C レベル

Unit 1

スクリプト

Eating Out

PartⅠ: Photographs
1.
(A) They’re talking in a restaurant.
(B) They’re cooking together.
(C) They’re washing the dishes.
(D) They’re looking out the window.
2.
(A) A waiter is serving food.
(B) A picture is placed on the table.
(C) People are eating indoors.
(D) There are four empty tables.
PartⅡ: Question-Response
3.
Q: What time do you serve breakfast?
A: (A) From 7:00 a.m. to 9:00 a.m.
(B) It’s my first time.
(C) Bacon and eggs.
4.
Q: How about having dinner tonight?
A: (A) I like spaghetti.
(B) No, I’m busy, but maybe later this week.
(C) Tomorrow at 7:00.
5.
Q: Would you like some more coffee?
A: (A) No, thanks. I don’t need any copies.
(B) I had breakfast.
(C) Yes, that would be great.

(A) 彼らはレストランの中で話している。
(B) 彼らは共に料理をしている。
(C) 彼らは皿を洗っている。
(D) 彼らは窓の外を見ている

(A) ウェイターが食事を出している。
(B) １枚の絵がテーブルの上に置かれている。
(C) 人々は屋内で食べている。
(D) ４つの空いているテーブルがある。

Q: 朝食の時間は何時ですか。
A: (A) 午前７時から午前９時までです。
(B) これが初めてです。
(C) ベーコンエッグです。

Q: 今夜一緒に夕食をいかがですか。
A: (A) 私はスパゲティが好きです。
(B) 忙しいのでダメですが、今週後半なら大丈夫だと思います。
(C) 明日７時に。

Q: コーヒーをもう少しいかがですか。
A: (A) いいえ結構です。コピーは必要ありません。
(B) 朝食を食べました。
(C) はい、お願いします。
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C レベル

PartⅢ: Short Conversations and Short Talks
6.
(WOMAN): Are you ready to order?
(MAN): Yes. What’s your lunch special today?
(WOMAN): We have ham sandwiches with French fries.
(MAN): OK. I’ll have that.

スクリプト

W: ご注文お伺いいたしましょうか。
M: はい。今日のランチスペシャルは何ですか。
W: ハムサンドウィッチにフライドポテトを添えたものになります。
M: わかりました。それにします。
男性は何を注文しますか。
(A) ディナー・スペシャル
(B) フライドフィッシュ
(C) ハンバーガーのフライドポテト添え
(D) ハムサンドイッチのフライドポテト添え

7.
Thank you for calling The KB Steak House. We are closing
from March 3rd to March 7th due to kitchen renovations.
We are very sorry.

KB ステーキハウスにお電話いただきありがとうございます。当店は
3月3日から3月7日までキッチンの改装のために休業させていただき
ます。申し訳ありません。
レストランはなぜ休業していますか。
(A) キッチンの清掃のため
(B) メニューの変更のため
(C) キッチンの改装のため
(D) 料理の準備のため

8.
(MAN): Hi, Monica. Would you like to go out for dinner
after work?
(WOMAN): Sounds good. How about the new Korean
barbecue restaurant near our office?
(MAN): Good idea. Let me know when you finish your work.

M: こんにちは、モニカ。仕事が終わってから一緒に夕食でもどうで
すか。
W: それはいいですね。オフィスの近所の新しくできた韓国バーベキ
ューのレストランはいかがかしら。
M: それはいいね。仕事が終わったら知らせてください。
8．女性は誰ですか。
(A) ウェイトレス
(B) 受付係
(C) 男性の同僚
(D) 男性のクラスメイト
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Unit 2

スクリプト

Travel

PartⅠ: Photographs
1.
(A) The man is carrying his luggage.
(B) The man is packing his bag.
(C) The man is walking in the room.
(D) The man is wearing a T-shirt.
2.
(A) There is a mountain behind the couple.
(B) Both people are holding cameras.
(C) There is a big building next to the couple.
(D) No tourists are taking pictures.

