントの仕事は他のエネルギー会社との間に一線を画すほどすぐれたものであると理解しています。したがっ
て，当社販売エージェントへの対応もまたそれに見合う思い切ったものです。当社エージェントは，急速に成長している再生可能エネルギーの分野で無
限の歩合収入を得られる可能性があります。これが，ブルー・ホライゾン社の販売エージェントがエネルギー産業においてもっとも高額の報酬を得てい
る理由です。ブルー・ホライゾン社の広範な研修プログラムにより，代理店は当社製品や再生可能エネルギーについての知識，どのようにして当社がエ
ネルギー生産方法を根本から変革しているかについての知識を身につけることができます。再生エネルギーの分野で心躍る新しいキャリアに踏み出した
い方は，当社ウェブサイト www.bluehorizon.comをご覧ください。

(A) わきに
(B) 離れて
(C) ～の上に
(D) 離れて

解説 選択肢訳

(A) 補償された
(B) 依存した
(C) 教育を受けた
(D) 近づきやすい

(A) 発達した
(B) 開発者
(C) ～を発達させること
(D) 発達

正解

 147 正解 D 理解度

 148 正解 A 理解度

 149 正解 C 理解度
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Questions 150-152 refer to the following e-mail message.

語句  □ ad campaign「広告キャンペーン」　□ arrange「～を手配する」　□ in order to do「～するために」　□ upcoming「次の，来るべき」　 

□ print「印刷物」　□ expect「～を見込む」　□ rough draft「草案，草稿」　□ overall「全体的な」　□ visual「視覚的な」　□ theme「テーマ」　 
□ suggestion「提案」　□make a choice「選択する」　□ go with ...「～と仕事をする」　□ confident「確信して，自信を持って」　□ agree「同意する」 
□ best regards「敬具，よろしく」　□ notify「～に知らせる」　 
 
□ realize「～に気づく」　□ decline「～を断る」　□ confirm「～を確認する」　□ though「～けれども」

From: Fred Kawaguchi <fkawaguchi@bendlerental.co>

To: Jeanne Lansdale <jlansdale@bendlerental.co>

Date: Friday, November 3

Subject: Ad campaign

Dear Ms. Lansdale,

I am writing to confirm that I have arranged for us to meet with Ron Turpin  

of Grunion & Nabors Promotions for Thursday, November 9, at 11:00 A.M.,  

in order to discuss some ideas for our upcoming print ad campaign. I am  

expecting a rough draft of the ad from Ron by the end of the day today. This  

should give us an idea of the overall visual theme of the planned campaign. 

I liked Ron’s suggestions for the campaign, and I feel that we’ve made  

a good choice in going with his company this time. I am confident you will  

agree when you meet him.

Best regards,

Fred Kawaguchi

I liked Ron’s suggestions for the campaign,  -------  I feel that we’ve made 

of Grunion & Nabors Promotions for Thursday, November 9, at 11:00 A.M., 
in order to discuss some ideas for our upcoming print ad campaign. I am 
expecting a rough draft of the ad from Ron by the end of the day today. This  
-------  us an idea of the overall visual theme of the planned campaign. 

From: Fred Kawaguchi <fkawaguchi@bendlerental.co>
To: Jeanne Lansdale <jlansdale@bendlerental.co>
Date: Friday, November 3
Subject: Ad campaign

Dear Ms. Lansdale,

I am writing to  -------  that I have arranged for us to meet with Ron Turpin 
150. (A) confirm
 (B) realize
 (C) decline
 (D) notify

151. (A) had given
 (B) should give
 (C) is giving
 (D) should have given

152. (A) which
 (B) and
 (C) but
 (D) though

a good choice in going with his company this time. I am confident you will 
agree when you meet him.

Best regards,

Fred Kawaguchi

　　　Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

　　　Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

　　　Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ
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150.【語彙／一文型】
解答リズム

① 選択肢を読む → 同じ品詞の語が並ぶ
② 文脈と語法の観点から解く
ポイント

① decline（～を断る）は decline＋名詞，decline to doの形で用いる
② notifyは後ろに「人」をとる
解き方

直後に that節を取り，文意が通るものを選びます。that節以下で「～と会う手配が整っ
た」と予定の確定を報告しているので，「～を確認する」という意味の (A)が正解です。(D)
の notifyも文意に合いますが，後ろに「人」が必要です。notify you that ...なら正解にな
ります。

151.【動詞形／文脈型】
解答リズム

① 選択肢を読む → 異なる動詞形が並ぶ
② 文の主語と動詞をチェックし，「時制」の目印に着目する
ポイント

① （未来）前文にある expectは「～を期待する，～することになっている」
② ほかの文から時間の流れをつかむ
解き方

選択肢には giveと should giveが時制を変えて並んでいます。この一文だけでは時制を
判断できないので，ほかの文から時制のヒントを見つけます。前文の「今日中に草案をもら
うことになっている」を受けて，「キャンペーン全体の視覚的なテーマが～」とつながるので，
「予測」を含む (B)を入れて「つかめるはずだ」とします。
草案はまだ入手していないので，過去を表す (A)(D)は入りません。(C)は確定している未

来を示します。

152.【接続詞／文脈型】
解答リズム

① 選択肢を読む → 接続詞と関係代名詞が並ぶ
② 文法と語法の観点から解く
ポイント

① 等位接続詞は文や語句を等しい関係で結ぶ
② 従位接続詞は文と文を主と従の関係で結ぶ
解き方

空所の前までで「ロンの提案が気に入った」，後半で「彼の会社を選んだのはよい選択だっ
た」と順接で並列する関係が成り立っているので，(B)が正解です。

メール訳

150-152の問題は次のメールに関するものです。

差出人：フレッド・カワグチ <fkawaguchi@bendlerental.co>
宛て先：ジャンヌ・ランズデール <jlansdale@bendlerental.co>
日付：11月 3日，金曜日
件名：広告キャンペーン

ランズデールさま
次の出版物掲載用の広告キャンペーンについて話し合うために，11月 9日，木曜日午前 11時にグルニオン・アンド・ネイバーズ・プロモーションズ
社のロン・ターピンさんと会う手配が整いましたことをお伝えするためにご連絡しております。広告の草案は今日中にロンさんからいただくことになっ
ております。草案があれば，計画中のキャンペーンの全体的な視覚テーマがつかめるはずです。

このキャンぺーンに対するロンさんの提案が気に入っておりますし，今回のキャンペーンを彼の会社に依頼したのはよい選択だったと思います。彼とお
会いになれば，きっと私と同じように感じていただけると思います。

敬具

フレッド・カワグチ

(A) ～を確認する
(B) ～に気づく
(C) ～を断る
(D) ～を知らせる

解説 選択肢訳

(A) ～を与えた
(B) ～を与えるはずである
(C) ～を与えている
(D) ～を与えたはずである

(A) そしてそれは
(B) そして
(C) しかし
(D) ～にもかかわらず

正解

 150 正解 A 理解度

 151 正解 B 理解度

 152 正解 B 理解度
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Questions 153-154 refer to the following advertisement.

153. How can someone join the Reasonable Resources Power Users’ Club?

(A) By registering at a Web site

(B) By purchasing computer equipment

(C) By contributing a review of software

(D) By completing a course

154. What is NOT mentioned about the newsletter?

(A) It is produced every week.

(B) It is distributed by e-mail.

(C) It is free for club members.

(D) It is available at bookstores.

語句  □ reasonable「手ごろな」　□ resource「資源，供給源」　□ valuable「価値のある」　□ amateur「アマチュア，しろうとの」　□ potential「潜在能力」　 

□ exclusive「限定された，独占的な」　□ update「最新情報」　□ special offer「特別提供」　□ stay abreast of ...「～を常に把握している」 
□ latest development「最新動向」　□ register「～を登録する」　□ subscribe「定期購読する」　 
□ keep A informed of B「Bについての情報を Aに絶えず提供する」　□ release「新発売」　□ upgrade「アップグレード」　□ discounted「割引された」 
□ coupon「クーポン」　□ purchase「購入」　□ developer「開発企業」　□ computer equipment manufacturer「コンピュータ機器製造会社」　 
□ review「レビュー，批評」　□ article「記事」　 
 
□ contribute「～を寄稿する」　□ complete「～を終了する」　□ produce「～を作る」　□ distribute「～を配布する」

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

まずココを
チェックしよう

① 文書タイプ → 広告
② 太字やタイトル，レイアウトを
チェック

③ 冒頭の数文を読んで「だれが・だ
れに・何を」をチェック

The Reasonable Resources Power User’s Club is a valuable resource for anyone, 

professional or amateur, who wants to use their computer’s full potential at 

home or at work. 154 You can get a free newsletter, exclusive updates and special 

offers by joining the Reasonable Resources Power Users’ Club. Stay abreast of 

all the latest developments in the computing and software world by reading the 

Reasonable Resources 154 weekly e-mail newsletter. 153 Simply register your 

e-mail address at the Reasonable Resources Web site to subscribe. The newsletter 

keeps more than 30,000 computer users informed of new and upcoming software 

releases and upgrades, free and discounted downloads, and special offers, 

including coupons for purchases from major software developers and computer 

equipment manufacturers. Club members also have exclusive access to reviews 

and articles on software, computer equipment, computer-related books, and more 

every week. Simply go to www.reasonableresources.com/puclub/register to join. 

You, and your computer, will be glad you did.
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広告訳

153.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文を読む → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

register your e-mail address at the Reasonable Resources Web site ＝ join the 
Reasonable Resources Power Users’ Club
解き方

Reasonable Resources Power Users’ Clubの入会方法を書いているところを探します。
すると中盤に Simply register your e-mail address at the Reasonable Resources Web 
site to subscribe.（リーズナブル・リソーシズのウェブサイトでメールアドレスを登録す
るだけで購読できる）とあるので，(A)が正解です。registerー joinの言い換え表現にも注
意しましょう。

153-154の設問は次の広告に関するものです。

リーズナブル・リソーシズ・パワーユーザーズクラブは，プロ，アマチュアを問わず，自宅や勤務先でコンピュータをフル活用したいと考えている方々
にとって貴重な情報源です。リーズナブル・リソーシズ・パワーユーザーズクラブにご入会いただくと，無料のニュースレター，会員限定情報，そして
特別割引情報をお受け取りいただけます。リーズナブル・リソーシズの週刊電子メールニュースレターをお読みいただくと，世界のコンピュータやソフ
トウェアの最新事情を常に把握していただけます。リーズナブル・リソーシズのウェブサイトでメールアドレスをご登録いただくだけで，ご購読いただ
けます。ニュースレターは 3万人以上のコンピュータユーザーを対象に，新発売や発売予定のソフトウェアやアップグレード情報，無料や割引のダウ
ンロード情報，主要ソフトウェア開発企業やコンピュータ機器製造企業から購入する際のクーポンを含む特典情報を配信しています。また，クラブ会
員限定で，ソフトウェア，コンピュータ機器，コンピュータ関連書籍やその他多くの商品についてのレビューや記事に毎週アクセスしていただけます。
www.reasonableresources.com/puclub/register でご登録ください。あなたにも，あなたのコンピュータにもご満足いただけるはずです。

リーズナブル・リソーシズ・パワーユーザー
ズクラブにはどのようにして登録できますか。
(A) ウェブサイトで登録することによって
(B) コンピュータ機器を購入することによって
(C) ソフトウェアのレビュー記事を寄稿する

ことによって
(D) コースを修了することによって

154.【NOT問題】
解答リズム

① 設問文を読む → NOT問題
② 選択肢をひとつずつ本文と照合する
ポイント

weekly e-mail newsletter＝ It is produced every week.＋ It is distributed by e-mail.／ 
You can get a free newsletter＝ It is free for club members.
解き方

(A)(B)は weekly e-mail newsletter（週刊電子メールニュースレター）の部分に当ては
まります。every weekと weeklyの言い換えをおさえておきましょう。(C)は You can 
get a free newsletter（無料のニュースレター）に一致します。ニュースレターはメール配
信のニュースレターなので，(D)は事実と異なります。(D)が正解です。

ニュースレターについて言及されていないこ
とは何ですか。
(A) 毎週制作されている。
(B) 電子メールで配付される。
(C) クラブ会員は無料である。
(D) 書店で購入できる。

正解

 153 正解 A 理解度

 154 正解 D 理解度

解説 問題文訳
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Questions 155-157 refer to the following form.

155. What kind of business is Zipster Intercity?

(A) A photography supply store

(B) A taxi company

(C) A delivery service

(D) A CD manufacturer

156. What is indicated about the package?

(A) It contains breakable items.

(B) It is insured against damage.

(C) It is being sent overnight.

(D) It must be kept cold.

157. What can be understood about the delivery fee?

(A) It has been waived.

(B) It will be refunded to Russell Nipsi.

(C) It was paid by Altoon Photography Studio.

(D) It includes insurance charges.

語句  □ package「荷物，小包」　□ recipient「受取人」　□ pickup「集荷」　□ delivery「配達」　□ content「内容」　□ fragile「壊れやすい」　 

□ perishable「生もの；傷みやすい」　□ refrigerate「～を冷蔵する」　□ insurance「保険」　□ signature「署名」　□waive「～を適用しない」　 
□ terms「条件」　□ upon receipt「受け取り時に」　□ charge「料金」　□ notice「注意」　□ insurance coverage「保険金，保険担保」　 
□ courier「配達人」　□ per「～につき」　□ container「入れ物」　□ up to ...「～まで」　□maximum「最大」　□ cash「現金」　 
□ via「～を通して，～によって」　 
 
□ supply store「用品店」　□manufacturer「製造会社」　□ breakable「壊れやすい」　□ item「品物」　□ send overnight「翌日配達便で送る」　 
□ refund「～を払い戻す」　□ insurance charge「保険料」

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

まずココを
チェックしよう

① 文書タイプ → フォーム
② タイトルと冒頭文をチェック

   ZIPSTER INTERCITY   

Package No. 448103 Date: June 10

Recipient: Russell Nipsi Pickup Date: 6/10 Delivery Date: 6/10

2227 Giddings Avenue

Round Rock TX

78803-8877

Pickup Time: 10:15 A.M. Deliver By: 4:00 P.M.

