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B レベル

Unit６ Shopping (1)
Warm-up
Their doughnuts are so popular that people always wait in
line at the shop to get some.
The owner of ABC Grocery usually offers a discount on
Wednesdays.
Cambridge Pizza boast of their tasty pizzas and reasonable
prices.
Shipment will take place within three days after we receive
your order.
Since I commute to work on the train, I often stop by a
department store near the station.
The repairman is fixing a flat tire on my car.
Part 1: Photographs
1.
(A) The people are sitting in the shade.
(B) The people are positioning the benches.
(C) The people are facing away from the buildings.
(D) The people are looking out the windows.
2.
(A) The statue stands in front of the trees.
(B) A woman is fixing a cart.
(C) People are waiting in line at a coffee shop.
(D) People are not interested in items on the table.
Part 2: Question-Response
3.
Q: Did you get those shoes on sale?
A: (A) I bought it at the department store.
(B) No. They never offer discounts.
(C) They're on your desk, I think.
4.
Q: Where are the pens I bought last week?
A: (A) I prefer writing in pencil.
(B) She's gone to Miami for a week.
(C) I put them in the cabinet.

6.
Q: It would be nice to have new furniture in the office.
A: (A) But we don't have enough budget.
(B) Let's buy new computers.
(C) We used a local moving company.

店で並んで待っています。
ABC ⾷料雑貨店のオーナーは通常毎週⽔曜⽇に割引を提供しています。
ケンブリッジ・ピザは、おいしいピザと⼿頃な価格を誇りに思っていま
す。
あなたの注⽂を受けてから 3 ⽇以内に発送されます。
私は電⾞で通勤するので、駅近くのデパートによく⽴ち寄ります。
修理⼯が私の⾞のパンクを直しているところです。

人々は日陰に座っている。
人々はベンチを設置している。
人々は建物に背を向けている。
人々は窓の外を見ている。

彫像が木の前に立っている。
女性がカートを修理している。
人々が喫茶店で列に並んで待っている。
人々はテープルの上の商品に興味がない。

あなたはあの靴をバーゲンで買ったのですか。
私はそれをデパートで買いました。
いいえ、彼らは決して割引はしてくれません。
私は、それらがあなたの机の上にあると思います。

私が先週買ったペンはどこですか。
私は鉛筆で書く方が好きです。
彼女は1週間マイアミに行ってしまいました。
私はそれらをキャビネットの中に入れました。

あなたは、どちらかと言えば家にいたいですか、それとも服を買いに行
きたいですか。

n

5.
Q: Would you rather stay at home or go shopping for some
clothes?
A: (A) I want to just stay in.
(B) Yes, I would like that one.
(C) Both of them will be attending.

ここのドーナツはとても⼈気があるので、それを買おうと⼈々はいつも

ただ家にいるだけがいいです。
はい、あれがいいと思います。
両者が参加します。

新しい家具がその事務所にあったらいいだろうなと思います。
けれども、私たちには十分な予算がありません。
新しいパソコンを買いましょう。
私たちは地元の引っ越し業者を利用しました。
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Unit６ Shopping (2)
Part 3: Conversation
WOMAN: All right. Your total for this purchase comes to
$82.75.
MAN: I have a discount coupon, and would like to use it
before it expires.
WOMAN: No problem. Tell me the code number, please.
MAN: It's 957328.
WOMAN: Hmmm, the computer is not accepting the discount.
This means it's not valid for this purchase. Can you doublecheck the coupon, please?
MAN: Certainly! Umm…now I understand why it's not
working. Will it be valid if I add some more items to the
order?
WOMAN: Of course. I'll have a clerk hold these products until
you've finished shopping and are ready to check out.

