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解答解説

【PART1】
１.
（A）Some people are standing by the window.
（B）They are cleaning the window.
（C）All of them are busy working on the floor.
（D）One of the women is holding a plastic bag.
（A）何人かの人々が窓のそばで立っている。
（B）彼らは窓をきれいにしている。
（C）彼らは皆フロアで忙しく働いている。
（D）女性のうちの一人がビニール袋を持っている。
※正解と解説
正解（D）
hold～「～を持っている、抱えている」。
（A）「窓」は映っているが誰も立っていない。
（B）「窓」は映っているが誰も清掃はしていない。
２.
（A）He
（B）He
（C）He
（D）He

is
is
is
is

making soap bubbles.
walking out of the park.
trimming trees in the park.
taking away some rubble.

（A）彼は石鹸のシャボン玉を広げている。
（B）彼は公園の外に向かって歩いている。
（C）彼は公園の木々の手入れをしている。
（D）彼は瓦礫をかたずけている。
※正解と解説
正解 （A）
expand～「～を広げる」soap bubbles「シャボン玉」
（B）場所は公園らしきところではあるが、そこから歩いて出ようとしてはいない。
（C）trim「～の手入れ（刈り入れ）をする」
（D）rubble「瓦礫」
３.
（A）Some people are sitting next to each other.
（B）Buildings are being constructed along the street.
（C）The street is blocked with a traffic jam.
（D）Some people are talking on their cell phone.
（A）何人かの人々が互いに隣り合わせで座っている。
（B）通り沿いで、建物が建設されている。
（C）通りが交通渋滞で遮られている。
（D）何人かの人々が携帯電話で話している。
※正解と解説
正解（A）
next to each other「互いに隣りあって」
（B）construct「建設する」
（C）traffic jam「交通渋滞」
（D）cell phone「携帯電話」
４.
（A）A man is giving a trumpet lesson.
（B）None of them are singing.
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（C）Water is being poured into the glass.
（D）Music fans are gathering at the bar.
（A）男性がトランペットのレッスンをしている。
（B）彼らのどちらも歌ってはいない。
（C）水がグラスにそそがれている。
（D）バーで音楽ファンが集まっている。
※正解と解説
正解 （B）
none of～「誰（何）も～ない」
（A） トランペットは写っているが、教えているのではない。
（C） グラスが写っているが、水が注がれている最中であはない。
（D） gather「集まる」
５.
（A）The
（B）The
（C）The
（D）The

man
man
man
man

is
is
is
is

closing the cabinet.
putting his jacket on.
standing near the counter
serving some customers.

