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1. (A)
【英文】
(A) The employee is weighing the food.
(B) A clerk is cooking the food.
(C) She is reaching out for a box.
(D) He is waiting in the shop.

【訳】
(A)従業員が食べ物の重さを量っています。

(B) 店員が食べ物を作っています。

(C) 彼女は箱に手を伸ばしています。

(D) 彼は店の中で待っています。

【解説】
写真に写っている人物の前にあるのはscale（はかり）。scaleの上に
載っている袋に人が何かをつめるしぐさが写っているので、(A)が
正解。(A)のweighingと(D)のwaitingは発音が似ているので注意。

2. (D)
【英文】
(A) The garage has a large window.
(B) Signs are falling off the building. 
(C) Boxes are loaded on the van. 
(D) The trailer is in front of the garage.

【訳】
(A)車庫には大きな窓があります。

(B) 看板が建物から落ちています。

(C) 箱がトラックに積まれています。

(D) トレーラーは車庫の前にあります。

【解説】
車庫のシャッターが閉まっていて、その前にトレーラーが見えるの

で、正解は(D)。車庫に大きな窓はないし、signs（看板）やboxes
（箱）は写真にないので、(A)(B)(C)はいずれも不適切。

3. (C)
【英文】
(A) The girl is looking out of the window.
(B) She is getting dressed.
(C) The woman is buckling her seat belt.
(D) The passenger is giving directions.

【訳】
(A)少女が窓の外を見ています。

(B) 彼女は服を着ています。

(C) 女性がシートベルトを締めています。

(D) 乗客が道順を示しています。

【解説】
女性の動作を正しく表している選択肢は(C)のみ。人物が写ってい
る場合は、動作を表す表現に注目。(A)のlook outは「外を見る」、
(B)のget dressedは「服を着る」、(C)のbuckleは「（ベルトなど）
を締める」、(D)のgive directionsは「道順を示す」という意味。

4. (A)
【英文】
(A) He has on a work apron. 
(B) A man is fixing a bike.
(C) He is holding a hammer.
(D) A man has an iron in his hand.

【訳】
(A)彼は作業用エプロンを着ています。

(B) 男性が自転車を修理しています。

(C) 彼はハンマーを手に持っています。

(D) 男性が手にアイロンを持っています。

【解説】
(A)のhas[have] on～はbe wearingと同義で「～を着ている」とい
う意味。男性はエプロンを着ているので(A)が正解。この男性の周
りにbike（自転車）はないので(B)は不正解。また、男性が手に持
っているものはhammer（ハンマー）でもiron（アイロン）でもな
いので、(C)(D)も誤りである。

5. (B)
【英文】
(A) Some trees are beside the road.
(B) There are some mailboxes beside the road. 
(C) A courier is carrying some packages.
(D) The mail is being delivered.

【訳】
(A)道の脇に何本かの木があります。

(B) 道の脇に幾つかの郵便受けがあります。

(C) 配達人が小包を幾つか運んでいます。

(D) 郵便物が配達されているところです。
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【解説】
mailboxには「郵便ポスト」の意味のほか、写真に写っているよう
な「郵便受け」の意味もある。よって正解は(B)。(D)のbeing deliv-
eredは「配達されているところである」という意味だが、そうした
様子は写っていない。

6. (C)
【英文】
How can I improve my negotiating skills? 
(A) Of course you can do it.
(B) It will take about two weeks.
(C) Why don’t you read this book? 

【訳】
どうしたら交渉術を上達させられますか。

(A)もちろん、あなたはできます。

(B) 2週間ほどかかります。

(C) この本を読んだらどうですか。

【解説】
質問はHow can I ～?（どうしたら～できますか）と手段を尋ねて
いる。Why don’t you ～?（～したらどうですか）とアドバイスし
ている(C)が正解。(A)(B)は手段を尋ねられているときの応答とし
てふさわしくない。negotiating skillsは「交渉術」という意味。

7. (A)
【英文】
We’ve run out of paper for the copy machine.
(A) It’s on the way. 
(B) I didn’t want to be.
(C) You have to hurry. 

【訳】
コピー機の紙がなくなってしまいました。

(A)もう届きますよ。

(B) そうなりたくはありませんでした。

(C) 急がなきゃいけませんよ。

【解説】
「コピー機の紙がなくなってしまいました」という発言に、(A)なら
ば「（注文したので）もう来るだろう」と答えるパターンになる。よ

って(A)が正解。on the wayは「（来る）途中で」という意味。

8. (A)
【英文】
Who published this economic report?
(A) A think tank in Washington.
(B) It was reported on the 12 o’clock news.
(C) Yeah, the economy is pretty good.

【訳】
この経済リポートを発行したのはどこですか。

(A)ワシントンのシンクタンクです。

(B) 12時のニュースで報道されました。

(C) ええ、経済はかなり好調です。

【解説】
whoで始まる質問は人だけでなく、このように会社や集団を尋ねる
こともある。(A)の think tankは「シンクタンク、頭脳集団」とい
う意味で、これが正解となる。質問文にreportと出てくるからとい
って、同じ単語を使った(B)を選ばないように。(B)のreportは動詞
で「～を報道する」という意味。

9. (B)
【英文】
Wasn’t that the doctor sued for malpractice? 
(A) Yes, that doctor is very experienced. 
(B) Yes, he’s been sued several times. 
(C) Yes, I’ve seen Sue practice her singing. 

【訳】
あの人は医療ミスで告訴された医師ではなかったですか。

(A)はい、あの医師はとても経験豊かです。

(B) はい、彼は何度か告訴されています。

(C) はい、スーが歌を練習しているのを見ました。

【解説】
質問はWasn’t that ～?（あれは～ではなかったですか）という否定
語で始まる疑問文。医療ミスで告訴された医師がどうかを尋ねてい

るのでYesと言ってから、その医者の過去について説明を付け加え
ている(B)が正解。be sued for ～は「～で告訴される」、malprac-
ticeは「医療ミス」という意味。(C)のSueは人の名前なので引っ掛
からないように。

10. (B)
【英文】
Where can I pick up State Road 14?
(A) Take your pickup truck to the road. 
(B) It’s three miles down this road. 
(C) You can pick it up near there.

【訳】
州道14号線にはどこから入れますか。

(A) 小型トラックを道に動かしてください。

(B) この道を3マイル下ったところです。

(C) あそこの近くで手に入れられますよ。

【解説】
pick up ～というイディオムの基本的な意味は「～を（車で）迎え
に行く、～を取ってくる」だが、この質問では後ろにState Road 14
（州道14号線）が続くことから、「～に入る」という意味になる。よ
って、道を教えている(B)が正解。このような基本的なイディオムは
後ろに続く語によってさまざまなとらえ方ができるので、文脈をし

っかり把握して意味をとらえられるようになろう。

11. (C)
【英文】
When can I talk to the city inspector? 
(A) No, he’s gone for the day.
(B) You can inspect it in the morning.
(C) He’ll be free at 2 o’clock.

【訳】
市の監査官とはいつ話ができますか。

(A)いいえ、彼は今日はもう帰りました。
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(B) 午前中に監査できます。

(C) 2時には手が空くでしょう。

【解説】
疑問詞（5W1H）を用いた疑問文にYesやNoで答えるのは不適切
なので(A)は不正解。質問にある inspector（監査官）の動詞形、
inspect（～を監査する）が入っているからといって(B)を選ばない
ように。正解は、監査官の手が空く時間を答えている(C)である。

12. (A)
【英文】
Are children allowed in this apartment complex? 
(A) Yes, but only children over 6. 
(B) No, they are clean and simple.
(C) Yes, most of our tenants are retired. 

【訳】
この団地は子どもは入居可能ですか。

(A)はい、ですが 6歳以上の子どものみです。

(B) いいえ、それらは清潔で簡素です。

(C) はい、住人の大半が退職しています。

【解説】
(B)と(C)はYes/No QuestionにYesまたはNoで答えている点は問
題ないが、「子どもがいても入居できるか」という問いの答えとして

は不適切。「6歳以上の子どものみ」と条件を付け加えている(A)が
正解。質問のapartment complexは「団地、大型アパート」、(C)の
tenant は「居住者、住人」という意味。

13. (C)
【英文】
That man I saw you having lunch with was from a recruiting
agency, wasn’t he?
(A) I’m sorry, but I can’t go right now.
(B) They talked about the project over lunch.
(C) No, what made you think that? 

【訳】
私が見掛けた、あなたと昼食を取っていたあの男性は、人材スカウ

ト会社の人ですよね？
(A)すみません、すぐには行けません。

(B) 彼らは昼食を食べながらその企画について話し合いました。

(C) いいえ、なぜそう思ったのですか。

【解説】
～, wasn’t he?（～ですよね？）は同意を求める表現。その応答とし
て(A)や(B)のような返答では話がかみ合わない。ここは素直に
Yes/Noで答えている(C)を選べば良い。

14. (A)
【英文】
Would you care for some juice or something hot to drink? 
(A) A cup of tea, please. 
(B) Yes, it is a little hot in here. 
(C) No, I really don’t care. 

【訳】
ジュースか温かい飲み物はいかがですか。

(A) 紅茶を1杯、お願いします。

(B) はい、ここは少し暑いですよね。

(C) いいえ、本当に気にしません。

【解説】
Would you care for ～? は、「～はいかがですか」と提案するとき
の表現。質問では飲み物を勧めているので、(A)が適切な応答。

15. (C)
【英文】
Will you travel to India by yourself ? 
(A) At the beginning of next month.
(B) I’ve never been there before.
(C) Two of my assistants are going with me. 

【訳】
1人でインドへ旅行するんですか。

(A)来月の上旬にです。

(B) あそこには一度も行ったことがありません。

(C) 助手が 2人、私と一緒に行きます。

【解説】
｢1人で旅行するんですか｣という質問なので、(A)のように時期を答
えたり、(B)のように経験を答えたりするのは不適切。一緒に行く人
を述べている(C)が正解。質問のby oneselfは「1人で」という意味。

16. (A)
【英文】
You aren’t dropping out of the tennis tournament, are you?
(A) I didn’t even think of it. 
(B) I’ve used all the matches. 
(C) Yes, I’ll meet you out on the court.