Package Contents:
2 photo CDs

Telephone: (281) 478-0781

Fragile R  Perishable £  Keep refrigerated £

Sender: Altoon Photography 

Studio
Insurance?  Yes £  No R

426 South First Street

Austin TX 78704-0062
Signature (to waive insurance)

Jerry Altoon

See below for insurance terms

Telephone: (512) 776-9666 Payment: By sender R  Upon receipt £

Charge: $16.00

Notice: Insurance coverage is available from 155 Zipster Intercity couriers for $2.50 per 
container and provides full coverage up to a maximum of $3000. Cash may not be sent via 
Zipster Intercity couriers.

156

157

157
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フォーム訳

155.【業種】
解答リズム

① 設問文をチェック → 業種
② 冒頭部分を読む
ポイント

Zipster Intercity couriers＝ A delivery service
解き方

フォームのトップに Zipster Intercityとあり，その下は配達伝票になっています。さらに，
Noticeの部分で Zipster Intercity couriers（ジップスター・インターシティ配達）とある
ので，配達業者とわかります。courierを deliveryに言い換えた (C)が正解です。

155-157の設問は次のフォームに関するものです。

ジップスター・インターシティ
荷物番号 448103 日付：6月 10日
受取人 ラッセル・ニプシ 集荷日： 6/10 配達日：6/10

2227ギディングズ通り 集荷時間：午前 10:15 配達時間：午後 4:00まで
ラウンドロック，テキサス 
78803-8877

品名：写真 CD2枚

電話番号 (281) 478-0781
割れ物 R　　　生もの £　　　要冷蔵 £

発送人 アルトゥーン写真スタジオ 保険をかけますか 　はい £　　　いいえ R
426サウス一番通り　 
オースティン，テキサス 78704-0062

署名（保険を放棄するため）　 
Jerry Altoon
保険条件については以下を参照

電話番号 (512) 776-9666 支払い：送り主 R 　　　着払い £
請求額：16ドル

注意：ジップスター・インターシティ配達が提供する保険は各パッケージ 2ドル 50セントでかけることができ，最大 3,000ドルまで全額補償いたします。
ジップスター・インターシティ配達で現金は送れません。

ジップスター・インターシティはどのような
種類の事業ですか。
(A) 写真用品店
(B) タクシー会社
(C) 配達サービス
(D) CD製造会社

156.【選択肢検証型】
解答リズム

① 設問文をチェック → 選択肢検証型
② 選択肢をひとつずつ本文と照合する
ポイント

Fragile＝ It contains breakable items.
解き方

伝票の真ん中にある Fragile（割れ物）にチェックが入っているので，壊れやすいものだ
とわかります。fragileを breakableに言い換えた (A)が正解です。

このパッケージについて何がわかりますか。
(A) 壊れやすい品物を収容する。
(B) 破損に対して保険がかけられている。
(C) 翌日配達で送られる。
(D) 冷蔵しておかなければならない。

157.【選択肢検証型】
解答リズム

① 設問文をチェック → 選択肢検証型
② 選択肢をひとつずつ本文と照合する
ポイント

Sender ＋ Altoon Photography Studio ＋ Payment ＋ By sender ＝ It was paid by 
Altoon Photography Studio.
解き方

Payment（支払い）を見ると，By sender（送り主）とあるので，左側の Senderをチェッ
クします。送り主は Altoon Photography Studioとあり，送料は Altoon Photography 
Studioが支払ったとわかるので，(C)が正解です。

配達料金について何がわかりますか。
(A) 免除されている。
(B) ラッセル・ニプシさんに返金されるだろう。
(C) アルトゥーン写真スタジオが支払った。
(D) 保険費用を含んでいる。

正解

 155 正解 C 理解度

 156 正解 A 理解度

 157 正解 C 理解度

解説 問題文訳
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Questions 158-159 refer to the following instructions.

158. What is covered on page six of the booklet?

(A) How to keep the device in good condition

(B) How to replace defective parts

(C) How to operate the equipment

(D) How to set up the exercise machine

159. What are users of the device asked to do?

(A) Wear shoes when operating it

(B) Check it on a regular basis

(C) Display a copy of the instructions over the device

(D) Prohibit children from using it

語句  □ instruction booklet「説明書」　□ assemble「～を組み立てる」　□ detailed「詳しい」　□ provide「～を提供する」　□maintenance「メンテナンス」　 

□ replacement「交換」　□ repair「修理」　□ cover「～を対象とする」　□warranty「保証」　□ be sure to do「必ず～してください」　 
□ bear in mind「念頭に置く」　□ following「以下の」　□ device「機器」　□ supervise「～を監督する」　□ indoor「屋内で」　□ level「水平な」　 
□ remove「～を脱ぐ」　□ footwear「履物」　□ periodically「定期的に」　□ inspect「～を検査する」　□ tighten「～を締める」　□ loose「ゆるんだ」　 
□ immediately「すぐに，直ちに」　□ pain「痛み」　□ dizziness「めまい」 
 
□ defective「欠陥のある」　□ operate「～を動かす」　□ equipment「装置，機器」　□ set up「～を設置する」　□ on a regular basis「定期的に」　 
□ display「～を陳列する」　□ prohibit ... from doing「～が…することを禁止する」

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

まずココを
チェックしよう

① 文書タイプ→指示
② 「だれが・だれに・何を」をチェック
③ 冒頭文を読む

Please read this instruction booklet carefully before assembling and using the 
Filantro Compact Exercise Machine. Detailed information has been provided on 
assembly (pg. 2-5), 158 maintenance (pg. 6), use (pg. 7), and replacement/repairs 
covered by the manufacturer’s warranty (pg. 8). 

Be sure to always bear in mind the following rules:

•	 Do	not	let	children	use	the	device	unless	supervised	by	an	adult.
•	 Use	the	device	indoors	on	a	level	surface.
•	 Remove	footwear	before	using	the	device.
•	 Periodically	inspect	the	device	and	tighten	any	loose	parts.
•	 Stop	using	the	device	immediately	if	you	experience	pain	or	dizziness.

159



PART 7

92

この解説は『新 TOEIC® テスト 解いて身につく模試 1000 問』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-260-5）を基に作成しています。

『よくわかる新 TOEIC® テスト総合対策』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-258-2）読者用　サンプル模試解説 不許無断複製

指示訳

158.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

maintenance (pg. 6)＝ How to keep the device in good condition
解き方

page sixをキーワードに探します。maintenance (pg. 6)（メンテナンス〔6ページ〕）
とあるので，maintenanceをHow to keep the device in good conditionに言い換えた (A)
が正解です。

158-159の設問は次の指示に関するものです。

フィラント・コンパクト・エクササイズマシンを組み立ててご使用になる前に，この指示書をよくお読みください。組み立て（2-5ページ），メンテナンス（6
ページ），使い方（7ページ），製造元で保証している交換・修理についての情報（8ページ）を詳しく説明しています。

次の原則を必ずお守りください。

・成人が付き添わない限り，子どもに本機器を使用させない。
・本機器は室内の平坦な床で使う。
・本機器を使用する前に靴を脱ぐ。
・定期的に本機器を点検し，ゆるんだ部品を締め直す。
・痛みやめまいがしたら直ちに本機器の使用を中止する。

冊子の 6ページには何が載っていますか。
(A) 機器をよい状態で保つ方法
(B) 欠陥部品を交換する方法
(C) 装置の使用方法
(D) エクササイズマシンのセットアップ方法

159.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

Periodically inspect the device＝ Check it on a regular basis
解き方

Be sure to always bear in mind the following rules:（次の原則を必ずお守りください）
以下から，選択肢に当てはまるものを選びます。3番目の Periodically inspect the device 
...（定期的に機器を点検する）が (B)と合います。inspectを Check，periodicallyを on 
a regular basisに言い換えています。(B)が正解です。

機器の使用者は何をするよう求められていま
すか。
(A) 使用中は靴を履く
(B) 定期的にチェックする
(C) 指示書のコピーを機器にかけておく
(D) 子どもの使用を禁止する

正解

 158 正解 A 理解度

 159 正解 B 理解度

解説 問題文訳
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Questions 160-163 refer to the following article.

語句  □ article「記事」　□wind power「風力」　□ sector「部門，セクター」　□ giant「巨人，巨大企業」　□ announce「～を発表する」　 

□ purchase「～を購入する」　□ controlling stake「企業支配権」　□wind turbine「風力タービン」　□manufacturer「製造業者」　 
□ supplier「供給業者」　□ electric「電気の」　□ nuclear「原子力の」　□ deal「取引，契約」　□ acquire「～を獲得する」　□ investment「投資」　 
□ according to ...「～によると」　□ enable ... to do「～が…することを可能にする」　□ generation capacity「生産能力」　□ enter「～に参入する」　 
□ promising「将来性のある」　□ founding「創設」　□ undergo「～を経験する」　□ rapid「急速な」　□ expansion「拡大」　□ besides「～のほかに」 
□ headquarters「本社」　□ facility「施設」　□ research and development「研究開発」　□ post「～を公表する」　□ revenue「収益」　 
□ to date「今まで」　□ intend「～を意図する」　□ improve「～を改善する」　□ productivity「生産性」　□ quality「品質」　□ lead to ...「～につながる」 
□ fastest-growing「急成長する」　□ energy industry「エネルギー産業」　□ value「～を評価する，見積もる」　□ installation「設備，設置」　 
□ forecast「～を予測する」　□ at least「少なくとも」 
 
□ advantage「利点」　□ takeover「買収，引き継ぎ」　□ opportunity「機会」　□ upgrade「～をアップグレードする」　□ plant「発電所」　 
□ income「収入」　□ creation「創造」　□ existence「存在」　□ discovery「発見」　□ basis「基礎」

まずココを
チェックしよう

① 文書タイプ→記事
② タイトルと冒頭の数文を読んで
テーマをチェック

Everigen Moves into Wind Power Sector
U.S. energy giant Everigen Co. has announced plans to purchase a controlling stake in 
wind turbine manufacturer Zephyrus Technologies. Louisiana-based Everigen is one 
of America’s largest suppliers of electric and nuclear power. The $230-million deal 
to acquire Zephyrus will be its first investment in the wind sector. According to an 
Everigen spokesman, “The deal will enable us to increase our generation capacity and 
enter a very promising market area.”

Since its 163 founding 12 years ago, Zephyrus has undergone rapid expansion. Besides 
its Dallas headquarters, 161 it has a manufacturing facility in Mexico and research and 
development sites in San Diego and Vancouver. 162 It posted revenues of $320 million 
for the past 12 months—its most successful year to date. Everigen intends to invest in 
new technology to improve the company’s productivity and quality and expects that 
the move will lead to around 100 new jobs. 

Wind power is one of the fastest-growing areas in the energy industry. The wind 
turbine market was valued at over $40 billion last year, and new installations increased 
by over 20 percent. Experts forecast that the trend will continue for at least the next 
five years.

160

160
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160. What is the article mainly about?

(A) The advantages of using wind power

(B) The takeover of a manufacturing company

(C) Investment opportunities in the energy industry

(D) Upgrades to electric and nuclear power plants

161. Where does Zephyrus assemble its wind turbines?

(A) Vancouver

(B) Dallas

(C) Louisiana

(D) Mexico

162. How much income did Zephyrus generate last year?

(A) $20 billion

(B) $40 billion

(C) $230 million

(D) $320 million Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

163. The word “founding” in paragraph 2, line 1, is closest in meaning to

(A) creation

(B) existence

(C) discovery

(D) basis Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ
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記事訳

160-163の設問は次の記事に関するものです。

エブリゲン社，風力発電分野へ進出
米国の巨大エネルギー企業エブリゲン社は，風力タービン製造企業ゼフィラス・テクノロジーズ社の経営権を買収する計画を発表した。ルイジアナ州に
本拠を置くエブリゲン社は，米国の最大手電力・原子力供給企業のひとつである。ゼフィラス社を買収する2億3,000万ドルの取引は，エブリゲン社にとっ
て初めての風力部門への投資となる。エブリゲン社の広報担当者は，「この取引により生産能力を引き上げ，きわめて有望な市場に進出できる」 と述べ
ている。

12年前の設立以来，ゼフィラス社は急速に拡大してきた。ダラス本社のほかに，メキシコに製造施設，サンディエゴとバンクーバーに研究開発施設を
所有している。過去 12か月はこれまでで最高の 3億 2,000万ドルの収益を記録している。エブリゲン社は，自社の生産性と質を向上させるために新
技術に投資する予定で，この新しい動きで約 100の雇用を創出できると見込んでいる。

風力はエネルギー産業の中でもっとも急速に成長している分野である。風力タービン市場は昨年 400億ドル超の評価を受け，新たな導入が 20パーセ
ント以上増えた。専門家はこの傾向は少なくとも 5年は続くと予想している。

160.【テーマ】
解答リズム

① 設問文をチェック → テーマ
② タイトルと冒頭部分を読む
ポイント

Everigen Moves into Wind Power Sector ＋ U.S. energy giant Everigen Co. has 
announced plans to purchase a controlling stake in wind turbine manufacturer 
Zephyrus Technologies.＝ The takeover of a manufacturing company
解き方

タイトルに，Everigen Moves into Wind Power Sector（エブリゲン社，風力発電分野
へ進出）とあるので，企業が新しい事業に取り組むことが予想できます。続く 1文目の U.S. 
energy giant Everigen Co. has announced plans to purchase a controlling stake in 
wind turbine manufacturer Zephyrus Technologies.（米国の巨大エネルギー企業エブリ
ゲン社は，風力タービン製造企業であるゼフィラス・テクノロジーズ社の経営権を買収する
計画を発表した）から，企業買収に関する記事とわかるので，(B)が正解です。takeoverは
「乗っ取り」という意味です。

この記事は主に何についてですか。
(A) 風力を使う利点
(B) 製造企業の乗っ取り
(C) エネルギー産業ヘの投資機会
(D) 電力・原子力発電所の最新化

161.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

it has a manufacturing facility in Mexico＝Mexico
解き方

第 2段落にゼフィラス社について，... it has a manufacturing facility in Mexico ...（メ
キシコに製造施設を所有する）とあります。製造施設にタービンの組み立てラインがあると
考えるのが自然なので (D)が正解です。

ゼフィラス社は風力タービンをどこで組み立
てていますか。
(A) バンクーバー
(B) ダラス
(C) ルイジアナ
(D) メキシコ

解説 問題文訳
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162.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

It posted revenues of $320 million for the past 12 months̶its most successful year 
to date.＝ $320 million
解き方

数字をキーワードに探します。ゼフィラス社の収益について，It posted revenues of 
$320 million for the past 12 months ...（過去 12か月は 3億 2,000万ドルの収益を記録
している）とあるので，(D)が正解です。

昨年，ゼフィラス社はどれくらいの収益があ
りましたか。
(A) 200億ドル
(B) 400億ドル
(C) 2億 3,000万ドル
(D) 3億 2,000万ドル

163.【語彙問題】
解答リズム

① 設問文をチェック → 語彙問題
② 本文をチェックし，前後の文脈に合うものを選ぶ
ポイント

Since its founding 12 years ago, Zephyrus has undergone rapid expansion. ＝
creation
解き方

foundingを含む一文をチェックすると，Since its founding 12 years ago, Zephyrus 
has undergone rapid expansion.（12年前の設立以来，ゼフィラス社は急速に拡大して
きた）とあるので，「創立する」という意味のある (A) が正解です。

第 2段落 1行目 foundingにもっとも意味の
近い語は
(A) 創立
(B) 存在
(C) 発見
(D) 基礎

正解

 160 正解 B 理解度

 161 正解 D 理解度

 162 正解 D 理解度

 163 正解 A 理解度

解説 問題文訳
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Questions 164-166 refer to the following information.