（A）男性は棚を閉めている。
（B）男性がジャケットを着ようとしている。
（C）男性がカウンターの近くで立っている。
（D）男性が客にサービスをしている。
※正解と解説（C）
（A）cabinet「棚」
（B） jacket を着た男性が映ってはいるが、着ようとしているのではなく、すでに着ている。※着
ようとしている「put on～」と既に着ている「wear」の違いに注意。
（D）serve「サービス（接客）をする」
６.
（A）The animals are resting near the shore
（B）Some people are feeding the animals.
（C）There is no one watching the animals
（D）They are scooping up the pond water.
（A）動物が海岸の近くで休んでいる
（B）何人かの人々が動物に餌を与えている。
（C）誰も動物を観ていない。
（D）彼らは池の水をすくっている。
※正解と解説（C）
（A） shore「海岸、湖畔」
（B） 動物は写っているが、誰も餌を与えていない。
（D） scoop up～「～をすくい上げる、くみ上げる」
７.
（A）One of the men is mowing grass.
（B）Chairs are being stacked by some people.
（C）The waitress is disposing of leftovers.
（D）No one is sitting alone.
（A）男性のうちの一人が草を刈っている。
（B）椅子が何人かの人々によって積み重ねられている。
（C）ウェイトレスが残り物を捨てている。
（D）誰も一人では座っていない。
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※正解と解説（D）
alone「一人で～」
（A） mow 「～を刈る」grass「芝生、草」
（B） stack「～を積み重ねる」
（C） dispose「処理する、捨てる」。leftover「残り物」。
８.
（A）Some people are crossing the crosswalk.
（B）Some people are working to replace traffic lights.
（C）The dogs are walking towards the park.
（D）A lump post is being fixed.
（A）何人かの人々が横断歩道を渡っている。
（B）何人かの人々が信号を取り替えるために作業をしている。
（C）犬が公園に向かって歩いている。
（D）街灯柱が修理されている。
※正解と解説（A）
cross「～を渡る」。crosswalk「横断歩道」
(B）replace「取り替える。traffic lights「信号」
（C）towards「～の方向に向かって」
（D）lump post「電信柱」が写っているが修理されている最中ではない。
fix「～を修理する」
９.
（A）A women is directing the street traffic.
（B）Some people are taking clothes off the hook.
（C）Some merchandize is being displayed in the alley.
（D）All the merchandise is out of stock.
（A）女性が通りの交通誘導をしている。
（B）何人かの人々がフックから服をはずしている。
（C）通りに商品が展示されている。
（D）商品が品切れになっている。
※正解と解説（C）
merchandize「商品」。display「～を展示する」alley「路地」
（A） direct「誘導する」。
（B） take off「～をはずす」。hook「フック、留め金」
（D） out of stock「品切れの」
１０.
（A）A row of tree is hiding all the buildings.
（B）The woman is raking leaves under the trees.
（C）Trees are planted along the pavement.
（D）Some people are handing out leaflets on the street.
（A）一列の木々が全ての建物を隠している。
（B）女性が木の下でくま手で葉を集めている。
（C）木々が舗装道路に沿って埋められている。
（D）何人かの人々が通りでチラシを配っている。
※正解と解説（C）
along「～に沿って」。pavement「舗装道路」
（A） 一列の木々は写っているが、建物を隠してはいない。row「列」。hide「隠す」。
（C） rake「くま手で集める」。leave「葉」
（D）hand out「配る」。leaflet「チラシ」
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【PART2】
11.How much is the train fare to Boston?
（A）It is more than 5 miles.
（B）I think it is unfair.
（C）Two and half dollars.
ボストン行きの電車の切符はいくらですか？
（A）5 マイル以上です。
（B）私はそれは不平等だと思います。
（C）2 ドル 50 セントです。
正解（C）
How much～?と料金を尋ねているので、料金を答えている（C）が正解。
（A）距離については尋ねていない。
（B）fair という音が fare と似ている理由から選ばないこと。
12.Can you help me with the report?
（A）Turn to the right.
（B）Yes.It's a resort hotel.
（C）Sure.What can I do for you?
レポートを手伝っていただけますか？
（A）右に曲がってください。
（B）はい。それはリゾートホテルです。
（C）もちろん。何をすればいいですか？
正解（C）
Can you help me～？とお願いごとをしているため、それに答える内容として質問にあう。
（A）方角を尋ねているのではないので不正解。
（B）質問中の report と音が似ているという理由で選ばないこと。
13.Where is the contract sheet?
（A）There is no seat available.
（B）She will contact you.
（C）It's in the cabinet.
契約書はどこにありますか？
（A）空いている席はありません。
（B）彼女はあなたに連絡するでしょう。
（C）キャビネットの中にあります。
正解（C）
Where～？と場所の情報を尋ねているので（C)が正解。
（A)質問中の seat が音が似ているという理由から選ばないこと。
（B)（A)と同じく、音が似てはいるが答えとして不適切。
14. Did Brian take the job offer?
（A) Just go ahead.
（B) He hasn't decided yet.
（C) I will be there.
ブライアンは仕事のオファーを引き受けたのですか？
（A)どうぞ、行ってください。
（B)まだ彼は決めていません。
（C)そこに行きます。
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正解（B)
Brian が take したのか？と尋ねているため、それをまだ決めていないという彼の意思を述べている
（B)が正解。
（A)質問文の答えとして不適切である。
（C)質問文と時制が一致しない。
15.Why is the restaurant closed now?
（A)Becasue it's a holiday.
（B)Just take a rest.
（C)I'm close to it.
なぜ今日はそのレストランは閉まっているのですか？？
（A)祝日だからですよ。
（B)休んでください。
（C)私はそこに近いです。
正解（A)
Why～？と理由を尋ねているので、（A)が正解。
（B)質問の restaurant と音が似ているという理由から選ばないこと。
（C)同じ音から連想して（C)を選ばないこと。
16.What did you think of Mr.Rork's idea?
（A)very impressive.
（B)They have no idea.
（C)I was thinking the same.
ロークさんの考えについてあなたはどう思いますか？
（A)とても良いと思いますよ。
（B)彼らはまったくわかっていない。
（C)私も同じように思っていました。
正解（A)
What did you think of～？は「～についてどのように思ったか？」
の意味なので、それに対する答えとして（A)がふさわしい。
（B)質問の idea と同じ言葉を使っているという理由で選ばないこと。
（C) the same が具体的に示しているものが存在しない。
17.Can you review the financial report now?
（A)Sorry. I have to go meet my clients now.
（B)It was imported.
（C)No.It is free of charge.
会計報告書を再審査することはできますか？
（A)すいません。今からクライアントに会わなければいけません。
（B)それは輸入されました。
（C)いいえ。それは無料です。
正解（A)
can you～？で、「～できますか？」と尋ねているが、それをできない理由として答えている（A)が
正解。
（B)質問の import と音が似ているという理由から選ばないこと。
（C)free of charge で、「無料」という意味であり、答えとしてふさわしくない。
18.Where would you like to have the business dinner with Ms.Hesson?
(A)Their business is slow.
(B)We should try the new place near our office.
(C)She majored in economics.
ヘッソンさんとの接待はどこで行うことを希望していますか？
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（A)彼らのビジネスは景気が悪い。
（B)私たちの事務所の近くにある中国レストランです。
（C)彼女は経済学を専攻しています。
正解（B)
Where～？で、接待の場所を尋ねているので（B)が正解。
（A)business という同じ言葉を使っているという理由で選ばないこと。
（C)major in 「専攻する」
19.Why did John get off work so early?
（A)It's early in April.
（B)They worked until midnight.
（C)He had a denteist appointment.
なぜジョンはそんなに早く仕事を切り上げたのですか？
（A)それは 4 月の上旬です。
（B)彼らは真夜中まで働いた。
（C)彼は歯医者の予約をしていました。
正解（C)
why～？と仕事を切り上げた理由を尋ねているため、用事として言及している（C)が正解。
（A）質問と同じ言葉が使われているという理由で選ばないこと。
（B）いつまで働いていたかを尋ねているのではないため、答えとして不適切。
20.When was the last time you went to the head quarters?
（A）I will visit it.
（B）No.It was the first chance.
（C）Three and half years ago.
あなたが前に本社に行ったのはいつですか？
（A）私はそこに訪ねますよ。
（B）いいえ。それは初めての機会でした。
（C）3 年半前です。
正解（C）
When～？「いつ～？」とたずねているので、（C）が正解。
（A）質問は過去についてたずねているが、これは未来形であり答えとして不適切。
（B）質問の last から、first を連想しないこと。
21.Who will give the presentation next week?
（A）Norm said he will.
（B）He used to be the company president.
（C）All of them were delivered.
来週のプレゼンテーションは誰が行うのですか？
（A）ノームがやると言っていました。
（B）彼はかつて会社の社長でした。
（C）それら全てが配達されました。
正解（A）
Who～？「誰が？」とたずねているのに対し、その人物に言及している（A）が正解。
（B）質問の presentation と音が似ているという理由で選ばないこと。
（C）質問の presentation を present と勘違いし、そこから deliver を連想して選ばないこと。
22.Would you mind opening the window?
（A）An aisle seat, please.
（B）Yes. I won the prize.
（C）Not at all.
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窓を開けてもよろしいでしょうか？
（A）通路側の席でよろしくお願いします。
（B）はい。私は賞を取りました。
（C）いいえ、構いませんよ。
正解（C）
Do you mind～？「～してもよろしいですか？」のたずね方に対して、よろしい場合の答え方は
「mind しない」（気にしない）という言葉が使われるので、（C）が正解。
（A）質問の window（窓）から aisle（通路）を連想して選ばないこと。
（B）質問中の window と音が似ている win（～を勝ち取る）から連想して prize（賞）を選ばない
こと。
23.How can I get to the conference room?
（A）Just follow me sir.
（B）It is non-smoking.
（C）It hasn't been confirmed yet.
どのようにして会議室に行けばいいですますか？
（A）私について来てください。
（B）それは禁煙エリアです。
（C）まだ確認されていません。
正解（A）
How～？「どのようにして～？」はこの場合、行き方（道）を尋ねている。
よって、自分が案内するという意味での（A）が正解。
（B）質問の room から連想して non-smoking を選ばないこと。
（C）質問の conference と confirmed の音が似ているという理由で選ばないこと。
24.He is taking Tuesday off, isn't he?
（A）No.It was 20% off.
（B）He said he is.
（C）I wasn't sure about that.
彼は火曜日は休む予定ですよね？
（A）いいえ。それは 20％オフです。
（B）彼はそうすると言っていました。
（C）私はそれについては定かではありません。
正解（B）
彼は～ですよね？と付加疑問文でたずねている。彼がそうする予定であることを He is going to～の
略で答えている（B）が正解。
（A）質問と同じ言葉が使われている理由で選ばないこと。
（C）質問の isn't と音が似ているという理由で選ばないこと。
25.What should we discuss first?
（A）It was the fisrt thing in the morning.
（B）Let's talk about next year's budget.
（C）They thought it was disappointing.
最初に何について議論するべきでしょうか？
（A）それは朝の最初の事である。
（B）来年度の予算について話しましょう。
（C）彼らはそれは嘆かわしいものだと思った。
正解（B）
What～？「何について議論するか？」とたずねているので、その内容を述べている（B）が正解。
（A）質問と同じ言葉が使われているという理由で選ばないこと。
（C）dis という音が同じだからという理由で選ばないこと。
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26.How long have you been in the marketing department?
（A）It takes more than a year.
（B）As long as Justin has.
（C）I have to be more marketable.
あなたマーケティング部署にはどれくらいいるのですか？
（A）それは一年以上はかかります。
（B）ジャスティンと同じだけいます。
（C）私はもっと商売上手にならねばならない。
正解（B）
How long～？「（期間が）どれくらい～？」とたずねているので、その長さを述べている（B）が正
解。
（A）how long から year を連想して選ばないこと。
（C）質問の markeable と音が似ているという理由で選ばないこと。
27.They should provide more detailed information about the product.
（A）It's already mentioned in the document.
（B）I wasn't really a productive worker.
（C）As soon as they do.
彼らはより製品についてのより詳細な情報を提供するべきだ。
（A）それは書類にすでに言及されている。
（B) 私はあまり生産的な労働者ではなかった。
（C）彼らがそうしたらすぐにです。
正解（A）
～するべきだ、と述べていることに注目。その情報が載っている場所を答えている（A）が正解。
（B）質問と音が似ているという理由で選ばないこと。
（C）should である意味せかされていると勘違いして選ばないこと。
28.What kind of training program do you think is the best?
（A）I don't think they are kind.
（B）It's behind the schedule.
（C）It should be short but effective.
あなたはどのようなトレーニングプログラムが最良だと思いますか？
（A）私は彼らが親切だとは思いません。
（B）それは予定よりも遅れています。
（C）それは短期間だが効果的なものであるべきです。
正解（C）
what kind of～？「どのような～？」とたずねているので、それを描写している（C）が正解。
（A）質問と同じ言葉を使っているという理由で選ばないこと。
（B）training の train から連想して選ばないこと。
29.Do you have any idea how long Mr.Smith will be?
（A）Long distance calls are not available.
（B）I haven't heard yet.
（C）He said it is ideal.
どのくらいスミスさんがいるかわかりますか？
（A）長距離電話は使用できません。
（B）私はそれをまだ聞いていません。
（C）彼はそれが理想的だと言った。
正解（B）
Do you have any idea～？「分かりますか？」とたずねているのに対し、単純にそれが分からない
と答えている（B）が正解。
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（A）質問の how long と distance の意味が対応しているという理由で選ばないこと。
（C）質問と同じ音の言葉を使っているという理由で選ばないこと。
30.How was the sales meeting last night?
（A）Yes.We met at 5pm.
（B）The proposed target was discussed.
（C）He was very pleasant.
昨晩の営業会議はどうでしたか？
（A）はい。私たちは 5 時に会いました。
（B）提案された目標について議論しました。
（C）彼はとても感じが良かったです。
正解（B）
How～？「どうだった？」とたずねているので、その様子（内容）を答えている（B）が正解。
（A）質問の meeting から met を連想して選ばないこと。
（C）質問の meeting から presentation を連想して選ばないこと。
31.Did you recieve the payment instructions?
（A）I paid the amount in full.
（B）Yes.They can take credit cards.
（C）It will be on the right hand side.
支払い方法について教えられましたか？
（A）私はそれを全額支払いました。
（B）はい。クレジットカード使用可能です。
（C）それは右側にあります。
正解（B）
支払い方法についてたずねられた側が、それをすでに知っての上で、クレジットカードに言及してい
るので（A）が正解。
（A)質問の payment と同じ音が使われているという理由で選ばないこと。
（C）場所情報をたずねているのではないため、答えとしてふさわしくない。
32.We have witnessed tremendous progress in the medicine, haven't we?
（A）Well.Just take it easy.
（B）No.I couldn't adjust my schedule.
（C）Yes.It can cure many diseases.
私たちはその薬において、すばらしい進歩を感じていますね？
（A）まあ。気軽にいきましょう。
（B）いいえ。スケジュールを調整できませんでした。
（C）はい。それは沢山の病気を治療することができますね。
正解（C）
薬が進化した結果、病気の治療ができる、と答えている（C）が正解。
（A)問題とは関係のないことを答えているので不正解。
（B)質問の progress から schedule を連想して選ばないこと。
33.Why don't you have some red wine with the meal?
（A）I am a vegetarian.
（B）Thanks, I would love to.
（C）I prefer brighter colors.
お食事と一緒に赤ワインはいかがですか？
（A)私は菜食主義者です。
（B)ありがとう。よろこんで。
（C)私は明るいさらに明るい色を好みます。
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正解（B)
why don't you～？で「～はいかがですか？」に対し、それに応じている答えとして（B)が正解。
（A)meal から vegetarian を連想して選ばないこと。
（C)red から color を連想して選ばないこと。
34.They will lay off 10 employees in my department as part of the restructuring
plan.
（A)Department stores are harsh.
（B)It's alyways nice to get a raise.
（C)We should be prepared for it.
リストラ計画の一環として、私の部署では 10 人が解雇される予定です。
（A）百貨店は厳しいのです。
（B）いつでも昇給するのはありがたいです。
（C) 我々も覚悟しておくべきだよ。
正解（C)
解雇されるかもしれない可能性を示唆しているので、それに備えるべきだと述べている（C）が正解
（A）department と音が似ているという理由で選ばないこと。
（B)昇給（raise)と解雇は無関係なので不正解。
35.Do we have enought budget to conduct the next seminar?
（A)That's more than enough.
（B)It will happen on the day after tomorrow.
（C)When will it be conducted?
次のセミナーのための十分な予算が私たちにはありますか？
（A)それは十分過ぎるよ。
（B)明後日にそれは起こります。
（C)いつ行われるのですか？
正解（C)
セミナーのための予算の有無をたずねているのに対し、まずセミナー開催の時期をたずねている（C)
が正解。
（A)質問と同じ言葉が使われているという理由で選ばないこと。
（B)next から after を連想して選ばないこと。
36.Mr.Tully was finally offered the transer to another section, wasn't he?
(A)What will be his new duties be?
(B)I like the firm very much.
(C)He accepted the job offer.
タリーさんはついにほかの部署への異動をオファーされたんですよね？
（A)彼の新しい職務は何になるの？
（B)私はその会社が大好きです。
（C)彼はその仕事のオファーを受け入れました。
正解（A)
新しい部署における、彼の職務についてたずねている（A）が正解。
（B)本文に対する答えとしては不適切。
（C)質問中と同じ言葉を使っているという理由で選ばないこと。
37.Are we taking the shuttle bus or taxi to the hotel?
（A）The local asscociate will pick us up.
（B）They are trained well.
（C）Fill out the tax form, please.
私たちはホテルまでシャトルバス、それともタクシーを使うのですか？
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（A）地元の従業員が迎えに来てくれる予定です。
（B）彼らはとても良く訓練されている
（C）税金申告書に記入してください。
正解（A）
交通手段についてたずねているので、迎えにきてくれる、と答えた（A）が正解。
（B）質問から train を連想し、それと似た音である trained があるという理由で選ばないこと。
（C）質問の taxi と音が似ているという理由で選ばないこと。
38.Why was the plant forced to halt its assembly line for a week?
（A）They couldn't assemble the line.
（B）Due to the weather condition.
（C）Many workers contracted an illness.
なぜ組立ラインを一週間強制停止する計画が実施されたのですか？
（A）彼らはラインを作ることができなかった。
（B）天候条件が原因です。
（C）多数の従業員が体調不良になったんです。
正解 (B) か（C）
工場の組立ラインが停止した理由として考えられるのは（B)と（C）のみである。
（A）質問と同じ言葉が使われているという理由で選ばないこと。
※問題のミスのためどちらを選んでも正解です。
39.Where are you going to send the products that are marked down for clearance?
（A）It will be packed for outletmall.
（B）To the customs clearance.
（C）It's written on the instruction.
在庫一掃セールのために値下げされた製品はどこに送るつもりですか？
（A）アウトレットモール用にパックされます。
（B）通関手続きです。
（C）使用説明書に書いてあります。
正解（B）
Where～？「どこに？」と製品の送り先をたずねているので、その場所を答えている（B）が正解。
（A）送り先について言及していないので不適切。
（C）使用説明書は質問内容とは無関係なので答えとして不適切。
40.Would you like me to search for an inexpensive venue?
（A）We have revenue short fall.
（B）Yes.It wasn't cheap at all.
（C）Sam has already found one.
どこか安価な会場を私が探しましょうか？
（A）歳入が少し落ち込んでいます。
（B）はい。それは全く安くなかったです。
（C）サムがすでに場所を見つけましたよ。
正解（C）
Would you like me to～？「私が～しましょうか？」と述べているのに対し、
その行為をすでに済ませた人間に言及している（C）が正解。
（A）質問の venue と音が似ているという理由で選ばないこと。
（B)質問の inexpensive（安価な～）と似た意味の言葉が使われているという理由で選ばないこと。
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【Part3】
Questions 41 through 43 refer to the following conversation:
Woman: What happened? You look sleepy. Does your baby still cry at night?
Man: No. I was preparing the materials for the presentation for production
development meeting until late last night, and I hardly got any sleep. And then
when I was away from the desk for a moment, the security software update started
suddenly and rebooted my computer. All of the data was gone, so I had to start
everything all over.
Woman. Oh, it must have been horrible! Didn't you save the file?
Man: Yes I did, but because of the security protection on my computer, all of the
data that is not saved to specified folders is deleted automatically upon reboot.
You know, we are not supposed to carry our client data with us when we take the
computer outside of office.
女性：どうしたの。寝不足に見えるけど。まだお子さんの夜鳴きがひどいの。
男性：いや、今日の新商品開発会議のプレゼン資料を夜遅くまで作っていてほとんど眠れなかったん
だ。ちょっと席を外している間にセキュリティソフトのアップデートがかかってパソコンが再起動し
てしまったんだ。それでやり直しさ。
女性：それはお気の毒に。セーブしなかったの。
男性：いや、セーブはしていたんだけど、僕のパソコンはセキュア PC なので指定のフォルダに保存
しないと、再起動したらデータが消えるようになっているんだ。外回りのときに取引先のデータを持
ち運ぶわけにはいかないからね。
Question 41
Why is the man sleepy?
(A) He was drinking with his clients until late at night.
(B) He was preparing materials for the meeting.
(C) His baby was crying at night.
(D) He did too much desk work.
男性はどうして寝不足なのですか。
(A) 顧客と飲んでいた
(B) 資料を作っていた
(C) 子供が泣いていた
(D) 事務作業をやり過ぎた。
正解 （B）
男性が 2 回目の発言で I was preparing the materials「資料の準備をしていた」といっている。
Question42
Why did he lose the data?
(A) The computer was out of order.
(B) He forgot to save the file.
(C) He was a carrying the data with him.
(D) The security protection system started working.
どうしてデータが消えてしまったんですか。
(A) パソコンの不具合
(B) 保存を忘れていた
(C) データを持ち運んでいた。
(D) セキュリティ防護システムが作動した。
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正解 （D）
男性が 2 回目の発言で because of the security protection「セキュリティ防護による」と言及
している。
（A） out of order 「故障した」
Question43
What is the man's position?
(A) Sales.
(B) Marketing.
(C) Accounting
(D) Janitor
男性は何をしていますか。
A 営業
B マーケティング
C 経理
D 清掃員
正解 （A）
男性が 2 回目の発言で、we are not supposed to carry our client data with us when we
take the computer outside of office「外回りのときに取引先のデータを持ち運ぶわけにはいか
ないからね」といっている。外回りをするのは男性が営業担当だからである。
(C)
Accounting 「経理」 （D）Janitor 「清掃員」
Questions 44 through 46 refer to the following conversation:
Woman: I am done with my work today. I cannot miss the bus. I might be able to
catch it if I leave right now.
Man: You don't have to hurry so much. They changed their time schedule yesterday,
so you have about 20 minutes before the next bus arrives. I think you should wait
here since it’s raining outside.
Woman: Yes. But I just checked the arrival time on my phone, and it says the
previous bus was late, and it will be here in 5 minutes. My son is sick today so I
would like to get home as soon as I can.
女性：今日はこれで失礼します。バスに乗り遅れるといけませんから。今出ればぎりぎり間に合いま
す。
男性：急がなくても大丈夫ですよ。一昨日から時刻表が変わって、次のバスが到着するまであと 20 分
もあります。いまは雨が降っているし、ここで少し待っていた方が良いですよ。
女性：でも携帯電話で到着予定時刻を検索したら、一つ前のバスが遅れていて 5 分後に到着するみた
いなんです。今日は子どもが体調を崩したみたいなので、一刻も早く帰りたいのです。
Question44
Where does this conversation take place?
(A) At the office.
(B) At the bus station.
(C) On the street.
(D) In the elevator.
この会話はどこで行われていますか。
(A) オフィス
(B) バス停
(C) 道端（Street）
(D) エレベーター
正解 （A）
女性が 1 回目の発言で、I am done with my work today「今日はこれで失礼します」と述べてい
る。
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Question45
What does the man suggest?
(A) Go home by train.
(B) Find another bus station.
(C) Leave for the bus station immediately.
(D) Wait for the next bus.
男性の提案は何ですか。
(A) 電車で帰る
(B) 別のバス停を探す
(C) 急いでバス停に行く
(D) 次のバスを待つ
正解 （D）
男性が 1 回目の発言で、I think you should wait here since it is raining outside.「いまは雨
が降っているし、ここで少し待っていた方が良いですよ」と述べている。
（C）immediately 「即座に」
Question46
Why is the woman in a hurry?
(A) She has to go to the hospital.
(B) She has to buy a cell phone.
(C) Her child is sick.
(D) It will start raining soon.
女性はなぜ急いでいますか。
(A) 病院に行くから
(B) 携帯電話を買いに行くから
(C) 子供が体調不良だから
(D) 間もなく雨が降り出すから
正解 （C）
女性が 2 回目の発言で My son is sick today so I would like to get home as soon as
possible.「今日は子供が体長を崩したみたいなので、一刻も早く帰りたいのです」
Questions 47 through 49 refer to the following conversation:
Woman: Hey, did you get the medical check up notice for this May? It's almost here
and I can’t seem to find any information about it.
Man: Really? I've got one. You should take a look in your inbox for e-mails received
on April 25th around 5pm. The subject should be "Notice for the company medical
check up".It might be in the trash box.
Woman: I couldn't find it in the trash box. I think it might be because I am still on
probation. I will double check with the General Affairs Department. Would you tell
me their extension number?
女性：ねえ、5 月の健康診断の案内ってもう来た?もうそろそろなのに、探しても案内が見つからない
のよ。
男性：そう?僕には届いているよ。4 月 25 日の 17 時に受信履歴を探してみて。
件名は、「社内健康診断実施のお知らせ」になっているね。ゴミ箱に入っているかもよ。
女性：ゴミ箱にもないわね。私はまだ試用期間だから対象になっていないのかしら。
総務にもう一度確認するわ。内線番号を教えてくれる?
Question47
What is the problem?
(A) She received bad results from the medical check up.
(B) She doesn't know how to get to the Generel Affairs office.
(C) The invitation was thrown away.
(D) She hasn't gotten the e-mail yet.
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何が問題ですか。
A 健康診断の結果が悪かった。
B 総務のオフィスへの行き方がわからない。
C 招待状が捨てられていた。
D メールが届いていなかった。
正解 （D）
女性の 1 回目の発言で I can’t seem to find any information about it「案内が見つからないの
よ」と男性に尋ね、男性は E メールの受信歴を探すように女性に促している。
（A） medical check up 「健康診断」 （B）General Affairs Office 「総務」
Question48
What did the man say is the cause of the problem?
(A) Her e-mail inbox is full.
(B) She has deleted the e-mail.
(C) She is on her probation period.
(D) She is not eligible to receive the check up.
男性は問題の原因を何だと予想していますか。
(A) メールボックスの容量が一杯になっている。
(B) 彼女がメールを消してしまった。
(C) 彼女がまだ試用期間中である。。
(D) 彼女が健康診断の対象外になっている。
正解 （B）
男性が 1 回目の発言で、It might be in the trash box.「ゴミ箱に入っているかもよ」と述べてい
ることから、女性が削除した可能性があると思っている。
（B） probation period 「使用期間」
（D）eligible 「資格がある」
Question49
What might the woman do next?
(A) Search the trash box.
(B) Have the man to send an email.
(C) Meet with the company doctor.
(D) Talk to the department in charge.
女性はこの後どうしますか。
(A) ゴミ箱の中を探す
(B) 男性にメールを送ってもらう
(C) 会社担当の医師に掛け合う
(D) 関係部署に電話する
正解 （D）
女性が 2 回目の発言で、I will double check with the General Affairs Department「総務
にもう一度確認するわ」と述べている。
（A） trash box 「ゴミ箱」 （D）in charge 「～の担当である」
Questions 50 through 52 refer to the following conversation:
Woman: Hey, Mitsuo. It seems like the customer in room number 704 is saying the
air conditioner is broken. Did you make the inquiry about it to the engineers?
Man: No, I don't think it's necessary. When I went to check on the room, the
batteries in the remote control were dead. I replaced the batteries, so I think it's
fine now.
Woman: It isn't. A moment ago they contacted me because the air conditioner
made a loud, strange noise. After you replaced the batteries did you confirm that it
worked?
Man: I'm sorry, checking it escaped my mind. I will arrange for an engineer to come
very soon.
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女性:ねえ、みつお。704 号室のお客様がエアコンの調子が悪いと言っているみたいだけどエンジニア
に問い合わせてくれた？
男性：いえ、その必要はないと思います。部屋に行って調べたところ、リモコンの電池切れでした。
新しい電池に交換しましたのでもう大丈夫だと思います。
女性：そうじゃないわよ。さっきエアコンから異音がしてうるさいと連絡があったわ。電池を交換し
た後にちゃんと動作を確認したの。
男性：すみません、確認が漏れていました。すぐにエンジニアに来てもらうように手配します。
Question50
Who is the man?
(A) Telephone Operator
(B) Garbage Collector
(C) Hotel staff
(D) Engineer
男性は誰だと考えられますか。
(A)電話交換手
(B)清掃員
(C) ホテルマン
(D) エンジニア
正解 （C）
全般的に男性と女性がホテルのエアコンの問題について話していることや、男性が 1 回目の発言で I
went to check on the room「部屋に行って調べた」、I replaced the batteries「電池を交換
した」などと述べていることから、そういった行為を行うのは男性がホテルマンだからである。
Question51
What is the problem?
(A) The air conditioner does not turn on.
(B) They cannot find the batteries.
(C)The air conditioner makes strange sounds.
(D) The remote control is broken.
問題は何ですか。
(A)エアコンが動作しない。
(B) 電池がみつからない。
(C)異音がする。
(D)リモコンが壊れている。
正解 （C）
女性が 2 回目の発言で、they contacted me the air conditioner made a loud, strange
noise「エアコンから異音がしてうるさいと連絡があった」と述べているので、正解は（C)。
Question52
What is the woman suggesting should be done?
(A) Contact the customer.
(B) Call the engineer.
(C) Replace the batteries.
(D) Confirm the issue.
男性は何をすると申し出ていますか。
(A) お客様に連絡する。
(B) エンジニアを呼ぶ。
(C) 電池を交換する。
(D) 現象を確認する。
正解 （B）
男性の 2 回目の発言で I will arrange for an engineer to come very soon「すぐエンジニアに
来てもらうように手配します」と述べているので正解は（B）。
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（B）replace 交換する
（D）confirm 確認する
Questions 53 through 55 refer to the following conversation:
Woman: Next week there is a meeting for the development of new goods, so I
reserved Conference room A. It seems it will fit about 15 people comfortably.
Man: Yes. However, the projector in Conference Room A is broken. I wonder if we
can reserve Conference Room B. Its capacity is 16 people.
Woman: Unfortunately, Conference Room B is already reserved at that time.
Conference Room C is available, but I think it can only hold 8 people. How about
Conference Room D?
Man: Conference Room D cannot be used as an internal meeting room. There's no
other choice. Let's go with our first plan. I'll go to the manager and borrow a
projector.
女性：来週、新商品の開発のための会議のために、会議室 A を予約したんだけど、どうやら 15 人は
十分入れそうなのよ。
男性：そうだね。でも会議室 A のプロジェクターの調子が良くないんだ。だから会議室 B を予約でき
ないかな。16 人は入れるよ。
女性：残念ながら、その時間帯は会議室 B は予約済みなの。会議室 C は利用可能なんだけど、収容人
数が 8 人だけなんだよね。会議室 D はどう？
男性：会議室 D は、社内会議用には使用できないんだ。他に選択肢はないね。最初のプラン通りでい
こう。マネージャー言ってプロジェクターを借りてくるよ。
Question53
How many people will participate in the meeting?
(A) 16
(B) 15
(C) 10
(D) 8
ミーティングに参加する人数は何人ですか？
（A)１６
（B)１５
（C)１０
（D)８
正解 （B)
女性の一文目の発言で、15 人は入れる、述べていることから答えは（B)。
Question54
What was said about Conference Room C?
(A) It is too small.
(B) The equipment is broken.
(C) It is already reserved.
(D) It is only to be used by customers.
会議室 C について何が言われていますか？
（A)小さすぎる
（B)設備の調子が悪い。
（C)すでに予約されている
（D)客人用として使用されている。
正解 （A）
but I think it can only hold 8 people.（8 人しか入らない）、と述べられていることから正解は
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（A)。
他の選択肢は根拠がない。
Question55
Where will the meeting be held?
(A) Conference Room A
(B) Conference Room B
(C) Conference Room C
(D) Conference Room D
どこで会議が行われますか？
（A)会議室 A
（B)会議室 B
（C)会議室 C
（D)会議室 D
正解 （A）
男性の 2 回目の発言で、「最初のプランでいこう」と述べていることから、正解は（A)。
Questions 56 through 58 refer to the following conversation:
Mark: Hey, Julia. What do you think would be good for this year's Art Appreciation
Festival? I think a musical would be good, but...
Julia: You’re right, last year was an orchestra concert after all. Every year it
rotates between traditional performance art, theater, and music, so next it should
be a traditional performance art.
Mark: That's true, but you remember when Kabuki was performed three years ago,
don't you? Almost all of my students were either very noisy or fell asleep.
Julia: Well then, how about Rakugo? Because we received an information
pamphlet earlier, I will certainly see if I can find it.
マーク：ねえ、ジュリア。今年の芸術鑑賞会の演目は何が良いと思う？僕はミュージカルが良いと思
うんだけど。
ジュリア：確か去年はオーケストラだったよね。毎年、伝統芸能、演劇、音楽とローテーションして
いるから次は伝統芸能の番じゃないかしら。
マーク：そうなんだけど、三年前歌舞伎をみせたときのことを覚えているだろう。うちの生徒のほと
んどが騒いだり、寝てしまっていただろう。
ジュリア：だったら落語なんてどうかしら。確か、この前案内の冊子が送られてきたから探してみる
わ。
Question56
What are they talking about?
(A) Plans for the holiday break
(B) Training
(C) New merchandise
(D) Planning for an event
問題 何について話していますか。
A 休日の予定
B トレーニング
C 新しい商品
D イベントの企画
正解 （D）
会話全体から判断する。冒頭で What do you think would be good for hits year’s Art
appreciation Festival?「今年の芸術鑑賞会の演目は何が良いと思う？」と、イベントで見る演目
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についての話をしていることから、正解は（D）。
（D）merchandize「商品」
Question57
What is their profession?
(A) Businessmen
(B) Teachers
(C) Musicians
(D) Artists
問題 彼らは何をしていますか。
A 営業
B 教師
C 音楽家
D 芸術家
正解
（B）
男性が 2 回目の発言で、Almost all of my students were either very noisy or slept.「うち
の生徒のほとんどが騒いだり、寝てしまっていただろう」と、「自分の生徒」と表現していることか
ら彼らは教師であると推測できるので、正解は（B）。
Question58
What kind of program is the woman suggesting?
(A) Traditional performance art
(B) Theater
(C) Music
(D) None of these
問題 女性は今年の演目に何を提案していますか。
A 伝統芸能
B 演劇
C 音楽
D どれでもない
正解 （A）
女性が 2 回目の発言で、how about rakugo?「落語なんでどうかしら？」と述べているので、正解
はその言い換えの「伝統芸能」である（A）。
Questions 59 through 61 refer to the following conversation:
Man: Thank you for all of your help. I am Alex Van from AT&T foods. I have an
appointment at 4:30pm with the business manager, Ms. Natalie Frisia.
Woman: Oh, Mr. Van. Thank you for waiting. Please proceed to the ninth floor. This
security card is proof that you are allowed entrance. If you place the card next to
the sensor on the right side of the entrance, the door will open. As proof of your
entrance, please sign your name.
Man: I think it will be past 6 o’clock when I leave, so how would you like me to
return the card?
Woman: I believe the front door will be locked, so I think you will be leaving to the
employee entrance. Please leave the card with the person you are meeting.
男性：いつもお世話になっております。AT&T フーズのバン・アレックスです。
営業部長のナタリー・フリジア様と 16 時 30 分に打ち合わせのお約束で参りました。
女性：バン様ですね。（間）お待ちしておりました。では、9F にお上がりください。
こちらがセキュリティカードと入館証になります。入り口左側にございますセンサーにカードを近づ
けていただきますとドアが開きます。入館証には面会者のサインをもらってください。
男性：退館時間が 18 時を過ぎてしまうと思うのですが、カード類の返却はどのようにしたら良いで
しょうか。
女性：正面の出口は締まっているかと思いますので、社員通用口から出ていただくことになるかと思
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います。カードは弊社の面会者の者にお渡しください。
Question59
Where does this scene take place?
(A) An office
(B) A station
(C) A hotel
(D) A store
問題 ここはどこですか。
A オフィス
B 駅
C ホテル
D お店
正解 （A）
会話の内容全体や、キーワードから判断する。an appointment at 16:30 with the business
manager「16 時 30 分に営業部長とのお約束」、security card「セキュリティカード」, front
door「フロントドア」,employee entrance「社員通用口」などから、正解は（A）。
Question60
What is the woman instructing the man to do?
(A) Wait for the person in charge to appear.
(B) Go up to the interview.
(C) Confirming the appointment time.
(D) Calling the person in charge.
問題 女性は男性に何をするように言いましたか。
A 担当者が現れるのを待つ。
B 直接上にあがる。
C 約束時間を確認する。
D 担当者に電話する。
正解 （B）
女性が 1 回目の発言で Please proceed to the ninth floor.「９ F にお上がり下さい」と述べてい
るので正解は（B）。
Question61
After 6 p.m. who should the card be returned to?
(A) The secretary
(B) The security officer
(C) The receptionist
(D) Natalie
正解 （D）
女性が 2 回目の発言で、Please leave the card with the person you are meeting/「カード
は弊社の面会者のものにお渡しください」と述べているので正解は（D）。
（A）secretary「秘書」
（B）security officer「警備員」 （C）receptionists 「受付」
Questions 62 through 64 refer to the following conversation:
Man: Hello, is this Ms.Crisky? It’s David McDonald speaking. Your laptop has been
repaired, but it appears that the power cable will not be delivered to us on time.
The scheduled return of your laptop will be delayed by one week.
Woman: Oh no! I was going to bring it with me for my business trip. Couldn’t you
just send me back the laptop first and send me the power cable afterwards?
Man: If it’s just the laptop that you need, we will be able to send it back to you
tomorrow. However, you will not be able to turn on the laptop without the power
cable, would that be alright with you?
Woman: That's ok because I have a spare one so just send me the pc tomorrow.
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Thanks.
男性：もしもし、Crisky さんですか？私は David Mcdonald です。あなたのラップトップ PC の修
理がすでに完了したのですが、PC の自宅へのお届けが一週間遅れます。
女性：なんですって！出張に持って行く予定だったのよ。先に PC だけ送ってもらって、電源ケーブ
ルを後から送ってくれないかしら？
男性：もし必要なのがラップトップのみでしたら明日までには送ることができます。しかし、電源
ケーブルなしにはラップトップの電源を ON にできませんよ。
女性：予備のものをもっているから大丈夫よ。だからあした PC を送ってください。ありがとう。
Question62
What is the purpose of this call?
(A) To inform late delivery
(B) To inform the delivery cost
(C) To inform lost items
(D) To apologize to the female speaker
電話の目的はなんですか？
（A)配送の遅れを知らせるため。
（B)配送費用を知らせるため。
（C)紛失したものを知らせるため。
（D)女性に謝罪するため。
正解 （A)
男性の一回目の発言で、PC の配送が遅れること述べられているので正解は（A)。
Question63
What did the female speaker suggest?
(A) To wait for complete parts
(B) To have the laptop sent back first
(C) To have the power cable sent back first
(D) To have a new laptop sent
女性は何を提案していますか？
（A)すべての部品が届くまで待つこと。
（B)ラップトップ PC を先に送ること。
（C)電源ケーブルを送ること。
（D)電源ケーブルの注文をキャンセルすること。
正解 （B)
女性が 1 回目の発言で先に PC のみを送ることを提案しているので、正解は（B)。
Question64
What will the male speaker do after this phone call?
(A) Send a new laptop
(B) Send her the laptop
(C) Send the power cable
(D) Cancel the order for a power cable
電話の後、男性は何をしますか？
（A)新しいラップトップを送る。
（B)彼女にラップトップを送る。
（C)電源ケーブルを送る。
（D)電源ケーブルの注文をキャンセルする。
正解 （B)
女性が 2 回目の発言で、予備の電源ケーブルがあるので、PC のみ送るように頼んでいるので、正解は
（B)。
Questions 65 through 67 refer to the following conversation:
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Man: Hey Ms. Canary! I heard the new evaluation system for employee performance
was announced yesterday at the meeting. Would you tell me more about the
details? I had a terrible headache yesterday and had to leave early.
Woman: The details were quite shocking! There will be more evaluations in one
year, and while there might be more chances to increase our salaries, criteria for
promotions got even stricter than before. I can only imagine that the management
team is trying to suppress our wages. The details will be posted on the portal site
soon, so it’s better to check there if you want to confirm the details.
Man: That’s great news for me! Now that the cycle is shorter for evaluating
employee performance, just based on that, I think there will be more chances for
promotion.
男性：やあ、カナリー！社員の新しい評価システムが昨日の会議で公表されたって聞いたんだけど、
詳細を教えてくれるかな？昨日は頭痛がひどくて、早退してしまったんだ。
女性：詳細はかなりショッキングなものだったわ。一年内の評価数が増えたの。そして、給料が増え
るチャンスがある一方で、昇進の要件が以前よりも厳しくなったのよ。経営陣側は、賃金を抑えよう
としているとしか思わないわ。明日ポータルサイトに詳細が記載されるから、詳細確認したければ見
てみるといいわよ。
男性：僕にとっては素晴らしいニュースだよ。社員評価のサイクルが短くなったということだから、
つまり昇進のチャンスが増えるということだよね
Question65
Why couldn’t the male speaker attend the meeting?
(A) He had other meetings
(B) He was on a business trip
(C) He wasn’t feeling well
(D) He was in a traffic jam
男性はなぜ会議に参加できなかったのですか？
（A)他のミーティングがあった。
（B)出張していた。
（C)具合が悪かった。
（D)交通渋滞にあっていた
正解 （A)
男性が一回目の発言で「頭痛がひどくて～」と述べているので正解は（A)。
Question66
What does the female speaker think about the new system for evaluating employee
performances?
(A) Suspicious
(B) Charming
(C) Challenging
(D) Epic
女性は、新しい社員評価システムについてどう思っていますか？
（A)疑わしい
（B)魅力的である
（C)やりがいがある
（D)素晴らしい
正解 （A)
女性が一回目の発言において、「経営陣側は賃金を抑えようとしている～」と述べているので、
評価システムとしては疑わしい、というニュアンス。よって正解は（A)
Question67
Where can you confirm the details of the evaluations?
(A) Company network
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(B) E-mail
(C) Notice board
(D) The next meeting
どこで詳細を確認することができますか？
（A)会社のネットワーク
（B)E-mail
（C)掲示板
（D)次回のミーティング
正解 （A)
女性が一回目の発言で、ポータルサイトに載せられることを述べているため
その言い換えである（A)が正解。
Questions 68 through 70 refer to the following conversation:
Man: Excuse me, I am planning to attend the jungle tour tomorrow, and I would like
to leave my baggage behind. Would you be able to hold my suitcases here after I
check out?
Woman: Of course! Baggage check is free of charge on the day you check out.
However, we will be charging $5 per bag each day after the first day. We can only
keep your baggage for up to one week. In addition, please do not leave any
valuable belongings.
Man: I see. I would like to check two suitcases if possible. I will be back the day
after tomorrow.
Woman: Certainly. Please fill out the required information on this form, and hand it
over along with your baggage when you check out.
男性：すみません、明日からジャングルツアーに参加する予定なのですが、荷物を置いていきたいと
思っています。チェックアウト後にトランクを預かってもらいたいのですが大丈夫ですか。
女性：勿論です。荷物のお預かりはチェックアウト当日中であれば無料です。
ただし、日をまたぐと 1 つの荷物につき 1 日 5 ドルいただきます。また、お預かりできる期間は 1 週
間が上限となっております。なお、貴重品は預けないようお願いします。
男性：分かりました。トランクを 2 つ預かってほしいのですが。戻りは明後日になります。
女性：かしこまりました。こちらの用紙に必要事項を記入の上、チェックアウト時に荷物と一緒にお
渡しください。
Question68
Where is this conversation taking place?
(A) In a restaurant
(B) In the airport
(C) In the hotel
(D) In the travel agency
この会話はどこで行われていますか？
（A)レストラン
（B)空港
（C)ホテル
（D)旅行代理店
正解 （C)
チェックアウトしたり、荷物を預ける場所はホテルなので正解は（C)。
Question69
What will the male speaker do tomorrow?
(A) Make a flight reservation.
(B) Dine out with customer.
(C) Move to other areas.
(D) Participate in the tour.
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男性は明日何をしますか？
（A)フライトの予約をする
（B)客と外食をする
（C)他の場所に引っ越す
（D)ツアーに参加する
正解 （D)
男性が一回目の発言で「ツアーに参加する」と述べているので（D)。
Question70
How much will the male speaker pay for checking the baggage?
(A) Free of charge
(B) 5 dollars
(C) 10 dollars
(D) 35 dollars
男性は荷物を預けるためにいくら支払いますか？
（A)無料
（B)5 ドル
（C)10 ドル
（D)35 ドル
正解 （C)
女性が一回目の発言で一日 5 ドルかかるが、チェックアウト当日は無料と述べている。
男性は明日チェックアウトし、明後日戻り予定。預ける荷物は二つなので 5*2=10 ドルが正解。よっ
て（C)。
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【Part4】
Directions: You will hear some talks given by a single speaker. You will be asked to
answer three questions about what the speaker says in each talk. Select the best
response to each question and mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer
sheet. The talk will not be printed in your test book and will be spoken only one
time.
Questions 71 though 73 refer to the following announcement.
Good morning, everyone. This is an announcement concerning the point of contact
for business affairs during this year's end of the year holiday. This year there is a
point of contact for business affairs before the year is over until the 29th, and in
the New Year from January 10th. During this time, usual business for things such
as orders for business cards and equipment repairs will not be accepted. Please
note that after the 26th of this year, the traveling expenses and allowances for
August cannot be adjusted. Also, in regards to the end of the year holiday, because
there is support available for a security incident at any time, if an incident occurs,
please contact securiy@saicomputers.co.jp promptly. Please be aware we do not
correspond by telephone or fax.
みなさん、おはようございます。今年度の年末年始休暇における、総務の窓口業務についてお知らせ
します。今年の総務の窓口業務は年内は 29 日まで、新年は 1/10 からとさせていただきます。この間、
名刺の発注や備品の修理など通常の業務は受け付けておりません。ただし、宅配便の集荷など、お客
様の都合等でやむを得ない事情がある場合に限り、一部対応を行いますのでその際は個別にご相談下
さい。年内の交通費の清算業務は 26 日までとなっております。本年 26 日以降は 8 月の交通費・出張
旅費は精算できませんのでご了承下さい。また、年末年始のお休み中に関しましても、セキュリティ
事故等の対応は随時行いますので、事故が発生した際は、速やかに securiy@saicomputers.co.jp
まで、ご連絡をお願いいたします。電話や FAX での対応は行っておりませんのでご注意ください。
Question71
What is this announcement about?
(A) The point of contact for business affairs
(B) Cargo booking for express home delivery service
(C) Orders for business cards
(D) Equipment repairs
何についてのお知らせですか。
(A) 総務の窓口業務
(B) 宅配便の集荷
(C) 名刺の発注
(D) 備品の修理
正解