W: それでは、お買い物の合計は82ドル75セントになります。
M: 割引クーポンを持っていますので、期限切れになる前に使いたいの
ですが。
W: 構いませんよ。コードナンバーを教えてください。
M: 957328 です。
W: あら、コンピュータが割引を受け付けません。今回のお買い物では
有効でないということになるのですが。もう一度クーポンをご確認い
ただけますか。
M: 了解しました。ああ、なるほど、どうしてうまくいかないかわかり
ました。もう少し注文の品を増やしたら有効になるのではないでしょ
うか。
W: そうですね。お買い物を済ませて、ご清算の準備ができるまで店
員がこれらの商品をお預かりします。
ベイヘイのアウトレット店
230 南プランド通り・(912)104-1310
割引クーポン
20ドル引き
コード番号： 957328
※ 100ドル以上の買い物に適応されます。
有効期限12⽉31⽇

BAHAY’S OUTLET STORE
230 S. Brand Blvd. (912)104-1310
DISCOUNT COUPON
$20.00 off
>>Code number: 957328
*Offer applied only to purchase over $100.
Expires December 31.

7．Who is the woman?
(A) A waitress
(B) A manager
(C) A customer
(D) A cashier

7.女性は誰ですか。
(A) ウエイトレス
(B) 経営者
(C) 客
(D) レジ係

8．Look at the graphic. What is the problem with the coupon?
(A) It applies to products under $20.
(B) It must be approved by the supervisor.
(C) The date has expired.
(D) It is for purchases of more than $100.

8. 図表を見なさい。クーポンの問題は何ですか。
(A) それは20ドル以下の商品に適応される。
(B) それは主任によって承認されなければならない。
(C) 期限が切れている。
(D) それは100ドル以上の買い物のためのものである。

9. How will the woman help the man?
(A) She will cancel the order.
(B) She will print another discount coupon.
(C) She will call a store employee to assist the customer.
(D) She will ship the items to the man’s address.

9. 女性はどのように男性を助けますか。
(A) 彼女は注文をキャンセルする。
(B) 彼女は別の割引クーポンを印刷する 。
(C) 彼女は客の補助のために店の従業員を呼ぶ。
(D) 彼女は男性の住所に品物を配送する 。

Part 4: Talk
Good afternoon, Allied Supermarket shoppers. We would like
to call your attention to today's specials. In the produce
department, you will find a fresh shipment of beautiful
Florida pears that arrived this morning; choose three for only
$1.25. Pick out ripe, delicious muskmelon for only $2 each. In
the meat section, T-bone steaks are only $3.59 per kilogram.
Remember, our beef is 100-percent Australian. Also, check
out Aisle 4, where all varieties of Ramford's soups are 20
percent off when you buy five cans or more. Thank you for
shopping at Allied Supermarket, and have a good day.
10. What is indicated about pears?
(A) They are from Australia.
(B) The price is $1.25 each.
(C) They are fresh.
(D) They will be sold out soon.
11. What is the price of T-bone steaks?
(A) $2
(B) $1.25
(C) $3.59
(D) $3.95
12.
(A)
(B)
(C)
(D)

Soup
Pears
Meat
Cheese

アリードスーパーでお買い物中の皆様、こんにちは。今日の特売品につい
て耳を傾けていただけたらと思います。青果物コーナーでは、今朝入荷し
たばかりの、新鮮できれいなフロリダ産洋ナシがあり、3個でたった1ドル
25セントです。よく熟れたおいしいマスクメロンも手に取ってみてくださ
い。1個でたったの2ドルです。精肉コーナーではTボーンス テーキが1キロ
グラム当たりたったの3ドル59セントです。私たちがご提供する牛肉は100
パーセントオーストラリア産だということもどうぞお忘れなく。それから4
番通路もご覧ください。ラムフォードのスープを5 缶以上お買い求めの場
合、20パーセント引きになります。アリードスーパーでお買い物をしてい
ただきましてありがとうございます。よい一日をお過ごしください。
10.
(A)
(B)
(C)
(D)

洋ナシについて何と言われていますか。
それらはオーストラリア産である。
値段は1個1ドル25セントである。
それらは新鮮である。
それらはすぐに売り切れる。

11.
(A)
(B)
(C)
(D)

Tボーンステーキの値段はいくらですか。
2ドル
1ドル25セント
3ドル59 セント
3ドル95 セント

12.
(A)
(B)
(C)
(D)