PartⅡ: Question-Response
3.
Q: Would you like a window seat or an aisle seat?
A: (A) Flight 421.
(B) A round-trip ticket, please.
(C) Aisle seat, please.
4.
Q: How far is it to the airport from the hotel?
A: (A) By taxi.
(B) Ten minutes by car.
(C) To London.
5.
Q: When did he come back from New York?
A: (A) Next weekend.
(B) Last Saturday.
(C) Yes, he is new in town.

(A) 男性は自分の荷物を運んでいる。
(B) 男性は自分のカバンに荷物を詰めている。
(C) 男性は部屋の中を歩いている。
(D) 男性はTシャツを着ている。

(A) カップルの背後には山がある。
(B) 両者はカメラを持っている。
(C) カップルの隣には大きな建物がある。
(D) 写真を撮っている旅行者はいない。

Q: 窓側の席か通路側の席のどちらにしますか。
A: (A) 421便です。
(B) 往復切符をお願いします。
(C) 通路側の席をお願いします。

Q: ホテルから空港まではどのくらいの距離ですか。
A: (A) タクシーで。
(B) 車で10分です。
(C) ロンドンまで。

Q: 彼はいつニューヨークから戻ってきましたか。
A: (A) 来週末。
(B) 先週の土曜日。
(C) はい、彼はこの町は初めてです。
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PartⅢ: Short Conversations and Short Talks
6.
Attention passengers on North American Air flight 53 to Los
Angeles: This flight has been delayed due to thunderstorms.
We apologize for your inconvenience.

スクリプト

ノース・アメリカン航空 53 便ロサンジェルス行きにご搭乗のみなさ
ま。当機は雷雨のために遅れております。ご迷惑をおかけして申し訳
ありません。
6．53 便はなぜ遅れていますか。

6. Why is Flight 53 delayed?
(A) Due to a mechanical problem
(B) Due to a pilot’s health problem
(C) Due to a strike
(D) Due to a bad weather

7．
(WOMAN): Let’s go shopping after the tour in Sydney.
(MAN): No, most shops are closed after 8:00.
(WOMAN): All right. Maybe we can buy some souvenirs
tomorrow.
7. What will the woman do the next day?
(A) Close the shop
(B) Buy some souvenirs
(C) Join the tour
(D) Do some sightseeing

8．
The express line to Town Hall is leaving from platform 2. It
will depart at 3:30. It stops at all the stations before arriving
at Stonewall.
8. Where is this announcement being made?
(A) At a bus stop
(B) In an airport
(C) At a ferry terminal
(D) In a train station

(A) 機械系統の問題のため
(B) パイロットの健康上の問題のため
(C) ストライキのため
(D) 悪天候のため

W: シドニーのツアーの後に買い物に行きましょう。
M: いいえ、ほとんどの店は 8 時以降閉まっていますよ。
W: わかりました。おそらく、明日にいくつかお土産を買うことはでき
ますね。
7．女性は次の日に何をする予定ですか。
(A) 店を閉める
(B) いくつか土産を買う
(C) ツアーに参加する
(D) 観光をする

タウンホール行きの急行は２番線より発車します。3 時 30 分に発車し
ます。ストーンウォールに到着するまで各駅に停車いたします。

8．このアナウンスはどこでされていますか。
(A) バス停で
(B) 空港で
(C) フェリーのターミナルで
(D) 駅構内で
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Unit 5

スクリプト

Personnel

PartⅠ: Photographs

1.
(A) Someone is handwriting a letter.
(B) Some people are typing their résumés.
(C) A pen is on the résumé.
(D) Glasses are placed next to the printer.

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

誰かが手書きで、手紙を書いている。
何人かの人が履歴書をタイプ打ちしている。
１本のペンが履歴書の上にある。
眼鏡がプリンターの横に置かれている。

2.
(A) Two women are sitting in a café.
(B) An interviewer is holding a pen.
(C) An interviewee is standing.
(D) Two women are walking together.