164. What is included with the information?

(A) An application form

(B) An upgraded credit card

(C) An identification number

(D) A monthly Credex bill

165. Why should cardholders go the Credex Web site?

(A) To request an upgraded card

(B) To validate a credit card

(C) To make an online payment

(D) To set up a new account

166. What will cardholders have to do in certain locations?

(A) Give their signature

(B) Provide personal data

(C) Enter a different PIN number

(D) Use their old card

語句  □ in order to do「～するために」　□ enhance「～を強化する」　□ upgrade「～をアップグレードする」　□ feature「～を特徴づける」　 

□ advanced「先進の，進んだ」　□ following「次の，以下の」　□ instruction「指示」　□ similar to ...「と似て」　□ indicate「～を示す」　□ enclosed「同封の」 
□ form「用紙」　□memorize「～を記憶する」　□monthly statement「月次報告書」　□ log in「ログインする」　□ existing「既存の」　□ account「口座」 
□ enter「～を入力する」　□ expiration date「有効期限」　□ valid「有効な」　□ secure「安全な，確実な」　□ regularly「定期的に」　□ terminal「端末」 
□ instead of ...「～の代わりに」　□ retailer「小売店，店」　□ phase out「～を段階的に廃止する」　 
 
□ application form「申し込み用紙」　□ bill「請求書」　□ certain「ある，特定の」　□ signature「署名」　□ personal data「個人情報」

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

まずココを
チェックしよう

① 文書タイプ → 情報
② タイトルや太字をチェック
③ 「だれが・だれに・何を」をチェック

   About Your New Credex Card   

In order to enhance the security of your data, Credex is upgrading your credit 
card. The new card features advanced ID protection technology to protect your 
personal information.

Please read the following instructions carefully:

•	 Similar	to	a	bank	card,	164 your	new	card	has	a	Personal	Identification	Number	
(PIN). 164 This is indicated in the enclosed form. Keep it in a safe, private place 
after memorizing it.

•	When	your	new	card	arrives	with	your	next	monthly	statement,	165 go to the 
Credex	Web	site	and	log	in	to	your	existing	account. 165 You	will	be	asked	to	
enter	your	new	card’s	number,	expiration	date,	and	PIN. 165 Once you have 
done	so,	the	new	card	will	be	valid.

•	 To	make	your	new	card	even	more	secure,	change	your	PIN	regularly	
by	logging	in	to	your	account,	clicking	“Change	PIN,”	and	following	the	
instructions. 

•	When	making	payments	using	our	new	terminals,	you	will	enter	your	PIN	instead	
of signing your name. 166 However, you must still sign your name if the retailer 
has an older terminal.	These	will	be	phased	out	over	the	next	two	years.
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解説

情報訳

164.【同封物】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

your new card has a Personal Identification Number (PIN)＋ This is indicated in the 
enclosed form.＝ An identification number
解き方

同封物については enclosedや includedなどの語がヒントになります。最初の項目に，... 
your new card has a Personal Identification Number (PIN). This is indicated in the 
enclosed form.（新カードには個人識別番号〔暗証番号〕が付いている。この番号は同封
のフォームに表示している）とあるので，暗証番号が同封されているとわかります。(C)が
正解です。

164-166の設問は次の情報に関するものです。

お客さまのクレデクス・カードにつきまして
お客さまのデータのセキュリティを強化するために，クレデクス社はお客さまのクレジットカードをアップグレードいたします。新カードはお客さまの
個人情報を保護するために，高度の ID保護技術が施されています。

次の項目を注意してお読みください。

・銀行カード同様，新カードには個人識別番号（暗証番号）が付いております。この番号は同封のフォームに表示されております。番号を覚えた後
は，安全で他人にはわからない場所に保管してください。

・来月の明細書とともに新カードが届いたら，クレデクス社のウェブサイトに行き，現在のアカウントにログインしてください。新カードの番号，
有効期限と PINの入力を求められます。入力を終えると，新カードが有効になります。

・新カードをさらに安全にするには，暗証番号を定期的に変更してください。変更するには，アカウントにログインし，「暗証番号の変更」をクリッ
クして，指示に従ってください。

・当社新端末でお支払いをなさるときは，署名ではなく暗証番号を入力していただきます。しかしながら，その店舗が古い端末を使用している場合
は，署名していただきます。古い端末は今後 2年間で段階的に廃止される予定です。

情報には何が含まれていますか。
(A) 申し込み用紙
(B) アップグレードされたクレジットカード
(C) 識別番号
(D) 月々のクレデクス社からの請求書

問題文訳

165.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

go to the Credex Web site and log in to your existing account＋ You will be asked 
to enter your new card’s number, expiration date, and PIN.＋Once you have done 
so, the new card will be valid.＝ To validate a credit card
解き方

ウェブサイトですべきことの指示は 2つ目の項目にあります。新カードが届いたら，
Web siteでログインし，カード情報を入力すると，Once you have done so, the new 
card will be valid.（新カードが有効になる）とあるので，(B)が正解です。

カードの所有者はなぜクレデクス社のウェブ
サイトに行くべきですか。
(A) アップグレードされたカードを請求する

ため
(B) クレジットカードを有効にするため
(C) オンラインで支払うため
(D) 新しい口座を開設するため

166.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

However, you must still sign your name if the retailer has an older terminal.＝Give 
their signature
解き方

しなければならないことについては have to，must，be requiredなどの表現がよく用
いられます。最後の項目に，However, you must still sign your name if the retailer has 
an older terminal.（しかしながら，その店舗が古い端末を使用している場合は，署名しな
ければならない )とあるので，signを Give their signatureに言い換えた (A)が正解です。
locationsは retailer（店舗）を指しています。

カードの所有者はある場所では何をしなけれ
ばなりませんか。
(A) 署名する
(B) 個人情報を提供する
(C) 異なる暗証番号を入力する
(D) 古いカードを使う

正解

 164 正解 C 理解度

 165 正解 B 理解度

 166 正解 A 理解度
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Questions 167-168 refer to the following advertisement.

167. What is indicated about 223 Chandler?

(A) It is aimed at couples with children.

(B) The building was formerly used for storage.

(C) The construction work is already finished.

(D) Twenty percent of the units are sold.

168. What is a feature of the residences?

(A) Outdoor parking

(B) Access to public transit

(C) 19th-century design

(D) Large windows

語句  □ luxury「贅沢な，豪華な」　□ historic「歴史的に重要な」　□ condominium「コンドミニアム」　□ in the heart of ...「～の中心で」　□ district「地区」　 

□ unit「一個，一式」　□ convert「～を改造する」　□warehouse「倉庫」　□ scheduled for ...「～の予定で」　□ completion「完成」　 
□ spacious「広い」　□ residence「住居」　□ expansive「開放的な」　□ hardwood「硬材の」　□ brick「レンガ」　□ ceiling「天井」　 
□ attractive「魅力的な」　□ contemporary「現代的な」　□ urban「都会の」　□ retired「退職した」　□ surrounded by ...「～に囲まれた」　 
□ architecture「建築」　□ convenient「便利な」　□ public market「公設市場」　□ neighborhood「近所」　□ private「私有の」　□ purchase「～を購入する」 
□ garage「ガレージ，車庫」　□ additional「追加の」　□ down payment「頭金」　□ contact「連絡先」　 
 
□ be aimed at ...「～を対象とする」　□ formerly「以前は」　□ storage「倉庫」　□ public transit「公共輸送」

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

まずココを
チェックしよう

① 文書タイプ → 広告
② 太字やタイトル，レイアウトを
チェック

③ 冒頭の数文を読んで「だれが・だ
れに・何を」をチェック

Luxury Loft-Style Living in Historic Bakerstown

223 Chandler is a new condominium project in the heart of the Bakerstown district. 

Twelve units are still available in the converted warehouse, scheduled for completion 

next spring. 168 The bright, spacious loft-style residences have expansive windows, 

hardwood flooring, open brick interiors, high ceilings, and an attractive contemporary 

design. Perfect for urban professionals and retired couples, 223 Chandler is surrounded 

by charming 19th-century architecture and offers convenient access to the public 

market, neighborhood stores, restaurants, schools, and parks. Private parking spaces 

can be purchased in the garage for an additional $10,000.

Total units: 20

Price: $230,000-$450,000 (20 percent down payment required)

Size: 740 to 1220 square feet

Address: 223 Chandler St.

Contact: Hassan Abdelmalek, 555-622-0144

167
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広告訳

167.【選択肢検証型】
解答リズム

① 設問文をチェック → 選択肢検証型
② 選択肢をひとつずつ本文と照合する
ポイント

Twelve units are still available in the converted warehouse ＝ The building was 
formerly used for storage.
解き方

223 Chandler に つ い て，Twelve units are still available in the converted 
warehouse, ...（倉庫を改装した建物にまだ 12部屋の空きがある）とあり，元は倉庫だっ
たことがわかります。warehouseを storageに言い換えた (B)が正解です。

167-168の設問は次の広告に関するものです。

歴史豊かなベイカーズタウンで豪華なロフト生活

223チャンドラーはベイカーズタウン中心地の新規コンドミニアムプロジェクトです。来春完成予定の倉庫を改装した建物にまだ 12部屋の空きがあり
ます。明るく，広々としたロフト付きの住居は，広い窓，硬材のフローリング，レンガの内装，高い天井を有し，魅力的で現代的なデザインになってお
ります。都市部にお勤めの専門職の方々や退職されたご夫婦に最適な 223チャンドラーは，魅力的な 19世紀の建造物に囲まれ，公共マーケット，近
隣店舗，レストラン，学校や公園への交通の便にすぐれております。1万ドルを追加いただくと，専用駐車スペースをご購入いただけます。

総戸数：20
価格：23万ドル～ 45万ドル（20パーセントの頭金が必要）
面積：740～ 1220平方フィート
住所：223チャンドラー通り
連絡先：ハッサン・アブデルマレク　555-622-0144

223チャンドラーについて何が示されてい
ますか。
(A) 子どものいる夫婦を対象にしている。 

(B) 建物は以前は倉庫として使用されていた。
(C) 建設工事はもう終わっている。
(D) 戸数の 20パーセントは売れている。 

168.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

The bright, spacious loft-style residences have expansive windows, hardwood 
flooring, open brick interiors, high ceilings, and an attractive contemporary design.
＝ Large windows
解き方

residence（住居）の特長として，The bright, spacious loft-style residences have 
expansive windows, hardwood flooring, ....（明るく，広々としたロフト付きの住居には，
広い窓，硬材のフローリングがある）などを挙げています。expansiveを Largeに言い換
えた (D)が正解です。

住居の特徴は何ですか。
(A) 屋外駐車場
(B) 公共交通機関へのアクセス
(C) 19世紀のデザイン
(D) 大きな窓

正解

 167 正解 B 理解度

 168 正解 D 理解度

解説 問題文訳
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Questions 169-171 refer to the following e-mail message.

169. Who will explain the changes in detail to customer support staff?

(A) The vice president of operations

(B) The board of directors

(C) Customer Support Division supervisors

(D) Sales and Support Division managers

170. What is NOT a reason for the organizational change?

(A) It will result in more efficient operations.

(B) It will create better corporate communications.

(C) It will reduce the number of employees.

(D) It will make Hewlitt-Farley more productive.

171. According to Mr. Pointsman, why is it important for Hewlitt-Farley to change?

(A) The industry is experiencing a period of contraction.

(B) The company is preparing to merge with another business.

(C) Customer service is becoming a major priority.

(D) The company is facing more competition.