【訳】
テニスのトーナメントを棄権するつもりはありませんよね？

(A)考えてもいませんでした。

(B) 全部のマッチを使いました。

(C) はい、コートで会いましょう。

【解説】
付加疑問文には普通Yes/Noで答えるが、ここは質問の意味を考え
ないと正解は選べない。ここでは(A)が適切。質問の進行形は近い
未来を表し、未来の行動に向けて今心構えをしていたり、具体的な

準備をしたりしているという内容が含まれる。(C)はNoならば可。

17. (B)
【英文】
What happened to the overhead projector that was in the
storeroom? 
(A) I will project it onto the wall.
(B) The marketing people took it to the conference. 
(C) No, I saw it on the floor over there.

【訳】
倉庫にあったOHPはどうなったんですか。

(A) 壁に投影します。

(B) 営業部の人たちが会議に持っていきました。

(C) いいえ、あそこの床の上にあるのを見ました。
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【解説】
What happened to ～?（～に何が起きましたか、～についてはどう
なりましたか）という質問に対し、(A)は答えになっていないし、
(C)のように Yes/Noで答えるのも不適切。誰が何をしたかを答え
ている(B)が正解。storeroomは「倉庫」という意味。

18. (B)
【英文】
Doesn’t the sun ever shine around here? 
(A) You can get a shoeshine in the lobby. 
(B) Not during the winter months. 
(C) My son is standing over there. 

【訳】
この辺りは日が差すことはないんですか。

(A)ロビーで靴磨きをしてもらえますよ。

(B) 冬の間は差しません。

(C) 私の息子があそこに立っています。

【解説】
時期を限定して答えている(B)が正解となる。(A)のshoeshineは
「靴磨き」という意味。sunと(C)のsonは発音が同じ[s%n]なので注

意。音だけで判断せずに内容を考えよう。

19. (C)
【英文】
Have you reserved tickets for the hockey game tomorrow? 
(A) We don’t have the game today.
(B) Yes, I’ll be playing with my friend.
(C) I tried, but they were sold out. 

【訳】
明日のアイスホッケーの試合のチケットを予約しましたか。

(A)今日は試合がありません。

(B) はい、友人と遊びます。

(C) 取ろうとしましたが、売り切れでした。

【解説】
Have you ～?（～しましたか）という質問の形にはYes/Noで答え
るのが一般的だが、(C)のように、具体的な行動や状況を示して答
えることもある。質問の内容をきちんと理解してから、答えを選ぼ

う。(C)のbe sold outは「売り切れる」という意味。

20. (A)
【英文】
Why did you change long-distance carriers again? 
(A) This company is 20 percent cheaper. 
(B) I’m satisfied with the one I’m using. 
(C) They charge a dollar to connect you.

【訳】
どうしてまた長距離電話会社を変えたのですか。

(A)この会社の方が20パーセント安いからです。

(B) 今使っているところで満足しています。

(C) 彼らは電話をつなぐのに1ドル請求します。

【解説】
変える根拠となる理由について言及している選択肢を選ぶべき。こ

の中では(A)のみがふさわしい。long-distanceは「長距離の」、car-

rierは「電話会社、通信会社」。

21.-23.
【英文】
Questions 21 through 23 refer to the following conversation.
M: Did you report a break-in?
W: Yes, I did. When I came back from work, I realized that
one of the windows of our bedroom was broken, and I pan-
icked. I quickly checked to see if anything was missing from
our house. 
M: Was anything? 
W: Actually not. But I did find this baseball lying on the floor
of our bedroom, and I’m now wondering if it was just one of
the neighborhood kids playing catch or something. 

【訳】
問21から23は、次の会話に関するものです。

男性：不法侵入の通報をされましたか。

女性：ええ、しました。仕事から帰ってきたら、寝室の窓が1枚割

れていたので、うろたえてしまったんです。すぐに家から何かなく

なった物がないか調べました。

男性：何かなくなっていましたか。

女性：実は何も。でも、寝室の床にこの野球のボールが転がってい

るのを見つけたので、今は単に、キャッチボールか何かしていた近

所の子どもたちの仕業にすぎなかったのでは、と思っているんです。

21. (B)
【問題と選択肢の訳】
女性は誰と話している可能性が高いですか。

(A) 子ども

(B) 警察官

(C) スポーツ店の店主

(D) 子どもの親

【解説】
男性の最初の発言にあるDid you report a break-in? （不法侵入の
通報をされましたか）が聞き取れれば、男性が (B)の警察官である
と推測できる。break-inは、盗みなどを目的とする「不法侵入」の
こと。「report＋犯罪」で、「犯罪を通報する」という意味。

22. (D)
【問題と選択肢の訳】
女性はなぜうろたえたのですか。

(A)誰かが彼女の家から金を盗んだから。

(B) 誰かが彼女のベッドに野球ボールを置いたから。

(C) 隣人が行方不明だったから。

(D) 寝室の窓が割られていたから。

【解説】
「通報をされましたか」という問い掛けに対する、女性の返答がポイ

ント。直接解答の鍵になるのは、I panicked（うろたえた）のすぐ
前に女性が言ったI realized that one of the windows of our bed-
room was broken（寝室の窓が1枚割られていた）の部分で、(D)
が正解。(B)のボールが見つかったのはその後、家の中を調べていた
時なので、それが原因でパニックに陥ったわけではない。
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23. (C)
【問題と選択肢の訳】
女性について当てはまることは何ですか。

(A)キャッチボールが好きである。

(B) 子どもたちが、ボールを盗んだと推測している。

(C) 過剰反応したようである。

(D) 報告書を書かなければならない。

【解説】
会話の内容から、窓は割れていたものの何も取られておらず、代わ

りに野球ボールが見つかったことが分かる。解答の決め手になるの

が、I’m now wondering if it was just one of the neighborhood
kids playing catch or something.（今は単に、キャッチボールか何
かしていた近所の子どもたちの仕業にすぎなかったのでは、と思っ

ているんです）の個所。it was just ～は、「あれは～にすぎなかっ
た」というニュアンスで、取り乱した自分を反省する気持ちがうか

がえるため、(C)が正解。

24.-26.
【英文】
Questions 24 through 26 refer to the following conversation.
M1: Robert, look at you! I need to lose some weight. You’ve
been working out, haven’t you? 
M2: Well, Brian, I’ve been going to the gym every day except
for weekends when I go for bicycle rides.
M1: Yes, I remember you telling me you bought a new bike.
How long do you usually ride for?
M2: Just an hour or so. I ride down to the beach and back. It’s
beautiful.

【訳】
問24から26は、次の会話に関するものです。

男性1：ロバート、すごいですね！　僕も本当に体重を落とさない

といけなくて。トレーニングをしているんでしょ？

男性2：ええ、ブライアン、サイクリングに出掛ける週末以外は毎

日ジムに行っているんですよ。

男性1：そうでした、あなたが新しい自転車を買ったって話してく

れたのを思い出しましたよ。いつもどれくらい乗っているんですか。

男性2： ほんの1時間かそこらですよ。海辺まで行って、帰ってく

るんです。素晴らしいんですよ。

24. (D)
【問題と選択肢の訳】
話し手たちは何について話し合っていますか。

(A) ブライアンがどう週末を過ごすか

(B) ２人の一番お気に入りのジム

(C) ２人の週末の仕事

(D) ロバートがどうトレーニングするか

【解説】
最初のやり取りにworking out（トレーニングをしている）、gym
（ジム）、bicycle rides（サイクリング）と、運動を連想させる言葉
が出てくる。これらの運動をしているのは、男性1（ブライアン）の
Robert, look at you!（ロバート、すごいですね！）という発言か
ら、ロバートだと分かる。よって正解は(D)。look at you!は、相手
の容姿や服装を誉めるときに使う慣用句で、性別を問わず使える。

ただし、口調によっては「ひどい！」という意味にもなるので、使

うときは注意しよう。

25. (B)
【問題と選択肢の訳】
ロバートはいつトレーニングをしていますか。

(A) 毎日ジムに行っている。

(B) サイクリングをしていない日に

(C) 毎週月曜に海で泳いでいる。

(D) 毎日1時間

【解説】
トレーニング法を尋ねられたロバートの返答がポイント。まずI’ve
been going to the gym every day（毎日ジムに行っている）と言う
ので(A)を選んでしまいそうになるが、その後すぐ、except for
weekends when I go for bicycle rides（サイクリングに出掛ける週
末以外は）と続くので、正解は(B)。

26. (A)
【問題と選択肢の訳】
ロバートは最近、何を買いましたか。

(A)自転車

(B) 運動器具

(C) 水着

(D) オートバイ

【解説】
ロバートが最初の発言で、I’ve been going to the gym every day
except for weekends when I go for bicycle rides.（サイクリングに
出掛ける週末以外は、毎日ジムに行っているんですよ）と言ったの

に対し、ブライアンがI remember you telling me you bought a
new bike.（あなたが新しい自転車を買ったって話してくれたのを思
い出しましたよ）と返していることから、正解は(A)だと分かる。

27.-29.
【英文】
Questions 27 through 29 refer to the following conversation.
W: If I can just sell five more units this month, I’ll get the 10
percent bonus. Then, I think I’ll reward myself with a vaca-
tion!
M: Good for you! I’ve only gotten the bonus once. Martin, on
the other hand, seems to get it every month. I don’t know how
he does it.
W: I do. He works every weekend and never takes a day off.
And another thing ------ have you ever heard of Martin going on
vacation?
M: Actually, no. I guess he deserves the bonus, then. Person-
ally, I’d rather have the time off, and it sounds like you would,
too.