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

２人の女性はカフェで座っている。
面接官はベンを握っている。
面接を受ける人は立っている。
２人の女性は一緒に歩いている。

PartⅡ: Question-Response
3.
Q: I’d like to apply for a part-time job.
A: (A) No, I don’t like it.
(B) It was last week.
(C) OK, please fill out this form.

Q: パートタイムの仕事に応募したいのですが。
A: (A) いいえ、私はそれが好きではありません。
(B) それは先週でした。
(C) わかりました。この用紙に記入してください。

4.
Q: How long will the interview last?
A: (A) It’ll take about an hour.
(B) Next Monday.
(C) As a consultant.

Q: 面接はどれくらいの予定ですか。
A: (A) 約１時間の予定です。
(B) 次の月曜日です。
(C) コンサルタントとして。

5.
Q: Where is the Human Resources office?
A: (A) From Toronto.
(B) Over there.
(C) That’s a good idea.

Q: 人事部はどこですか。
A: (A) トロントから。
(B) あそこです。
(C) それはいい考えですね。
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スクリプト

PartⅢ: Short Conversations and Short Talks
6．
(MAN): Do you still want to apply for the manager
position?
(WOMAN): No. I decided to apply for the marketing
executive position instead.
(MAN): That sounds good.

M: あなたは、まだマネージャーの地位に応募したいと思っています
か。
W: いいえ。私は代わりにマーケティング管理者の地位に応募するこ
とにしました。
M: いいですね。
6. 女性はどの地位に応募したいと思っていますか。

6. What position does the woman want to apply for?
(A) Manager
(B) Marketing executive
(C) Editor
(D) Accountant

7.
Thank you very much for attending our annual conference
today. I am Anna Mae Tuner, the personnel manager of
Rings Corporation. I would like to introduce our new CEO
and new staff before the presentations.

7. Who is the woman?
(A) A new employee
(B) A new CEO
(C) A guest speaker
(D) A personnel manager

8.
(MAN): How’s your new job?
(WOMAN): It is fantastic. I like the friendly atmosphere.
(MAN): Our boss says you can stay in the Manila branch
at least three years.

8. What is likely the man’s relationship to the woman?
(A) Her customer
(B) Her neighbor
(C) Her co-worker
(D) Her old friend

(A) マネージャー
(B) マーケティング管理者
(C) 編集者
(D) 会計士

本日は年次協議会にご出席いただきありがとうございます。私はリン
グス・コーポレーションの人事部長を務めます、アナ・メイ・ターナ
ーです。プレゼンテーションの前に、私たちの新しい最高経営責任者
と新入社員をご紹介したいと思います。

7. 女性は誰ですか。
(A) 新しい従業員
(B) 新しい最高経営責任者
(C) ゲスト・スピーカー
(D) 人事部長

M: 新しい仕事はどうですか。
W: 素晴らしいです。温かい雰囲気が気に入っています。
M: 私たちの上司は、あなたはマニラ支店に少なくとも３年いること
ができると言っています。

8. 男性は女性に対してどのような関係にあると考えられますか。
(A) 彼女の顧客
(B) 彼女の隣人
(C) 彼女の同僚
(D) 彼女の旧友
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Unit 6

スクリプト

Shopping

PartⅠ: Photographs
1．
(A) A woman is entering the store.
(B) A woman is going window-shopping.
(C) A woman is carrying her dog.
(D) A woman is buying something.
2．
(A) This is a shopping mall.
(B) There are some trees in the park.
(C) This is a construction site.
(D) People are carrying shopping bags.
PartⅡ: Question-Response
3．
Q: How much are these shoes?
A: (A) What size do you wear?
(B) Yes, it’s big enough.
(C) I’ll check it out for you.
4.
Q: How often do you buy new clothes?
A: (A) They’re closed today.
(B) I use my credit card.
(C) Once a month.
5．
Q: Are you going to buy a desktop computer or a
laptop?
A: (A) Yes, on my desk.
(B) I’ll buy a laptop computer.
(C) I saw it on the top shelf.