語句  □ division「部門」　□ organizational「組織の」　□ announcement「発表，告知」　□ regarding「～に関する」　□ structure「構造」　 

□ board of directors「取締役会」　□merge「～を合併する」　□ sales division「営業部」　□ business unit「事業単位」　 
□ streamline「～を合理化する，～を能率化する」　□ operation「運営」　□ enhance「～を高める」　□ productivity「生産性」　 
□ internal「内部の」　□ officially「正式に」　□ launch「～を始める」　□ transition「移行」　□ involve「～を伴う」　 
□ substantial「かなりの」　□management structure「経営構造，管理体制」　□ significantly「著しく」　□ impact「～に影響する」　 
□ duty「職務」　□ eliminate「～をなくす」　□ comprehensive「広範囲にわたる，総合的な」　□ address「～に対処する」　 
□ concern「懸念」　□ given「～を考えると，～と仮定すると」　□ competitiveness「競争力」　□ crucial「非常に重要な」　 
□ evolve「進化する」　□ confident「確信して」　□ strengthen「～を強化する」　□ vice president「副社長」　 
 
□ in detail「詳細に」　□ supervisor「管理者」　□ result in ...「～をもたらす」　□ efficient「効率的な」　□ corporate「企業の」　 
□ contraction「収縮，減退」　□major「主な」　□ priority「優先事項」　□ face「～に直面する」

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

まずココを
チェックしよう

① 文書タイプ → メール
② 「だれが・だれに・何を」をチェック
③ 冒頭文を読む

From: Adrian Pointsman
To: Customer Support Division
Date: January 14
Subject: Organizational Change

I am writing with an important announcement regarding Hewlitt-Farley Insurance’s 
organizational structure. The Board of Directors has decided to merge the Customer 
Support Division and the Sales Division into one business unit. 170 This move is 
designed to help streamline our operations, enhance productivity, and improve internal 
communications.
The new Sales and Support Division will be officially launched in early May. The transition 
will involve substantial changes to the management structure. However, for most customer 
support staff, the merging of the divisions will not significantly impact your duties, and 
170 no jobs will be eliminated. In the coming weeks, 169 your team leader will provide a 
comprehensive explanation of the new structure and address any concerns or questions 
you may have.
Given the increasing competitiveness of our industry, it is crucial that Hewlitt-Farley 
Insurance continues to evolve and provide the best customer service possible. We are 
confident this organizational change will strengthen our position, and we look forward to 
your support during the transition period.
Adrian Pointsman
Vice President, Operations

E-mail Message

169

171
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解説

メール訳

169.【人物】
解答リズム

① 設問文をチェック → 人物
② 人名を本文で探し，周辺を精読する
ポイント

To: Customer Support Division ＋ your team leader will provide a comprehensive 
explanation of the new structure＝ Customer Support Division supervisors
解き方

第 2段落の中盤に，... your team leader will provide a comprehensive explanation 
of the new structure ...（それぞれのチームリーダーが新体制について総括的な説明を行う）
とありますが，yourが指すものを突き止める必要があります。メールやレターの yourは通
常読み手のことです。最初の To: Customer Support Divisionから，顧客サポート部の部
長を指すとわかるので，(C)が正解です。

169-171の設問は次のメールに関するものです。

差出人：エイドリアン・ポインツマン
宛て先：顧客サポート部
日付：1月 14日
件名：組織の変更

ヒューリットファーレイ保険の組織構造について重要な発表をお伝えします。取締役会は顧客サポート部と販売部をひとつの事業部にまとめる決定をし
ました。これは運営の能率化，生産性の向上，そして内部コミュニケーションの改善を促進するためです。

新しい販売サポート部は 5月初旬に正式に立ち上がります。この移行により，管理構造に大きな変更を伴うでしょう。しかしながら，両部の合併によ
り顧客サービススタッフの職務に大きな影響を与えることはなく，廃止される業務もありません。今後数週間，それぞれのチームリーダーが新体制につ
いて総括的な説明を行い，皆さんが抱えていると思われる不安や質問にお答えします。

業界での競争が激化していることを考えると，最高の顧客サービスを進化させて提供し続けることがヒューリットファーレイ保険にとってきわめて重要
です。この組織変更は当社の地位を強化すると確信しております。移行期間中の皆さんのご協力をお願いします。

エイドリアン・ポインツマン
業務担当副社長

だれが顧客サポートのスタッフに変更の詳細
を説明しますか。
(A) 業務担当副社長
(B) 取締役会
(C) 顧客サポート部管理者
(D) 販売およびサポート部マネジャー

問題文訳

170.【NOT問題】
解答リズム

① 設問文をチェック → 選択肢検証型
② 選択肢をひとつずつ本文と照合する
ポイント

This move is designed to help streamline our operations, enhance productivity, and 
improve internal communications. ＝ It will result in more efficient operations. ＋
It will create better corporate communications. ＋ It will make Hewlitt-Farley more 
productive.
解き方

部署合併の理由は，This move is designed to help streamline our operations, enhance 
productivity, and improve internal communications.（運営の能率化，生産性の向上，そし
て内部コミュニケーションの改善を促進する）という一文にあり，(A)(B)(D)が当てはまります。
ここから (C)が正解と判断することもできますし，... no jobs will be eliminated.（排除され
る業務もない）から，人員削減がないと考え，判断することもできます。

組織変更の理由でないのは何ですか。
(A) 組織変更により，もっと効率的な運営が

できるだろう。
(B) 組織変更により，組織内コミュニケー

ションが向上するだろう。
(C) 組織変更により，従業員数が減るだろう。
(D) 組織変更により，ヒューリットファーレ

イ社の生産性が向上するだろう。

171.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

Given the increasing competitiveness of our industry＝ The company is facing more 
competition.
解き方

最後の段落にある，Given the increasing competitiveness of our industry, ...（業界
での競争が激化していることを考えると）の一文から，競争力を保つことを意図した変更と
わかるので，(D)が正解です。

ポインツマンさんによると，なぜヒューリット
ファーレイ社が変わることが重要なのですか。
(A) 業界は縮小期にある。
(B) 同社は他の企業と合併する準備をして 

いる。
(C) 顧客サービスが主要な優先事項になりつ

つある。
(D) 同社はもっと多くの競争に直面している。

正解

 169 正解 C 理解度

 170 正解 C 理解度

 171 正解 D 理解度
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Questions 172-175 refer to the following letter.

語句  □ retailer「小売業」　□ association「協会」　□ To whom it may concern「ご担当者さまへ，関係各位」　□ on behalf of ...「～を代表して」　 

□with regard to ...「～に関して」　□ garbage collection「ゴミ収集」　□ numerous「数多くの」　□ complaint「苦情」　□ regarding「～について」　 
□ inadequate「不適切な」　□ removal「除去」　□ trash「ゴミ」　□ commercial「商業的な」　□ traffic「交通量，往来」　□ private「個人の」　 
□ dumpster「大型ゴミ容器」　□ receptacle「容器，置き場」　□ clear「～を片付ける」　□ result in ...「～をもたらす，～に終わる」　 
□ unpleasant「不快な」　□ odor「におい」　□ negative「否定的な，悪い」　□ effect「影響」　□ establishment「店舗」　□ formal「公式な」　 
□ city council「市議会」　□ address「～に対処する」　□ take legal action「法的措置をとる」　□ investigate「～を調査する」　□ option「選択肢」　 
□ lawyer「弁護士」　□ aim「目標」　□ frequency「頻度」　□ achieve「～を達成する」　□ seek support「支援を求める」　 
□ urge ... to do「～に…するように促す」　□ petition「嘆願書」　□ draft「～を起草する」　□ submit「～を提出する」　□ obtain「～を得る」　 
□matter「問題」　□ party「団体，当事者」　 

 

□ dispose of ...「～を捨てる」　□ properly「きちんと」　□ traffic jam「交通渋滞」　□ introduce「～を紹介する」　□ hold a meeting「会合を開く」　 
□ affected「影響を受けている」　□ determine「～を決める」　□ legal procedure「訴訟手続き」　□ representative「代表」

まずココを
チェックしよう

① 文書タイプ → レター
② 「だれが・だれに・何を」をチェック
③ 冒頭文を読む

Wyndham Retailers Association
280 Princess Avenue, Wyndham MA 02105

March 25

Ruby’s Jewelry & Accessories
96 Danvers St.
Wyndham MA 02105

To whom it may concern,

I am writing on behalf of the Wyndham Retailers Association with regard to 
the garbage collection situation on Danvers Street. 172 The Association has 
received numerous complaints from businesses in the area regarding the 
inadequate removal of trash by the city. 172 Despite the fact that it is a busy 
commercial street with a lot of tourist traffic, garbage in private dumpsters 
and public receptacles is cleared only once a week. This results in a lot of 
trash on the street and unpleasant odors, which may be having a negative 
effect on businesses in the area.

Several establishments have thus asked the Association to make a formal 
complaint to the City Council. If the city does not move to address the 
situation, we may then have to take legal action. We are now investigating 
the available options with our lawyers, Bernstein & Gaffney. Our aim is to 
increase the garbage removal frequency before the summer tourist season.

To help us achieve this, we are seeking support from local retailers. 174 We  
urge you to sign a petition we have drafted and will submit to the 
City Council. 175 One of our members will be visiting Danvers Street 
establishments, including yours, to obtain signatures on Friday April 3. There 
will also be a meeting to discuss the matter at the Association’s office on 
April 6 at 9:00 A.M. All interested parties are welcome. Please call me at 555-
801-4047 if you plan to attend or would like more information.

Arkady Yemefrov
Arkady Yemefrov
Vice-President, Wyndham Retailers Association

173

173

175

175
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173. What is the purpose of the letter?

(A) To make an official complaint

(B) To request changes to garbage removal

(C) To obtain support from a retailer

(D) To introduce a local business organization

172. What is the problem?

(A) Businesses do not dispose of waste properly.

(B) There are too many garbage cans on Danvers Street.

(C) The city does not collect trash often enough.

(D) Large numbers of tourists are causing traffic jams.

174. What action has the Wyndham Retailers Association taken?

(A) Held a meeting with affected businesses

(B) Written a petition for the City Council

(C) Determined the proper legal procedure

(D) Changed the frequency of garbage collection Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

175. Who will visit Ruby’s Jewelry & Accessories next month?

(A) A member of the City Council

(B) Arkady Yemefrov

(C) A Wyndham Retailers Association representative

(D) A lawyer from Bernstein & Gaffney Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ



PART 7

105

この解説は『新 TOEIC® テスト 解いて身につく模試 1000 問』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-260-5）を基に作成しています。

『よくわかる新 TOEIC® テスト総合対策』 
（語研刊 ISBN978-4-87615-258-2）読者用　サンプル模試解説 不許無断複製

レター訳

172-175の設問は次のレターに関するものです。

ウィンダム小売業協会
280プリンセス通り　ウィンダム　マサチューセッツ 02105

3月 25日

ルビーズ・ジュエリー＆アクセサリーズ
96ダンバーズ通り
ウィンダム　マサチューセッツ 02105

ご担当者さま

ウィンダム小売業協会を代表し，ダンバーズ通りのゴミ収集についてご連絡申し上げます。協会では，市のゴミ収集が不十分であるという苦情を地域の
事業所から数多くいただいております。多くの旅行者でにぎわう商業通りであるにもかかわらず，個人所有のゴミ箱も公共容器も週 1回しか回収され
ません。その結果，道路にはゴミが多くなり，異臭が発生して，地域の商業に悪影響を及ぼす可能性があります。

そのため，市議会に対して公式に苦情を申し立てるよういくつかの店舗から当協会に要請がありました。市がこの状況に対処すべく行動しない場合は，
法的な措置を講じる必要があるかもしれません。現在，バーンスタイン＆ガフニーの弁護士と可能な選択肢を調査しています。私たちの目標は，夏の観
光シーズンまでにゴミ収集の回数を増やすことです。

これを成し遂げるために，地元小売業者の方々からの支援をお願いしております。当協会が作成し市議会に提出する嘆願書に署名していただきたく強
くお願い申し上げます。4月 3日金曜日に当協会の会員が，貴店を含むダンバーズ通りの店舗に署名をいただきにうかがいます。また，4月 6日午前 9
時から当協会のオフィスでこの件についての会合を行います。関係者はどなたもぜひご参加ください。出席をご希望される場合，詳しい情報をご希望の
場合は 555-801-4047 にご連絡ください。

アルカディ・イェメフロブ
（署名）
ウィンダム小売業協会副会長

173.【目的】
解答リズム

① 設問文をチェック → 目的
② 冒頭部分を読む
ポイント

Several establishments have thus asked the Association to make a formal complaint 
to the City Council. ＋ To help us achieve this, we are seeking support from local 
retailers. ＝ To obtain support from a retailer
解き方

第 2段落で，ゴミの収集の回数を増やすために正式な苦情申し立てを市議に行うと述べ，
それに対して，To help us achieve this, we are seeking support from local retailers.（こ
れを成し遂げるために，地元小売業者の方々からの支援をお願いしている） と述べ，支援を
要請していることから，(C)が正解とわかります。

レターの目的は何ですか。
(A) 公式に苦情を申し立てること
(B) ゴミ収集の変更を要請すること
(C) 小売業者から支援を得ること
(D) 地元の事業団体を紹介すること

172.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

The Association has received numerous complaints＋ garbage in private dumpsters 
and public receptacles is cleared only once a week ＝ The city does not collect 
trash often enough.
解き方

第 1段落で The Association has received numerous complains ...（協会は苦情を多
く受け取っている）と前置きし，次の文で ... garbage in private dumpsters and public 
receptacles is cleared only once a week.（個人所有のゴミ箱も公共容器も週 1回しか回
収されない）と具体的な問題を挙げています。be clearedを collectで言い換えた (C)が正
解です。

何が問題ですか。
(A) 事業者がゴミを適切に処理していない。
(B) ダンバーズ通りに空き缶が多すぎる。
(C) 市のゴミ収集の回数が足りない。
(D) 観光客が多くて渋滞になっている。

解説 問題文訳
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174.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

We urge you to sign a petition we have drafted ＝ Written a petition for the City 
Council
解き方

第 3段落のWe urge you to sign a petition we have drafted（当協会が作成した嘆願
書に署名してほしい）から，嘆願書を作ったことがわかるので，(B)が正解です。

ウィンダム小売店協会はどのような行動を取
りましたか。
(A) 影響を受けている事業主と会合を持った。
(B) 市議会に嘆願書を書いた。
(C) 適切な法手続きを決定した。
(D) ゴミ収集の頻度を変更した。

175.【人物】
解答リズム

① 設問文をチェック → 人物
② 人名を本文で探し，周辺を精読する
ポイント

March 25 ＋ Ruby’s Jewelry & Accessories ＋ One of our members will be visiting 
Danvers Street establishments, including yours, to obtain signatures on Friday April 
3.＝ A Wyndham Retailers Association representative
解き方

ルビーズ・ジュエリー＆アクセサリーズはレターの受取人です。第 3段落で One of our 
members will be visiting Danvers Street establishments, including yours, to obtain 
signatures on Friday April 3.（4月 3日の金曜日に当協会の委員が，貴店を含むダンバー
ズ通りの店舗に署名をいただきにうかがう）から，Wyndham Retailers Associationの職
員が来ることがわかるので，(C)が正解です。レターの日付がMarch 25ですから，設問文
の next monthは 4月であることに注意しましょう。

来月にだれがルビーズ・ジュエリー＆アクセ
サリーズを訪れますか。
(A) 市議会議員
(B) アルカディ・イェメフロブさん
(C) ウィンダム小売業協会の職員
(D) バーンスタイン＆ガフニーの弁護士

正解

 172 正解 C 理解度

 173 正解 C 理解度

 174 正解 B 理解度

 175 正解 C 理解度

解説 問題文訳
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Questions 176-180 refer to the following letter.