4番通路では何が目に入りますか。
スープ
洋ナシ
肉
チーズ
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Unit 7 Advertisement (1)
Warm-up
1. When purchasing a used car, people should check the
price on the Internet.
2. Some companies use their own website instead of putting
a classified ad in newspapers.
3. The noodle maker gave a questionnaire to their
customers asking about the image of the company.
4. The poster of the hotel says they offer a complimentary
breakfast.
5. Our company decided to launch a new project to make
environmentally friendly products.
6. The Davis Store issues a free brochure that introduces
newly published books every Sunday.

Part 1: Photographs
1.
(A) The house is five stories high.
(B) There is a house for sale.
(C) The advertisement for a house is behind the backyard.
(D) A family is going to purchase the house.
2.
(A) There is a sign for auto sales.
(B) There is no more room for parking.
(C) Some puffy clouds are floating in the sky.
(D) The arrow is showing the direction to a car showroom.
Part 2: Question-Response
3.
Q: Which logo shall we use for our flyer?
A: (A) Yes, it is a good logo.
(B) I've been there several times.
(C) I'm still thinking.
4.
Q: When should we start advertising the new products?
A: (A) The earlier the better.
(B) By hiring an advertising agency.
(C) They don't sell new items.
5.
Q: Advertising on TV would be too expensive.
A: (A) Why don't we use another advertising method?
(B) Ask the TV station if the commercial is to be aired
today.
(C) Not much. Actually, I would like to move to a different
division.
6.
Q: Have you seen today's classified ad?
A: (A) No. Todd brought me some classified documents.
(B) Yeah! There is a position I am just looking for.
(C) Not really. She hasn't been employed.

中古車を購入するときには、購入者はインターネットで値段をチェック
すべきです。
一部の企業は新聞に求人広告を載せる代わりに、自社のウェブサイトを
使います。
その製麺業者は企業のイメージをたずねるアンケートを客に配布しまし
た。
ホテルのポスターには無料の朝食が出ると書いてあります。
我が社は環境に優しい製品を作る新しい企画を立ち上げることを決めま
した。
デイビス・ストアは新刊書を紹介する無料冊子を毎週日曜日に発行して
います。

その家は5階建てである。
売りに出されている家がある。
家の広告版が裏庭の後ろにある。
ある家族がその家を買う予定である。

自動車販売の看板がある。
車を停める場所がもうない。
フワフワした雲が空に漂っている。
矢印が車のショールームの方向を示している。

どの商標を私たちはチラシに使いましょうか。
はい、それはよい商標です。
私は何度もそこに行きました。
私はまだ考えています。

私たちはいつ新しい製品の宣伝を始めるべきでしょうか。
早ければ早いほどよいです。
広告業者を雇うことによって。
彼らはよい商品を売りません。

テレビで宣伝はコストがかかりすぎるでしょう。
別の宣伝方法を使ってはいかがでしょうか。
今日、コマーシャルが放送されるかどうか、テレビ局に聞きなさい。
そうでもありません。実際、私は違う部署に異動したいと思っていま
す。

あなたは今日の求人広告を見ましたか 。
いいえ。トッドが私に機密書類を持ってきました 。
はい、私がちょうど探していた職が載っています。
そうでもありません 。彼女は採用されていません。
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Unit 7 Advertisement (2)
Part 3: Conversation
WOMAN: Hi. I'd like to put an ad in next week's magazine. I
was just wondering when the deadline is.
MAN: It's Monday. Next week, we're publishing on Thursday
instead of Friday due to the national holiday.
WOMAN: Do you usually have advertising space left at the
deadline?
MAN: We can't guarantee it, but I'd advise you to submit your
ad by Saturday if you want to be sure that it appears in next
week's issue.