【訳】
問27から29は、次の会話に関するものです。

女性：今月もうあと5セット売れさえすれば、10パーセントのボー

ナスがもらえるんです。そうしたら、休暇を取って自分へのご褒美

にしますよ！

男性：すごいですね！　僕なんか、ボーナスなんてたったの1回し

かもらったことがないですよ。それに比べてマーティンなんか、毎

月もらっているみたいですよ。一体、どうやったらあんなふうにで

きるんだろう。

女性：私、知っていますよ。彼って、週末もいつも働いていて、絶

対に休みを取らないんです。それにもう1つ――マーティンが休暇

を取るなんて話、聞いたことがありますか。
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男性：いや、ないですね。だったら、彼もボーナスくらいもらって

当然なのでしょうね。個人的には、休みを取れる方がうれしいです

し、あなたもそうみたいですね。

27. (A)
【問題と選択肢の訳】
女性は何をしたいと望んでいますか。

(A)成功報酬で昇給を達成する

(B) 売上に応じて5パーセントのボーナスをもらう

(C) 別の従業員より多くのセットを売る

(D) 会社の商品を購入してくれる客をあと10人探す

【解説】
女性が冒頭で「今月もうあと5セット売れさえすれば、10パーセン
トのボーナスがもらえる」と言っていることから、この会社が販売

実績によってボーナス支給をしていて、女性がそのボーナスを得た

いと思っていることが分かる。よって正解は(A)。a performance-
related payは「能力給」のこと。ボーナスは10パーセントなので、
(B)は不適切。販売数の指定はあるようだが、ほかの従業員との比
較で支給されるとは言っていないので(C)も不適切。売らなければな
らないのは five more units（あと5セット）なので(D)も間違い。

28. (D)
【問題と選択肢の訳】
マーティンがそんなに頻繁にボーナスをもらえるのはなぜですか。

(A)長い休暇をたくさん取ることで

(B) 夜も働くことで

(C) 最高の販売指導を聞くことで

(D) とても一生懸命働くことで

【解説】
女性の2回目の発言がポイント。I do.は、その前に男性が言ったI
don’t know how he does it.（一体、どうやったらあんなふうにでき
るんだろう）に対して、I know.（私は知っている）という意味で
使われている。彼女が知っているのは、He works every weekend
and never takes a day off.（彼って、週末もいつも働いていて、絶
対に休みを取らない）ということ。よって正解は(D)。「夜働くこと」
と「休日なしに働くこと」は同じではないので、(B)は不適切。続く
have you ever heard of Martin going on vacation?（マーティンが
休暇を取るって聞いたことがありますか）の発言からも、マーティ

ンが休みも取らずに働いていることが分かる。

29. (D)
【問題と選択肢の訳】
男性はマーティンの成功についてどう感じていますか。

(A) 素晴らしいチャンスだとは思っていない。

(B) ほかの人々のチャンスを潰していると思っている。

(C) 彼が成功に値するとは思っていない。

(D) マーティンは成功する権利があると思っている。

【解説】
女性がマーティンの成功の秘けつを話した後、男性は I guess he
deserves the bonus, then.（だったら、彼もボーナスくらいもらっ
て当然なのでしょうね）と言っている。deserveは「～にふさわし
い、～に値する」という意味の動詞。(C)に同じ語があるが、ここで
はdoes not think ～（～とは思っていない）と否定しているので不
正解。(D)のbe entitled to ～はdeserveの類義語で「～を得る資格
がある」といった意味になる。よって(D)が正解。(B)のhurt one’s
chanceは「人のチャンスを潰す」。

30.-32.
【英文】
Questions 30 through 32 refer to the following conversation.
M: Hi, Rita. Do you think you can pick me up at the office
tomorrow so that we can go to the meeting together? I want
to go through the agenda with you before we see the client.
W: Sure, no problem. The thing is, I won’t finish lunch with
my other client until 1:00. So I don’t think I can pick you up
until around 2:00. Will that be OK with you?
M: Yes, that’s great. I’ll meet you in front of the office at 2:00
then.

【訳】
問30から32は、次の会話に関するものです。

男性：やあ、リタ。会議に一緒に行きたいので、明日、会社まで僕

を迎えに来てもらえませんか。クライアントと会う前に議題の内容

を確認しておきたいんです。

女性：ええ、いいですよ。ただ、ほかのクライアントとの昼食が1

時までかかるんです。なので、2時くらいまで迎えに行けませんよ。

それでも構いませんか。

男性：結構です。では、会社の前で2時に会いましょう。

30. (C)
【問題と選択肢の訳】
話し手たちは何について話し合っていますか。

(A)新しいアパート

(B) 昼食をどこで食べるか

(C) どのようにして会議に行くか

(D) 2時の会議

【解説】
最初のヒントは、男性が女性にDo you think you can pick me up
at ～?（～まで僕を迎えに来てもらえませんか）と頼む部分。「pick
＋人＋up」は「（人）を（車で）拾う、迎えに行く」という意味の
慣用表現。その後2人は、会議に行く前に待ち合わせる時間につい
て相談をしている。よって正解は(C)。

31. (B)
【問題と選択肢の訳】
男性はなぜ女性に迎えに来てもらいたいのですか。

(A)自分が運転しなくていいように。

(B) 移動中に話し合えるように。

(C) 会議の前に昼食を楽しめるように。

(D) 路面電車に乗らなくていいように。

【解説】
男性の最初の発言中、so that以降に続く説明部分が鍵。so thatは
「～するように、～するために」と目的を表す。次いで、拾ってもら

う「理由」をI want to go through the agenda with you（議題の内
容を確認しておきたい）と述べているので、(B)が正解。go through
～は「～に目を通す、～を確認する」という意味。

32. (D)
【問題と選択肢の訳】
女性は男性と合流するまで何をする予定になっていますか。

(A) クライアントを迎えに行く

(B) 上司との会議を準備する

(C) 議題を確認する

(D) クライアントと昼食を取りながら打ち合わせする
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【解説】
女性の最初の発言、The thing isの後に続く部分がポイント。The
thing is ～は、「ただ、～なのです」と問題点などを挙げるときに使
われる。I won’t finish lunch with my other client until 1:00.（ほ
かのクライアントとの昼食が1時までかかるんです）の部分から答
えが分かる。正解は(D)。

33.-35.
【英文】
Questions 33 through 35 refer to the following conversation.
W: Mario, why weren’t you at the meeting this morning? We
waited for you for 15 minutes and then had to start without
you.
M: The meeting was this morning? I thought it was this after-
noon at 3:30.
W: Originally it was, but George rescheduled it for 10:00 this
morning. Didn’t you get the memo? I sent it to you yesterday.
M: No, I didn’t. I’m so sorry, Helen. My computer has been
down the last two days. Steven is coming over at noon to look
at it.

【訳】
問33から35は、次の会話に関するものです。

女性：マリオ、どうして今日の午前中の会議に来なかったんですか。

私たち、15分間あなたを待って、結局あなた抜きで会議を始めるし

かなかったんですよ。

男性：会議は午前中だったんですか。今日の午後3時半からだと思

っていたんですが。

女性：元々はそうでしたが、ジョージがスケジュールを変更して今

朝の10時になったんです。連絡メモを受け取っていませんか。昨日、

送りましたよ。

男性：それが、受け取っていないんです。本当にすみません、ヘレ

ン。僕のコンピューター、ここ2日間ダウンしていて動かないんで

す。スティーブンが正午に見に来てくれる予定なんですけどね。

33. (C)
【問題と選択肢の訳】
男性はなぜ会議に出席しなかったのですか。

(A)自分のコンピューターを修理するのに忙しかったから。

(B) 翌日の朝に予定されていると思っていたから。

(C) 会議の時刻の変更を知らなかったから。

(D) 誰かがスケジュールを変更すると思ったから。

【解説】
男性の最初の発言、The meeting was this morning? I thought it
was this afternoon at 3:30.（会議は午前中だったんですか。今日の
午後3時半からだと思っていたんですが）から、男性が会議の時間
が変更されたのを知らなかったと推測できる。よって正解は(C)。ま
た、女性の「連絡メモを受け取っていませんか」という質問に対し

て、Noとはっきり答えているのもヒントになる。

34. (D)
【問題と選択肢の訳】
会議時間の決定を任されているのはおそらく誰ですか。

(A) スティーブン

(B) マリオ

(C) ヘレン

(D) ジョージ

【解説】
be in charge of ～は、「～を管理している、担当している」という
意味の慣用表現。set the timeは「（会議などの）日時を設定する」
という意味。つまり、会議時間の決定権を持つのは誰かという質問。

女性の2回目の発言に出てくる、George rescheduled it（ジョージ
がスケジュールを変更した）の個所が聞き取れれば、(D)が正解だ
と分かる。

35. (C)
【問題と選択肢の訳】
マリオのコンピューターは何時に見てもらえますか。

(A) 10時

(B) 10時15分

(C) 12時

(D) 3時分

【解説】
男性が最後に言う、Steven is coming over at noon to look at it.
（スティーブンが正午に見に来てくれる予定なんです）に答えがあ

る。ここで言うitは「コンピューター」のこと。noonは昼の12時
のことなので(C)が正解。look at ～には「～を調べる」という意味
もある。

36.-38.
【英文】
Questions 36 through 38 refer to the following announce-
ment.
Welcome everyone to the preview of our new spring line. One
word sums up this season’s style: ease. Our dresses are
designed with loose flowing lines with the fabrics cut on a
bias to elongate the body and flatter all figures. Patterns are
lighter and more muted creating a subtle elegance. Slipping
into one of these dresses is an easy way to be beautiful for
almost any occasion. You won’t have to sacrifice style to be
comfortable. Match your mood and occasion with a change
of accessories. These dresses are versatile enough for a high-
style luncheon or a garden picnic. Make our style your own!