語句  □ contact「～に連絡する」　□ attendee「参加者」　□ recent「最近の」　□machinery「機械装置」　□ trade fair「見本市」　□major「大規模な」　 

□ dynamic「ダイナミックな，動的な」　□ farming equipment「耕作機械」　□ agricultural technology「農業技術」　□ conference「会議」　 
□ take place「行われる」　□manufacturer「製造業者」　□ agent「代理店」　□ producer「生産者」　□ demonstrate「～を実演する」　 
□ latest「最新の」　□ advance「進歩」　□ participate「参加する」　□ hundreds of ...「何百もの～」　□ among others「何よりも」　 
□ unveil「～を発表する」　□ exhibition space「展示スペース」　□ at a reasonable rate「手ごろな価格で」　□ realize「～に気づく」　□ benefit「利得」 
□ showcase「～を展示［紹介］する」　□ goods「品物」　□ esteemed「高く評価された」　□ competitor「競争相手」　□ outstanding「すばらしい」　 
□ opportunity「機会」　□ raise a profile「知名度を高める」　□ expand「拡大する」　□ reflect「～を反映する」　□ diversity「多様性」　 
□ agricultural industry「農産業」　□ independent「独立した，単独の」　□ rancher「牧場主」　□ collective「共同体」　□ representative「代表」　 
□ top-level government officials「政府高官」　□millions of ...「何百万もの～，非常に多くの」　□ recommend「～を勧める」　□ register「登録する」 
□ fill up「いっぱいになる」　□ arrange「～を手配する」　□ special rate「特別価格」　□ enclosed「同封された」　□ brochure「パンフレット」　 
□ detail「～を詳しく述べる」　□ rates for registration「登録料」　□ discount「割引」　□ save「～に節約させる」　□ up to「最大で」　□ booth「ブース」 
□ organizing committee「運営委員会」　 
 
□ recipient「受取人」　□ resident「住人」　□ previous「以前の」　□ operate「～を運営する」　□ commercial「商用の」　 
□ encourage A to do「Aに～するように勧める」　□ display「～を展示する」　□ farm production「農業生産」　□ according to ...「～によると」 
□ advantage「利点，特典」　□ accommodation「宿泊施設」　□ health benefits「健康保険給付金」　□ alongside「～と並んで」　 
□ reservation form「予約申込書」　□ registrant「登録者」　□ limited「限られた」　□ demand「需要」

まずココを
チェックしよう

① 文書タイプ → レター
② 「だれが・だれに・何を」をチェック
③ 冒頭文を読む

Dear Sir or Madam,

We are contacting all attendees of the recent Farm Machinery Trade Fair about a 
major new event happening in one of the world’s most dynamic markets for farming 
equipment. The first Agricultural Technology Conference will take place this November 
7-13 in Durban, South Africa. 177 Manufacturers, agents, producers, and buyers from 
around the world will attend this exciting event to see and demonstrate the latest 
advances in farming techniques and machinery. We hope you’ll participate as well.

The conference will bring hundreds of companies to Durban. Montiso Threshers, 
Kobayashi Motors, Linton Seed, and Debrower Chemical, among others, will unveil 
new products at the event. 178 There is still exhibition space available at reasonable rates 
for small and medium-sized companies, who can realize great benefits from showcasing 
their goods among such esteemed competitors. This is an outstanding opportunity for 
smaller manufacturers to raise their profiles and expand into new markets. Attendees 
will reflect the great diversity of the agricultural industry, and will include everyone from 
independent growers and ranchers to international food producers, from local farming 
collective representatives to top-level government officials.

November is a beautiful time of the year in Durban, bringing millions of people to our 
beaches. 180 We recommend registering early for the Conference, as hotels will fill up 
quickly. We have arranged for special rates for event participants from Durban’s best 
hotels, including the five-star Durban Grand Plaza. 179 The enclosed brochure details 
rates for registration, exhibition space, and discounts for accommodation.  
180 Registering before March 31 can save you up to 20 percent for an attendee’s badge, 
and as much as 180 45 percent off exhibition booth rates. We also offer discounts for 
groups. Please contact me if you have any questions.

Faithfully yours,
Gerald Mlaba
Gerald Mlaba
Organizing Committee, Agricultural Technology Conference

176
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176. What can be understood about the recipients of the letter?

(A) They are residents of South Africa.

(B) They went to a previous event.

(C) They are government officials.

(D) They operate commercial farms.

178. According to the letter, what advantage is offered to small companies?

(A) Free accommodation for customers

(B) Special prices on Montiso equipment

(C) An opportunity to receive government health benefits

(D) A chance to exhibit products alongside major companies

179. What was included with the letter?

(A) Information about prices

(B) A hotel reservation form

(C) An attendee’s badge

(D) A list of registrants

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

180. What is NOT given as a reason for registering early?

(A) The number of group discounts available is limited.

(B) There will be a lot of demand for hotel rooms.

(C) Exhibition space is currently discounted.

(D) Rates will increase after March 31.

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

177. What is one of the purposes of the conference?

(A) To encourage young people to become farmers

(B) To display equipment for growing food

(C) To promote healthier diets

(D) To increase farm production in Durban

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ
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レター訳

176-180の設問は次のレターに関するものです。

ご担当者さま

先日行われました農耕機具見本市にご参加いただいた皆さまに，世界でもっとも活発な農耕機具市場のひとつでの大規模な新しいイベントの開催につい
て，ご連絡申し上げております。本年 11月 7日～ 13日まで南アフリカのダーバンにて，第 1回農業技術会議が開催されます。世界中の製造業者，代理店，
生産者，バイヤーがこのすばらしいイベントに参加し，最新の農耕技術と機器を見学し，実演いたします。ぜひご参加ください。

数百の企業が会議に参加するためにダーバンに集まります。そのイベントでは，モンティソ脱穀機社，コバヤシ自動車，リントン種苗，デブロワー化学， 
その他の企業が新商品を発表いたします。お手ごろな価格でご利用いただける小規模，中規模企業向けの展示スペースに若干空きがございます。このよ
うな優良企業とともに自社商品を展示することが利益につながるとご理解いただけるはずです。小規模製造業者にとっては，認知度を高め，新しい市場
に参入する大きな機会です。参加者は農産業の多様性を反映しており，個人生産者，農園経営者から国際的な食品製造者まで，地方の共同生産者から政
府高官まで含まれます。

ダーバンの 11月は一年で美しい時期で，何百万人もの人々がビーチを訪れます。ホテルはすぐに満室になりますので，早めに会議に登録なさることを
お勧めいたします。参加者の方々には，5つ星のダーバン・グランドプラザを含むダーバンで最高級のホテルを特別な料金でご用意しております。同封
のパンフレットで登録料，展示スペース，宿泊の割引について詳しく説明しております。3月 31日までにご登録いただくと，参加者バッジが 20パー
セント引き，展示ブース料金が 45パーセント引きとなります。団体割引もご用意しております。質問がございましたらいつでもご連絡ください。

敬具

（署名）
ジェラルド・ムラバ
農業技術会議運営委員会

176.【選択肢検証型】
解答リズム

① 設問文をチェック → 選択肢検証型
② 選択肢をひとつずつ本文と照合する
ポイント

attendees of the recent Farm Machinery Trade Fair ＝ They went to a previous 
event.
解き方

冒頭のWe are contacting all attendees of the recent Farm Machinery Trade Fair 
...（先日の農耕機具見本市の参加者に連絡している）から，レターの受取人は過去のイベン
トに参加したことがわかります。recentを previousに言い換えた (B)が正解です。

このレターの受取人について何が理解できま
すか。
(A) 南アフリカの居住者である。
(B) 以前のイベントに出かけた。
(C) 政府の役人である。
(D) 商業農場を運営している。

177.【目的】
解答リズム

① 設問文をチェック → 目的
② 冒頭部分を読む
ポイント

demonstrate the latest advances in farming techniques and machinery＝ To display 
equipment for growing food
解き方

目的はだいたい前半にあります。第 1段落の最後にManufacturers, agents, producers, 
and buyers ... will attend this exciting event to see and demonstrate the latest 
advances in farming techniques and machinery.（製造業者，代理店，生産者，バイヤー
がこのすばらしいイベントに参加し，最新の農耕技術と機器を見学し，実演する）とあるの
で (B)が正解です。

会議の目的のひとつは何ですか。
(A) 若い人たちに農業に従事するよう勧める

こと
(B) 食物を育てるための機器を展示すること
(C) より健康的な食事を促進すること
(D) ダーバンの農業生産を増加させること

解説 問題文訳
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178.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

realize great benefits from showcasing their goods among such esteemed 
competitors＝ A chance to exhibit products alongside major companies
解き方

「小企業」について書かれている所を探すと，第 2段落に small and medium-sized 
companies（小規模，中規模企業）という表現が見つかります。その一文をしっかり読む
と ... for small and medium-sized companies, who can realize great benefits from 
showcasing their goods among such esteemed competitors.（優良企業とともに自社
商品を展示できるメリットがある）と中小企業への利点を伝えていることから　(D)が正解
と判断できます。benefitと advantageの言い換えに注意しましょう。

レターによると，小規模企業にどのような利
点が提供されていますか。
(A) 顧客への無料宿泊
(B) モンティソ社製機器の特別料金
(C) 政府の健康保険給付を受ける機会
(D) 主要企業に並んで製品を展示する機会

179.【同封物】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型（同封物）
② 本文でキーワード（enclosedや attached）を探し，その一文を精読する
ポイント

rates for registration, exhibition space, and discounts for accommodation＝ Information  
about prices
解き方

「同封物」を問う問題は，enclosed（同封された）がキーワードです。第 3段落に The 
enclosed brochure details rates for registration, exhibition space, and discounts for 
accommodation.（同封のパンフレットに登録料，展示スペース，宿泊の割引についての
詳しい説明がある）とあるので，(A)が正解です。

このレターに何が含まれていましたか。
(A) 価格についての情報
(B) ホテルの予約申込書
(C) 参加者のバッジ
(D) 登録者のリスト

180.【NOT問題】
解答リズム

① 設問文をチェック → NOT問題
② 選択肢をひとつずつ本文と照合する
ポイント

hotels will fill up quickly＝ There will be a lot of demand for hotel rooms.／ Registering 
before March 31 can save you up to 20 percent ＝ Rates will increase after March 
31.／ 45 percent off exhibition booth rates＝ Exhibition space is currently discounted.
解き方

第 3段落にWe recommend registering early for the Conference（早めに会議に登録
することを勧める）とあるので，それ以降に理由があると推測できます。(B)は ... hotels 
will fill up quickly.（ホテルはすぐに埋まる），(C)は ... 45 percent off exhibition booth 
rates.（展示ブース料金が 45パーセント引き）(D)は Registering before March 31 can 
save you ...（3月 31日までに登録すると割引が受けられる）とそれぞれ一致します。(A)
については記述がないので，(A)が正解です。

早く登録する理由として挙げられていないの
は何ですか。
(A) 団体割引数に限りがある。
(B) 宿泊の需要が高い。
(C) 展示スペースは現在値引き中である。
(D) 3月 31日以降に価格が上がる。

解説 問題文訳

正解

 176 正解 B 理解度

 177 正解 B 理解度

 178 正解 D 理解度

 179 正解 A 理解度

 180 正解 A 理解度
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Questions 181-185 refer to the following two e-mail messages.

語句  □ volunteer「進んで～する」　□ lead「～を指導する」　□ tentative「仮の，暫定的な」　□make a change「変更する」　 

□ be sure to do「必ず～してください」　□ instructor「講師」　□ senior「シニア，年配者」　□ pottery「陶芸」　□ as it happens「たまたま，偶然にも」 
□ upcoming「次の」　□ term「学期」　□ conflict with ...「～と重なる，かちあう」　□ cancel「～をキャンセルする」　 
□ talk over ...「～についてよく話し合う」　□ kindly「親切にも」　□ switch「～を交換する」　□ confusion「混乱」　 
 
□ official「役人，職員」　□ suggest「～を提案する」　□ curriculum「カリキュラム」　□ notify A of B「Aに Bを知らせる」　□ present「～を提示する」 
□ confirmation「確認」　□ discuss「～を話し合う」　□ contact「～に連絡する」　□ enroll「登録する」　□ settle「～を解決する」　□ dispute「論争」　 
□ raise「～を上げる」　□ tuition fee「授業料」　□ allow「～を許す」　□ approve「～を承認する」

まずココを
チェックしよう

① 両文書タイプ → メール
② 両文書のタイトルと冒頭文でテー
マと関係をつかむ

From: Marjorie Riddle <activities@thurstonnc.org>
To: Phil Woodhouse <phil@thurstoncrafts.com>, Danielle Latrielle, Joanne Darby, 

Florence Shibazaki, Armando Silva <cuisine@gomail.com>
Date: August 11
Subject: Schedule

Hi everyone,

Thanks for volunteering to lead a course or activity this fall at the Thurston Neighborhood 
Center. 182 Here is the tentative schedule. 181 I’m going to be sending this to Gordon Nunzio 
at the Thurston Daily News next week, so 182 if you see any problems or want to make a 
change, be sure to let me know by August 18 at 3:00 P.M. We’re all looking forward to working 
with you!