W: こんにちは。来週号の雑誌に広告を掲載したいのですが。いつが
締め切りなのかちょっと気になっています。
M: 月曜日です。来週は祭日のため、金曜日の代わりに木曜日に発売
になります。
W: 締切日には、たいてい広告掲載のスペースは残っていますか。

7. What is the woman inquiring about?
(A) Submission deadlines
(B) Advertising rates
(C) Size limitations
(D) Topic of the article

7. 女性は何についての問い合わせをしていますか。
(A) 提出期限
(B) 広告費用
(C) サイズ制限
(D) 記事のトピック

8. When will the next week’s issue be published?
(A) Monday
(B) Thursday
(C) Friday
(D) Saturday

8. 来週号はいつ発売される予定ですか。
(A) 月曜日
(B) 木曜日
(C) 金曜日
(D) 土曜日

9. What does the man recommend?
(A) Making the ad more colorful
(B) Reducing the size of the article
(C) Submitting the ad early
(D) Giving up the posting

9. 男性は何を勧めていますか。
(A) 広告をもっと色彩豊かにすること
(B) 記事のサイズを小さくすること
(C) 早く広告を提出すること
(D) 掲載を諦めること

M: その保証はできませんが、確実に来週号に載せたいということで
したら、土曜日までにあなたの広告を出していただくことをお勧め
いたします。

Part 4: Talk
We are planning a major marketing campaign for hair care
products. There will be posters on subway cars and in stations,
and print ads in fashion magazines. Today I'd like to focus on
some possible designs for the posters. We did a questionnaire
asking opinions of both male and female consumers. There are
four design types, and the most popular design overall was this
black-and-white version featuring only a single model.
However, among women, the highest-rated design was this
soft-color image featuring a romantic couple together. Since
women are expected to be 80 percent of the market for our new
products, I think this romantic image is our first choice for the
campaign.

私たちは大規模なヘアケア製品の市場キャンペーンを企画していま
す。地下鉄の車内や駅の構内にポスターを貼り、ファッション誌に
広告を掲載する予定です。今日、私は、ポスターのデザイン候補に
焦点を絞りたいと思っています。私たちは男性と女性、両方の消費
者の意見を聞くためにアンケート調査を実施しました。4つのデザイ
ンのタイプがあり、総合的に最も人気があったのは、1人だけのモデ
ルを掲載した、この白黒のバージョンです。しかしながら、女性の
間で高く評価されたデザインは、この落ち着いた色彩のイメージ
で、ロマンチックなカップルを写したものです。私たちの新製品の
市場の80パーセントは女性が占めるであろうと予測されているた
め、このロマンチックなイメージはこのキャンペーンの第1候補にな
るのではないかと私は思います。

10. What kind of products does this company sell?
(A) Books and magazines
(B) Hair care products
(C) Posters
(D) Automobiles

10.
(A)
(B)
(C)
(D)

どんな種類の製品をこの会社は販売していますか。
本と雑誌
ヘアケア製品
ポスター
車

11. What is indicated about the romantic design?
(A) It is in black and white
(B) It is the newest design.
(C) It is not very popular.
(D) It is preferred by women.

11.
(A)
(B)
(C)
(D)

ロマンチックなデザインについて何と言われていますか。
それは黒と白である。
それは最も新しいデザインである。
それはあまり人気がない。
それは女性好みである。

12. What does the speaker recommend doing?
(A) Using the design with a romantic couple
(B) Using the design with a single model
(C) Conducting more research
(D) Expanding the market share

12.
(A)
(B)
(C)
(D)