【訳】
問36から38は、次のアナウンスに関するものです。

皆さま、春のコレクションの内覧会へようこそ。今シーズンのスタ

イルは一言で表せます。「くつろぎ」です。当ブランドのドレスは、

バイアスカットの生地を使用して流れるようなラインを形づくるデ

ザインにすることで、体をすっきりと見せ、どんな体型の方も引き

立てます。模様は軽やかかつ控えめで、さり気ない優雅さを演出致

します。このドレスを1枚まとうだけで、ほぼどんな場面でも簡単

に美しく装うことができます。着心地の良さのためにスタイルを犠

牲にする必要はありません。その日の気分や場面に合わせてアクセ

サリーを変えてください。このドレスは非常にスタイリッシュな昼

食会から庭でのピクニックまで、幅広く着回していただけます。私

どものスタイルをお客さまご自身のものにしてください！

P A R T 4
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36. (B)
【問題と選択肢の訳】
このアナウンスはどこで行われている可能性が高いですか。

(A) 新聞売店で

(B) ファッション・ショーで

(C) バーゲン・セールで

(D) 結婚式で

【解説】
冒頭のWelcome everyone to the preview of our new spring line.
（皆さま、春のコレクションの内覧会へようこそ）から何らかの内覧

会であることが分かる。previewは、「先に見る」を表し、「新作の
内覧会・先行展示会」などの意味で広く使われる。また、続くOur
dresses are designed ～（当ブランドのドレスは～デザインにする）
からは服に関する催しであることが分かる。従って正解は(B)。

37. (D)
【問題と選択肢の訳】
今シーズンのスタイルを表す最も適切な表現はどれですか。

(A)フォーマル

(B) ワクワクさせる

(C) 情熱的

(D) 快適な

【解説】
One word sums up this season’s style: ease.（今シーズンのスタイ
ルは一言で表せます。「くつろぎ」です）の文が鍵。sum up ～は
「～を要約する」という意味。その要約されたOne word（一言）が
ease（くつろぎ）で、これをcomfortableと言い換えた(D)が正解。

38. (B)
【問題と選択肢の訳】
説明されているような服はどんなときに着れば良さそうですか。

(A)クロスカントリーのハイキングで

(B) 形式張らないパーティーで

(C) 寝るとき

(D) おしゃれな家を掃除するとき

【解説】
最後の方にThese dresses are versatile enough for a high-style lun-
cheon or a garden picnic.（このドレスは非常にスタイリッシュな
昼食会から庭でのピクニックまで、幅広く着回していただけます）

とあることから、何らかの会合にふさわしいと分かる。garden pic-
nicは、hike（ハイキング）ではなく、「屋外や庭での食事会」の意
味。よって(B)のinformal partyが正解。ちなみに、formal partyで
は男性はblack tie（黒のネクタイ）、女性はgown（床までの長さの
ドレス）が正式。

39.-41.
【英文】
Questions 39 through 41 refer to the following announce-
ment. 
May I have the attention of passengers holding tickets for
flight number 203 to Seattle? This flight has been over-
booked, so our departure will be delayed for a short time. We
are giving a free round-trip ticket, good for anywhere in the
U.S., to any person who is willing to voluntarily give up their
seat for a later flight. If you are interested, please come up to
the check-in desk immediately. We ask that everyone stay in

the boarding area, as we will be leaving as soon as possible.
Thank you for your patience. 

【訳】
問39から41は、次のアナウンスに関するものです。

シアトル行き203便の航空券をお持ちのお客さまにご案内申し上げ

ます。この便はオーバーブッキングのため、出発が少々遅れます。

後続の便にお移りいただけるお客さまには、全米でお使いいただけ

る往復航空券を無料で差し上げております。ご興味のあるお客さま

は至急、チェックインデスクまでお越しください。なお、できるだ

け早急に出発致しますので、皆さまには搭乗口でお待ちいただけま

すようお願い申し上げます。ご理解ありがとうございました。

39. (B)
【問題と選択肢の訳】
このアナウンスはどこでされましたか。

(A)書店で

(B) 空港で

(C) 飛行機の中で

(D) ホテルのロビーで

【解説】
このアナウンスは、オーバーブッキングのために飛行機の便を変更

してくれる人がいないかを呼び掛けるものなので、出発前の空港で

行われていると考えるのが自然。よって(B)が正解。

40. (A)
【問題と選択肢の訳】
問題は何ですか。

(A)チケットが多く売られ過ぎた。

(B) ツアーバスが十分な大きさではない。

(C) 乗り遅れた乗客が多過ぎた。

(D) 部屋が十分な大きさではない。

【解説】
キーワードはoverbookedで、これは「予約を定員以上に取ってし
まった」、つまり「チケットを売り過ぎてしまった」ということ。従

って正解は(A)となる。

41. (C)
【問題と選択肢の訳】
あるものを無料でもらえるのは誰ですか。

(A)飛行機に乗っているすべての人

(B) 後続のバスに乗ってもいいというすべての人

(C) シアトル行きを遅らせる人

(D) 最初にホテルにチェックインする人

【解説】
アナウンスの中ではgive up their seat for a later flight（後続の便
にお移りいただける）と言っているが、これはつまり、(C)の「シア
トル行きを遅らせる」ということ。この203便から後続の便に変更
する人は、We are giving a free round-trip ticket, good for any-
where in the U.S.（全米でお使いいただける往復航空券を無料で差
し上げております）と述べられているので、(C)が正解。for noth-
ingはfree（無料で）と同義。

42.-44.
【英文】
Questions 42 through 44 refer to the following bulletin. 
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And now we would like to bring you a public service bulletin.
Because of high pollution levels, the Department of Environ-
mental Management would like to remind residents that the
burning of household or yard waste is prohibited by state
law. Open burning of clean wood products such as leaves,
branches, and paper is permitted if they are burned in a non-
combustible, ventilated container such as a metal drum. The
fire must be attended at all times and burning may only be
done during daylight hours. Burning on the ground is illegal.
Open burning is not allowed at mobile home parks, apart-
ment complexes, or buildings with four or more dwelling
units. 

【訳】
問42から44は、次の公報に関するものです。

それでは公共公報を皆さまにお知らせ致します。高レベルの公害の

ため、環境管理課は住民の皆さまに、一般家庭の屋内および庭から

出るごみを焼却することは、州法で禁止されていることをお知らせ

します。木の葉や枝、紙類といった汚染物質を出さない木製品につ

いては、ドラム缶のような不燃性で通気性のある容器に入れれば、

屋外で焼却することは認められています。常に火を監視し、焼却は

日中のみ行うようお願いします。地面での焼却は違法です。また、

移動住宅の駐車場、団地、もしくは4世帯以上が入居している建物

の屋外での焼却は認められていません。

42. (B)
【問題と選択肢の訳】
環境管理課はなぜこの公報を発行しましたか。

(A) 誰にも木の葉を燃やしてほしくないから。

(B) 公害のレベルを低減させたいから。

(C) どの住人にもやけどを負わせたくないから。

(D) 森林火災を防ぎたいから。

【解説】
この公報は住民に対して「ごみを焼却することは、州法で禁止され

ている」ことを知らせている。その理由はBecause of high pollu-
tion levels（高レベルの公害のため）なので、正解は(B)。bulletin
は「（官庁の）公報」という意味。

43. (A)
【問題と選択肢の訳】
汚染物質を出さない木製品は、どこで焼却できますか。

(A) 不燃性で通気性のある容器の中

(B) 裏庭の地面の上

(C) 農地や苗木場のような空き地

(D) 環境管理課によって用意された特別な場所

【解説】
clean wood products（汚染物質を出さない木製品）は、noncom-
bustible, ventilated containerでのみ焼却が許可されている。non-
combustibleは「不燃性の」、ventilatedは「通気性のある」という
意味なので、(A)が正解。

44. (D)
【問題と選択肢の訳】
移動住宅の住人が焼却を認められているのは何ですか。

(A) 汚染物質を出さない木製品

(B) 古新聞

(C) 自生植物

(D) 何もない

【解説】
木の葉や紙など、一般家庭で条件付きで燃やすことができる物もあ

るが、最後の1文で「mobile home（［トレーラー式の］移動住宅）
の駐車場での焼却は全面的に禁止されている」と述べられているた

め、(D)が正解。

45.-47.
【英文】
Questions 45 through 47 refer to the following report.
The nation’s economy did fairly well in March, according to
recently released government statistics. Exports of merchan-
dise in March totaled $40.28 billion despite the recent high
currency values, which also encouraged imports by making
foreign goods relatively inexpensive. Imports rose to $32.87
billion for the month. The nation’s trade surplus with the rest
of the world rose to $7.41 billion. Employment also rose in
March, with the total number of working citizens increasing
by 1.9 percent over the same month the previous year. This
was slightly lower than the prediction of 2.0 percent growth
in the active workforce. 

【訳】
問45から47までは、次の報告に関するものです。

最近発表された政府の統計によると、3月の国内経済は極めて順調

でした。3月の製品輸出は、最近のドル高にもかかわらず、総額402

億8000万ドルに達し、このドル高を受けて外国製品の価格が低下、

輸入も促進されました。今月の輸入総額は328億7000万ドルに上が

りました。諸外国に対する貿易黒字は、74億1000万ドルへと上昇

しました。3月は雇用率も高まり、就業人口は前年比同月1.9パーセ

ント増となりました。この数字は現役の労働人口が2.0パーセント増

という当初の予想をわずかに下回る結果となりました。

45. (B)
【問題と選択肢の訳】
この報告はどのようなことを述べていますか。

(A)雇用率アップの対策法

(B) おおむね良好な経済ニュース

(C) 大企業でのストライキの可能性

(D) 高騰するインフレと貿易赤字

【解説】
冒頭のThe nation’s economy did fairly well in March（3月の国内
経済は極めて順調でした）から、国内の経済がおおむね良好であっ

たことがうかがえるので、(B)が適切だと分かる。export（輸出）や
import（輸入）、rose to ～（～まで上昇した）、surplus（黒字）、
increase（増加）といった経済関係の用語を押さえておこう。(D)の
soaringは「高騰している、急上昇する」、deficitはsurplusの対義
語で「赤字」という意味。

46. (A)
【問題と選択肢の訳】
この報告では、輸出入についてどんなことを述べていますか。

(A)輸出は通貨価値が高いのにもかかわらず、かなり良かった。

(B) 輸出は通貨価値が高いため、かなり悪かった。

(C) 国の経済は赤字である。

(D) 国の経済は黒字である。
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【解説】
2文目にexports（輸出）について説明がある。despiteは「～にも
かかわらず」という意味。「通貨価値が高くても輸出は好調だった」

とあることから、(A)が正解。(C)と(D)のnation’s economyについ
ては詳しく触れられていない。説明されているのはnation’s trade
surplus（国の貿易黒字）である。

47. (C)
【問題と選択肢の訳】
この報告では雇用率についてどんなことを述べていますか。

(A)変化はなかった。

(B) 大幅に落ち込んだ。

(C) わずかながら上昇した。

(D) 急速な変動を見せた。

【解説】
説明の後半でEmployment also rose in March（3月は雇用率も高
まり）とあるので、(C)が正解。slightly（わずかに）はby 1.9 per-
cent（1.9パーセントの）の言い換え。

48.-50.
【英文】
Questions 48 through 50 refer to the following advertise-
ment.
For a limited time, when you order a full case of Wonder
Wax, we’ll give you a free sponge and bucket with a retail
value of $10! But that’s not all. Order a case of four bottles
and we’ll give you an additional bottle for free! Don’t miss
this great opportunity to own one of the best car care prod-
ucts ever made. Wonder Wax has been featured in print,
radio, and television ads throughout the country. Thousands
of people have written to tell us about their experiences with
Wonder Wax. One woman writes, “I have a bad back which
used to make waxing my car painful and uncomfortable.
Wonder Wax is so easy to use I don’t feel a thing!” So what
are you waiting for? Order Wonder Wax today!