(A) 女性は店に入ろうとしている。
(B) 女性はウィンドーショッピングをしている。
(C) 女性は自分の犬を連れている。
(D) 女性は何かを買っている。

(A) これはショッピングモールである。
(B) 公園の中に何本かの木がある。
(C) これは工事現場である。
(D) 人々は買い物カバンを持っている。

Q: この靴の値段はいくらですか。
A: (A) どのサイズを履いていますか。
(B) はい、十分大きいです。
(C) あなたのために調べてきます。

Q: どれくらいの頻度で新しい服を買いますか。
A: (A) 今日は閉まっています。
(B) 私はクレジットカード
(C) 月に１回です。

Q: デスクトップかノート型パソコンのどちらのコンピュータを買
いますか。
A: (A) はい、机の上に。
(B) ノート型パソコンを買います。
(C) 一番上の棚にそれがあるのを見ました。
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スクリプト

PartⅢ: Short Conversations
M: いらっしゃいませ。

(MAN): May I help you?
(WOMAN): I’m looking for a skirt for my mother.
(MAN): Women’s wear is on the second floor.
(WOMAN): OK. Thanks.

W: 私は母のためにスカートを探しています。
M: 女性用の衣類は２階になります。
W: そうですか。ありがとうございます。

6. 会話をしている人はどこにいますか。

6. Where are the speakers?
(A) In the bookstore
(B) In the movie theater
(C) In the clothing store
(D) In the station

(A) 本屋に
(B) 映画館に
(C) 洋服屋に
(D) 駅に
7. 男性は誰ですか。

7. Who is the man?
(A) A shop clerk
(B) A client
(C) An engineer
(D) A conductor

(A) 店員
(B) 客
(C) エンジニア
(D) 車掌
8. 女性は何を探していますか。

8. What is the woman looking for?
(A) Her skirt
(B) Her daughter’s clothes
(C) Her mother’s skirt
(D) Her mother shirt

(A) 彼女のスカート
(B) 彼女の娘の服
(C) 彼女の母親のスカート
(D) 彼女の母親のシャツ

Part IV: Talk
今週金曜日、5月12日からレイシー百貨店は女性用の商品のセール

Beginning this Friday, May 12th, Lacy’s Department
Store will have a sale on women’s items. The store will
be open until midnight all three days of the sale. Coats,
handbags, and cosmetics will be 60% off, and shoes are
to be marked down by 50%.

を行います。3日間のセール期間中は真夜中まで開店しています。
コート、ハンドバッグ、化粧品は60 パーセント割引、靴は50 パー
セント割引になります。

9. セールはいつ始まりますか。

9. When does the sale begin?
(A) Wednesday
(B) Thursday
(C) Friday
(D) Saturday

(A) 水曜日
(B) 木曜日
(C) 金曜日
(D) 土曜日
10.

10. What items can customers buy at half-price?
(A) Coats
(B) Handbags
(C) Cosmetics
(D) Shoes

顧客はどの商品を半額で購入できますか。

(A) コート
(B) ハンドバッグ
(C) 化粧品
(D) 靴
11. セール期間中、店はいつ閉店しますか。

11. When does the store close during the sale?
(A) At 9:00 p.m.
(B) At 10:00 p.m.
(C) At 11:00 p.m.
(D) At 12:00 a.m.

(A) 午後9時に
(B) 午後10時に
(C) 午後11時に
(D) 午前 12 時に
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スクリプト

Unit 8 Daily Life
PartⅠ: Photographs
1.
(A) A man is reading a recipe.
(B) A man is serving the dishes.
(C) A man is putting something into an oven.
(D) A man is eating something.
2.
(A) A bucket is placed on the floor.
(B) Some people are cleaning the room.
(C) There are two spray bottles.
(D) People are brushing with the paint.
PartⅡ: Question-Response
3.
Q: Could you turn the radio down?
A: (A) He’ll return to the office at 3:00.
(B) I’ll turn on the TV.
(C) Sure, no problem.
4.
Q: What is the weather forecast for tomorrow?
A: (A) The room is very warm.
(B) It’ll be sunny.
(C) It rained yesterday.
5.
Q: Would you mind if I turn off the air conditioner?
A: (A) I’ve made up my mind.
(B) No, not at all.
(C) Maybe it wouldn’t.