Best regards,
Marjorie Riddle
Activities Coordinator, Thurston Neighborhood Center

Daytime Activities at the Thurston Neighborhood Center: October-December

Day & Time Activity Instructor
Monday 10:00 A.M.-11:30 A.M. French Language Circle Danielle Latrielle
Tuesday 9:30 A.M.-11:30 A.M. Fitness for Seniors Joanne Darby
Wednesday 10:00 A.M.-12:30 P.M. Beginning Pottery Phil Woodhouse
Thursday 10:00 A.M.-12:30 P.M. Healthy Cooking Club Armando Silva
Friday 9:30 A.M.-11:30 A.M. Flower Arrangement Florence Shibazaki

E-mail Message

From: Phil Woodhouse <phil@thurstoncrafts.com>
To: Marjorie Riddle <activities@thurstonnc.org>
CC: Armando Silva <cuisine@gomail.com>
Date: August 13
Subject: Re: Schedule

Hi Marjorie,
Thanks very much for your e-mail from the other day. I’m glad to hear that you haven’t yet 
sent the schedule to the newspaper. As it happens, the Thurston Community College has 
asked me to teach a pottery class there three times a week during their upcoming fall term. 
This would conflict with my Neighborhood Center teaching schedule. 183 184 I was afraid 
that I’d have to cancel one or the other class, but I talked it over with Armando, and he has 
kindly offered to switch his class schedule with me. Would there be any problem with that? 
I’m sorry for the confusion, but 185 it would be a huge help if we could make this change. I 
look forward to hearing from you.
Best regards,
Phil Woodhouse

E-mail Message

184
184
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181. Who is Gordon Nunzio?

(A) An employee of a local newspaper

(B) A volunteer at the Thurston Neighborhood Center

(C) A fitness instructor

(D) A city official

182. What is the purpose of Marjorie Riddle’s e-mail message?

(A) To suggest a change in curriculum

(B) To notify teachers of a schedule change

(C) To ask people to volunteer for a project

(D) To present a schedule for confirmation

183. What did Phil Woodhouse do before sending his e-mail message?

(A) Discussed the situation with another instructor

(B) Began teaching at a college

(C) Contacted the Thurston Daily News

(D) Enrolled in a cooking class Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

184. Which activity will most likely replace the Beginning Pottery class on Wednesday mornings?

(A) Healthy Cooking Club

(B) French Language Circle

(C) Fitness for Seniors

(D) Flower Arrangement

185. What does Phil Woodhouse want Marjorie Riddle to do?

(A) Settle a dispute

(B) Raise tuition fees

(C) Allow a change

(D) Approve a vacation Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ
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メール訳

181-185の設問は次の 2通のメールに関するものです。

差出人： マジョリー・リドル <activities@thurstonnc.org>
宛て先：フィル・ウッドハウス <phil@thurstoncrafts.com>，ダニエル・ラトリエル，ジョアン・ダービー，フローレンス・シバザキ，アルマンド・シ
ルバ <cuisine@gomail.com>
日付：8月 11日
件名：スケジュール

皆さん，こんにちは

この秋，サーストン・ネイバーフッドセンターで行われる授業やアクティビティの指導に志願いただき，ありがとうございます。仮スケジュールをお
送りします。来週，サーストン・デイリーニューズ社のゴードン・ヌンジオさんにこのスケジュールを送りますので，問題や変更がありましたら必ず 8
月 18日午後 3時までに連絡してください。仕事をご一緒できることを楽しみにしております！

敬具

マジョリー・リドル
アクティビティ・コーディネータ　サーストン・ネイバーフッドセンター

サーストン・ネイバーフッドセンターでの日中のアクティビティ：10月～ 12月

曜日 &時間 アクティビティ 講師
月曜日　午前 10時～午前 11時 30分 フランス語サークル ダニエル・ラトリエル
火曜日　午前 9時 30分～午前 11時 30分 シニアのためのフィットネス ジョアン・ダービー
水曜日　午前 10時～午後 12時 30分 陶芸入門 フィル・ウッドハウス
木曜日　午前 10時～午後 12時 30分 ヘルシー料理クラブ アルマンド・シルバ
金曜日　午前 9時 30分～午前 11時 30分 フラワーアレンジメント フローレンス・シバザキ

差出人：フィル・ウッドハウス <phil@thurstoncrafts.com>
宛て先：マジョリー・リドル <activities@thurstonnc.org>
CC：アルマンド・シルバ <cuisine@gomail.com>
日付：8月 13日
件名：Re:スケジュール

こんにちは，マジョリーさん

先日はメールをありがとうございました。スケジュールを新聞社にまだ送っていないと聞いて，安心しました。実は，サーストン・コミュニティカレッ
ジから次の秋学期に週 3日，陶芸のクラスを教えてほしいとの依頼がありました。これは，ネイバーフッドセンターでの授業スケジュールと重なります。
クラスをひとつキャンセルしなければならないかと心配していたのですが，アルマンドさんに相談したところ，私のクラス日程と入れ替えようと言って
くださいました。 この変更に何か問題はありますでしょうか。ご面倒をおかけして申し訳ありませんが，この変更を加えていただけると大変助かります。
お返事をお待ちしております。

敬具

フィル・ウッドハウス

181.【人物】
解答リズム

① 設問文をチェック → 人物
② 人名を本文で探し，周辺を精読する
ポイント

I’m going to be sending this to Gordon Nunzio at the Thurston Daily News next 
week＝ An employee of a local newspaper
解き方

ゴードン・ヌンジオさんは最初のメールに登場します。その一文を読むと，I’m going to 
be sending this to Gordon Nunzio at the Thurston Daily News next week（来週，サー
ストン・デイリーニューズ社のゴードン・ヌンジオさんにこのスケジュールを送る）とあり，
新聞社で働いているとわかるので (A)が正解です。

ゴードン・ヌンジオさんはだれですか。
(A) 地方新聞の従業員
(B) サーストン・ネイバーフッドセンターの

ボランティア
(C) フィットネス講師
(D) 市職員

解説 問題文訳
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182.【目的】
解答リズム

① 設問文をチェック → 目的
② 件名と冒頭部分を読む
ポイント

Here is the tentative schedule. ＋ if you see any problems or want to make a 
change, be sure to let me know＝ To present a schedule for confirmation
解き方

マジョリー・リドルさんは最初のメールの差出人です。Here is the tentative schedule.（仮
スケジュールを送る）に続いて ... if you see any problems or want to make a change, 
be sure to let me know ...（問題や変更があれば必ず連絡してほしい）とスケジュールの
確認を頼んでいるので，(D)が正解です。

マジョリー・リドルさんのメールの目的は何
ですか。
(A) 活動予定表の変更を提案すること
(B) スケジュールの変更を教師らに知らせる

こと
(C) プロジェクトのためにボランティアをお

願いすること
(D) 確認のためにスケジュールを提示すること

183.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

I’d have to cancel one or the other class, but I talked it over with Armando ＝
Discussed the situation with another instructor
解き方

フィル・ウッドハウスさんは 2番目のメールの差出人です。メールの前半に ... I’d have 
to cancel one or the other class, ...（クラスをひとつキャンセルしなければならない）
と述べ，そのことについて ... but I talked it over with Armando, and he has kindly 
offered to switch his class schedule with me.（アルマンドさんに相談したところ，私の
クラス日程と入れ替えようと言ってくれた）と話し合ったことがわかるので，(A)が正解です。

フィル・ウッドハウスさんはメールを送る前
に何をしましたか。
(A) もう一人の講師と話し合った
(B) カレッジで教え始めた
(C) サーストン・デイリーニューズに連絡した
(D) 料理教室に登録した

184.【クロスリファレンス型】
解答リズム

① 設問文をチェック → クロスリファレンス型
② キーワードを頼りに両文書の情報を照らし合わせる
ポイント

Wednesday-Beginning Pottery-Phil Woodhouse＋ Thursday-Healthy Cooking Club-
Armando Silva＋ I talked it over with Armando, and he has kindly offered to switch 
his class schedule with me＝ Healthy Cooking Club
解き方

最初のメールにあるスケジュールで Beginning Potteryの講師はフィルさんであるこ
とをおさえます。フィルさんは下のメールで ... I talked it over with Armando, and he 
has kindly offered to switch his class schedule with me.（アルマンドに相談したとこ
ろ，私のクラス日程と入れ替えると言ってくれた）と述べていることから，アルマンドのク
ラスが水曜日の午前中に移動することがわかります。アルマンドが教えているのはHealthy 
Cooking Clubなので (A)が正解です。

水曜日午前中の陶芸入門のクラスはおそらく
どのクラスと入れ替わりますか。
(A) ヘルシー料理クラブ
(B) フランス語サークル
(C) シニアのためのフィットネス
(D) フラワーアレンジメント

185.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

it would be a huge help if we could make this change＝ Allow a change
解き方

マジョリー・リドルさんは 2番目のメールの受取人です。フィルさんはクラス日程の入れ
替えについて説明し，... it would be a huge help if we could make this change.（この
変更を加えていただけると大変助かります）とスケジュールの変更を頼んでいるので（C）
が正解です。

フィル・ウッドハウスさんはマジョリー・リ
ドルさんに何をしてほしいのですか。
(A) 言い争いを解決する
(B) 授業料を上げる
(C) 変更を許可する
(D) 休暇を承認する

解説 問題文訳

正解

 181 正解 A 理解度

 182 正解 D 理解度

 183 正解 A 理解度

 184 正解 A 理解度

 185 正解 C 理解度
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Questions 186-190 refer to the following invoice and e-mail message.

語句  □ invoice「送り状，インボイス」　□ electronic「電子」　□ confirmation「確認」　□ as below「以下のとおりに」　□ concern「心配」　 

□ hesitate「ためらう」　□ contact「～に連絡する」　□ quantity「量」　□ description「概要」　□ subtotal「小計」　□ delivery「発送」　 
□ remarks「備考，摘要」　□ projected「予定された」　□ shipping date「発送日」　□ out of stock「在庫切れで」　□ split「～を分割する」　 
□ request「～を依頼する」　□ separate「別の」　□ reconfirm「～を再確認する」　□ discussion「話し合い」　□ regarding「～について」　 
□mention「～について言及する」　□ under time pressure「時間的制約がある状況で」　□ a fair amount of ...「かなりの～」　□ equipment「器具，装置」 
□ delete「～を削除する」　□ incur「～を招く，～を受ける」　□ recalculate「～を再計算する」　□ in advance「事前に」　 
 
□ original「最初の」　□ set up「～を開設する」　□ account「口座」　□ additional「追加の」　□mounting plate「取付板」　 
□ jack「ジャック，プラグの差し込み口」　□waive「～を適用しない」　□ replace「～を取り替える」　□ substitute「代替品」　□ honest「正直な」　 
□ equal「同等の」　□ pale「青白い」　□ considerable「かなりの」

まずココを
チェックしよう

① 両文書タイプ → 請求書とメール
② 両文書のタイトルと冒頭文でテー
マと関係をつかむ

Electrovibe Audio Supply 
ELECTRONIC INVOICE & ORDER CONFIRMATION
This is to confirm your order as below. If you have any questions or concerns, please do not 
hesitate to contact us. 

Customer: Garth Baffin
Order Number: 9081
Order Received: October 4
Ship to: 89 Compass Point, Tampa, Florida
Salesperson: Jenny

Item Number Quantity Description Price Subtotal
C39834  1 50-foot 3-conductor cable $129.99 $129.99
C40091  24 TSR 1/4-inch connectors $1.19 $28.56
C40092  24 TSR 1/4-inch input jacks $1.59 $38.76

M69000*  3 * Aluminum mounting plates* $12.99 $38.97

Order Subtotal $236.28
Delivery $0

Total $236.28

Remarks:
Free delivery on orders over $200.
Projected shipping date: October 26

* Currently out of stock. 187 If you would like to split your order, please contact 
salesperson to request separate shipping for available items.

From: Garth Baffin <garth@compasspt.net>
To: Jenny <jenny@electrovibe.com>
Date: October 5
Subject: Order Number 9081

Hi Jenny,
This is to reconfirm our telephone discussion earlier regarding my October 4 order. 
As I mentioned, I’m under a 190 fair amount of time pressure, so I really need to get 
this equipment as soon as possible. 188 I’d like to delete item #M69000 from the order. 
I understand that this will cause me to incur a shipping fee. 189 Could I ask you to 
re-calculate the price and send me a new invoice?
Thanks very much in advance. 
With best regards,
Garth Baffin
Compass Point Electronics

E-mail Message

186

186

188 188
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186. What most likely happened on October 4?

(A) Electrovibe shipped the order.

(B) The order arrived in Tampa.

(C) Mr. Baffin placed the original order.

(D) Mr. Baffin changed his order.