話し手は何をすることを勧めていますか。
ロマンチックなカップル のデザインを使うこと
1人のモデルを写したデザインを使うこと
もっと調査を行うこと
市場のシェアを拡大すること
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Unit８ Daily Life(1)
Warm-up
1. The latest news says the number of health-conscious
teenagers is increasing.
2. If you don’t pay your electricity bill, the electricity might be
cut off.
3. You have to send a check for $20 to the school to get their
application form.
4. Young children need to have adequate nutrition to grow
properly.
5. If you want to open a bank account in foreign countries, you
have to show your passport as your identification.
6. Enclosed are the photos we took at Billy’s wedding
ceremony.
Part 1: Photographs
1.
(A) A cell phone is between a book and a drink.
(B) A drink is being served.
(C) A table is being cleared.
(D) A book is sitting on the table.
2.
(A) The woman is sitting with her legs crossed.
(B) The woman is adjusting her seat.
(C) The woman is resting her feet on a chair.
(D) The woman is reading to a group.
Part 2: Question-Response
3.
Q: What are these boxes for?
A: (A) For about a week.
(B) Because I like boxing.
(C) We are moving next month.
4.
Q: Can you take a message for me?
A: (A) No, I had no time to read it.
(B) Yes, you can take it if you like.
(C) Sure, let me find a pen.
5.
Q: Can you give me a hand moving this cabinet?
A: (A) Yes. I can raise my hand.
(B) Yes, I moved here last year.
(C) Sure. Where do you want to put it?
6.
Q: Would you mind if I turned the heat up a bit?
A: (A) Not at all.
(B) Yes, go ahead.
(C) I think it's loud enough already.

B レベル

最新のニュースによると、健康を意識する十代の数が増えてきている
ということです。
もし電気料金を支払わなければ、電力の供給が停止されるかもしれま
せん。
志願書を受け取るためには、あなたはその学校に20ドル分の小切手を
送らなければなりません。
小さい子どもがきちんと成長するためには、適切な栄養バランスを保
たなければなりません。
もし、海外で銀行口座を開設しようと思えば、身分証明書としてあな
たのパスポートを提示しなければなりません。
ビリーの結婚式で私たちがとった写真を同封しています。

携帯電話が本と飲み物の間にある。
飲み物が出されているところである。
テープルがきれいにされているところである。
本がテーブルの上に置いてある。

女性は足を組んで座っている。
女性は自分の座席を調節している。
女性は椅子に両足を乗せている。
女性はグループに読み聞かせをしている。

何のための箱ですか。
約1週間です。
ポクシングが好きだからです。
私たちは来月引っ越します。

私のために伝言をお願いできますか。
いいえ、私はそれを読む時間がありませんでした。
はい、もしよろしければそれをお持ちになってください。
了解しました。私にペンを探させてください。

このキャビネットを動かすのに私に手を貸してくれませんか。
はい、私は手を挙げることができます。
はい、私は昨年ここに引っ越してきました。
わかりました。あなたはどこにそれを置きたいですか。

少し温度を上げてもいいですか。
全く問題ありません。
はいどうぞ。
私はもう十分うるさいと思います。

5

2019 年度英語 II

B レベル

Unit８ Daily Life(2)
Part 3: Conversation
MAN: Hello, Katie. It's Paul. I'm just calling to see if
you need me to bring anything for your dinner party. I
was thinking of making a salad.
WOMAN: We're pretty well set, actually. I'm just at the
store getting some ingredients for pasta right now, and
Bob went to buy some cheese. Sandra is bringing
dessert, and Alison already said she would make a
salad. Could you pick up some good bread instead?
MAN: Sure. I'll bring a bottle of wine too.

M: やあ。ケイティ。ポールです。夕食パーティーに何か持ってきて欲
しいものはないか尋ねようと電話したのだけれど。僕はサラダを作ろう
と考えていたよ。
W: 実際、準備は結構整っているわ。私は今ちょうどスーパーに来てい
て、パスタの材料を買っているの。ボプはチーズの買い出しに行ってい
るし、サンドラはデザートを持ってきてくれるわ。アリソンはすでにサ
ラダを作ろうかと言っているのよ。代わりにおいしい パンを持ってき
てくれない。
M: わかったよ。ポトルのワインも持っていくね。

7．Why did Paul call?
(A) To invite Katie to the party
(B) To order a meal
(C) To offer to take food to a party
(D) To cancel a plan

7. ポールはなぜ電話したのですか。
(A) ケイティをパーティーに招待するため
(B) 食事の注文をするため
(C) パーティーに食べ物を持っていく提案をするため
(D) 計画を中止するため