（A)
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冒頭部分で This is an announcement concerning the point of contact for business
affairs「総務の窓口業務についてのでお知らせです」と述べているので正解は（A）.
（A） the point of contact 窓口業務。
（B） Cargo collection 貨物の集荷
Question72
From what date are you unable to adjust travel expenses for August?
(A) December 26th
(B) December 29th
(C) December 30th
(D) January 10th
いつから 8 月分の交通費清算ができなくなりますか。
(A) 12 月 26 日
(B) 12 月 29 日
(C) 12 月 30 日
(D) 1 月 10 日
正解 （A）
7 文目で Please note that after the 26th of this year, the traveling expenses and
allowances for August cannot be adjusted「本年 26 日以降は 8 月の交通費、出張旅費は清算
できませんのでご了承ください。」とあるので正解は（A）
Question73
If there is a security incident, how do they wish to be contacted?
(A) Telephone
(B) E-mail
(C) Fax
(D) In person
セキュリティ事故が発生した場合、どうやって連絡すればよいですか。
(A) 電話
(B) メール
(C) FAX
(D) 来社
正解 （B)
8 文目で if an incident occurs, please contact securiy@saicomputers.co.jp promptly.
「事故が発生した際は、速やかに securiy@saicomputers.co.jp まで、ご連絡をお願いいたしま
す。」と述べているので、正解は（B）
Questions 74 though 76 refer to the following telephone message.
Hello, this is agent Noemiya from Paramount Career. I would like to inform you that
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you have been selected to attend the first interview for the company that you have
applied for. In the follow-up e-mail that will be sent to you later, please include your
preferred dates and time in your response. The interview will be conducted one-onone by the department manager, and you will be asked questions about your
employment records, reasons for your career move, and your objectives along with
your future vision. Please be prepared to answer those questions. The interview
location will be included in the follow-up e-mail. The interview preparation seminar
that you have applied for could be arranged for next Monday in the evening. Please
contact us today if you are still interested in attending.
こんにちは、パラマウントキャリアのノエミアです。ご応募中の企業より一次面接のご案内をいただ
きました。おめでとうございます。つきましては、ご希望の面接日程を後から送付するメールに複数
返信いただけますでしょうか。面接はテクノロジー部門のマネージャーと 1：1 で行われる予定です。
当日は、これまでの経歴説明や転職理由、志望理由、今後のキャリアビジョンなどが聞かれると想定
されますのでどのようにお答えするかご準備をお願いします。面接場所につきましては後からお送り
するメールにてご連絡させていただきます。また、以前ご要望いただきました面接対策ですが、来週
月曜日の夕方以降でしたら調整することが出来そうです。ご都合がよろしければ、本日中にお電話に
てご連絡ください。
Question74
Where does the caller work?
(A) Matrimonial agency
(B)Advertising company
(C)Employment agency
(D)Software vendor
電話をかけている人はどこで働いていると思われますか。
(A) 結婚相談所
(B) 広告代理店
(C) 人材紹介会社
(D) ソフトウエアベンダー
正解 （C）
１文目で、会社の名称 Paramount Career や、2 文目で you have been selected for the first
interview と、審査の結果を伝える立場にあること、また 7 文目で、面接対策のセミナーを開催でき
る立場にあることなどから、人材紹介会社であることがわかる。
(A)Matrimonial agency 「結婚相談所」（B）advertising「広告」 (D)vendor 「販売社」
Question75
Who will be the interviewer?
(A) A head of the department
(B)An executive
(C)The company president
(D)A sales representative
面接は誰と行いますか。
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(A)
(B)
(C)
(D)