187. Why does the invoice suggest contacting the salesperson?

(A) To set up an account

(B) To have items sent separately

(C) To receive a paper receipt

(D) To request additional items

188. Which item does Mr. Baffin want to cancel?

(A) The mounting plates

(B) The cable

(C) The connectors

(D) The jacks Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

189. What does Mr. Baffin ask Jenny to do?

(A) Waive the shipping fee

(B) Send a new cost total

(C) Replace an item with a substitute

(D) Deliver the items to separate addresses

190. In the e-mail message, the word “fair” in paragraph 1, line 2, is closest in meaning to

(A) honest

(B) equal

(C) pale

(D) considerable Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ
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請求書・メール訳

186-190の設問は次の請求書とメールに関するものです。

エレクトロバイブ・オーディオ・サプライ
電子請求書およびご注文内容
以下のご注文を承りましたことをお知らせいたします。ご質問やご不明な点がありましたら，遠慮なくお問い合わせください。

お名前：ガース・バフィン
ご注文番号：9081
ご注文日：10月 4日
配送先：89コンパスポイント，タンパ，フロリダ
担当者：ジェニー
商品番号 注文数 概要 価格 小計
C39834  1 50フィートの 3極ケーブル 129.99ドル 129.99ドル
C40091 24 TSR 1/4インチコネクタ 1.19ドル 28.56ドル
C40092 24 TSR 1/4インチ入力ジャック 1.59ドル 38.76ドル
M69000* 3* アルミニウム取り付け板 * 12.99ドル 38.97ドル

 注文小計 236.28ドル
 配送料 0ドル
 合計 236.28ドル
注：
200ドル以上お買い上げの場合，送料は無料。
配送予定日：10月 26日 
* 在庫がありません。分割配送をご希望の場合，販売員にご連絡いただき，在庫商品の分割配送をお申し込みください。

差出人：ガース・バフィン <garth@compasspt.net>
宛て先：ジェニー <jenny@electrovibe.com>
日付：10月 5日
件名：ご注文番号 9081

こんにちは，ジェニー

先ほどお電話で私の 10月 4日の発注についてご相談した内容についての確認です。電話で申し上げましたように，時間的にかなり差し迫っており，そ
の器具をできるだけ早く送っていただかなければなりません。#M69000の注文をキャンセルいたします。これにより，配送料が発生すると理解してお
ります。再計算していただき，新しい請求書を送っていただけますか。

よろしくお願いいたします。

敬具

ガース・バフィン
コンパス・ポイント・エレクトロニクス

186.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

Order Received: October 4 ＋ Customer: Garth Baffin ＝ Mr. Baffin placed the 
original order.
解き方

October 4thという日付がヒントです。請求書にOrder Received: October 4（ご注文日：
10月 4日）とあり，注文者はその上に Customer: Garth Baffin（お名前：ガース・バフィ
ン）と記されているので，(C)が正解です。

おそらく 10月 4日に何がありましたか。
(A) エレクトロバイブが注文を配送した。
(B) タンパに注文品が到着した。
(C) バフィンさんが変更前の注文をした。
(D) バフィンさんが注文を変更した。

解説 問題文訳
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解説 問題文訳

188.【クロスリファレンス型】
解答リズム

① 設問文をチェック → クロスリファレンス型
② キーワードを頼りに両文書の情報を照らし合わせる
ポイント

I’d like to delete item #M69000 from the order. ＋ M69000* ＋ Aluminum mounting 
plates*＝ The mounting plates
解き方

バフィンさんは発注者であり，メールの差出人です。メールに I’d like to delete item 
#M69000 from the order.（#M69000の注文をキャンセルいたします）とありますが，商
品名がわからないので，上の請求書を見ます。#M69000は Aluminum mounting plates（ア
ルミニウム取り付け板）なので，(A)が正解です。

バフィンさんはどの商品をキャンセルしたい
のですか。
(A) 取り付け板
(B) ケーブル
(C) コネクタ
(D) ジャック

189.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

Could I ask you to re-calculate the price and send me a new invoice?＝Send a new 
cost total
解き方

商品をキャンセルしたいと申し出たあとで Could I ask you to re-calculate the price 
and send me a new invoice?（再計算していただき，新しい請求書を送っていただけます
か）と新しい請求書を頼んでいるので，(B)が正解です。

バフィンさんはジェニーさんに何をしてほし
いと頼んでいますか。
(A) 配送料を免除する
(B) 新しい合計金額を送る
(C) 代替品と交換する
(D) 別々の住所に商品を配送する

190.【語彙問題】
解答リズム

① 設問文をチェック → 語彙問題
② 本文をチェックし，前後の文脈に合うものを選ぶ
ポイント

a fair amount of time pressure＝ a considerable amount of time pressure
解き方

I’m under a fair amount of time pressure, ...（時間的にかなり差し迫っている）から，
この fairは「かなりの」という意味とわかります。(D)が正解です。

メールの第 1段落 2行目の fairにもっとも
意味の近い語は
(A) 正直な
(B) 同等の
(C) 青白い
(D) かなりの

187.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

If you would like to split your order, please contact salesperson ＝ To have items 
sent separately
解き方

salespersonがキーワードです。請求書の最後に，If you would like to split your 
order, please contact salesperson ...（分割配送をご希望の場合，販売員にご連絡ください）
とあります。split your orderを have items sent separatelyに言い換えた (B)が正解です。

なぜ請求書で販売員と連絡を取るように勧め
ていますか。
(A) 取引口座を開設するため
(B) 商品を分割して送ってもらうため
(C) 紙の領収書を受け取るため
(D) 追加の品物を求めるため

正解

 186 正解 C 理解度

 187 正解 B 理解度

 188 正解 A 理解度

 189 正解 B 理解度

 190 正解 D 理解度
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Questions 191-195 refer to the following advertisement and letter.

語句  □ citizen「市民」　□mediation「調停」　□ conflict「口論，争い」　□whether「～であるかを問わず」　□ argument「口論」　□ neighbor「隣人」　 

□ dispute「言い争い」　□municipality「自治体当局」　□ quarrel「けんか，口論」　□ become involved in ...「～に巻き込まれる」　 
□ time-consuming「時間のかかる」　□ legal case「訴訟事件」　□ offer「～を提供する」　□ alternative「代わりの」　□ affordable「手ごろな」　 
□ approach「取り組み方」　□ resolve「～を解決する」　□ consist of ...「～から成る」　□ trained「訓練を受けた」　□ skilled「熟練した」　 
□mediator「仲介者」　□ volunteer「進んで引き受ける」　□ settle「～を解決する」　□ individual「個人」　□ small business「小企業」　 
□ in order for A to do「Aが～するために」　□ organization「組織」　□ party「関係者」　□ accept「～を受け入れる」　□ through「～を通して」　 
□ third-party「第三者の」　□ request「～を要請する」　□ benefit from ...「～から利益を得る」　□make a donation「寄付をする」　 
□ if possible「可能であれば」　□ solely「～のみ」　□ cover「～をまかなう」　□ administrative「事務的な」　□ travel expense「交通費」　 
□ process「過程，工程」　□ confidential「機密の」　□ flexible「柔軟な，融通の利く」　□ frustrating「イライラする」　□ even if「たとえ～でも」　 
□ take on ...「～を引き受ける」　□ direct「～に案内する」　□ resources「問題解決能力」　□ gratitude「感謝の気持ち」　□ assistance「支援，援助」　 
□ recent「最近の」　□ increasingly heated「どんどん激しくなる」　□ business「事業，店」　□ next to ...「～の隣りの」　 
□ confront「～に対面する」　□ fail「失敗する」　□ hire「～を雇う」　□ lawyer「弁護士」　□ financial means「財政手段」　□ colleague「同僚」　 
□ referred to ...「～に紹介される」　□ contact「～に連絡する」　□ arbitration meeting「調停の話し合い」　□ reach an agreement「合意に至る」　 
□ satisfy「～を満足させる」　□ be impressed「感動する，感心する」　□ efficiency「効果的な働き，能率」　□ given ...「～を考えれば」　 
□ legal fee「訴訟費用」　□ provide「提供する」　□ extremely「非常に」　□ valuable「価値のある」　□ ordinary「普通の」　□ remarkable「すばらしい」 
□ token of appreciation「感謝のしるし」　□ enclosed「同封された」　□ donation「寄付」　 
 
□ court case「訴訟」　□ referral「紹介」　□ resolution「解決」　□ skill「技術」　□ discover「～を知る」　□ praise「～をほめる」　□ charge「～を請求する」

まずココを
チェックしよう

① 両文書タイプ→広告とレター
② 両文書のタイトルと冒頭文でテー
マと関係をつかむ

Citizens Mediation Network

Conflict is a part of life. Whether it’s an argument with a neighbor, a dispute with 

a municipality, or a quarrel with a business partner, anyone may become involved 

in conflict. But that doesn’t mean you need to become involved in expensive, time-

consuming legal cases. 191 The Citizens Mediation Network offers an alternative, 

affordable approach to resolving problems.

Our network consists of trained, skilled mediators who volunteer to help 

settle conflicts. 191 Our services are available to individuals, groups, and small 

businesses. In order for us to be able to help: 

• You or your organization must have an address within Paulford County.

• All parties must accept to resolve the conflict through third-party mediation.

While our services are free, we request that people who benefit from them make 

a donation, if possible. All donations are used solely to cover administrative and 

travel expenses.

The process is free, confidential, and flexible, so if you are involved in a frustrating 

conflict, call us at 555-809-9953 or e-mail inquiries@paulfordmediation.org. Even  

if we cannot take on your case, 191 we can direct you to other useful resources.

July 19

Dear Samantha Findley,

I am writing to express my gratitude to the Citizens Mediation Network for your assistance 
in a recent case.

Over the past year, I was involved in an increasingly heated conflict with a business located 
next to my home. I confronted the owner several times, but failed to settle the problem. I 
was considering hiring a lawyer, although my financial means are limited, 194 when one of 
my colleagues told me about your organization.

I called your office and was referred to one of your mediators, Celine Demy. After hearing 
about the situation, she contacted the business’s owner and set up an arbitration meeting. 
With her help, we were able to reach an agreement that satisfied both parties in under an 
hour. 195 I was truly impressed by her efficiency.

Given the high cost of legal fees, the service your organization provides is extremely valuable 
to ordinary citizens. Thank you for creating this remarkable network. As a token of my 
appreciation, please find enclosed a donation of $200.

Yours faithfully,
Morris Brownstein
Morris Brownstein

193

192

193

195
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191. What service does the Citizens Mediation Network NOT offer?

(A) Assistance with court cases

(B) Arbitration of business disputes

(C) Referral to other resources

(D) Resolution of personal conflicts

192. What is indicated about the Citizens Mediation Network?

(A) It is involved in a legal dispute.

(B) It teaches mediation skills.

(C) It pays mediators through donations.

(D) It keeps information private.

193. What can be inferred about Mr. Brownstein?

(A) He hired a lawyer to solve a conflict.

(B) He lives in Paulford County.

(C) He operates his own business.

(D) He volunteers for an organization. Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

194. How did Mr. Brownstein discover the Citizens Mediation Network?

(A) From Samantha Findley

(B) From a neighbor

(C) From Celine Demy

(D) From a coworker

195. Why does Mr. Brownstein praise Celine Demy?

(A) For creating the Citizens Mediation Network

(B) For solving a problem quickly

(C) For charging affordable fees

(D) For making a $200 donation Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ
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広告・レター訳

191-195の設問は次の広告とレターに関するものです。

市民調停ネットワーク
もめごとは生活につきものです。隣人との言い争い，行政当局との論争，ビジネスパートナーとの争いなど，だれもがもめごとに巻き込まれます。しか
し，だからといって必ずしも費用，時間のかかる訴訟に持ち込む必要はありません。市民調停ネットワークは，問題解決に向けて金銭的負担の少ない代
替方法をご提供します。

当ネットワークでは，修習を積んだ熟達調停人がもめごとを解決する手助けを進んで引き受けます。 当サービスは個人，グループから中小企業の方々
までご利用いただけます。当ネットワークがお手伝いできるためには，
・お客さま，またはお客さまの所属なさる団体の住所がポールフォード郡内にあること。
・すべての当事者が第三者の調停によって争いを解決することに同意すること。

サービスは無料ですが，できれば受益者の方々に寄付をお願いしております。寄付はすべて事務管理費と交通費としてのみ使用されます。
調停段階で費用は発生せず，機密は保持され，柔軟に対処されます。もめごとに頭を痛めているときは，555-809-9953に電話していただくか，
inquiries@paulfordmediation.orgにメールでご連絡ください。当ネットワークがお引き受けできない場合も，他の役立つ方法をご案内できます。

7月 19日
サマンサ・フィンドリーさま

最近の事案で助けていただき，市民調停ネットワークにお礼を申し上げたくご連絡いたしました。

昨年来，自宅隣にある事業所との衝突が悪化する一方でした。何度か経営者と談判しましたが，問題の解決に至りませんでした。弁護士を雇おうかとも
思いましたが，財政的に難しく，そんなときに同僚から貴組織のことをうかがいました。

オフィスにお電話したところ，調停人のセリヌ・デミーさんをご紹介いただきました。状況について聞いたうえで彼女は経営者に連絡し，調停のために
話し合う席を設けてくださいました。彼女の尽力により，1時間とかからずに双方が納得のいく合意に達することができました。彼女の手際のよさは見
事なものでした。

高額な裁判費用を考えると，貴組織が提供なさっているサービスは一般市民にとってきわめて価値あるものです。このようなすばらしいネットワークを
組織していただき，ありがとうございます。感謝のしるしとして，200ドルの寄付を同封いたしますのでご査収ください。

敬具

（署名）
モリス・ブラウンスタイン

191.【NOT問題】
解答リズム

① 設問文をチェック→ NOT問題
② 選択肢をひとつずつ本文と照合する
ポイント

The Citizens Mediation Network offers an alternative, affordable approach to 
resolving problems. ＋ Our services are available to individuals, groups, and small 
businesses.＝ Arbitration of business disputes＋ Resolution of personal conflicts／
we can direct you to other useful resources＝ Referral to other resources
解き方

NOT問題なので，消去法で解きます。市民調停ネットワークはもめごとを調停する
サービスを行っており，Our services are available to individuals, groups, and small 
businesses.（当サービスは個人，グループから中小企業の方々までご利用いただけま
す）とあることから (B)(D)はサービスとして考えられます。(C)は広告の最後に ... we can 
direct you to other useful resources（他の役立つ方法をご案内いたします）とあります。(A)
の訴訟支援については記述がないので，(A)が正解です。

市民調停ネットワークが提供していないサー
ビスは何ですか。
(A) 訴訟支援
(B) 事業における争いの調停
(C) 他の方法の紹介
(D) 個人的なもめごとの解決

192.【選択肢検証型】
解答リズム

① 設問文をチェック→選択肢検証型
② 選択肢をひとつずつ本文と照合する
ポイント

The process is free, confidential, and flexible＝ It keeps information private.
解き方

広告全体が市民調停ネットワークについてなので，全体に目を通し，本文の内容と合う
ものを消去法で選びます。(D)は最終段落の冒頭にある The process is free, confidential, 
and flexible, ...（作業は無料，機密保持で，融通が利く）の部分と一致します。(D)が正解です。
(A)(B)(C)は本文で触れていないので，誤答です。

市民調停ネットワークについて何が示されて
いますか。
(A) 訴訟に関係している。
(B) 調停技能を教える。
(C) 寄付で調停人に支払っている。
(D) 情報を口外しない。