【訳】
問48から50は、次の広告に関するものです。

期間中、ワンダー・ワックスを1ケース丸ごとご注文いただいた方

には、小売価格10ドルのスポンジとバケツを無料で差し上げます！

でもそれだけではありません。4本入りのケースをご注文いただい

た方には、もう1本無料で差し上げます！　史上最高の車のお手入

れ用品を手に入れる、この素晴らしいチャンスをどうぞお見逃しな

く。ワンダー・ワックスは全国の雑誌、ラジオ、テレビ広告に取り

上げられています。ワンダー・ワックスを使われた何千人ものお客

さまたちから、商品の感想が届いています。ある女性は、「腰痛があ

るので、以前は車のワックスがけは痛みや不快感を伴うものでした。

でも、ワンダー・ワックスはとても使いやすいので、何も感じない

のです！」と書いてくださいました。何を待っているんですか。今

すぐ、ワンダー・ワックスをご注文ください！

48. (B)
【問題と選択肢の訳】
なぜ今、ワンダー・ワックスを注文すればいいのですか。

(A) 車の安全性を増すため

(B) 無料のバケツとスポンジをもらうため

(C) 通常価格から10ドル節約するため

(D) 車から傷を取り除くため

【解説】
冒頭のFor a limited timeは「期間中、期間限定で」という意味。
その間に注文すればwe’ll give you a free sponge and bucket with
a retail value of $10!（小売価格10ドルのスポンジとバケツを無料
で差し上げます）とあるので、(B)が正解。(C)は通常価格からの値
下げについてなので不適切。

49. (C)
【問題と選択肢の訳】
今、1ケース注文すると何本の商品が送られてきますか。

(A) 1本

(B) 4本

(C) 5本

(D) 8本

【解説】
3文目でOrder a case of four bottles and we’ll give you an addi-
tional bottle for free!（4本入りのケースをご注文いただいた方に
は、もう1本無料で差し上げます！）と言われているので、4本に
おまけの1本を足した5本が、手元に届くことになる。よって正解
は(C)。

50. (C)
【問題と選択肢の訳】
女性の顧客はこの会社にどんなことを伝えましたか。

(A)この製品を使ってワックスがけすると腰が痛くなる。

(B) このワックスは今までに作られた中で最も優れた製品の1つであ

る。

(C) この製品を使うと体がつらくならない。

(D) 彼女の黒い車は、自分でワックスをかけるのが大変である。

【解説】
後半のOne woman writesに続く引用部分が、女性の感想に当たる。
「腰痛持ちの自分にも使いやすく、何も感じない」と言っているの

で、(C)が正解。選択肢のdiscomfortは「不快な症状」といった意味
の名詞。ただし、本文でも使われているように、「不快な」という意

味の形容詞はdiscomfortableではなくuncomfortableなので注意。

51. (C)
【訳】
車を運転して行くよりも速くて楽なので、地下鉄で通勤しています。

【解説】
空欄の後で、空欄の前の理由を表しているので、理由を表す接続詞

が入ると分かる。よって正確は(C)。becauseの後ろには必ず「主
語+動詞」が来る。

52. (B)
【訳】
多くの大企業は、経費削減のため事業の統合整理を進めています。

【解説】
選択肢はすべて、consolidate（［会社・組織など］を統合整理する）
の活用形あるいは品詞が異なる形。ofの後には名詞または名詞句が
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続くので(C)と(D)は不可。(A)では空欄の後とつながらないので、
空欄には(B)が入る。in an attempt to doは「～しようとして」。

53. (A)
【訳】
当社は、オハイオ州でその製品を販売する独占契約を結んでいます。

【解説】
選択肢はそれぞれ(A)「独占的な」、(B)「徹底的な」、(C)「表情豊
かな」、(D)「搾取的な」という意味で、空欄にふさわしいのは(A)。
ちなみにexclusiveの動詞形はexclude（～を除外する）で、反意語
はinclude（～を含む）。

54. (C)
【訳】
金持ちのように振る舞ってはいるけれど、実は支払いに窮している

見えっ張りな人がハリウッドには多いのです。

【解説】
派生語の中から正しいものを選ぶ問題。直後のpeople（人々）を修
飾する形容詞が来るべきなので、(C) のpretentious（うぬぼれた、
思い上がった）が正解。pay one’s billで「（勘定を）支払う」とい
う意味。

55. (D)
【訳】
新薬の試験を行う医療研究者は、対照群の1つにプラセボ（偽薬）

を服用させます。

【解説】
この文の主部（Medical researchers who test new drugs）と動詞
（have）をまず見極めること。後ろにtakeという動詞の原形がある
ことから、haveが「have＋目的語＋動詞の原形」の形を取る使役
動詞だと分かれば理解しやすい。文中のcontrolを動詞と勘違いし
やすいが、ここではcontrol groupという連語で「対照群」という
意味。(A)は「玩具」、(B)は「プラズマ」、(C)は「陳腐な言葉」、(D)
は「プラセボ、偽薬」の意味。よって、この空欄にふさわしいのは

(D)である。

56. (C)
【訳】
住宅用風車は、一世帯に必要なエネルギーをすべて供給するだけの

電力を生み出すことができます。

【解説】
windmills（風車）がelectrical power（電力）を「どうすることが
できる」のか考える。選択肢はそれぞれ(A)「～を成し遂げる」、(B)
「（資料）を収集する」、(C)「生み出す」、(D)「（種子が）発芽する」
という意味。よって(C)が正解。

57. (D)
【訳】
ジョンのスペイン語は英語並みに流ちょうです。

【解説】
同等比較を表すas ～ as ...（……と同じくらい～）を使った文なの
で(D)が正解。2つ目のasは従属接続詞で、his Englishの後ろにis
fluentが省略されている。

58. (C)
【訳】
クラブのメンバーは、招待客にプールの利用を認めないことを投票

で決定しました。

【解説】
時制の一致の問題。vote（～を投票で決める）が過去形になってい
るので、空欄には助動詞willの過去形である(C)のwouldが入る。

59. (C)
【訳】
私の担当だった人が引退してからずっと、新しい会計士を探してい

るのですが、まだ見つかりません。

【解説】
正しい品詞を問う問題。「新しいaccountant（会計士）を探してい
る理由」はsince ～ retiredである。引退したのはmy accountant
（私の会計士）と考えるのが自然。よって、正解は所有代名詞で表

した(C)のmine。

60. (D)
【訳】
雇ったコンサルタントは、私たちの問題をいかに解決するのか見当

がつきませんでした。

【解説】
have no idea で「分からない、見当がつかない」という意味。(C)
のsolution（解決法）では、後ろにaboutが省略されていると考え
られ、後のhow to solve（いかに解決するのか）とつながらないの
で不適切。

61. (A)
【訳】
その自動車は、走行距離がわずか2万マイルで、状態も非常にいい

ので、高値で売れるはずです。

【解説】
bring a ～ priceは「～の値段で売れる」というセットフレーズ。選
択肢は全てプラスイメージの形容詞だが、空欄にふさわしいのは(A)
のpremium（高価な）。 (B)は「優越した」、(C)は「抜群の」、(D)
は「貴重な」という意味。

62. (B)
【訳】
そのレストランは、厨房で適切な換気がされていなかったため、業

務停止を命じられました。

【解説】
形容詞proper（適切な）の直後にくるのは名詞。可能性があるのは、
(A)のventilator（換気装置、換気扇）と(B)のventilation（換気）
だが、properの前に冠詞が付いていないので、後ろに来るのは不可
算名詞だと考えられる。従って(B)が正解。

63. (A)
【訳】
会社の保養所はとても遠くにあるので、利用している従業員はほと

んどいません。
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【解説】
so ～ that構文になっている点に注目。far away（はるか遠くに）の
連語を知っていれば答えられるだろう。take advantage of ～は「～
を利用する」。選択肢の(B)は「上の方へ」、(C)は「～と共に」、(D)
は「向こうに」という意味。

64. (B)
【訳】
土壇場で選択を変えたため、番号1つ違いでくじの当たりを逃して

しまいました。

【解説】
at the last minuteは「土壇場で」という意味。動名詞（ここでは
winning）を目的語に取る動詞は、選択肢の中ではmissしかない。
(A) のfail は to 不定詞を目的語として取るので不可。by just one
number（番号1つ違い）のbyは、「程度、単位、手段」などさまざ
まな意味を表す。

65. (A)
【訳】
常に世界中の注目を集めておくため、当社はあるF1レーシングチー

ムのスポンサーになっています。

【解説】
(A)は「～のスポンサーになる、～を後援する」、(B)は「～を与え
る」、(C)は「～を自発的に申し出る」、(D)は「～を投資する」とい
う意味。文脈に合うのは(A)である。profileは「世間の注目」とい
う意味で、keep a high[low] profileで「目立つ［目立たない］よう
にする」。

66. (C)
【訳】
その従業員は倉庫で重大な事故を起こしたため、上司に叱責されま

した。

【解説】
事故を起こしたことで上司に「どうされた」のかを考える。選択肢

はそれぞれ原形ならば(A)「～を拒絶する」、(B)「～を撃退する」、
(C)「～を叱責する」、(D)「～を複製する」という意味。よって空
欄にふさわしいのは(C)のreprimanded。

67.(B)
【訳】
医療費が増大したため、私の健康保険料は昨年に比べて大幅に引き

上げられました。

【解説】
比較級（higher）を強調する副詞が入るので、(B)が正解。health
insuranceで「健康保険」という意味。「生命保険」は life insur-
ance、「失業保険」はunemployment insuranceと言う。ここでの
premiumは「保険料」という意味。

68. (C)
【訳】
負けず嫌いな性格のため、友人を作るのに苦労する人もいます。

【解説】
such ～ that ...（非常に～なので……）の文。空欄にはどんなnature
（性格）なのかを説明する形容詞が来るので、正解は(C)。選択肢は

それぞれ、(A)「競争する」、(B)「競争相手」、(C)「競争心の強い」、
(D)「競争」という意味。

69. (A)
【訳】
新社長は会社を再度活性化し、1年足らずで再び利益を上げました。

【解説】
会社に life（活気）を「どうした」ことにより利益が上がったかを
考える。選択肢はそれぞれ(A)「（新風・生気など）を吹き込んだ」、
(B)「橋渡しをした」、(C)「醸造した」、(D)「明るくした」という
意味。正解は(A)である。breatheはbreath（息）の動詞形。