現場のマネージャー
役員
社長
営業

正解 （A)
4 文目で、The interview will be conducted one-by-one by the technical department
manager「面接は技術部門のマネージャーと 1：１で行われる予定です」といっている。
（A）Department 「部門」 (B) executive 「重役」 (D)representative 「代表者」
Question76
What was agent Noemia asked for in advance?
(A) A question list
(B) A career change
(C) A seminar
(D) A hotel arrangement
男性は Noemia さんに何をお願いしていましたか。
(A) 質問リスト
(B) 転職
(C) 面接対策
(D) ホテルの手配
正解 （C)
7 文目で、The interview preparation seminar that you have applied for「以前ご要望いた
だきました面接対策ですが」と言及している。
（D）arrangement 「手配」in the evening.
Questions 77 though 79 refer to the following telephone message.
Hello Mr. Nick, this is James Pushukin calling from Lapas Library. You have signed
out 3 books on November 17th, and now they are overdue for more than one month.
One of the books has been reserved by several other members, and we would like
the book to be returned immediately. If they are not returned, you will no longer be
able to sign out any books from this library. We may also terminate your
membership accordingly. For the overdue books, please return them over the
counter, not by the return post. We are open until 8:00pm on weekdays, and 5:00pm
on weekends. If you have any difficulties, please call us to specify the date that
you are able to return these books. Thank you for your cooperation.
もしもし、Nick さまへのご伝言です。こちらは Lapas 図書館の James Pushukin です。Nick 様
が 11 月 17 日に当図書館にてお借りいただいた 3 冊の本の返却期限が 1 ヶ月過ぎております。
その中の 1 冊については、すでに他の方の予約が数件入っており、早急にご返却いただきたく思いま
す。お貸ししている本のタイトルは当図書館のウエブサイトにてご確認いただけます。
このまま返却いただけないと新たな貸出ができないばかりか、最悪の場合、今後の図書館の利用を停
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止させていただきます。返却期限が過ぎた本は、返却ポストではなく、必ずカウンターにてご返却願
います。開館時間は平日は 20 時まで、週末は 17 時までとなっております。
もし近日中に返却いただくことが難しい場合、いつまでに返却いただけるかお電話にてご連絡いただ
けますでしょうか。宜しくお願いします。
Question77
What is the date today?
(A) November 17th.
(B) October 17th.
(C) December 17th.
(D) January 17th.
今は何月何日ですか。
(A) 11 月 17 日
(B) 10 月 17 日
(C) 12 月 17 日
(D) 1 月 17 日
正解 （C）
2 文目で they are now overdue for one month.「返却期限が 1 か月過ぎております」といって
いる。
Question78
Where should the overdue books be returned?
(A) At the counter
(B) At the return post.
(C) At Lapas station.
(D) At any associate library.
返却期限を過ぎた本はどこに返却すればよいですか。
(A) カウンター
(B) 返却ポスト
(C) ラパス駅
(D) 提携の図書館
正解 （A）
7 文目で、For the overdue books, please return them over the counter, not by the
return post「返却期限が過ぎた本は、返却ポストではなく、必ずカウンターにてご返却に願いま
す」といっている。
（B） return post 「返却ポスト」 (D) associate library 「提携の」
Question79
What does Mr. Nick have to do if he cannot return the books immediately?
(A) Tell the reason why he can't.
(B) Tell them when he can return the books
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(C) Apply for the due date extension.
(D) Return only the books that he can.
すぐに返却できない場合、どうすれば良いですか。
(A) 返却できない理由を連絡する。
(B) 返却日を連絡する。
(C) インターネットで延長貸出の申請をする。
(D) 返却できる本だけ返却する。
正解 （B）
9 文目で、please call us to specify the date that you are able to return these books.
「いつまでにご返却いただけるかお電話にてご連絡いただけますでしょうか。」といっている。
（C）due date 「期日」 extension 「延長」
Question 80 though 82 refer to the following advertisement.
If you are looking for an affordable conference room in a convenient location,
Primary Conference should be your first choice. Our facility can be used for
numerous purposes such as for employee trainings, company seminars, circle
activities and so forth.
Moreover, all of our rooms are equipped with cutting-edge TV conference systems
so that you can have meetings with people even in remote places. Right now we
have launched a special discount campaign, in which you can use our equipments
such as projectors and whiteboards entirely free of charge. To check for the status
of available rooms, please visit our website at Primary Conference.com We are
open on weekends and holidays, and we also take same day reservations. You are
assured to find the perfect conference room for your needs.
格安で便利な貸し会議室をお探しでしたら、Primary Conferenece にお任せください。
会議、研修の他、企業説明会、面接会場、サークル活動など幅広い目的でご利用いただけます。
また、最新鋭のテレビ会議システムを全ての部屋に装備しており、遠隔地との会議にも適しておりま
す。今なら期間限定割引キャンペーンを実施しており、プロジェクターやホワイトボードなどの備品
は無料でお使いいただけます。空室状況をご覧いただくには、当社のウエブサイト、Primary
Conferenece.com にアクセスしてください。土曜日、日曜日、祝祭日も営業いたしており、当日の
予約も受け付けております。あなたの条件にぴったりの会議室がきっと見つかることでしょう。
Question80
What is true about the rental conference room?
(A) It can be used for various purposes.
(B) It is near the train station.
(C) It was renovated recently.
(D) It has a room service menu.
話し手は貸し会議室について何と言っていますか。
(A) 様々な目的で利用できる。
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(B)
(C)
(D)

駅から近い。
最近改装された。
飲食することができる。

正解 （A）
2 文目で Our facility can be used for numerous purposes「幅広い目的でご利用いただけま
す」といっている。
（A） purpose 「目的」 (C) renovated 「改築された」
Question81
Which of the following special deals are available during the campaign period?
(A Fifty percent discount for renting a room.
(B)One-hour free extention of renting time.
(C) Free usage of items.
(D) Bringing own items to use.
今ならどういった特典が得られますか。
(A) 通常の半額で利用できる。
(B) 1 時間無料で延長できる。
(C) 無料で備品が利用できる。
(D) 備品の持ち込みができる。
正解 （B）
4 文目で、Right now we have launched a special discount campaign…free of
charge「今なら期間限定割引キャンペーン…備品は無料でお使いいただけます」といっている。
（A） rent「借りる」 （B）extension「延長」 （C）usage「使用」
Question82
Until when will the reservation be taken?
(A) 1 week prior
(B) 3 days ahead
(C) The day before
(D) On the same day
予約はいつまで受け付けていますか。
(A) 1 週間前
(B) 3 日前
(C) 前日
(D) 当日
正解 （D）
5 分目で we also take same day reservation「当日予約受け付けています」と述べているので
正解は（D)。
Question 83 though 85 refer to the following advertisement.

33

解答解説

Do you have trouble falling asleep? Or do you always feel tired after sleeping.
These things could be caused by incorrect sleeping position. In this seminar, you
are going to learn tips on how to sleep well, and to select pillows that will help you
to get more efficient sleep, which allows you to improve the quality of your life. The
featured lecturer is Don Ming from the Damian Pillow Research Laboratory. It is
well-known for producing the popular orthopedic pillows, and they have been
conducting medical research in this field. For those who are interested in attending
this seminar, please register at the General Affairs desk by 5pm tomorrow. The
participants will receive an instructional DVD on how to make your own pillow. This
is your chance! Don’t miss it and register now.
夜ベッドに入ってもなかなか寝付けない、寝ても熟睡できず体力が回復しない。起きぬけからめまい
を感じる、外が明るくなっても起き上がれない、毎日気持ちよく眠れない。これらはすべてあなたの
“睡眠姿勢”が原因なのかもしれません。今回の講演では、睡眠を変えることで気力・体力をさらに
充実させ、より豊かな生活を送り仕事で成果を出すための貴重な睡眠＆枕情報をご提供します。講演
者は、ダミアン枕研究所 Don Ming さん です。ダミアン枕研究所は、枕外来で有名な整形外科の臨
床データを元に睡眠と枕について医学的な研究を行っており、マスコミにも多数取り上げられている
大人気の「整形外科枕」メーカーです。我が社にも愛用者がいらっしゃいます。この講演に興味のあ
る方は、明日の 17 時までに総務にてお申し込みください。なお、参加者には手作り枕の作り方説明
DVD をプレゼントします。ぜひ、この機会を見逃すことなく、奮ってご参加ください。
Question83
What is the purpose for of this speech?
(A) Introducing the correct sleeping methods
(B) Helping to solve sleeping problems
(C) Improving the quality of sleep
(D) Promoting the new product
この講演の主な目的は何ですか。
(A) 正しい睡眠方法を紹介する。
(B) 睡眠障害を解決する。
(C) 長時間睡眠を促進する。
(D) 新しい製品を宣伝する。
正解 （B)
前半で快適な睡眠がとれないかどうかを尋ね、それらを解決する手段として後半でセミナーについて
紹介している。つまり全編においては、睡眠障害の解決方法について話していることが分かることか
ら（B）が正解。
Question84
What is the speaker saying about Damian Pillow Research Laboratory?
(A )It received a famous award recently
(B) It has long records of achievement
(C) It was featured in the media
(D) It is well-liked throughout the world
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話し手はダミアン枕研究所について何といっていますか。
(A) 最近有名な賞を受賞した。
(B) 長年の実績がある。
(C) マスコミで紹介された。
(D) 全世界に愛用者がいる。
正解 (C)
6 文目で which has been featured in media coverage. とある。
（A） award「賞」
（B） achievement「実績」
（C） well-liked「よく好まれた」
Question85
What will the participants get from attending this seminar?
(A) Discount coupons
(B) Media
(C) A book
(D) Pillow
講演会の参加者には何が贈られますか。
(A) 割引券
(B) メディア
(C) 本
(D) 枕
正解 (B)
８文目で The participants will receive an instructional DVD on how to make your own
pillow.とある。Media は DVD の言い換え。
Question 86 though 88 refer to the following talk.
This is a report on traffic and road information at 3pm today. Access between Lore
IC and Moshi IC on Route 6 of Central Expressway is being closed due to icy roads.
Traffic will be detoured to National Route 9. However, due to narrow roads. on
certain parts of National Route 9, there will likely be traffic jams depending on the
time slot. To detour away from the traffic jam, take the Trenton Line or the detour
route that passes through Trenton depending on the road condition on National
Route 6. Please be advised of the winter conditions such as snowfall and frozen
roads, and make sure you have anti-slip measures such as snow chain. Enjoy a safe
trip.
本日 15 時時点の道路交通情報をお伝えします。中央自動車道 6 号線はローア IC からモシ IC 間で路
面凍結のため通行止めを行っております。通行止めの迂回路は国道 9 号線となります。ただし、国道
9 号線は一部道幅が狭く、時間帯により交通渋滞が予測されます。この国道 9 号線の渋滞を迂回する
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には中央道ンジャメナ線、または国道 6 号線によりンジャメナ経由で迂回するルートが利用できます。
なお、いずれの通路も冬季のため降雪や路面凍結する場合がありますのでチェーン等の滑り止めを必
ず携行し、十分注意して運航してください。
Question86
What is happening on Route 6?
(A) A traffic jam
(B) A traffic accident
(C) Frozen roads
(D)Road construction
6 号線で何が起こっていますか。
(A) 渋滞
(B) 交通事故
(C) 路面凍結
(D) 道路工事
正解（C）
2 文目に Access between Lore IC and Moshi IC on Route 6 of Central Expressway is
being closed due to icy road.「中央自動車道 6 号線はローア IC からモシ IC 間で路面凍結のた
め通行止めを行っております」とある。
（A）traffic jam 「交通渋滞」（D）construction「工事」
Question87
What is being said about National Route 9?
(A )It is experiencing road closure
(B )High risk of traffic jams
(C )There are speed limit regulations
(D) The construction has recently been completed
国道 9 号線について何が言われていますか。
(A) 通行止めになっている
(B) 渋滞する可能性がある
(C) 制限速度規制がある
(D) 最近完成した
正解（B）
4 文目に there will likely be traffic jams「交通渋滞が予測されます」とある。
（A） road closure「通行止め」
（C）regulation 「規制」
（D）complete 「完成させる」
Question88
What does the speaker ask listeners to do?
(A )Adhere to the speed limit
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(B) Take anti-slip measures
(C) Avoid unnecessary car trips
(D) Fuel the car
聞き手は何をするように言われていますか。
(A) 制限速度を守る
(B) 滑り止め対策をする
(C) 車での外出を控える
(D) 給油をする
正解（B）
6 文目に make sure you have anti-slip measures such as snow chain「チェーン等の滑り
とめ必ず携行してください」とある。measure 「対策、手段」は strategy の言い換え。
（A）adhere to～「～を順守する」
（B）strategy「対策」
（C）avoid「～を避ける」
（D）refuel「給油する」
Question 89 though 91 refer to the following talk.
Welcome to San Juan Temple, where it was added to the UNESCO World Heritage
List in July 2012. San Juan Temple is dedicated to the Sun God Jino, and the altar
was constructed for the purpose of controlling the movement of the Sun. The
interior of the temple has been richly colored, and the walls have been delicately
sculpted along with many other decorations. The beauty of this temple led to it
being called “The Jewel of Centre Mayol Island”. While a majority of the buildings
that have high historic values were burned down as a result of many wars, a
restoration project has been taking place for the last five years. Please remove
your footwear here as we are about to tour the inside of the building and I will
show you around.
サンファン寺院にようこそお越しくださいました。サンファン寺院はユネスコの世界遺産に 2012 年
7 月に登録されました。サンファン寺院は太陽神ジノーに献じられ、太陽の運行を司るための祭壇とし
てつくられました。寺院の内部は極彩色で彩られ、壁面には細かく繊細な彫刻が施すなど善美を尽く
しているところが多くみられ、その美しさからセントマイヨール島の宝石とも言われています。この
歴史的価値が非常に高い建造物も幾多の戦火に見舞われ、その大部分が焼失してしまいましたが、5 年
ほど前に修復作業によって現在の形となりました。ではここで内部見学のためにここで皆様履物を脱
いでいただけますでしょうか。ご案内いたします。
Question89
Who is the speaker?
(A )An interested party of the temple
(B) A tour conductor
(C) Owner of the hotel
(D) UNESCO staff
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話し手は誰ですか。
(A) 寺院の関係者
(B) ツアーコンダクター
(C) ホテルのオーナー
(D) ユネスコの職員
正解（B）
全編にわたってサンファン寺院の歴史や建造物について話しているほか、6 文目で and I will show
you around「（本人が）ご案内します」と述べている。(A）interested party 「関係者、当事
者」
Question90
What is being said about San Juan Temple?
(A) It was made from rocks.
(B) It has been repaired before.
(C) The pillars are studded with jewels.
(D) It has been said to be the Temple of the Sun.
サンファン寺院について何が言われていますか。
(A) 石をくりぬいて作られた
(B) 修復作業が行われたことがある
(C) 柱に宝石が散りばめられている
(D) 太陽の寺院と言われている
正解（B）
５文目に restoration project has taken place five years ago to restore the building to
the present state「5 年ほど前に修復作業によって現在の形となりました」とある。
（B）repair「修理する」（C）stud with～「～で散りばめる」
Question91
What is the Listener going to do next?
(A )Take a picture
(B) Observe the dance
(C) Make a prayer
(D)Take off their shoes
聞き手はこれから何をしますか。
(A) 写真を撮る
(B) 踊りを見学する
(C) お祈りをする
(D) 靴を脱ぐ
正解（D）
6 文目に please remove footwear「ここで皆様履物を脱いでいただけますでしょうか」とある。
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（B） observe「見学する」（D）take off～「～を脱ぐ」
Question 92 though 94 refer to the following talk
Thank you for attending our session today. First of all, I would like to introduce
members of Sharey Health Project Committee. Our project was founded as a
project with the intention to provide the assistance needed to increase the health
awareness of Sharey employees. Last year we received many comments on
wanting to set up a fitness club in the company and we were able to satisfy the
demands from the employees to the full extent on a limited budget. Now Sharey
Fitness Club is officially opened today. Moving on, Mr. Bodga Soel, who is in charge
of this project, is going to talk about how to use these facilities. Mr. Soel, go ahead.
みなさま、お集まりいただきありがとうございます。まず始めに、Sharey Fitness Club の創設に
携わった Sharey Health Project 委員会の皆様をご紹介したいと思います。Sharey Health
Project とは、Sharey 社員の健康意識を高めるきっかけを提供することを目的に有志で結成された
プロジェクトです。昨年、社員の皆様に「健康維持のためにあったら利用したいサービス」について
募集したところ、社内フィットネスクラブをつくってほしいとの意見が数多く挙がりました。そこで
委員会のメンバーは、限られた予算の中で、社員からの要望をできる限り満たそうとこの 1 年間尽力
してくれました。その甲斐あって、本日無事、Sharey Fitness Club をオープンすることができま
した。それでは、このプロジェクトで責任者を務められた Bodega Soel 氏から施設の利用方法につ
いてお話いただきたいと思います。Soel さん、お願いします。
Question92
Who is the speaker speaking to?
(A) Employees of Sharey
(B) Members of the committee
(C) Sport athletes
(D) Construction workers
話し手は誰に対して話をしていますか。
(A) Sharey 社員
(B) 委員会のメンバー
(C) スポーツ選手
(D) 建設工事の作業員
正解（A）
全編に渡って Sharey Health Project の話をしている。これは社員の健康促進のためのプログラム
なので、聞き手は社員だと思われる。（B）committee「委員会」
Question93
What is the main point of this speech?
(A) To begin the distribution for questionnaires
(B) Process involved prior to the opening of new facilities
(C )Cost of the facilities
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(D )Schedule of the project
主に何についての話ですか。
(A) アンケートの実施
(B) 新施設のオープンの経緯
(C) 施設の設置費用
(D) プロジェクトのスケジュール
正解（B）
Sharely Health Project について話したあと、社員の要望に応えるべく努力し、6 文目で In the
end, it was all well worth it. Sharely Fitness Club is now officially opened today.「そ
の甲斐あって、本日無事、Sharey Fitness Club をオープンすることができました。」と述べてい
るいことから、フィットネスクラブがオープンするまでの経緯を述べていることがわかる。
（A） distribution「分配」questionnaires「アンケート」
（B） involve「～を伴う」 prior to「～の前の」 facility「施設」
Question94
What is the listener going to hear next?
(A )Thoughts on new facilities from the users
(B )The personal history of Mr. Bodga Soel
(C )The way to use these new facilities
(D)The sports event this weekend
聞き手は次に何を耳にしますか。
(A) 利用者からの感想
(B) Bodega Soel 氏の経歴
(C) 施設の使い方
(D) 週末のスポーツイベント
正解（C）
7 文目で Mr. Bodga Soel, who is in charge of this project, is going to talk about how
to use these facilities. 「このプロジェクトで責任者を務められた Bodega Soel 氏から施設の利
用方法についてお話いただきたいと思います。」と述べている。（A）thoughts「感想」
Question 95 though 97 refer to the following broadcast.
This is your latest news report from today.
Lester, the CEO of major automaker T&V Motors, has announced his intention to
purchase the Japanese Paramount cars. With the completion of this purchase,
T&V will become the largest automaker in terms of the amount of cars sold in
Japanese and American markets, and will rank third globally in terms of total sales
from auto parts. On his visit to Germany, Lester has responded to the queries by
German press and mentioned the possibility of further domestic purchases in
Japan. They have also expressed their intention to use the name of Paramount
Cars for the line of luxury cars that is set to release next year.
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では、本日のニュースです。米国大手の自動車メーカー T&V Motors の Lester 社長は、今月 18 日、
日本のパラマウント自動車を買収すると発表しました。T&V は今回の買収で販売台数は日米市場で最
大規模に、部品事業の売上高は世界 3 位になります。Lester 社長は訪問先のドイツで行われた報道陣
の取材に応じ、日本国内でさらなる買収を行う可能性について言及しました。また、パラマウント自
動車の名称を使って来年高級車を発売する予定であると述べました。
Question95
What is this news article about?
(A) Business bought
(B) Relocation plans
(C) Product recall
(D) New service offered
何についてのニュースですか。
(A) 企業買収
(B) ビルの移転計画
(C) 製品のリコール
(D) 新しいサービス
正解 （A）
2 文目 Lester, the CEO of major automaker T&V Motors, have announced his
intention to purchase the Japanese Paramount cars. 「米国大手の自動車メーカー T&V
Motors の Lester 社長は、今月 18 日、日本のパラマウント自動車を買収すると発表しました。」と、
ニュースの冒頭で述べている。relocation「移転」
Question96
What is being mentioned about T&V Motors?
(A) Largest total sales from auto parts in the world
(B) A company with historic background
(C) The head office is located in Germany
(D) Now has high market share in Japan and the U.S.
T&V motors について何が言及されていますか。
(A) 部品事業で世界最大になった。
(B) 歴史のある会社である。
(C) 本社がドイツにある。
(D) 日米で高いシェアをもつようになった。
正解 （D）
3 文目 With the completion of this purchase, T&V will become the largest automaker
in terms of the amount of cars sold in Japanese and American markets, 「T&V は今
回の買収で販売台数は日米市場で最大規模に,,,,,」とある。head office「本社」
Question97
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What is going to be done next year?
(A) Company restructuring
(B) Sales of new products
(C) Opening of new factories
(D) Change of CEO
来年に何が行われますか。
(A) リストラを行う
(B) 新製品の販売
(C) 工場の開設
(D) CEO の交代
正解 （B）
最後の文章で They have also expressed their intention to use the name of Paramount
Cars for the line of luxury car that is set to release next year. 「パラマウント自動車の名
称を使って来年高級車を発売する予定であると述べました」とある。
Question 98 though 100 refer to the following announcement.
Attention all passengers.
As a result of mudslide near Hopkins Hill Station at 4:50pm on the Akeron Line,
train operations between Hopkins Hill and Tarry Town upward line and downward
line have been delayed. All trains departing from Platform 3 are now stopping at
Coltrane Station. Please note that there will be no train service beyond Coltrane
Station. On the Lesato line, passengers are currently being transferred by
municipal buses. Transportation transfer tickets are necessary to be transferred.
Tickets will be distributed near the ticket gate, so please show your tickets to the
station attendant. The next train is expected to be congested, please access the
transportation system whenever possible.
お客様にお知らせします。Akeron 線は午後 4 時 50 分頃、Hopkins hill 駅で発生した土砂崩れの影
響で、現在 Hopkins hill-Tarry Town 間の上下線で運転を見合わせております。これより 3 番線に
まいります電車は全て Coltlane 駅止まりとなっております。Coltrane より先にはまいりませんので
ご注意ください。なお、Lesato 線、市営バスにて振替輸送を行っております。振替輸送には振替乗
車券が必要です。駅改札口で配布しておりますので乗車券を駅係員までお見せください。次の電車、
大変混雑が予想されますので、振替輸送をご利用ください。
Question98
What is the issue that’s taking place?
(A) The train has broken down
(B) The trained employees went on strike
(C) The train schedule was disrupted
(D) Railroad Crossing accident
何が問題となっていますか。
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(A)
(B)
(C)
(D)