8. What is the woman doing now?
(A) Shopping at the groceries
(B) Buying wine
(C) Setting the table
(D) Cooking pasta

8. 女性は何をしていますか。
(A) 食料雑貨店での買い物
(B) ワインの買い出し
(C) テープルのセッティング
(D) パスタの調理

9. What does the woman ask Paul to bring?
(A) A salad
(B) Some cheese
(C) Some wine
(D) Some bread

9. 女性はポールに何を持ってくるよう頼みましたか。
(A) サラダ
(B) チーズ
(C) ワイン
(D) パン

Part 4: Talk
Thank you for tuning into DLC Cooking Time: how to
make fantastic dishes for your home party. Lydia
Warren, an expert in nutrition, will give us tips about
how to make low-calorie dishes today. As you know, her
recipe books are selling well all over the world, and
they are translated into French, Italian and Japanese.
Most of her dishes are made with fresh vegetables and
fruits, so they are great for vegetarians and little kids.
Best of all, you can cook them quickly and cheaply.
Now here is Lydia Warren. Today she shows us how to
make spicy tomato stew and vegetable pasta.
10. What is the topic of this program?
(A) Party menus
(B) Recipe books around the world
(C) Nutritional balance
(D) Gardening
11. Which language is the recipe book translated into?
(A) Spanish
(B) Italian
(C) Chinese
(D) English
12. Why are Lydia’s dishes good for little kids?
(A) Lydia uses cheap ingredients.
(B) Lydia uses fewer vegetables in her recipes.
(C) People can cook them quickly.
(D) Most of the ingredients are fresh vegetables and
fruits.

DLCクッキングタイムをご覧いただきありがとうございます。ホームパ
ーティー用の素晴らしい料理の作り方をご紹介する番組です。今日は、
栄養学の専門家であるリディア・ウォーレンが、低カロリーの料理の作
り方のコツを私たちに教えてくれます。ご存知のように彼女の料理本は
世界中でよく売れており、フランス語やイタリア語、日本語にも翻訳さ
れています。彼女の料理のほとんどは、新鮮な野菜と果物でできてお
り、ベジタリアンの方や子どもたちにとっては、とてもよいものです。
何よりも、その料理を手早く、そして安く作れることがよいことです。
さて、こちらがリディア・ウォーレンさんです。今日は彼女が、私たち
に辛いトマトシチューと野菜パスタの作り方を紹介してくださいます。
10.
(A)
(B)
(C)
(D)

この番組のトピックは何ですか。
パーティー用の料理
世界中の料理本
栄養バランス
ガーデニング

11.
(A)
(B)
(C)
(D)

料理本はどの言語に翻訳されていますか。
スペイン語
イタリア語
中国語
英語

12.
(A)
(B)
(C)
(D)

リディアの料理はなぜ小さな子どもにとってよいのですか。
リディアが安い食材を使っているから
リディアが料理本の中でより少なく野莱を使っているから
人々が手早く料理をすることができるから
ほとんどの食材が新鮮な野莱と果物だから
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Unit９ Office Work (1)
Warm-up
1．If you want to take a day off, you have to fill out this
form.
2. I called Robert’s office this morning, but his assistant said
he was not available.
3. Our company always invites distinguished guests to
celebrate its foundation day.
4. This week, Air-American sells $500 return tickets to
Japan on a first-come, first-served basis.
5. Alfred, in the accounting department, is leaving next
week, so we are planning a farewell party for him for next
Friday.
6. This company has decided to provide its employees with
an opportunity to study abroad for a year.

Part 1: Photographs
1.
(A) The man is making a call in a telephone booth.
(B) The man is sitting in front of the computer.
(C) The man is looking at the scenery outside.
(D) The man is monitoring the screen.
2.
(A) The woman is sending a fax from her desk.
(B) The woman is making some coffee.
(C) The woman is making a photocopy.
(D) The woman is fixing a photocopier.
Part 2: Question-Response
3.
Q: This document is a bit too long, isn't it?
A: (A) No, it takes too much longer.
(B) You're right. Let's revise it.
(C) Actually, he's shorter than me.