70. (B)
【訳】
インターネットカフェは、今や世界中の発展途上国の多くの町で見

られます。

【解説】
towns in developing countries（発展途上国の町）を修飾する形容
詞が来る。正解は(B)。(A)と(C)はそれぞれa lot of、plenty ofと前
置詞が付けばこの文で使える。(D)は不可算名詞の前に付く語なの
で不可。

71.-73.
【訳】
問71から73は、次の記事に関するものです。

地球温暖化と気候変動

近年、地球温暖化と気候変動に関する問題についてさまざまな議論

がなされています。気候変動とは、ある地域における平均的な天候

の長期的な変化を言います。例えば、ある日突然、砂漠で涼しい雨

の日に出くわすようなことがあったとしても、こうした地域の平均

的気候は、おおむね乾燥していて、日中に気温が高くなるというも

のです。気候変動とはこうした長期的な一般傾向の変化を指し、通

常とは異なる天候状態になる日がたまにあるということではありま

せん。地球温暖化とは、地球的規模で平均気温が上昇することで、

ある特定地域に気候変動をもたらす一因となっていると考えられて

います。

科学者たちは、この1世紀で、気温が平均でカ氏1度ほど上昇し、地

球の温暖化が進んでいることを知っています。しかし、その正確な

原因までは把握できていません。通説の1つに、人間の活動が生み

出すいわゆる「温室効果ガス」が、大気中により多くの熱を閉じ込

めている、というものがあります。

71. (B) 
【解説】
述語動詞のhas beenを、現在形にして考えると分かりやすい。been
の現在形は、isなので、There is much discussionとすると文意が
通る。正解は(B)。There has been much discussion ～は「～につ
いて（今までに）さまざまな議論がなされてきた」というニュアン

スで、論文などに頻出する表現。discussionが不可算名詞としても
使われることを知っておこう。
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72. (A)
【解説】
(A)のmayは「～かもしれない」といった「推測」を、(B)のmust
は「～しなければならない」という「義務」や「必要」「強制」を表

す。(C) のhad betterは「～した方が良い」というニュアンスだが、
mustほどの強さはない。(D)は「did＋動詞の原形」で、したこと
を強調する表現。whileは「～であるが」と「譲歩」を表すので、文
脈を考えると(A)のmayが適切である。

73. (C)
【解説】
One theory holds that ～は、「一説によると～ということだ」を意
味する慣用表現。よって(C)が正解。holdsには、「～を保持する、持
つ」といった意味のほかに、後ろにthat節を伴い、「～であると信じ
る、考える」という意味を表す用法もある。

74.-76.
【訳】
問74から76は、次のメモに関するものです。

こんにちは、メレディス、

今朝、出発前に連絡できなくてすみませんでした。僕の乗る便は11

時30分発だから、あと数分で出発しなくてはいけません。僕が不在

の間、特に面倒なことは起きないと思いますが、確認しておいても

らいたいことが幾つかあります。

昨日の会議で、リチャードがうちの部署はこの四半期、経費を15パ

ーセントカットしなければいけないと強く主張していました。そこ

で、あなたに毎月の経費について科目ごと（人件費・オフィス備品

費など）のリストを作成してもらいたいのです。漏れのないように

気を付けて、また各費用が固定か変動かも明記してほしいです。結

構大変な仕事だと思うので、経理のスティーブに手伝ってもらって

ください。

もう1つ、先週、勤務評価をまとめましたが、見直しがまだできて

いません。カテゴリーごとのスコアに基づいて、評価が一番高い人

と低い人のリストを作成してくれますか。リチャードは僕に人員を

減らすよう言ってくると思うので（ここだけの話ですよ）、どんな決

定をも正当化できるような量的データが必要なのです。

メレディス、よろしく頼みます。

ラリー

74. (C) 
【解説】
My flight leaves at 11:30（僕の乗る便は11時30分発です）と、I
need to leave in a few minutes（あと数分で出発しなくてはいけま
せん）をつなぐ接続詞を選ぶ。A, so Bは、「Aが原因でBが起こる」
といった意味になるので、正解は(C)。理由を表す接続詞の(A)の
becauseや(D)のsinceは、「BだからA」という意味になり、後に
続く節が「理由」を表すので、soの用法とは正反対である。

75. (A)
【解説】
leave ～ outは、「～を除外する、抜かす」という意味。問題文の
Don’t leave ～ outは、「～を抜かさないように」の意味。経費のリ
ストを作成してほしいと依頼しているので、ここでは「何も抜かさ

ないでほしい」という意味合いで考えるのが自然。従って正解は(A)

のanything（何も、どんなことも）。(B)のeverything（すべて）や
(C)のsomething（何か）は、原則として否定文の中では使えない。
(D)のnothingも否定形と一緒には使わない。

76. (C) 
【解説】
語彙力を問う問題。選択肢の意味はそれぞれ、(A)「質的な、性質
上の」、(B)「抽象的な」、(C)「量的な」、(D)「主観的な」。ここで
はメレディスに、performance reviews（勤務評価）に関するリス
ト作成を依頼しており、その理由として、I need some ～ data to
help me justify any decisions（どんな決定をも正当化できる［説
明ができる］ような～のデータが必要）と説明している。正解は(C)
のquantitative。「量的データ」、つまり、score（数字）を基に、こ
れから人員整理について決定を下していくものと考えられる。

77.-79.
【訳】
問77から79は、次のリポートに関するものです。

20XX年に有名な医療機関が発表した研究によると、多くの人は、

風邪気味だと感じると亜鉛トローチを服用しているということです。

追跡研究では、風邪の症状が出てから24時間以内に亜鉛を服用する

と、風邪の期間が7日から4日に短縮される効果があることが確認

されています。しかし、風邪の予防に効果があることは実証されて

いません。さらに、亜鉛を服用した人々の20パーセントが吐き気を

覚えたと報告する研究結果もありました。このほかに立証された副

作用はまだありませんが、長期にわたる多量の亜鉛の服用は、HDL

――善玉コレステロール――を低下させ、免疫システムに影響を与

えることが分かっています。

こうした結果を踏まえて、安全性が証明されるまで妊婦と子どもは

亜鉛を服用しないよう警告している研究者もいます。しかし、消費

者はいいニュースだけに耳を傾けがちであり、記録的な量の亜鉛ト

ローチが買い込まれ、一部の都市では品切れになっています。

77. (B)
【問題と選択肢の訳】
このリポートの主題は何ですか。

(A) 風邪の予防法

(B) 亜鉛による風邪の治療

(C) 亜鉛と病気との関係

(D) 妊婦のための薬

【解説】
内容は、最初から最後まで風邪の治療における亜鉛トローチの効果・

作用なので、(B)が正解。風邪の予防全般についての話ではなく、ま
た左段8行目にBut there is no evidence that shows it prevents the
catching of colds.（しかし風邪の予防に効果があることは実証され
ていません）とあることからも、(A)は適切ではない。

78. (C)
【問題と選択肢の訳】
亜鉛トローチの服用によって生じることが立証された副作用の1つ

は何ですか。

(A) コレステロールを増やす。

(B) 妊婦に問題が生じる。

(C) 吐き気の原因になることがある。

P A R T 7
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(D) 子どもが体重を落とすことがある。

【解説】
左段下から2行目のFurthermore（さらに）で始まる文に、one
study showed that 20 percent of the people taking zinc experi-
enced some nausea.（亜鉛を服用した人々の20パーセントが吐き
気を覚えたと報告する研究結果もありました）とあり、その直後に

Other side effects have not been documented yet（このほかに立証
された副作用はまだありません）と書かれていることから、立証さ

れている副作用は(C)しかない。

79. (D)
【問題と選択肢の訳】
一部の研究によると、亜鉛について正しいものはどれですか。

(A) 亜鉛を飲んだ人の20パーセントが風邪をひかない。

(B) 妊婦は摂取することが推奨されている。

(C) 幾つかの都市でトローチ不足を起こしている。

(D) 風邪（の期間）を3日間短縮する。

【解説】
2番目の文に、「亜鉛を服用すると、風邪の期間が7日から4日に短縮
される」と書いてある。よって正解は(D)。(C)はトローチ（という
商品）に関することで、亜鉛そのものの記述ではないため不適切。

80.-82.
【訳】
問80から82は、次の手紙に関するものです。

インターナショナル・ラバー・コーポレーション

バークレー通り26番地、シドニー、オーストラリア

ケン・リム様

ロイヤル街1206番地

シドニー、オーストラリア

リム様：

買付担当上級職への応募書類を受領しましたことを、ここにご連絡

申し上げます。お送りいただいた履歴書は、3人のメンバーから成

る審査委員会で審査させていただきます。面接試験の対象者に選ば

れた場合は、人事部長のジョン・リンゼーからご連絡させていただ

きます。その際は、あなたの職歴の照会先を2カ所以上ご提供いた

だけますようお願い申し上げます。

ご依頼通り、弊社の年次報告書を1部同封致しました。弊社の国際

的な活動にご興味をお持ちいただきましてありがとうございます。

敬具

デービッド・ブリンクマン

国際部、部長

80. (C)
【問題と選択肢の訳】
リム氏はどんな職種に応募していますか。

(A)人事部長

(B) 審査委員会のメンバー

(C) 上級買付担当

(D) 国際事業部員

【解説】
手紙の最初の文に、your application for a senior buying position
（買付担当上級職への応募書類）とある。よって正解は(C)。設問中
のapply for ～は「～に応募する」という意味。

81. (A)
【問題と選択肢の訳】
面接に関してリム氏に連絡するのは誰ですか。

(A)ジョン・リンゼー

(B) デービッド・ブリンクマン

(C) 審査委員会のメンバー

(D) 国際事業部長

【解説】
本文の3行目に、you will be contacted by our director of person-
nel, John Lindsey（人事部長のジョン・リンゼーからご連絡させて
いただきます）とある。よって(A)が正解。our director of person-
nelとJohn Lindseyは同格。