車両の故障
熟練の従業員のストライキ
ダイヤの乱れ
踏切事故

正解は（C)
2 文目のところで、～have been delayed「遅れている」と述べられているでその言い換えとして
正解は（C)。
Question99
Where does the next train head to?
(A) Hopkins hill
(B) Tarry town
(C) Coltlane
(D) Lesato
正解は（C)
3 文目のところで all trains departing from Platform 3 are now stopping at Colrane とあ
ることからすべての電車が Coltrane 駅で止まることが分かる（are stopping という進行形はは未
来の予定を表す意味で用いられている）よって正解は（C)。
次の電車はどこまで行きますか。
(A) Hopkins hill
(B) Tarry town
(C) Coltlane
(D) Lesato
Question100
What is the speaker saying about transferring passengers?
(A) It will cost
(B) Tickets are necessary
(C) The buses will be congested
(D) It will be done only in selected routes
話し手は振替輸送について何と言っていますか。
(A) 有料である
(B) 振替乗車券が必要である
(C) バスは大変混雑する
(D) 提携路線でのみ実施している
正解は（B)
6 文目のところで、tickets are necessary to be transferred「チケットが必要である」と述べ
られているので、正解は（B)。
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【PART5】
101. The Design Team (
) some changes to logos to give a new fresh look to the
product in order to impress customers last month.
(A)make
(B)made
(C)making
(D)was made
訳：デザインチームは、客の注目を引くためにロゴを新しく新鮮なものにするためのデザイン変更を
加えた。
解説：時制が last month となっていることから、過去形の made がとれる。よって正解(B)。was
made では受身なので意味が成立しない。
102.After many years of research and experiments, the doctor has developed the
new medicine to cure the patient ( ) the disease.
(A)of
(B)in
(C)to
(D)with
訳：何年にも渡る研究と実験の末に、その医師はついに患者の病気を治すための新薬を開発した。
解説：cure A of B で「A（人、動物）の B（病など）を治す」、という意味なので正解は(A)。イ
ディオムとしてセットで覚えておこう。
103.The management said there will be no situation (
smoke in the office.
(A)to
(B)in
(C)at
(D)under

) which the employees can

訳：管理部は、オフィス内で従業員が喫煙することはできないと述べた。
解説：後に節（S＋V～）をとって先行詞の situation を修飾できるのは「in which」なので正解は
(B)。(in which の代わりに where でも可）
104.They have to draft the city's Public Transportation Plans and have (
in the next meeting with the city council.
(A)them
(B)it
(C)they
(D)their

) agreed

訳：彼らは市の公共交通機関整備計画を書き上げ、次回の市議会とのミーティングにおいて賛同して

44

解答解説

もらわねばならない。
解説：「have＋O（主として物）＋過去分詞」により「O が～される（受身）」の意味がここで成立
している。ここでは O にあたる目的語は Public Transportation Plans を意味するのでその代名詞
としてふさわしいのは複数形の目的格である them がふさわしい。よって正解は（A）。
105.Anderson Steel is planning to increase the production volume (
three years by building their factories in other countries.
(A)over
(B)to
(C)towards
(D)with

) the next

訳：アンダーソン製鉄会社は、外国に工場を建設することによって、次の 3 年間に渡って生産量を増
加させる計画を立てている。
解説：空欄の後に the next three years と時間の経過を表す語句が使用されている。よって「～に
わたって」（～の間）を意味する over がふさわしいので、正解は(A)。
106.Bungalow Customer Service started using the (
) version of the existing
software in order to deal with email inquiry from customers.
(A)simplified
(B)simplifying
(C)simplification
(D)simplify
訳：バンガローカスタマーサービス社は、顧客からの E メールによる問い合わせに対応するために、
既存のソフトウェアが簡略化されたバージョンのものを使用し始めた。
解説：既存のソフトウェアがあるのだが、それが人によって「簡略化された」ものを使う、というこ
とは受身なので simplified の（A）が正解。
107.Mr.Dancy's great contribution to the company made (
departments.
(A) profound
(B) exclusive
(C) uncivil
(D) durable

) effect on other

訳：ダンシー氏がもたらした会社への偉大な貢献は、他の部署にも大きな影響を与えた。
解説：great contribution とあることから、その分の大きな影響である、と読み取れる。
profound は「甚大な～」などの意味なので正解は(A)。exclusive は「排他的な」、uncivil は「不
作法な」、durable は「丈夫な」の意味である。
108.The economist said that the opportunities to invest for real estates has been (
) recently.
(A)exciting
(B)excited
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(C)excite
(D)excitement
訳：経済専門家は、最近は不動産への投資の機会が盛んであると述べた。
解説：opportunities が主語であるため、ここは機会が「盛んである」という意味が自然である。
よって正解は(A)。excited は「興奮させられた」（という状態）、excite は「興奮させる」という
動詞。excitement は「興奮」という名詞である。
109.The engineering team worked so ( ) that finally they reduced the cost of the
production by half.
(A)hard
(B)hardly
(C)before
(D)less
訳：エンジニアリングティームは懸命に働き、ついに生産コストを半分にまで下げた。
解説：「懸命に」働いたからこそ生産コストが落ちた、という意味が成立する。よってそれを意味す
る hard の（A）が正解。hardly は「滅多に～しない」（否定のニュアンス）。
110.The LTE has been working on (
(A)establishing
(B)establish
(C)establishment
(D)established

) the company-wide date base share system.

訳：LTE は、会社全体規模のデータベースのシェアシステムを構築することに取り組んでいる。
解説：work on～ で「～に取り組む」の意味で、これは名詞をとる。「構築すること」という行為
を意味する動名詞にするためには establishing が正解なので（A）。
establishment はより概念的な意味での「構築」。または「組織」や「制度」など構築されたもの
を意味する。
111.My boss trusts me so much and told me to negotiate with all the three
companies on ( )
(A)him
(B)mine
(C)me
(D)my own
訳：私の上司は私をとても信頼していて、３つの会社と独自に交渉するように私に命じてきた。
解説：on one's own で「単独で～」「自力で～」を意味する。on と合わせてこの意味をなす(D)が
正解。
112.I ( ) appreciate if you would arrange a meeting for details of our contract at
your convenience.
(A)could

46

解答解説

(B)would
(C)should
(D)might
訳：ご都合のよろしい時に、契約の詳細事項を話し合うための会議を予定していただくと幸いです。
解説：もし～していただければ感謝する、という意味で助動詞が would になるが
「I would appreciate if～」自体が相手に何かを依頼するときにビジネス文書の中でよく使われる
決まり文句なので覚えておこう。正解は（B）。at one's convenience は「～の都合がいい時に」
113.The lease has (
next borrower.
(A)expire
(B)expiration
(C)expiring
(D)expired

) last month and the owner is going to raise the rent for the

訳：賃貸期間は先月期限切れになり、所有者は次の借主に対して家賃を上げるつもりでいる。
解説：先月期限が切れたところだ、という出来事を述べるために現在完了形をとっているため、過去
分詞の expired になる（D）が正解。
114.Critics said the latest version of the SUV was neither amazing (
(A)or
(B)and
(C)nor
(D)to

) graceful.

訳：批評家たちは、最新バージョンの SUV は素晴らしくもなく、また優雅さがないと述べた。
解説：neither A nor B で「A でもなければ B でもない」と両方を強調して否定するときに使用され
る。正解は（C）。
115.The head of Human Resources should not be (
) against a certain race or
religion when it comes to evaluating the employees.
(A)reluctant
(B)biased
(C)sententious
(D)sheer
訳：従業員を評価する際には、人事部の部長はある特定の人種や宗教に対して偏見を持つべきではな
い。
解説：語彙を問う問題。公平な人事評価をするべきと解釈して「偏見を持ってはいけない」という意
味が成り立つ。よって正解は（B）
biased は形容詞で「偏見にとらわれた」という意味。bias は名詞で「偏見」「先入観」の意味。
reluctant「気が進まない」、sententious は「説教的な」「押しつけがましい」、sheer は「純
然な」の意味。
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116.The Environment Protection Agency said that only particular regions in the
country have relatively high rates of animal (
)
(A)extinguish
(B)extinct
(C)extinguished
(D)extinction
訳：環境保護局は、ある特的の地域においてのみ、比較的頻繁に生物が絶滅していると述べた。
解説：extinguish は動詞で「絶滅させる」、extinct は形容詞で「絶滅した」でありいずれも
animal の後には品詞としてふさわしくない。よって名詞の extinction「絶滅」がふさわしいので、
正解は（D）。
117.Everyone must be seated until the plane (
sign is turned off.
(A)will arrive
(B)arrived
(C)will be arriving
(D)arrives

) at the airport and the seatbelt

訳：飛行機が空港に着陸し、シートベルトサインが消えるまで、座席に座ったままでいてください。
解説：until(till）や when、before などに導かれる「時」を表す副詞節において未来のことを述べ
る際には現在時制を使う。よってここは現在形にあたる arrives である(D)がふさわしい。
118.Unfortunately, ( ) of the applicants seemed appropriate for the position and
they decided to place a help-wanted ad on the newspaper again.
(A)one
(B)all
(C)none
(D)some
訳：残念なことに、応募者の中にその役職にふさわしい人間がいないようだったので、彼らは再び新
聞に求人広告を掲載することにした。
解説：応募者の中に適切な人間がいなかったということが、求人広告を再び使うという意味につなが
る。よって答えは none で、(C)。
119.After the orientation, a small party will be held so that the new employees have
a chance to mingle (
) each other.
(A)to
(B)with
(C)on
(D)at
訳：オリエンテーションの後に小さなパーティが開かれるので、そこで新入社員が互いに交友するこ
とができます。
解説：mingle with～で、「～と社交する」という意味があるので、イディオムとしてセットで覚え
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ておこう。よって正解は(B)。
120. In the absence of (
) identification, or in case of doubt, the employee will
refuse service of alcohol to the customer.
(A)prior
(B)authentic
(C)consecutive
(D)nominal
訳：本物の身分証明書がないか、もしくは疑わしい場合は、従業員は客へのアルコールの販売をお断
りします。
解説：語彙を問う問題。authentic で、本物の、（法律上）真正の～、という意味。よって正解は
（B)。prior は「優先的な～」、consecutive は「連続の」、nominal は「名目上の～」などの意
味になる。
121.Under no circumstances should employees leave the assigned work area early
(
) express permission from a manager.
(A)in
(B)to
(C)without
(D)unless
訳：いかなる状況においても、マネージャーによる緊急の許可なしに、従業員は担当の職場から早退
することはできない。
解説：マネージャーからの許可がないと早退できない、という意味が成立している。Unless（～でな
ければ）は節（S＋V～）をとるので、ここでは不可。名詞のみをとるためには前置詞の without（～
なしでは）にあたる（C)が正解。
122.Students in OCK Science Institute were excited to see Dr.Liu, who is one of the
most (
) physicians in the world.
(A)smart
(B)eminent
(C)inclusive
(D)optimal
訳：OKC 科学研究所の生徒達は、世界でもっとも著名な物理学者のうちの一人であるルー博士に会え
ることになり、興奮していた。
解説：語彙を問う問題。著名な物理学者だからこそ、会えて興奮する、という文脈になる。よって正
解は（B)。smart では直前の the most と組み合わせて比較級にすることはできない。 inclusive
は「包括的な」 optimal「最善の」という意味。
123.There has been a (
)decline in visits abroad because of factors such as the
global recession or the weak exchange rate last year.
(A)mutual
(B)potential
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(C)filthy
(D)substantial
訳：去年の世界的な不景気や不利な為替レートなどの要因により、海外旅行の著しい減少が見られる。
解説：語彙の知識を問う問題。不景気や為替レートなどの要因により decline がそれだけ多大なもの
と考えられる。よって「多大な」大量の」などを意味する（D）が正解。mutual は「相互の」、
potential は「潜在的な」、filthy は「不潔な」という意味。
124.Many people have been on the on-line degree program because it requires little
time commitment and you are free to study (
) it is convenient for them.
(A)whichever
(B)whoever
(C)whether
(D)whenever
訳：多くの人たちがオンラインによる学位取得プログラムを履修している。なぜなら時間の制約が少
なく、いつでも都合の良い時に学習できるからだ。
解説：オンラインであるために都合の良い時なら「いつでも」都合の良い時に学習できる、という意
味。よって「～するときはいつでも」を意味する複合関係詞の whenever の（D）が正解。
Whenever＋S＋V＝「～するときはいつでも」という副詞節になる。
125.A clerk may avoid (
) the consumer if the clerk is able to prove that the
injuries, damage, or other loss was caused by the consumer
themselves.
(A)to compensate
(B)compensating
(C)to compensate
(D)compensate
訳：従業員は怪我や損害などの損失が客によるものであることが証明できる場合は、客に対する補償
責任を免れることができる。
解説：avoid は後に～ing をとることで「～することを避ける」という意味になる。よって正解は
（B）。
126.Nurses assume (
) for the management and co-ordination of nutritional
care for patients within the program.
(A)ethnicity
(B)infinity
(C)accountability
(D)identity
訳：看護師は、そのプログラムで患者の栄養面でのケアにおける調整や責任を負っている。
解説：assume が「～を負っている」の意味であり、文脈から看護師は患者に対し「責任」を負うも
のなので、正解は（C）。ethnicity は「民族性」infinity は「無限性」、 identity
は「自己認識」などの意味になる。
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127.Globaldine Corporation (
) its commitment to the Japanese market with the
opening of a new office in Tokyo.
(A)confirmed
(B)condensed
(C)contributed
(D)contradicted
訳：グローバルダイン株式会社は、日本市場において東京に新しい事務所を開くという契約を確認し
た。
解説：commitment「約束、契約」を confirm「確認する」という意味にすることによって文が成
立する。condensed は「濃縮する」、contribute は「貢献する」、contradict は「矛盾する」で、
いずれも意味が通らない。よって、正解は(A)。
128.(
) assessment is important when goal-focused work is underway, for
example, when new programs or processes are implemented.
(A)Continued
(B)Continuing
(C)Continue
(D)Continuous
訳：新しいプログラムや工程が採用された時など、目的が定められた仕事を遂行する時は、それらの
継続的な評価をすることが重要である。
解説：派生語の知識を問う問題。「持続的な評価」なので、continuous（持続的な）で
assessment（評価）を修飾すると意味が通るので正解は(D)。continued は「（すでに）継続され
た～」 continuing は「（自ら）継続している～」、continue は「継続する」という動詞。
129.The head of Production Team asked all the staff to participate in
the meeting and request that everyone come up with a few ideas to improve
productivity and boost (
).
(A)appliance
(B)emission
(C)morale
(D)jeopardy
訳：生産課の課長は、全てのスタッフにミーティングの参加と、その際に生産性と労働意欲の向上の
ためのアイデアを考えておくことを要求した。
解説：boost は「～を高める」なので boost morale（意欲を高める）で意味が通る。appliance
は「機器」、emission は「排気」、 jeopardy は「危険」で、いずれも意味が通らない。よって正
解は(C)。
130.Dr.Lee said the new fuel management system will reduce fuel costs (
more stable operating costs.
(A)result
(B)resulting
(C)resulted