解説 問題文訳
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解説 問題文訳

193.【クロスリファレンス型】
解答リズム

① 設問文をチェック→選択肢検証型
② 選択肢をひとつずつ本文と照合する
ポイント

I am writing to express my gratitude to the Citizens Mediation Network for your 
assistance in a recent case. ＋ You or your organization must have an address 
within Paulford County.＝ He lives in Paulford County.
解き方

レターの第 1段落の感謝のことばから，ブラウンスタインさんが最近，市民調停ネットワー
クのサービスを受けたことがわかります。そして，広告では同ネットワークのサービスを受
けられる条件として，You or your organization must have an address within Paulford 
County.（お客さま，またはお客さまの所属なさる団体の住所がポールフォード郡内にある
こと）とあるので，サービスを利用したブラウンスタインさんはポールフォード郡に住んで
いると推測できます。(B)が正解です。

ブラウンスタインさんについて何が推測でき
ますか。
(A) もめごとを解決するために弁護士を雇った。
(B) ポールフォード郡に住んでいる。
(C) 自営である。
(D) 組織でボランティアをしている。

194.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック→キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

one of my colleagues told me about your organization＝ From a coworker
解き方

レターに ... one of my colleagues told me about your organization（同僚から貴組織
のことをうかがいました）とあるので，one of my colleaguesを coworkerに言い換えた (D)
が正解です。

ブラウンスタインさんはどのようにして市民
調停ネットワークを知りましたか。
(A) サマンサ・フィンドリーさんから
(B) 隣人から
(C) セリヌ・デミーさんから
(D) 同僚から

195.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック→キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

I called your office and was referred to one of your mediators, Celine Demy.＋ I was 
truly impressed by her efficiency.＝ For solving a problem quickly
解き方

Celine Demyという人名をレター文中で検索すると，I called your office and was 
referred to one of your mediators, Celine Demy.（オフィスにお電話したところ，調停
人のセリヌ・デミーさんを紹介していただきました）とあるので，ブラウンスタインさんの
担当者とわかります。彼女の仕事ぶりについて，I was truly impressed by her efficiency.
（彼女の手際のよさは見事なものでした）と述べているので，(B)が正解です。

ブラウンスタインさんはなぜセリヌ・デミー
さんをほめていますか。
(A) 市民調停ネットワークを創設したため
(B) 問題を迅速に解決したため
(C) 請求金額が高額ではなかったため
(D) 200ドルを寄付したため

正解

 191 正解 A 理解度

 192 正解 D 理解度

 193 正解 B 理解度

 194 正解 D 理解度

 195 正解 B 理解度
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Questions 196-200 refer to the following announcement and article.

語句  □ article「記事」　□ annual「年 1回の」　□ association「協会」　□ announce「～を発表する」　□ recent「最近の」　□ rapidly「急速に」　 

□ develop a reputation「好評を博する，評判を呼ぶ」　□ gourmet「グルメ」　□ destination「目的地，行き先」　□ promote「～を促進する」　 
□ encourage「～を励ます」　□ seek「～を求める」　□ identify「～を確認する」　□ represent「～を示す」　□ direction「方向性」　 
□ participate「参加する」　□ submit「～を提出する」　□ judge「審査員」　□ primarily「主に」　□ based on ...「～に基づいて」　 
□ following「以下の」　□ criteria「基準」　□ innovative「革新的な」　□ attractive「魅力的な」　□ presentation「盛りつけ」　 
□ fill out「～に記入する」　□ application「申込書」　□ suitable「ふさわしい」　□ applicant「応募者」　□ contact「～に連絡する」　 
□ arrange「～を手配する」　□make public「～を公表する」　□ commemorative「記念の」　□ plaque「額」　□ promotion「宣伝」　 
□modern「現代的な」　□ recognized for ...「～で認められた」　□ imaginative「想像力豊かな」　□ be noted for ...「～で有名である」　□ flavor「味」 
□ produce「農産物」　□ prize「賞」　□ confirm「～を確かにする」　□ cutting-edge「最先端の，流行の」　□ eatery「食堂，飲食店」　 
□ especially「特に」　□ compete against ...「～と競い合う」　□ develop「～を開発する」　□ unique「独自の」　□ signature「特徴的な」　 
□marinated「～でマリネした」　□ saffron「サフラン」　□ exotic「異国風の，変わった」　□ bring out ...「～を引き出す」　□ context「背景」　 
□ outstanding「すばらしい」　 
 
□motivate「～に刺激を与える」　□ financial support「財政支援」　□ popularity「人気度」　□ appearance「見た目」　□ traditional「伝統的な」　 
□ technique「技法」　□ contestant「コンテスト参加者」　□ period「期間」　□ found「～を設立する」　□ feature「～を特集する」　 
□ ingredient「材料」　□ originality「独創性」　□ quality「質」

まずココを
チェックしよう

① 両文書タイプ → アナウンスメン
トと記事

② 両文書のタイトルと冒頭文でテー
マと関係をつかむ

4th Annual Taste of the Future Contest Now Open

The Acton Restaurant Association is pleased to announce the fourth Taste of the 
Future contest. 

In recent years, many exciting new restaurants have opened in the Acton area, and 
the city is rapidly developing a reputation as a world-class gourmet destination.  
The Taste of the Future contest was created to promote this image and 196 encourage  
the city’s chefs. It seeks to 196 identify creative recipes that represent new 
directions in eating.

Participating restaurants submit an original dish to be tasted by the contest judges. 
The winner is selected based primarily on the following criteria: innovative use of 
local products and attractive presentation. 

To enter, fill out the online application at www.actonrestaurants.com/taste-of-
future/ by March 1. Suitable applicants will be contacted to arrange a tasting by 
April 14, and 198 the judges’ final decision will be made public on May 2. 199 The 
winner will receive a commemorative plaque and free promotion.

Modern Indian Restaurant Recognized for 
Imaginative Dishes
Acton, May 3 — 199 Brahma’s Kitchen is the winner of this year’s Taste of the 
Future contest, the Acton Restaurant Association announced yesterday. The popular 
establishment is noted for its combination of South Asian flavors and fresh local 
produce. It received the prize for the second time in four years, confirming its 
reputation as one of Acton’s most cutting-edge eateries.

“We’re delighted to receive the prize again, especially with so many other great 
restaurants competing against us,” said Ravi Desai, owner-chef of Brahma’s Kitchen. 
“We try very hard to develop unique recipes for our customers, and it’s great to be 
recognized for that.”

The winning dish was one of Brahma’s signature creations: wine-marinated lamb 
chops in creamy saffron curry, served with spiced potatoes. “It’s a perfect recipe,” said 
judge and cookbook author 200 Leslie McGriff. “Ravi has taken local meat and used 
exotic spices to bring out its full flavor in a new context.” 200 She stressed that there 
were many other outstanding entries, making the final decision very difficult for the 
judges.

196

197

200
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196. What is NOT a stated goal of the contest?

(A) To develop Acton’s image as a gourmet destination

(B) To identify innovative dishes

(C) To motivate local chefs

(D) To provide financial support for new restaurants

197. What is considered by the contest judges?

(A) Membership in the Acton Restaurant Association

(B) The popularity of the chef

(C) The appearance of the dish

(D) Use of traditional cooking techniques

198. What happened on May 2?

(A) The newspaper article was published.

(B) The winning dish was announced.

(C) The judges tasted contestants’ entries.

(D) The contest application period closed. Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

199. What can be understood about Brahma’s Kitchen?

(A) It was founded four years ago.

(B) It is a vegetarian establishment.

(C) It was featured in a cookbook.

(D) It received a special plaque.

200. What do both Mr. Desai and Ms. McGriff emphasize?

(A) The importance of local ingredients

(B) The need to recognize originality

(C) The quality of the other contestants

(D) The uniqueness of Indian spices Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ
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アナウンス・記事訳

196-200の設問は次のアナウンスメントと記事に関するものです。

第 4回未来の味コンテスト出場者受け付け中
アクトンレストラン協会は第 4回未来の味コンテストを喜んでお知らせいたします。

近年，アクトン地区では魅力あふれるレストランが数多くオープンしており，同市は世界クラスのグルメが訪れるべき都市という評判が急速に広がって
います。未来の味コンテストはこのイメージを促進し，シェフを励ますために設けられました。食の新しい方向性を示す創造的なレシピを探求しています。

参加なさるレストランはオリジナルの料理を提出し，コンテスト審査員が試食します。まず第一に，次の基準に従って優勝者を選びます：地元食材の斬
新な使用と魅力的な盛りつけ。

応募なさるには，3月 1日までに www.actonrestaurants.com/taste-of-future/でオンライン申込書に入力してください。適切な申し込み者には，4月
14日までに試食の日程を決めるためにご連絡します。最終審査結果は 5月 2日に発表されます。優勝者には記念品の額と無料の宣伝機会を差し上げます。

現代的なインドレストランの想像力に富んだ料理を評価
アクトン，5月 3日̶今年の未来の味コンテスト優勝者はブラーマズキッチンと，アクトンレストラン協会は昨日発表した。同店は南アジアの味わいと
新鮮な地元農産物のコンビネーションで人気がある。4年間で 2度目の受賞で，アクトンのもっとも先端を行くレストランという評判を確固たるものに
した。

「多くのすばらしいレストランと競っただけに，再び受賞できて光栄です」とブラーマズキッチンのオーナーシェフであるラビ・デサイ氏は述べ，「お客
さまのためにユニークなレシピを一生懸命考えています。それが認められてうれしい」と語った。

優勝した料理はブラーマズの代表料理のひとつで，ワイン漬けラムチョップ入りクリーミーなサフランカレー，スパイスポテト添えである。審査員で料
理本の著者であるレスリー・マグリフさんは，「完璧なレシピ」と述べた。「ラビさんは地元の肉とめずらしい香辛料を使い，まったく新しい方法でそれ
らの味を最大限ひき出した」と語っている。他の出品された料理もすばらしいものが多かったので，審査は難航したと彼女は強調した。

196.【NOT問題】
解答リズム

① 設問文をチェック → NOT問題
② 選択肢をひとつずつ本文と照合する
ポイント

the city is rapidly developing a reputation as a world-class gourmet destination ＝
To develop Acton’s image as a gourmet destination／ encourage the city’s chefs＝
To motivate local chefs／ identify creative recipes＝ To identify innovative dishes
解き方

(A) は ... the city is rapidly developing a reputation as a world-class gourmet 
destination.（同市は世界クラスのグルメが訪れるべき都市という評判が急速に広がって
いる），(B)は identify creative recipes（創造的なレシピを探求する），(C)は encourage 
the city’s chefs（同市のシェフを励ます）と一致します。(D)については記述がないので，(D)
が正解です。

コンテストの目的として述べられていないの
は何ですか。
(A) グルメが訪れるべき都市というアクトン

のイメージを広げること
(B) 斬新な料理を評価すること
(C) 地元のシェフのやる気を刺激すること
(D) 新しいレストランに財政支援をすること

197.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

innovative use of local products and attractive presentation ＝ The appearance of 
the dish
解き方

judgeについては第 3段落にあり，優勝者を選ぶ基準として，... innovative use of local 
products and attractive presentation.（地元食材の斬新な使用と魅力的な盛りつけ）の 2
点が挙げられているので，(C)が正解です。

コンテストの審査員によって考慮されること
は何ですか。
(A) アクトンレストラン協会の会員資格
(B) シェフとしての人気
(C) 料理の見た目
(D) 伝統的な料理法の活用

解説 問題文訳
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198.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

the judges’ final decision will be made public on May 2 ＝ The winning dish was 
announced.
解き方

May 2という日付を探します。アナウンスメントの最後の部分に，... the judges’ final 
decision will be made public on May 2.（最終審査結果は 5月 2日に発表される）とあ
るので，(B)が正解です。

5月 2日に何がありましたか。
(A) 新聞記事が発表された。
(B) 優勝料理が発表された。
(C) 審査員が出場者の料理を試食した。
(D) コンテストの出場申し込み期間が終了した。

199.【クロスリファレンス型】
解答リズム

① 設問文をチェック → クロスリファレンス型
② キーワードを頼りに両文書の情報を照らし合わせる
ポイント

Brahma’s Kitchen is the winner of this year’s Taste of the Future contest ＋ The 
winner will receive a commemorative plaque and free promotion. ＝ It received a 
special plaque.
解き方

Brahma’s Kitchenは記事の冒頭に登場し，コンテストの優勝者とわかります。アナ
ウンスメントの最後で The winner will receive a commemorative plaque and free 
promotion.（優勝者は記念品の額と無料の宣伝機会を受け取る）とあるので，(D)が正解と
判断できます。

ブラーマズキッチンについて何がわかりますか。
(A) 4年前に開店した。
(B) ベジタリアンのレストランである。
(C) 料理本に取り上げられた。
(D) 特別な額を受け取った。

200.【キーワード検索型】
解答リズム

① 設問文をチェック → キーワード検索型
② 本文でキーワードを探し，その一文を精読する
ポイント

“We’re delighted to receive the prize again, especially with so many other great 
restaurants competing against us,” ＋ She stressed that there were many other 
outstanding entries＝ The quality of the other contestants
解き方

Mr. DesaiとMs. McGriff という人名を探します。デサイさんは Brahama’s Kitchen
のオーナーシェフです。優勝について，“We’re delighted to receive the prize again, 
especially with so many other great restaurants competing against us,”（「 多 く の
すばらしいレストランと競っただけに，再び受賞できて光栄だ」）と述べています。さら
に審査員であるマグリフさんも She stressed that there were many other outstanding 
entries ...（他の出品された料理もすばらしいものが多かったと強調した）と参加者のレベ
ルの高さをほめているので，(C)が正解です。

デサイさんとマグリフさんは 2人とも何を
強調していますか。
(A) 地元食材の重要性
(B) 独創性を評価する必要性
(C) 他の出場作品の質
(D) インド香辛料の独自性

正解

 196 正解 D 理解度

 197 正解 C 理解度

 198 正解 B 理解度

 199 正解 D 理解度

 200 正解 C 理解度

解説 問題文訳
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