(A) 男性はレシピを読んでいる。
(B) 男性は食事を出している。
(C) 男性はオーブンの中に何かを入れている。
(D) 男性は何かを食べている。

(A) バケツが床に置かれている。
(B) 何人かの人が部屋を掃除している。
(C) スプレーボトルが 2 本ある。
(D) 人々ははけで絵具を塗っている。

Q: ラジオのボリュームを下げてくれますか。
A: (A) 彼は３時にオフィスに戻ってくるでしょう。
(B) 私はテレビをつけます。
(C) いいですよ。

Q: 明日の天気予報はどうですか。
A: (A) 部屋はとても暖かいです。
(B) 晴れるでしょう。
(C) 昨日は雨でした。

Q: エアコンを切ってもいいですか。
A: (A) 私は決心しました。
(B) いいですよ。
(C) たぶんそうではないでしょう。
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スクリプト

PartⅢ: Short Conversations
(WOMAN): Hello. I want to send this package to Germany.
(MAN): All right. Is it fragile?
(WOMAN): Yes. There’s a laptop computer inside.
(MAN): OK. Please fill in this form.

W: こんにちは。この小包をドイツに送りたいのですが。
M: かしこまりました。それは壊れ物ですか。
W: はい。ノート型パソコンが中に入っています。
M: 了解しました。この用紙にご記入ください。
6. この会話はどこで行われていると考えますか。

6. Where does this conversation probably take place?
(A) At a post office
(B) At a bank
(C) At a hotel
(D) At an electronics store

(A) 郵便局で
(B) 銀行で
(C) ホテルで
(D) 電気店で
7. 小包の中には何が入っていますか。

7. What is inside the package?
(A) A desktop computer
(B) A battery
(C) A mobile phone
(D) A laptop computer

(A) デスクトップ・コンピュータ
(B) バッテリー
(C) 携帯電話
(D) ノート型パソコン
8. 女性は次に何をしますか。

8. What will the woman do next?
(A) Go to Germany
(B) Go to an electronics store
(C) Fill in the form
(D) Open the package

(A) ドイツに行く
(B) 電気店に行く
(C) 用紙に記入する
(D) 小包を開ける

Part IV: Talk
Good evening. This is the weather report for today. Right
now, it’s a beautiful evening with clear skies and 18
degrees. Tonight, temperatures will cool down with a low of
10 degrees and a 40 percent chance of rain. Tomorrow, we’ll
be seeing cloudy skies with a high of 16 degrees.

こんばんは。今日の天気予報をお伝えします。現在の夕方の天気は晴れ、

9. What is the man’s occupation?
(A) A film director
(B) A scientist
(C) A weather forecaster
(D) A commentator

9. 男性の職業は何ですか。

10. What is the temperature tonight?
(A) 10 degrees
(B) 16 degrees
(C) 18 degrees
(D) 40 degrees

10. 今夜の気温は何度ですか。

11. When will it be cloudy?
(A) This evening
(B) Tonight
(C) Tomorrow
(D) The day after tomorrow

11. いつ曇りますか。

気温は 18 度です。今夜は気温が 10 度まで下がり、降水確率が 40 パー
セントとなります。明日の天気は曇り、最高気温は 16 度でしょう。

(A) 映画監督
(B) 科学者
(C) 気象予報士
(D) コメンテーター

(A) 10 度
(B) 16 度
(C) 18 度
(D) 40 度

(A) 今日の夕方
(B) 今夜
(C) 明日
(D) 明後日
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