) in
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(D)resolution
訳：リー博士は、新型の燃料管理システムは燃料コストを抑え、より安定的な稼働コストをもたらす
だろうと述べた。
解説：~ing をつけた動詞を現在分詞として活用することで直前の名詞を修飾することができる。この
場合は result(～をもたらす)に ing をつけた resulting により直前の fuel cost という名詞を修飾で
きるので正解は（B）。
131.The engineering team checked the equipment and found no (
determined that the issue was caused by user error.
(A)deficiency
(B)difference
(C)defiance
(D)brokers

) and

訳：機器を点検したエンジニアチームが欠陥を見つけることはなく、その問題はユーザーのミスに
よって引き起こされたものだと判断した。
解説：語彙を問う問題。deficiency は「欠陥」の意味になり本文の文脈にあう。difference は「違
い」、defiance は「反逆」、brokers は「仲介業者」という意味。よって、正解は（A)。
132. The political party (
) the election last year despite the public opposition to
its introduction of the new tax policy.
(A)involved
(B)swept
(C)proceeded
(D)stood
訳：その政党は、彼らの新しい税金制度への世論の反対があったにもかかわらず、去年選挙で圧勝し
た。
解説：sweep は「一掃する」などの意味があるが、それ以外にも試合などで「連勝する」という意味
もある。sweep the election で「選挙に圧勝する」になり、その過去形の swept である（B）が
正解。involve は「巻き添えにする」、proceed は「進行する」、stood は stand の過去形。
133.Commissioners still have rights to use certain managerial powers (
primary responsibility of managing the company rests on the managers.
(A)though
(B)if
(C)due to
(D)where

) the

訳：法人管理の主要な責任はマネージャーに帰するものではあるが、局長は一部の経営上の権限を行
使する権利を持っている。
解説：マネージャーが主要な責任を負ってはいるが、局長にも経営上の権利がある、というのは逆説
で表現できるため、though（～ではあるが）の（A）が正解。due to~は「～が原因で」という意味。
134.Quinton Manufacturing has been rendering the best quality of services in order
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to make the clients (
(A)feeling
(B)feel
(C)felt
(D)are feeling

) satisfied over the last ten years.

訳：クイントン製作所はこの 10 年にわたり、顧客を満足させるために最高品質のサービスを提供して
いる。
解説：make は使役動詞として使うと make＋目的語（O）＋原型不定詞、で「O に～させる」の意
味になる。よってここは原形である feel の（B）が正解。
135.The analysts said the financial ( ) of the business seems to be increasing
along with the economy recovering over the past half year.
(A)feasibility
(B)authenticity
(C)difficulty
(D)publicity
訳：アナリストは、ここ半年間の経済の回復に伴い、そのビジネスの資金的可能性も増加していると
述べた。
解説：語彙を問う問題。feasibility は「実現可能性」などの意味。Financial feasibility といえば、
「資金的可能性」の意味。これはあるビジネスが実行されたときに十分な利益を生み続ける可能性を
意味する。authenticity は「確実性」、 difficulty は「難しさ」、publicity は「宣伝」という意
味である。よって、正解は（A）。

136. Douglas Paulsen is a (
the tourism industry
(A)season
(B)seasonal
(C)seasoned
(D)seasoning

) manager with over twenty five years experience in

訳：ダグラス･ポールセンは、観光業において 20 年以上の経験を持つ経験豊かなマネージャーである。
解説：「経験豊かな」（ベテラン）を意味する seasoned~ のみが文章にあう。seasonal は「季節
の（旬の）」、seasoning は「調味料」という意味。よって、正解は（C)。
137.According to the company regulations, in the event of any accidents or injuries
(
) on duty, the employees have to report the incident to management.
(A)during
(B)when
(C)while
(D)as of
訳：会社の規則によると、勤務中になんらかの事故や怪我があった場合、従業員は管理部に報告しな
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ければならない。
解説：while は節（S＋V～）をとって、「～の最中」という意味になるが、「while on duty」で
決まり文句として「勤務中に」という意味になる。よって正解は（C）。この他にも while ~ing で
「～している最中」の意味にもなる。during は名詞のみをとる。as of~ は「～の時点で」という意
味。
138.The analyst said the reason why the hiring and (
) of good workers has been
a problem is because of the unemployment rate being slow recently.
(A)confidentiality
(B)regime
(C)saturation
(D)retention
訳：アナリストは、優秀な社員の雇用と保持が難しい理由は、最近の低い失業率にあると述べた。
解説：語彙を問う問題。「失業率が低いために、優秀な働き手の発掘や保持が難しい」と解釈して、
ここは「保持」を意味する retention が正解。confidentiality は「守秘義務」、 regime
は
「政権」、saturation は「飽和」。よって、正解は（D)。
139.Demand for the steel used for construction will remain low in the next 2 years (
) the economic recovery.
(A)upon
(B)despite
(C)in stead of
(D)due to
訳：経済の回復にも関わらず、建設用の鉄の需要はこれから 2 年間は低いままになるだろう。
解説：文脈に合致するものを選ぶ問題。経済が回復すれば鉄の需要が上がるだろうという傾向に対し
逆説的に述べている。「～にも関わらず」を意味する despite の（B）が正解。
140.Mr.Hasley was (
) because he didn't concur with the opinions of other
directors in the last board meeting.
(A)fluctuated
(B)implemented
(C)deposed
(D)assorted
訳：ハスレー氏は、前回の重役会議において、他の役員の意見に賛成しなかったため、退陣させられ
てしまった。
解説：語彙を問う問題。「退陣させる」という意味の depose が適切なので正解（C）。fluctuated
は「変動させられた」、 implemented は「導入された」、 assorted は「種々雑多の」という意
味。
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【Part6】
Ronald Polito de Orivia さんへ
Vanlinsdid Asia Limited
32st Floor, Garney Plaza,
164 Heartfield Road,
Bangalore
Ronald さんへ
email を送っていただきありがとうございます。AEL と IL 手続きを開始いたしました。これで
AEL,IL が２０１２年の６月１０日の週に利用可能になれば幸いです。
AEL と IL が来週内には発行される際に、私に良い考えがあります。３人の譲受人の Z ビザ申請書類
を、日本支店に一まとめの小包にして送り、Z ビザ申請を一度で送ることを検討しています。
そこで、彼らのうちで、２０１３年の６月１０日の週と、7 月の最初の週の間で、別々の旅程を
計画している人がいるかどうかを確認したいです。あなたからのご連絡をお待ちしております。何か
動きがありましたらお知らせします。
敬具,
Grace Mickey
移住コンサルタント
Ronald Polito de Orivia さんへ
Vanlinsdid Asia Limited
141 正解（C)
文面から本文はビザ申請に関する email であることがわかる。
142 正解 (C)
3 人分の申請書類をまとめて日本支社に送る、と述べられていることからビザ申請を一度にまとめて
（同時に）行おうとしていることがわかる。よって正解は「同時に～」を意味する、at the same
time の（C)。
（A) incidentally「ちなみに」
（B) one at a time「一人ずつ」
（D) as necessary「必要に応じて」
143 正解（A)
want A to do で「A に～してほしい」という意味。
if they want Z viza to be submitted「ビザ申請が「提出されて」ほしいか」と尋ねているので、
本文はこの受け身になる。よって（A)
1 月 10 日
アイリーン 様,
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航空券をご予約の際はまず弊社からメールにて見積もりをお送りしますので
ご希望のフライトをお知らせ願います。
その際、パスポート上表記のフルネーム、パスポート番号、有効期限、生年月日をいただきます。
※１文字でも誤りがあるとチェックインできなくなります。
その後、メールにて予約確認書をお送りいたしますが、
この段階では航空券は発券されていないのでご注意ください。
お客様にて、予約確認書に記載されたお日にち、氏名の綴り、行き先を確認された上で、
発券の依頼を確認書に書かれている保留期限内にいただき完了となります。
お支払いはムンバイ市内お住まいであれば弊社配達員が無料で配達しその場で代引きとなります。
配達は発券日翌日から 2 週間以内で 9 時～18 時までの間で、9 時～11 時、13 時～14 時
のように１時間から 2 時間単位で OK です。
お返事お待ちしております。
発信元：Mickey Travel 株式会社
144 正解 （D)
航空券の予約の際に、自分の好み（preference）を指定すれば、それにより値段の「見積もり」
が送られる、という意味で通るよって正解は「見積もり」を意味する（D)
（A)deposit「保証金」
（B)diretion「方角、指示」
（C)valuable「価値のある～」
145 正解 （D)
期限が切れる「前に～」申込書を書き入れれば予約が完了する、という意味が通るので、
正解は(D)。
（A)as soon as～「～してすぐに」
（B)until「～まで（ずっと）」
（C)after「～のあと」
146 正解 （A)
「航空券を受け取ったときに～」という意味で、航空券は受け取る予定なので未来の事柄になるが
when ではじまる従属節の文章内は現在形になるべきなので、正解は（A）。

ブラジル 2 月 8 日
Horizontal Engineering はエネルギーコスト削減のため、電力を供給する天然ガス発電所を新たに
Santa Catalina 州に建設することを発表した。このプロジェクトは投資額が 10 億 2300 万 US$で、
近日中に環境認可手続きが始められる予定である。また、合計発電能力 450MW の天然ガス発電所 2
基の新設とともに海水淡水化プラントが併設される。この発電所で発電された電力の一部はスポット
市場で販売することが検討されている。Horizontal Engineering が石炭火力発電所ではなく天然ガ
ス火力発電所を選択した理由として、温室効果ガス排出量が少ないことや冷却水の使用量が抑えられ
る他、現在 Santa Catalina 州が進める産業発展のための湾岸開発計画が変更になった場合、同湾岸
地域には天然ガスコンビナート以外の建設認可が得られなくなる可能性があるとされている。
147.
正解 （D）
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建設されるものとして、天然ガス発電所 2 基の新設と同様に海水淡水化プラントに言及している。
よって as well as～（～もまた）が正解。
（A）の also は名詞のみを後にとるときは使われない。
（B）～の代わりに。
（C）～にもかかわらず
148.
正解 (A)
文頭の The reason が主語で the lower greenhouse～の部分は文の補語（C）となるため、be
動詞が適切。reason が単数形なので is が正解。
149.
正解 (C)
開発計画が変更になれば、建設「許可」が得られない、という意味になるために、(C)が正解。
（A）永続的なもの
（B) 融資、資金供給
（D）解体
3 月 20 日
サン・ボレノ株式会社
ご担当者様
part6
March 20
San Boreno Co., Ltd.
To Whom it May Concern
リピート割引についてお伺いします。昨年の 3 月 29 日に御社の製品をオンラインで購入しました。
今回、新たな商品を購入するためリピート割引サービスを利用しようと考えています。しかし、
WEB 上にてリピート割引を選択するとエラーメッセージが出て先に進めません。リピート割引の対象
となるのは、初回の購入日から 1 年以内でメーカー小売希望価格 1 万円以上の商品を購入の場合と認
識しております。当方は条件を満たしておりますため、割引の対象となるはずではないでしょうか。
3 月 28 日が割引適用期限となりますので、できる限り早い回答をお願いいたします。
ジャマール・プゥートラ
150.
正解（A）
ディスカウントを「利用する」ので、(A)が正解。
（C）購入する
（D）勧誘する
151.
正解 (C)
割引の「対象となる」（適用される）という意味にするためには apply が適切。
apply to～で「～に適用する」。
（A）付属する
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（D）適任になる
152.
正解（D）
ディスカウントの「期限が切れる」という意味が適切。
（A）無効にする
（C）主張する
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【Part7】
153-154
To:compass@franjaya.com
from:welfare@franjaya.com
日付：6 月 27 日
タイトル：【特典情報】TOJ Flyer 様
社員の皆さまへ
TOJ Flyer 様より、「TOJ カード 入会キャンペーン」のご案内を頂きました。
9 月末までの期間限定キャンペーンとなっておりますので、旅行等で飛行機利用の多い方は是非この機
会にご検討下さい。キャンペーン中に入会された方にはボーナスマイルが付与されます。カード入会
の詳細につきましては、添付しております案内をご参照下さい。また、入会申込自体は、弊社が窓口
になることはありませんので、TOJ の代理店で直接申し込むか、以下のサイトにアクセスして概要を
ご確認の上お申込下さい。https://fly-on-toj.com/
なお、サイトではなく、用紙による申込をご希望の方は、総務までご連絡下さい。
153 何のお知らせですか。
(A) 出張旅費清算の期限の案内
(B) カード入会の案内
(C) 無料搭乗券の案内
(D) 旅行情報の案内
正解 （B)
文頭で TOJ からの会員登録キャンペーンの小冊子をもらったことに触れ、２段落目では会員になると
ボーナスポイントがもらえることが述べられ、会員申請の具体的方法が後で述べられている。つまり
これはカードの会員申請を促すものである。
154 申込み方法として正しくないのは何ですか。
(A) 代理店経由の申込み
(B) サイト経由の申込み
(C) 会社経由による申込み
(D) 所定の用紙による申込み
正解 （C)
（A) は 3 段落目の over the counter「店頭で直接～」という部分で、（B)は 3 段落目のところで
website 情報において、（D)は最後の段落の～if you submit the application forms
manually のところで述べられている。
155-156
タイトル 全ての飲食・贈答品について申請が必要です
本文
職員各位
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以下の通り、接待や贈答品の取扱い基準についてご案内します。
------------------------------------------------■事前申請が必要な例
------------------------------------------------飲食
ゴルフ・スポーツ観戦
視察旅行・研修旅行
廉価での物品・役務提供
------------------------------------------------■事後申請が必要な例
------------------------------------------------菓子・飲料類
カレンダー
祝花、タオルセット等
飲食（事前申請が難しいケース）
------------------------------------------------■受領不可の例
------------------------------------------------観光旅行
華美・高額な飲食接待
現金、金券の類
有価証券等の割当
自動車・住居等の供与
申請手順については、所属組織の担当者へご連絡ください。受領した接待については当月中に申請し
てください。その他ご不明な点は監査部までご連絡ください。
155
(A)
(B)
(C)
(D)