82. (C)
【問題と選択肢の訳】
リム氏がこの手紙と一緒に何を受け取りますか。

(A)参考文献一覧

(B) 同社の事業活動のリスト

(C) 同社の年次報告書

(D) 同社への応募用紙

【解説】
最後の段落に、We have enclosed a copy of our annual report（弊
社の年次報告書を1部同封致しました）とあることから、正解は(C)。
手紙に何かを同封した場合、We have enclosed ～のほか、Enclosed
is/are ～、Enclosed please find ～などの表現がよく用いられる。

83.-85.
【訳】
問83から85は、次の案内に関するものです。

ラリー地区はホワイトフォード市の最も素晴らしい資産の1つです。

ホワイトフォード市の繁華街から東に5マイルの所にあるラリー地

区は、ホワイトフォード市とウィスコンシン州南東部の文化、医療、

教育の中心地となっています。これほど近接してさまざまな機関が

集中している地域は、世界に類を見ないものです――わずか1平方

マイルの地域に、50もの機関があるのです。

8つの博物館、著名な舞台芸術組織、美しい庭園、そして豊かな建

築学的・歴史的遺産のある同地区は、旅行者にとっても近辺からの

来訪者にとっても最高の観光先になっています。一見の価値ある名

所に加え、ラリー地区は有名な学校、医療機関、健康保健・福祉施

設が集まっています。この地区は、ホワイトフォード市の住民が午

後を過ごすお気に入りの場所であると同時に、ウィスコンシン州南

東部に初めて来る人々がぜひ訪れるべき名所です。

83. (B)
【問題と選択肢の訳】
ラリー地区はどこにありますか。

(A)ホワイトフォード市の繁華街に

(B) ホワイトフォード市の東側に

(C) 医療センター内に

(D) ウィスコンシン州北東部の史跡地区に
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【解説】
本文の出だしに、Located five miles east of downtown Whiteford
（ホワイトフォード市の繁華街から東に5マイルの所にある）とある
ので、(B)が正解。

84. (A)
【問題と選択肢の訳】
ラリー地区ならではの特性は何ですか。

(A)異なる50の機関がある。

(B) 面積が50平方マイルである。

(C) 世界一評判の高い機関がある。

(D) ウィスコンシン州南東部最大の観光名所である。

【解説】
本文3行目にNo other city in the world has such a diverse con-
centration of institutions located in such proximity―50 in just
one square mile.（これほど近接してさまざまな機関が集中してい
る地域は、世界に類を見ないものです――わずか1平方マイルの地
域に、50もの機関があるのです）とあるので正解は(A)。diverseは
「多様な」、concentrationは「集中（状態）」、proximityは「（距離
が）近いこと」という意味。

85. (D)
【問題と選択肢の訳】
次のうちラリー地区にないものはどれですか。

(A)博物館

(B) 医療施設

(C) 庭園

(D) 共同住宅

【解説】
2段落目でさまざまな施設が詳述されている。(A)のmuseums（博
物館）はwith eight museums（8つの博物館）から、(B)のmed-
ical facilities（医療施設）は、distinguished ～ clinics（有名な医
療機関）から、(C)のgardens（庭園）はbeautiful gardens（美し
い庭園）から、(D)以外はこの地区に存在することが分かる。よっ
て正解は(D)。

86.-87.
【訳】
問86から87は、次の記事に関するものです。

インターネット医学校

ニュージーランド、メルローズの小児科医シンディ・ルースは、イ

ンターネットで継続教育コースを受講している数千人の医師のうち

の1人です。ルースの最近の研究テーマは、子どもの発育やティー

ンエージャーの薬物使用などです。医師たちは年に約60時間を受講

に費やし、コースの中には免許取得に必要なものもあります。イン

ターネットのコースは、時間を効率的に使える上に、専門家会議へ

の参加が1時間50ドルもかかるのに比べて、費用も1時間9ドルと

安価です。

86. (A)
【問題と選択肢の訳】
シンディ・ルースはどのような人ですか。

(A)子どもを専門に扱う医師

(B) インターネット上の医療指導者

(C) ティーンエージャーの薬物使用に関する医療専門家

(D) 会議での医療秘書

【解説】
冒頭にあるCindy Luceとa pediatrician in Melrose, New Zealand
（ニュージーランド、メルローズの小児科医）は同格。pediatrician
という語を知らなくても、文中の「子どもの発育や10代の薬物使用
を最近の研究テーマとしている」という説明から、子どもの医療に

従事する医師だと分かる。よって正解は(A)。

87. (D)
【問題と選択肢の訳】
最近、多くの医師がしていることは何ですか。

(A)インターネットで授業を行う

(B) 1時間50ドルで専門家の会議で話す

(C) 子どもの発育を研究する

(D) インターネットを通じて医学の知識を更新する

【解説】
1文目にCindyの説明としてone of thousands of doctors taking
continuing education courses on the Internet（インターネットで
継続教育コースを受講している数千人の医師の1人）とある。つま
り、何千人もの医師がインターネットで授業を受けていると分かる

ので、正解は(D)。医師たちはインターネットで教えているのでは
なく受講しているので、(A)は不適切。

88.-90.
【訳】
問88から90は、次の告示に関するものです。

イリノイ州天然資源局森林部苗床課

われわれの使命：

われわれの使命は、保全植林用の高品質な苗木を育て、イリノイ州

の土地所有者に分配することです。保全植林とは、木材、防風、野

生動物の食物と生息地の確保、河川の流域と土壌の保護、干拓、お

よび教育を目的とした植林のことです。

購入者の同意書：

私は、上記の苗床課の使命に述べられているように、イリノイ州で

保全植林のためにこれらの苗木を植えることに同意します。営利目

的で苗木を再分配、または再販売することはしません。苗床課で育

てた苗木を譲渡する場合、苗木の譲渡に先立って任務を説明する教

育プログラムを実施することに同意します。私は、上記の条件を読

み、同意致します。

購入者の署名：

イリノイ州森林監督官からのメッセージ：

保全植林は州の最も古い森林管理プログラムの1つです。植林は個

人にも社会にも利益となるものです。植林は州の苗床課と土地所有

者のパートナーシップを示すものであり、両者が州の森林資源の未

来のために自発的に積極的な対策を講じるものです。

88. (C)
【問題と選択肢の訳】
この告示は誰に向けたものですか。

(A)種苗ビジネスに携わる人々

(B) イリノイ州天然資源局の職員

(C) 州の苗床課から苗木を買うイリノイ州の土地所有者

(D) 国立公園の森林警備官

【解説】
Buyer Agreement（購入者の同意書）の最後の文に、I have read
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and agree to the conditions as stated above.（私は、上記の条件を
読み、同意致します）とあり、BUYER SIGNATURE（購入者の
署名）という署名欄が設けられていることから、BUYER（購入者）
向けの告示であると分かる。よって正解は(C)。ここで言うBUYER
とは、Our Mission（われわれの使命）の項目の1文目に出てくる
Illinois landowners（イリノイ州の土地所有者）のこと。

89. (B)
【問題と選択肢の訳】
保全植林の目的の1つは何ですか。

(A)学校をより美しくする

(B) 野生動物が暮らすための場所を用意する

(C) 風で吹き倒された木を再び植える

(D) 製材会社と提携する

【解説】
Our Missionの項目の2行目に、「保全植林の目的」が列挙されてい
る。wildlife habitatとは「野生動物の生息地」のこと。(B)のplaces
for wildlife to live（野生動物が暮らすための場所）はそれを言い換
えたもので、これが正解。

90. (D)
【問題と選択肢の訳】
同意書によると、購入者は何を禁じられていますか。

(A)イリノイ州に木を植えること

(B) 教育プログラム実施後に苗木を譲渡すること

(C) 流域から土壌を保護すること

(D) 収入を得るために苗木を売ること

【解説】
Buyer Agreementの2行目に、「営利目的で苗木を再分配、または
再販売することはしません」とある。よって正解は(D)。

91.-95.
【訳】
問91から95は、次の電子メールと明細書に関するものです。

送信元：トム･ミラー <tmiller-temp@mynetmail.com>

送信先：E-Zクレジット社カスタマーサービス

<cservice.ezcard@grazfinance.com>

件名：至急：クレジットカード請求額に関する異議申し立て

E-Zクレジット社御中：

先月分のE-Zクレジットカードへの幾つかの請求について異議を申

し立てたく、またカードの取り替えをお願いしたくご連絡を差し上

げます。

カード自体は紛失したわけでも盗難に遭ったわけでもありませんが、

カードの番号が盗まれているのではないかと思っています。先月、

私は財布を紛失しました。その財布は後に路上で発見され、約1週

間後に私の手元に戻ってきました。現金はなくなっていましたが、

クレジットカード、運転免許証などは取られていませんでした。そ

れらの物は、現在私の手元にあるのですが、誰かが私のクレジット

カードの番号や有効期限日などを記録し、私の名義で商品を購入す

る方法を見つけたのではと考えています。

11月25日および15日にサンフランシスコで発生した請求ですが、

それらは私によるものではありませんし、私はそれを証明すること

ができます。というのも、これらの不審な決済がなされた日のその

時間帯には、私はロサンゼルスの繁華街にある自分の事務所にいた

からです。しかも、問題の決済は他市でなされていますので、これ

らの請求分は明らかに貴社の盗難補償制度の補償対象になると思い

ます。直ちにこのクレジットカードを無効にし、取り替えてくださ

い。貴社の迅速なご対応を期待しています。

よろしくお願い致します。

トム・ミラー

E-Zクレジットカードアカウントナンバー123456-789の明細

月々の口座入出金（貸付金額）

月日 時間 ご請求内容 金額

11/29  14:46 ガスコ・ガソリンスタンド、 37.40ドル

チェリー通り333番地、ロサンゼルス

11/26 21:58 アリーズ・シーフードレストラン、 79.56ドル

ルイス街4352番地、ロサンゼルス　

11/25 20:30 テリーズ・コーヒー、 4.75ドル

ウィンストーン通り101番地、ロサンゼルス

11/25 14:49 RTAアドベンチャー・スポーツ用品、 584.32ドル

アイオワ通り102番地、サンフランシスコ　

11/18 11:34 テリーズ・コーヒー、 3.50ドル

ウィンストーン通り101番地、ロサンゼルス　

11/15 15:12 10-40デパート、 467.98ドル

パラマウント・モール、サンフランシスコ

11/12 08:56 ATMキャッシング、 100.00ドル

2番街1129番地、ロサンゼルス

91. (A)
【問題と選択肢の訳】
トム・ミラーはなぜこのEメールを書きましたか。

(A)クレジットカードの請求金額について異議を唱えるため

(B) 財布の盗難を届け出るため

(C) 銀行口座を開設するため

(D) 盗難補償制度について苦情を述べるため

【解説】
Eメールの冒頭でI am writing to dispute several charges ～ and to
request a replacement card.（～への幾つかの請求について異議を
申し立てたく、またカードの取り替えをお願いしたくご連絡を差し