何についてのアナウンスですか。
株の値動き
社員旅行
福利厚生
接待の規定

正解 (D)
冒頭の部分で、here are the company standards for client reception and gifts と書かれて
いて、その詳細内容が後で述べられている。
156
受領できないのはどれですか。
(A) 野球の観戦チケット
(B) ビール券
(C) コーヒー代
(D) 文房具
正解 (B)
■Examples of what will not be accepted の中において Cash, gift card and others（現金、金券の類）とある。
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157-159
関係者各位
いつもお世話になります。Merito Promotion の Doglaus Newman です。日頃は、弊社業務に
ご協力いただきましてありがとうございます。さて弊社では社会貢献の一環とした温室効果ガス排出
削減の目的と、引き続き予想される夏場の電力不足解消への協力の為、今年度も、昨年同様 「スー
パークール・ビズ」運動を下記の期間実施いたします。
【概要】
■期間：6 月 1 日(木)から 10 月 31 日(金)
■実施内容：弊社従業員につきまして実施期間中は、ノージャケット・ノーネクタイでの勤務とさせ
ていただきます。 また、期間中は、空調の温度を 28 度の設定とさせていただきます。
弊社ではかねてより、温室効果ガス排出削減のための取り組みとして「チャレンジ 25 キャンペーン」
に参加しており、今後も地球温暖化防止へ取り組んで参ります。
お取引先様におかれましては、趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。また、お取引先様各
位におかれましても、ご来訪の際は「ノーネクタイ」でお越し下さいますようご協力をお願いいたし
ます。
ご不明な点などありましたら、当方までお問い合わせ下さい。なお、本メールはお取引先様の代表者
様のみの送信とさせていただいております。必要に応じて、御社内への展開をお願いいたします。
以上。
157 誰に対するアナウンスですか。
(A) 広報担当
(B) 従業員
(C) 代表取締役
(D) 取引先
正解 (D)
文中において、We would like to ask for our clients’ understanding and cooperation in this.とある。取引先に対
して理解を求めている。
158 この案内の目的は何ですか。
(A) 温室効果ガスの排出を規制するため
(B) チャレンジ 25 キャンペーンの周知
(C) 社内運動の協力要請
(D) 新規システムの導入
正解 (C)
計画を実行することによる本来の目的を問う問題。
冒頭の部分において、In order to reduce greenhouse gas emissions as part of our company's contribution to
society と述べられている。この社会への貢献内容が具体的に記載されているのが、3 段落目の our
company is also participating in the "Challenge 25 Campaign" as an effort to reduce greenhouse gas emissions, and
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we will continue to work towards the prevention of global warming.にあたる。よって正解は（A)。計画そのも
のの本来の目的は Challenge 25 Campaign について知らせるものではないので不可。
159 スーパークールビズについて言及されていないことはどれですか。
(A) 湿度
(B) 服装の規定
(C) 対象社員
(D) 実施期間
正解 (A)
湿度については言及されていない。温度と湿度を間違えないように。

160-161
クリスマス 特別セール開催！！
JJ ガレッジマーケットでは、今までご利用いただいたお客様・メール登録をしていただいたお客様・
メールクラブのお客様に特別セール号の情報を配信しています。
●特別セール詳細
ガレッジダイレクト
ホームぺージ価格よりもさらに特別価格より 5%オフ
さらにメール登録いただいたお客様だけの特典！！
キーボード
自転車全品

160000 円
25%OFF

⇒

128000 円

【セール期間】
本日より 2012 年 12 月 25 日メール到着分まで年内にお届けできない場合もありますので早めにご注
文をお待ちしております。この機会に是非注文ください。
注文時：通常価格をご記入ください。確認 Re メール時にセールス価格でご案内いたします。
電話・店舗での注文は対象外です。クレジットカードのお支払いは対象外です。他の割引、プロモー
ションとの併用はできません。ありがとうございました。
160
(A)
(B)
(C)
(D)

誰に対するアナウンスですか。
株主
お得意様
問屋
従業員

正解 (B)
冒頭で Special campaign launched for Christmas とあり、このキャンペーンが
キャンペーン詳細の文章の最初の部分で、For customers that have registered on our
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website, we are offering special pricing of additional 5%
discount from the original price!!「ウェブサイトで登録したお客様には元の値段のからの５％
割引を提供します！！」とあり、キャンペーンの詳細情報が後で述べられているこことからこれは客
に向けたメッセージだということがわかる。
161
(A)
(B)
(C)
(D)

どういう場合が割引きの対象になりますか。
店舗での注文
電話での注文
クレジットカードでの支払い
メールでの注文

正解（D)
本文中の最後の部分 Telephone and in-store orders are excluded from this promotion.
Payment by credit card is also
excluded.で（A)、（B)、（C)いずれも述べられているが、(D)は記載されていない。
162-164
8 月 24 日
ボーリング大会のお知らせ
暑い日が続き、夏バテ気味の人も多いのではないでしょうか。
今回は、無理なく気持ちよく体を動かせる秋に行う RHP 主催健康
スポーツイベント第 1 弾のお知らせです。
RHP 主催秋のヘルシースポーツ企画、第 1 弾は「ボウリング」。
誰もが手軽に楽しめるボウリングでさわやかな汗を流しながら、
これまで関わりが薄かった部署やグループ会社の方と交流を深めませんか。
試合はチーム制で、各チームの実力が均等になるよう配慮します。
また、ゲームは、チームメンバーが協力しながら投げるゲームと
一人ひとりで投げるゲームの２通りあるので、ボウリングの初心者
から上級者まで楽しめます。ボウリングの後は、懇親会ランチも開催します！
ぜひ部署やチームの仲間を誘ってご参加ください。
日時 9 月 1 日
時間
集合 10：40
開始 11：00
終了 12：30
懇親会ランチ 12：30～14：00
集合場所
ブリリアントホテル ボウリングセンター 受付前
（受付前に RHP メンバーが待機しています）
懇親会ランチ
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ブリリアントホテル 20 階 レストラン プナカ
※食事にはドリンク 1 杯がサービスになります。
アルコールのオーダーも可能です。※各自払い
参加費用
【ボウリング＋懇親会ランチ参加の方】 35＄
※懇親会ランチにも参加される方は 8 月 27 日までに申込みをお願いします。
【ボウリングのみ参加の方】

30＄

ボウリング大会概要
チーム力が均等になるように 4 名で１チームを作り、チーム対抗戦を行います。
※チームの組み合わせは RHP が決めますので、いろいろな人と交流を深められます
【表彰】
計 6 ゲームで高得点を獲得した上位 3 チームへの各賞を用意しています。
各賞には、健康に良い豪華景品もついてきます。
参加対象者
Romanoff 社員
Romanoff グループ会社社員
（※人数制限があるため、今回はご家族の参加はご遠慮ください。）
募集人数
60 名
申し込み
healthproject@romanoff.co.jp まで開催 3 日前までにメールでご応募ください。
件名は【ボウリング大会参加申し込み】にしていただきますよう、よろしくお願い致します。
162 イベントの目的として正しいものはどれですか。
(A) 社員の送別会
(B) 社員の健康診断
(C) 社員とグループ会社の交流
(D) 社員の家族サービス
正解 （C)
本文２段落目の上から 2 行目の文章で、wouldn’t you want to get connected more with
your colleagues and people from our associated companies?「同僚や関連会社からの人
たちと交流を深めたくないですか？」とあり、これに当てはまるのは（C)である。
163 ボーリング 1 ゲームの料金はいくらですか。
(A) 3＄
(B) 5＄
(C) 10＄
(D) 20＄
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正解 (B)
ゲームの詳細事項の部分で Bowling only $30 とある。後の Awards のところで～after 6 games
とあるので、6 ゲーム分の合計料金が 30 ドルということがわかる。よって、30÷6 で、1 ゲームは
5＄となる。
164 ボウリング大会に参加する方はいつまでに申し込む必要がありますか。
(A) 8 月 24 日
(B) 8 月 27 日
(C) 8 月 28 日
(D) 9 月 1 日
正解 （D)
本文中最後の部分で、～3 days before the event.「イベントの 3 日前までに申し込むように」と
期限が定められている。イベント日はイベント詳細の最初の部分に 9 月 4 日とある。よってその 3 日
前である 9 月 1 日が正解。
165-168
学生活動報告
インドソフトウェア科学会のプログラミング論研究会 (PRC) 主催「PRC サマースクール」がサリマ
ナ大学にて開催され、本学博士課程のランガラスさんが講師として招待されました。
PRC サマースクールは、プログラミング理論の分野で最も有名な研究会であるインドソフトウェア科
学会で毎年開催されるプログラミング論研究会と同時に開催されるもので、学会と産業界の橋渡しと
なることをねらいとする会です。
ランガラスさんは実際にプライベートで Web アプリを作成、リリース、運用した経験をもとに、
Dorocell を活用して関数型言語でアプリ作成をする方法とメリットについて講演しました。講演では、
体験型のプログラムを用意し、参加者に課題を出し、その場で実装してもらう方式のセッションを展
開しました。
本イベントには、大学関係者や Web 系開発者、大手 SI 技術者など 60 人超が参加し、沢山の感想が
寄せられました。また、本年度サマースクールの企画者であり、暗号通信プロトコルの分野の第一人
者であるコモド大学のボキャメル教授から高い評価を得たほか、本イベントのもう１人の講師である
関数型言語を活用したソフトウェア開発で有名な IT プランニング社のハースク・イェールさんも、同
社の次回プロジェクトでランガラスさんの発表したメソッドを使用したいと話すなど、講演は大成功
に終わりました。 Dorocell を使った Web アプリ開発に興味のある方は、ぜひランガラスさんに連
絡してみてください。
パリタナ大学

学生課

165 誰がこのお知らせを出したと考えられますか。
(A) インドソフトウェア科学会
(B) プログラミング研究会
(C) ランガラスさん
(D) パリタナ大学の職員
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答え (D)
本文の最後に Students affairs of Palitana University（パリタナ大学学生課）とある。
166 RPC サマースクールはどこで開催されましたか。
(A) サリマナ大学
(B) パリタナ大学
(C) コモド大学
(D) IT プランニング社
答え (A)
１段落目の２行目において、～which is being held at Salimana University と述べられている。
167 ランガラスさんについてどんなことが述べられていますか。
(A) 自作で WEB アプリを開発した。
(B) PRC サマースクールを企画した。
(C) コモド大学の教授である。
(D) IT プランニング社の社員である。
答え (A)
2 段落目の冒頭部分において、Instructor Mr. Langlas have had hands-on experience on
developing, releasing and running private apps,「講師のランガス氏は、個人のアプリケー
ション開発、リリース、運営の実地経験があり～」と述べられている。hands-on「実地での」
168 ランガラスさんの講演について述べられていないことは何ですか。
(A) Dorocell のメリットについて説明があった。
(B) 参加者は課題に挑戦した。
(C) 沢山の感想が寄せられた。
(D) 次回の開催予定が決まっている。
答え (D)
本文参照。次回の開催予定については言及されていない。

169-172
正しく安全にご利用いただくために
近年、医療・介護ベッド関連の死亡・重症事故が報告されています。
事故の多くは、手すりのすき間や、他のものとのすき間に利用者の頭や手足が挟まったことによるも
のです。これらの事故のほとんどが利用者の使用状況によるものであり、利用者の注意によって未然
に防ぐことができます。
ポリックインターナショナルでは、手すり等による事故を未然に防止していただくためのガイドライ
ンを作成いたしました。弊社製品をご利用の際には、このガイドラインで介護用ベッドに潜む危険を
確認し、正しいご利用を心がけてください。また、事故事例集とその対応策をご紹介した動画を弊社
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ホームページに掲載しておりますので、合わせてご利用下さい。これらに加えまして、お客さまのご
購入いただきました電動ベッドのユーザー登録を行っていただく事をお薦めいたします。
ユーザー登録を実施いただきますと、万が一ご登録いただいた製品 (お持ちの当社製品)について重要
なお知らせが発生した場合に、ご登録頂いた連絡先に情報をお送りさせていただきます。
ユーザー登録の際には、製造番号が必要となります。確認の方法は製品マニュアルのよくあるご質問
の「製造番号を確認する方法」をご参照ください。ユーザー登録はご購入日から一年以内に実施いた
だく必要があります。ユーザー登録はご送付した葉書以外にも弊社ホームページからも行えます。
www.policinternational.co.kr 今後とも弊社製品を御愛顧いただきますようお願いいたします。
169
(A)
(B)
(C)
(D)

主に何についてアナウンスしていますか。
ホームページの開設
マニュアルの見方
死亡事故の増加
製品の利用上の注意

正解 (B)
３段落目の１行目において、we have created manual here～「マニュアルを作成しました」と
あり、後の部分ではマニュアルの内容やそれに付随する情報（お知らせなど）の入手方法について述
べられている。
170
(A)
(B)
(C)
(D)

ポリックインターナショナルは何を製造している会社ですか。
医療機器
薬品
携帯電話
車

正解 (A)
３段落目の 2 行目において、When you use our products, you will be able to confirm the
potential risks involving nursing facility beds so that you can be assured of the safe
and correct use「我が社の製品を使用する際は、介護施設ベッドに関する潜在的なリスクを確認し、
安全性と正しい使用方法が確立されます」とあることから、この会社は医療器具メーカーであること
がわかる。
(B) Medical supplies「医療品（薬などを含む、意味が広い言葉になる）」
(C) Mobile phones「携帯電話」
(D) Automobile vehicles「自動車」
171
(A)
(B)
(C)
(D)

ユーザー登録を行うと何が送られてきますか。
製品マニュアル
不具合等の情報
CD Instructional
事例集

正解 (B)
４段落目の 2 行目において、Once you have been registered in our system, shall there
be any important notice in regards to the product (our products on your hand),
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we will be able to send this information to the address that you have registered in
our system.「システムに登録すると、何らかの（客が所有している）製品に関する重要なお知らせ
があった際は、登録したアドレスに送信する、と述べられている。こういった種類の情報に該当する
のは選択肢の中では（B)の製品の不良に関する情報のみである。(A)と(D)は、ウェブサイトで閲覧で
きると述べられている。(C)は記述されていない。
172
(A)
(B)
(C)
(D)

ユーザー登録はどうやって行えますか。
はがきのみ
ウェブのみ
はがきかウェブ
上記以外

正解 (C)
In addition to the pamphlets that you have received, registration is also available on our
company homepage.「ユーザー登録はご送付した葉書以外にも弊社ホームページからも行えます。」と
ある。
173-176
世界最高所で空中散歩を楽しみませんか。
地上 520m のガルフタワー展望デッキの展望回廊では 10m を超える大型のガラスを 360 度に配置し、
まるで空を飛んでいるような気分が味わえます。西側にはブルーマリーナと美しい海岸線を、東側に
は広大なワヒバ山脈をのぞむことができます。また、展望デッキには、最新式の望遠鏡が備わってお
り、異なる天候下での風景や異なった時間軸における景色をお楽しみいただけます。
展望デッキへと続くエレベーターは世界最速の時速 62km でたったの 36 秒であなたを地上 520m ま
で導きます。展望デッキについてさらに知りたい方は、2F のビジターセンターにお立ち寄りください。
展望デッキの当日の入場料は 40 ドルですが、事前に予約をいただいた方は 75%引きで入場すること
ができます。予約は 1 ヶ月前から WEB にて受け付けています。展望デッキ併設のレストラン"Air
station dining"をご利用のお客様は入場料は必要ありません。
注意事項
・地下駐車場は事前予約制となります。タワー周辺は駐車禁止区域となっております。
・展望デッキは土日祝日は午前 8 時から午後 10 時まで入場可（レストランは 23 時ラストオーダー）。
・強風の場合は展望デッキおよびレストランへの入場を規制することがあります。
・120 名以上の団体様の場合、時間をずらしてご入場をお願いすることがあります。
・Air station dining はドレスコードはありませんが、ペット又は中学生未満の方のご入場を禁止し
ています。

173
(A)
(B)
(C)
(D)

このお知らせの主題は何ですか。
展望デッキのガイド付きツアー
エレベーターの利用方法
タワーについての一般情報
人気のアトラクション
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正解 （C）
ガルフタワーの一般的な情報について言及されている。
174
(A)
(B)
(C)
(D)

展望デッキにないものは何ですか。
望遠鏡
レストラン
ビジターセンター
回廊

正解 （C）
ビジターセンターについては言及されていない。
175 注意事項の 5 行目の restricted に最も近い意味の語は何ですか。
(A) 予報する
(B) 制限する
(C) 危うくする
(D) 予約する
正解 （B）
文脈から意味を特定することができる。
176
(A)
(B)
(C)
(D)

レストランを利用した場合いくらで展望デッキを利用できますか。
40 ドル
20 ドル
12 ドル
ただ

正解 （D）
第三段落の 2 行目に There is no charge for visitors who wish to eat at the observation
deck’s restaurant, Air Station Dining にレストラン利用者は無料であると明記してある。
177
(A)
(B)
(C)
(D)

レストランを利用できないのはどういった場合ですか。
団体利用の場合
小さな子どもを連れている場合
平服の場合
雪の場合

正解 （B）
注意事項の最後の項目に
Air Station Dining does not have a dress code, but pets and children younger than
12-14 are not permitted to enter とある。
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178-180
JinJan はシステムキッチン、システムバスルーム、洗面化粧台を製造販売する総合住宅機器メーカー
です。本社はブラジルに、生産工場はアルゼンチンとメキシコにあります。北アメリカ本部はカリ
フォルニア州にあります。低価格の製品と高品質基準により、当社は創立からわずか 20 年で総合住宅
機器の大企業になりました。この数年間、当社は毎年 17%の成長を遂げ、前四半期で年間売上げは
1890 万ドルに達しました。当社は現在、Freed Residence 社や Blue Track 社といった大手企業
と取引をしています。Blue Track 社とは向こう 10 年間、同社の新築物件に当社の太陽光発電装置を
装備するという契約交渉が大詰めを迎えています。当社はこれまで主に家庭向けの住宅設備機器を提
供してきました。しかし、今後は業務用厨房機器や店舗用備品等のレンタル・リースに注力していき
ます。また、アフリカ市場への進出も図ります。当社の将来構想にはナイロビに新たな本部を建設し
たり、プレトリアにいくつか支店を開設したりすることが含まれています。JinJan についてもっとお
知りになりたい方は、当社ホームページ www.jinjan.co.jp にアクセスしてください。
178
(A)
(B)
(C)
(D)

主に何についての生地ですか。
商品情報
株主・投資家情報
企業情報
採用情報

正解 (C)
冒頭部分で会社の主な事業内容を説明し、その後売上額や、今後の計画について述べているため
全体的には会社の一般情報である。
179 JinJan について何が言われていますか。
(A) 本社がカリフォルニアにある。
(B) Blue track 社と大口の契約を締結した。
(C) 今後、グローバル拠点を増やす予定である。
(D) 不動産を販売している。
正解 （A)
１段落目の 4 行目で、本社がカリフォルニアにある、と述べている。(B)は 2 段落目において
~reaching their conclusion とあり、まだ契約が完了したわけではない。
180 JINJAN の商品でないものは以下のどれですか。
(A) 太陽光発電装置
(B) ビルトインコンロ
(C) 換気扇
(D) 車の部品

正解 （D)
（A)は２段落目の 4 行目において、solar power generator と述べられている。（B),（C),はいず
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れも冒頭部分において述べられている home appliance の中に含まれる。
181-185
宛先：Francis Airways カスタマーセンター
送信者：ブラウン・スミス
日付：5 月 12 日
件名：お問い合わせ
ご担当者様
私は今年の 3 月に Francis Airways で東京-コペンハーゲン間を往復しました。
しかし、本日の御社のウェブページから確認したところ、行きの分しかマイレージが溜まっていない
ようです。空港で行きの便のチェックインするとき、係員の方に帰りの分のマイルも溜めていただけ
るとお話いただきました。私は Francis Airways を過去に何回か利用しておりますが、今回のよう
な事態は初めてです。速やかに対処していただけますようお願いいたします。
宛先：ブラウン・スミス
送信者：Francis Airways カスタマーセンター
日付：5 月 13 日
件名：Re:お問い合わせ
ブラウン・スミス様
平素は弊社のマイレージプログラムをご利用いただきありがとうございます。お問い合わせの件です
が、チケット番号を明記の上、再度マイルの申請を WEB から行っていただきたくお願い申し上げま
す。チケット番号は電子航空券の右上に記載がございます。もしチケット番号が確認できない場合で
も、帰国日から 90 日以内であれば、便名と帰国日をお知らせいただければこちらでお調べすることが
可能です。もし私たちの提携航空会社をご利用された場合、搭乗券のコピーと Francis マイルナン
バーを郵送か FAX にてご送付願います。旅行代理店から航空券を購入され、チケットがない場合は代
理店からコピーを受け取ってください。旅の予定表やクレジットカードの明細を証明書としてご利用
いただくことはできません。以下の住所までご送付願います。
Francis Airways,SkyMiles Service Center Box 19632Copenhagen, 84232-4934 FAX
(505)-651-1961
今後も弊社をご愛顧いただけますようどうぞ宜しくお願いいたします。
181 何が問題ですか。
(A) マイレージが溜まっていない
(B) ウェブページにアクセスできない
(C) 予約のキャンセルができない
(D) 忘れ物をした
正解（A)
最初の e-mail の１段落目の 1 文目で I traveled back and forth～「往復便で旅行した」
とあるが、２段落目の冒頭文書のところで、it appeared only the frequent flier miles for the
outbound flight were saved（行きの便の分のみしかマイレージが貯まっていない）とある。
182 ブラウン・スミスについて何が言及されていますか。
A 1 年前にコペンハーゲンを訪れた。
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B WEB でチェックインをした。
C 過去に何度か Francis Airways を利用している。
D カスタマーセンターに勤めている。
正解 (C)
3 段落目の冒頭文書で、I have used Francis Airways many times「Farncis Airways を沢山
利用した」と述べられている。
183 チケット番号が確認できない場合、どうすればよいですか。
(A) カスタマーセンターに問い合わせる
(B) チケットを再発行してもらう
(C) WEB ページにアクセスする
(D) チケットの購入履歴を送る
正解 (A)
第２段落の 2 行目に if you tell us your flight number and return date～とあることから、顧
客が Customer Center にこれらの情報を教えることで、Customer Center に番号を尋ねること
ができる。よって、正解は（A)。
184
A
B
C
D

行目の credentials の意味に近いものはどれですか。

certification
testimony
confession
bill

正解 (A)
credential は何らかの信用証明物を意味する。
これに一番近いのは（A)の certification（証明書）になる。
(B) testimony「証言」
(C) confession「告白」
(D) bill「請求書」
185 Francis Airways について何が言及されていますか。
(A) 旅行代理店では航空券を入手できない。
(B) 電話でカスタマーセンターに問い合わせできる。
(C) Copenhagen にオフィスがある。
(D) 他の航空会社とアライアンスを組んでいる。
正解 (D)
2 つ目のメールの 3 段落目において、If you used our partner airlines「もしも私たちの関連航空
会社を使ったのなら～」と述べられている。
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186-190
●お名前 栗田 俊彦
●メールアドレス toshihiko@syphon.com
●店舗種別 不明
●店名 DEEP FORK STEAK HOUSE
●ご利用日時 2012 年 5 月 21 日 18 時頃
●回答希望 希望する
●お問い合わせ内容
お世話になっております。昨日 18 時から 4 名で DEEP FORK STEAK HOUSE 吉祥寺店にて飲食
をし、カードでお支払いをした栗田と申します。（予約名は栗田か古賀かと思います。）
21 時 10 分にカードで会計を行いましたが、その際お店の方が他のテーブルと会計を
間違えられたため、2 回カードをきられてしまいました。
具体的には、
1 回目の請求額 15900 円
2 回目の請求額 14120 円
1 回目の請求額は誤りだったため、取消しにしていただき、本来の請求額 14120 円をカードで
お支払いしました。しかし、本日、昨日のカード利用明細を確認したところ、以下のようになってお
りました。
利用日 利用金額
2013/5/21 15900 円
2013/5/21 16400 円
2013/5/21 14120 円
（※昨日クレジットカードを利用したのは DEEP FORK STEAK HOUSE だけです。他の引き落と
しがこの日にかかることはありません。）
そこで確認をしたいのですが、
①全く関係のない 16400 円の請求が乗っかってきているのはなぜでしょうか。
② 15900 円の請求は本当に取り消されているのでしょうか。
本来の請求額 14120 円のみ決済されれば良いのですが。
以上、ご確認の程どうぞ宜しくお願いいたします。
栗田
-------------栗田 様
平素は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。
株式会社 DEEP FORK STEAK HOUSE お客様相談室の山田と申します。
この度は私どもの店舗をご利用いただきました際に、
大変なご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
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弊社でお調べしましたところ
DEEP FORK STEAK HOUSE 吉祥寺店でお客様のおっしゃる状況があったことが判明しました。
改めてお詫び申し上げます。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
現在、カード会社への確認を行っております。
カード会社から正式な回答を得られるのが 5/25(月)の見込みでございます。
大変申し訳ございませんが、今しばらくお時間をいただけますようお願い申し上げます。
確認後、店舗担当者より改めてお詫びとご報告をさせていただきたく存じます。
差し支えなければお電話番号を教えていただき担当者より週明けにお電話にてご連絡をさせて
いただけませんでしょうか。恐れ入りますがご返信をお待ち申し上げております。
株式会社 DEEP FORK STEAK HOUSE
お客様相談室担当 山田 留美
〒123-0321
TEL: 0754-34-6332
MAIL: info.jinjan.co.jp
（月～金 9:00 - 18:00）
186 何が問題ですか。
(A) カードを忘れてしまった
(B) 店の予約が取れていなかった
(C) 注文していない料理まで請求に含まれていた
(D) 身に覚えのない請求があった
正解
(D)
１つめの email の 4 行目において、they swiped the card twice「カードを二回通した」と述べ
た後、5 行目で The first amount billed was a mistake「最初の請求額はミスである」と述べて
いる。その後のクレジットカードの使用日時と額を示す「Date of use Amount of use」
のところで 15,900 yen,16,400 yen,14210 yen とあり、さらにそのしたにある。つまり、ミスで
通したクレジットの請求額と身に覚えのない請求額が記載されてしまっている。
187 栗田一行はいつ食事をしましたか。
(A) 5/21 17:00 - 19:00
(B) 5/21 18:00 - 21:00
(C) 5/25 18:00 - 21:00
(D) 5/25 19:00 - 21:00
正解
(B)
１つめの email の上部において、Date and time:Around 18:00 on May 21,2012 とあり、
午後 6 時あたりの時間帯であることがわかるが、Around があるため定かではない。email 本文の 3
行目において、I paid by credit card at 21:10 とある。食事後にクレジットで支払うので、21 時
くらいまで食べていた、と考えられる。
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188 栗田氏はどこに問い合わせていますか。
(A) カード会社
(B) 飲食を行ったお店
(C) 古賀さん
(D) お客様相談窓口
正解
(D)
1 つ目の email の※において、※The only place I used my credit card yesterday was at
your restaurant「昨日カードを使ったのは「あなたの」レストランのみです」と述べているが、こ
れだけでは定かではない。2 つ目の email の冒頭部分において、I am Yamada from the The
DEEP FORK Steakhouse Co., Ltd customer service とあるため、このメールの送り主がレス
トランの customer service の人間であることがわかる。
189 栗田氏はこの後何をすると思われますか。
(A) お店に行く
(B) お金を振込む
(C) 電話番号を連絡する
(D) カード会社へ問い合わせる
正解
(C)
2 つ目の email の 5 段落目において Would you please provide me with your phone
number～?「電話番号を教えて下さいせんか～？」とある。
190 栗田さんが実際に払うべき金額はいくらですか。
(A) 14120 円
(B) 15900 円
(C) 16400 円
(D) 32300 円
正解
(A)
1 つ目の email の 4 行目において、they swiped the card twice.Specifically, the first
amount billed was 15,900 yen and the second amount billed was 14,120 yen とある。
こう述べたうえで、5 行目で、the first amount bill was mistake「最初の請求はミスである」
とあるため 15,900 yen は Krita 氏の食事代ではない。
また、1 つ目の email の最後の①のところで、why is the charge for the completely
unrelated 16,400 yen listed?「なぜまったく関係のない 16400 円という請求が記載されている
のか？」とある。つまり残ったのは 14,120 yen のみで、これは不正請求されたものとして言及され
ていないことから、Kurita 氏の食事代になると考えられる。
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191-195
社長賞推薦募集のお知らせ
当社では社員の仕事に対する努力や成果を称えるため、社長賞の公募を行っております。
社長賞はシャバリク在籍の社員の方は誰でも賞を受ける権利を持っております。
毎年、各事業部長が社長賞基準に合う社員を推薦し、審査委員会の投票によって決定します。
社長賞に選ばれた方には、金一封と特別休暇が与えられます。
ご自身のチームや周囲で「これぞ」と思う成果や功績はありませんか。
推薦にあたっては、以下の項目を記載してください。
【記載項目】
・タイトル
・推薦対象者
・受賞理由
なお、社長賞は個人に対して与えられます。
チームやグループを推薦される場合、その団体の中心となって活躍した 1 名をご推薦ください。
ただし、受賞理由が異なれば一人につき何人推薦していただいても構いません。
みなさまのご推薦・ご応募をお待ちしております。
ネルソン・ダリル
---------------------------------------------------------------------------担当者 様
私はルメール・ザッハさんを今回の社長賞に推薦したいと考えております。
推薦対象者：ルメール・ザッハ
受賞理由：オンライン英会話事業を急成長させ新たな事業領域を切り拓きました。
その原動力となったのがザッハ方式という独自の学習プログラムです。
これはオンライン英会話利用者の最大のニーズである「ビジネス環境でも使える会話力」を
第一に考えたカリキュラムで、ユーザーはレッスンの前にあるビジネスシーンを想定した映像コンテ
ンツを受講します。
その後に、実際のレッスンにおいて、ビデオと同じシーンを想定した形で講師と会話を行っていただ
くことによって
現場で使える会話力の習得に大きく貢献しました。
ルメールさんの功績としては、この新しい学習プログラムの発案に留まらず、
全てのコンテンツの開発を指揮し、低予算で高品質なプログラムをわずか 1 年という短期間で
完成させた点と講師へのトレーニングを精力的に行いサービスの質の平準化を達成したことです。
以上の内容からルメールさんは今回の受賞にふさわしい方と言えるでしょう。
アシスタントマネージャー
ウイリアム・モリス
----------------------------------------------------------------------------
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191
(A)
(B)
(C)
(D)

この社内報は誰に向けられたアナウンスですか。
部門長
社長
全従業員
委員会

正解 (A)
メモの 1 段落目上から 2 行目のところで、Every year, every
department head recommends an employee they believe match the award
standards
「毎年、各部署のリーダーが、賞の基準に合致すると思われる社員を推薦する」
とあることから、推薦する人間を決めるように頼んでいるのは各部署のリーダーであることがわかる。
192
(A)
(B)
(C)
(D)

本文の記述で正しいものはどれですか。
正社員のみが表彰の対象である。
受賞者は社長の承認により決定する。
複数人推薦できる。
受賞者は賞状がもらえる。

正解 (C)
メモの 3 段落上から 3 行目に if the reasons for recommending them differ, then multiple
people may be recommended.「推薦する理由が違うならば、複数の人間が推薦されてもいい」
と述べられている。
193
(A)
(B)
(C)
(D)

「ザッハ方式」について何が言われていますか。
子ども向けのプログラムである。
ウィリアム・モリスによって考案された。
予習を必要とする。
グループで受講できる。

正解 (C)
e-mail の一段落目の五行目から、With this curriculum, users can watch videos of
business scenes before their lessons「このカリキュラムではユーザーはレッスン前に
ビジネスシーンのビデオを見ることができる」と述べている。
194
(A)
(B)
(C)
(D)
正解

Mr.ルメールの功績として正くないものはどれですか。
商品開発に携わった。
新しいサービスを考案した。
人件費の削減に貢献した。
講師のスキルアップを支援した。
(C)
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（A）は e-mail の 2 段落目３行目終から She also led the development of the program’s
content「プログラムの開発も行った」で述べられている。（B）e-mail 一段落目の 2 行目から The
source of this success lies with the learning program she invented, called the
Sacher Method.「成功の要因は彼女が発明した the Sacher Method と呼ばれるプログラムにあ
る」で述べられている。（C）は e-mail の 2 段落目の 5 行目から Ms. Sacher also proactively
worked to train other teachers and to equalize the quality of our service.「サッチャー
氏は自発的に他の講師をトレーニングし、サービスの均一化に貢献した」で述べられている。（C）は
記述がない。
195
(A)
(B)
(C)
(D)

2 段落目の 5 行目'proactively'に最も近い意味の単語は何ですか。
積極的に
残念に
自発的に
滑らかに

正解 (A)
proactively は「積極的に、前向きに」という意味。これに近いのは
(C)の spontaneously「自発的に」である。
（A）agressively「攻撃的に」
（B）lamentably「嘆かわしく」
（D）smoothly「なめらかに」
196-200
授業評価
---------------------------------------------------------------------------------件名:学生による授業評価アンケートをします。
各位
本学では 2000 年度から学生による「授業評価アンケート」を全学で実施しています。
このアンケートは、学生に「授業をどのように感じているか」を記述してもらい、本学の教育の質の
向上と授業改善に役立てることを目指すものです。
2013 年度の授業評価アンケートについて次のとおり実施します。
●調査の実施方法
実施時期:2013 年度後期の最後の授業で実施する。
実施方法:授業担当教員が学生にアンケート用紙を配布し、学生に無記名で回答させ、担当教員が回収
する。評価は五段階で行う。
調査対象科目:各教員が受け持つ授業科目のうち 1 科目をアンケートの調査対象とする。非常勤講師が
担当する授業科目についても同様とする。
なお、リレー講義の授業等、複数の教員が担当する科目については対象としない。
アンケートの様式:授業形態（講義科目、演習科目、実験・実習科目）にかかわらず同一の様式を使用
する。アンケート用紙の配布:アンケート用紙を各教員のメールボックスに配布する。担当教員は各自
で必要な枚数分を受け取り、上記の通り調査を実施する。
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集計結果は各授業担当者に返却し、それぞれが授業改善に役立てるともに、集計結果を外部に公表し
ます。つきましては、2 月 1 日(水)までにアンケートの実施、回収をおねがいします。
以上、宜しくお願いします。
--------------------------------------------------------------------------------【2013 年度授業アンケート】
回答は無記名でおねがいします。
回答結果によって学生のみなさんが成績評価等で不利になることはありません。
科目コード 6BC3BX
科目名：環境経営学
担当教授：BLAMES GONDRA
●授業に関してお聞きします
教員の熱意が感じられる 1・2・3・④・5
授業のレベルは適切である 1・2・3・④・5
理解しやすい授業を行っている 1・2・3・4・⑤
シラバスは役にたっている 1・2・③・4・5
授業の内容は関心のもてるものである 1・2・③・4・5
後輩にも勧めたいですか 1・2・3・4・⑤
総合的にみて授業は高く評価できる 1・2・3・④・5
●自由記述欄
授業はとても分かりやすく面白かった。
授業の最後に講義のまとめを行ってくれるのでわかりやすい。
一部学生の居眠りやおしゃべりを放置せず注意してほしい。
質問はこれで終わりです。ご協力ありがとうございました。
---------------------------------------------------------------------------------196 メールは主に誰に宛てられたものですか。
(A) 学生
(B) 教員
(C) 保護者
(D) 学長
正解 (B)
The questionnaire sheets will be distributed to the mail boxes of each teacher.
We ask that the questionnaire be given and retrieved before February 1st (Wed.)
等の記述から、アンケート実施について教員に向けてアナウンスされた内容であると分かる。
197 下線部と同じ意味として使われている英語を答えなさい。
(A) 積み上げられた
(B) まとめられた
(C) 見渡された
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(D)

調べられた

正解 (B)
aggregate（集める）
198
(A)
(B)
(C)
(D)

アンケートの結果はどのように利用されそうですか。
大学の広報活動
学生の成績評価
教員の評価
大学への寄付

正解 (A)
メールの末尾に
Along with being useful to improve each lesson, the aggregate results will also be
announced publicly.とあり、集計結果を外部に公表すると明記してある。
199
(A)
(B)
(C)
(D)

調査について正しいものを選びなさい。
全ての科目が対象である
特定の学生が対象である
アンケート用紙は直接教員に配布される
アンケート用紙は全て共通である

正解 (D)
Questionnaire Method の 10 行目 A unified format will be used independently of the
different lesson styles (lecture subjects, practical subjects, tests/training
subjects).に明記されているように同一のフォーマットを用いて調査を行うとある。
200
(A)
(B)
(C)
(D)

BLAMES GONDRA について正しい記述はどれですか。
熱意がない
学生の授業への不参加を黙認している
文学を教えている
分かりにくい

正解 (B)
アンケート結果の末尾に
I would like the teacher to pay more attention to not ignoring the sleeping and
talking in class of a part of the students.
とあるように、BLAMES GONDRA は学生の授業態度を黙認していることが分かる。
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