上げます）とあるので、(A)が正解。I am writing to doは、「～す
るためにご連絡を差し上げます」といったニュアンスで、手紙やE
メールの冒頭に使われる表現。財布は紛失したが、Eメールの目的
はそれに付随して起きた別件なので、(B)は不可。(C)のopen a bank
accountは「銀行口座を開設する」、(D)のantitheft policyは「盗難
補償制度」という意味。anti-は接頭詞で「反」の意。

92. (A)
【問題と選択肢の訳】
クレジットカードは現在どこにありますか。

(A)トム・ミラーの手元に

(B) サンフランシスコに

(C) 遺失物取扱所に

(D) E-Zクレジット社カスタマーサービスに

【解説】
Eメールの第2段落の中で、財布をなくしたが路上で見つかったこ
と、現金はなくなってしまったがカード類は抜き取られていなかっ

たことが書かれている。そして、I have them with me now（それ
らの物は、現在私の手元にある）と続いているので、正解は(A)。
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93. (C)
【問題と選択肢の訳】
トム・ミラーは、何月にこのEメールを書きましたか。

(A) 10月

(B) 11月

(C) 12月

(D) 1月

【解説】
まずMonthly Account Activity（月々の口座入出金）に列挙され
た利用日から、これが11月の利用明細であることが分かる。次に、
I am writing to disputeから始まる Eメールの冒頭文に、on my E-
Z Card credit card account last month（先月分のE-Zクレジット
カードの請求について）とあることから、この last month（先月）
というのが利用明細に記された月だとが分かる。従って、このEメ
ールは12月に書かれていると判断できるので、(C)が正解。

94. (D)
【問題と選択肢の訳】
不審な請求のうちの1つは、どこでなされましたか。

(A)ガソリンスタンド

(B) シーフードレストラン

(C) コーヒーショップ

(D) スポーツ用品店

【解説】
Eメールの第3段落冒頭でThe charges made in San Francisco on
Nov. 25 and 15 were not made by me（11月25日および15日にサ
ンフランシスコで発生した請求ですが、それらは私によるものでは

ありません）と述べている。利用明細で11月15日および25日のサ
ンフランシスコでのカードの利用先と選択肢を見比べると、25日の
RTA Adventure Sporting Goodsが該当する。従って(D)が正解。

95. (C)
【問題と選択肢の訳】
トム・ミラーはなぜ自分の主張に自信があるのですか。

(A)サンフランシスコに1度も行ったことがないから。

(B) 財布を10-40デパートでなくしたから。

(C) 自分がサンフランシスコにいなかったことを証明できるから。

(D) なくした現金を受け取ったから。

【解説】
名詞のclaimは「要求、主張」という意味。Eメールでのトムの主

張は、「請求分の一部が盗難補償制度で補償されるはずだ」というこ

と。なぜ彼が自信があるかというと、I was at my office in down-
town Los Angeles during the dates and times of these suspicious
charges.（これらの不審な決済がなされた日のその時間帯には、私
はロサンゼルスの繁華街にある事務所にいた）、すなわち、彼がサン

フランシスコでカードを使用することは不可能だったから。よって

(C)が正解。

96.-100.
【訳】
問96から100は、次の目次と序論に関するものです。

職場で大成功する！

第1部：成功のための基本

第1章：成功のための服装 ……………………………………………6

第2章：第一印象を良くする…………………………………………15

第3章：自分の能力を最大限生かす…………………………………28

第4章：ふさわしい昇進をする………………………………………45

第5章：教育で時流に乗り続ける……………………………………70

第2部：楽しく働き続ける

第6章：同僚とうまく付き合う………………………………………83

第7章：経営者とうまく付き合う……………………………………97

第8章：顧客とうまく付き合う（そして、いつも満足させる！）…121

第9章：仕事場をカスタマイズする ………………………………145

第10章：仕事における成功と私生活の成功とのバランスを取る…158

付録1：教育レベルと収入レベルの対比表 ………………………175

付録2：各章で使用するワークシートとチェックリスト ………177

索引 ……………………………………………………………………192

序論

現代社会は、50年前に比べずっと複雑になっているという現実を直

視しましょう。社会全般の変化に伴い、職場でうまくかじ取りをす

るのも同様に困難となっています。グローバル化した社会に生きる

ということは、地元における仕事の獲得競争を考えなければならな

いだけでなく、世界中の熟練労働者たちとの競争にも直面するとい

うことなのです。つまり、最新のトレンドを常に意識しながら、い

つ、どのように適応すべきかを知った上で、個人的にも専門的にも

自分の仕事をきちんとこなさなければならないのです。

これはものすごく大変そうに聞こえますが、実は基本さえしっかり

マスターできれば、キャリア全体を通じてずっと成功者であり続け

ることができるのです。本書は、物事を簡潔かつ明快に説明し、陥

りやすい危険や混乱を回避する手助けをしながら、あなたを正しい

方向に導く、キャリアを成功させるためのロードマップとなります。

成功した経営者たちからの一般的な助言や名言に加え、この一連の

キャリア・レッスンをカスタマイズするためのフォームも付いてい

ます。さあ、職場での大成功に向けて準備を始めましょう！

96. (B)
【問題と選択肢の訳】
職場の人間関係については、この本のどの部分を見ればよいですか。

(A)第1部

(B) 第2部

(C) 付録1

(D) 付録2

【解説】
table of contents（本の目次）で確認する。職場の人間関係につい
て書かれているのはChapter 6やChapter 7で、章のタイトルであ
るget along with ～は「～とうまく付き合う」という意味。ゆえに、
これらを含む (B)の「第2部」が正解。(C)と(D)のAppendixは
「付録ページ」という意味。

97. (C)
【問題と選択肢の訳】
序論では何を試みていますか。

(A)この本の主となる読者層をはっきりさせる

(B) 仕事でいかに成功するかについて詳しく説明する

(C) この本と、本の基本的な目的の関連性を説明する

(D) 職場での出世法についての誤解を暴く

【解説】
本のタイトルや目次から、「仕事での成功」についての詳しい説明は
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本全体にわたってなされると考えられるので、まず(B)が外れる。
(A)のreadership base（読者層）については、Introduction（序論）
の中では触れられていない。(C)のrelevance of A and Bは「Aと
Bとの関連性」の意味で、ここでは「この本と、本の基本的な目的
の関連性を説明する」ということ。序論の第2段落で、この本は「本
書は、物事を簡潔かつ明快に説明し、陥りやすい危険や混乱を回避

する手助けをしながら、あなたを正しい方向に導く、キャリアを成

功させるのためのロードマップとなります」と述べられているので、

(C)が正解。(D)のdebunkは「（間違い）を暴露する」という意味。
get aheadは「先に出る」、つまり「出世する」の意味で、ここでは
be promotedとほぼ同じ意味。

98. (B)
【問題と選択肢の訳】
序論では、この本は何を提供すると示唆していますか。

(A) 海外の熟練労働者との競争を排除する方法

(B) 仕事に関する典型的なトラブルを避ける能力

(C) 会社のトップに上り詰めるための確実な方法

(D) 個人的幸せと職業上の幸せを実現する手段は同じである。

【解説】
「キャリア成功させる」ための主な具体例として、序論の下から4行
目でwhile helping you avoid common dangers and distractions
（陥りやすい危険や混乱を回避する手助けをする）と述べている。

commonは「よくある、日常的な」の意味で、dangers（危険）と
distraction（混乱）の両方を修飾する。in commonをtypicalと言
い換えているのが(B)。よって、これが正解。keep away from ～は
avoidの類義語で「～を避ける、回避する」。海外の熟練労働者との
競争にも勝たなければならないと述べているが、eliminate（～を排
除する）とは言っていないので(A)は不適切。(C)のfoolproofは
「誰にでもできる、確実な」の意味だが、序論では会社トップに昇進

する方法については触れられていないので不可。(D)も序論には書
かれていない。

99. (D)
【問題と選択肢の訳】
序論に書かれている「自分用にカスタマイズ」するための資料はど

こにありますか。

(A) 15ページ

(B) 83ページ

(C) 145ページ

(D) 177ページ

【解説】
personalizationとは、personal（個人の、自分の）の派生語で、
「個人の目的に合わせてカスタマイズすること」。すなわち序論の下

から3行目にある you’re given forms you can use to personalize
this series of career lessons（この一連のキャリア・レッスンをカ
スタマイズするためのフォームも付いています）の部分を指してい

るので、ここでいうフォームがどこにあるかを目次で確認する。

Appendix 2のWorksheets And Checklists To Use With Each
Chapter（各章で使用するワークシートとチェックリスト）のこと
と分かれば、正解(D)が導き出せるだろう。質問文のmaterialsは
forms（あるいはworksheets、checklists）を言い換えたもの。

100. (A)
【問題と選択肢の訳】
以下のうち、この本にないのはどれですか。

(A)数十ページに及ぶ、外見の重要度に関する説明

(B) 重要な言葉やコンセプトをすぐに引く手段

(C) 20ページ以上にわたって書かれた上司と付き合うためのキーポ

イント

(D) 給料と学歴を相互参照した統計

【解説】
(A)のappearance（外見）は、Chapter 1の服装に関連していると
思えるが、「数十ページ」はないので、これが正解。目次の最後にあ
るIndex（索引）は、(B)の重要な言葉やコンセプトをすぐに引くた
めの一覧である。また、Chapter 7のGetting Along With Manage-
ment（経営者とうまく付き合う）とページ数から、(C)も内容に含
まれていることが分かる。Appendix 1のChart Of Education Level
vs. Income Level（教育レベルと収入レベルの対比表）とは(D)と
同じこと。cross-refer A and Bは「AとBを相互参照する」という
意味。income（収入）がsalaries（給料）と、educational level
（教育レベル）がeducational backgrounds（学歴）と言い換えられ
ている。
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