1.もしもあなたが休暇をとりたいなら、この用紙に記入しなければなりま
せん。
2．私は今朝ロバートの事務所に電話しましたが、彼の助手は彼が対応で
きないと言いました。
3．我が社はいつも創立記念日を祝うのに著名な方々を招待します。
4．今週、エア・アメリカンは 500 ドルの日本への往復券を先着順で販売
します。
5．経理部のアルフレッドは来週退職するので、私たちは来週金曜日に彼
のための送別会を計画しています。
6．この会社は従業員に一年間海外で勉強する機会を提供することに決め
ています。

男性は電話ボックスで電話をかけている。
男性はコンピュータの前に座っている。
男性は外の景色を見ている。
男性はスクリーンを監視している。

女性は自分のデスクからファックスを送っている。
女性はコーヒーを入れている。
女性はコピーを取っている。
女性はコピー機を修理している。

この書類は少し長すぎますよね。
いいえ、時間がかかりすぎています。
その通りです。それを修正しましょう 。
実際は、彼は私より背が低いです。

4.
Q: Mr. Thompson isn't in his office at the moment, is he?
A: (A) It's on the seventh floor.
(B) I believe he is having lunch with his clients.
(C) I got the memo this morning.

トンプソン氏は、今彼のオフィスにいませんよね。

5.
Q: Where is the report that was here on my desk?
A: (A) Mr. Johnson brought it to the boardroom, I think.
(B) Report to the reception desk.
(C) It isn't due until Friday.

ここの私の机の上にあった報告書はどこですか。

6.
Q: How long have you worked in this office?
A: (A) About 40 minutes if the road is not crowded.
(B) I have lived in Auckland since 1996.
(C) Just over one year.

どれくらいの間この事務所で働いていますか。

それは7階です。
彼は顧客と昼食に行っていると思います。
私はそのメモを今朝受け取りました。

ジョンソン氏が取締役室にそれを持っていたと私は思います。
受付に報告しなさい。
それは金曜日までの期限ではありません。

もしも道 路が混んでいなかったら、約40 分です。
1996年からオークランドに住んでいます。
ちょうど一年を過ぎました。
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Unit９ Office Work (2)
Part 3: Conversation
WOMAN: Linda's farewell party is this Friday in the
cafeteria at 6:00. Everyone else in the office will be there.
Will you come, too?
MAN: Oh, dear. I was planning to take this Friday off.
WOMAN: Why don't you work that day and take a different
day off?
MAN: That's a good idea. I can't miss Linda's party. She's
been one of our best workers.
7. What will happen on Friday?
(A) The co-workers will give the man a party.
(B) The co-workers will give Linda a party.
(C) The man will leave the company.
(D) The new schedule will be announced.
8. What will Linda do soon?
(A) Leave the company
(B) Organize an event
(C) Take a day off
(D) Join this company
9. What does the woman suggest the man should do?
(A) Give Linda more work
(B) Put off the party
(C) Quit the job
(D) Change his schedule

W: リンダの送別会を今週の金曜日6時からあのカフェでするの。オフ
ィスの全員がそこに来ることになっているのだけれど、あなたも来ら
れるかしら。
M: ええ、そうだったの。金曜日は休みを取ろうと思っていたのだけれ
ど。
W: その日は出勤して、他の日に休暇を取ってはどうかしら。
M: それはいいね。リンダのパーティーに出席しないわけにはいかない
し。彼女は僕たちの最高の仕事仲間だったからね。

7. ⾦曜⽇には何がありますか。
(A) 同僚が男性のためにパーティーを開く。
(B) 同僚がリンダのためにパーティーを開く。
(C) 男性が会社を退職する。
(D) 新しい予定が発表される。
8. リンダはもうすぐ何をしますか。
(A) 会社を退職する
(B) イベントを企画する
(C) 1日休暇を取る
(D) この会社に入社する
9. 女性は男性に何をすべきだと提案していますか。
(A) リンダにもっと仕事を与える
(B) パーティーを延期する
(C) 仕事を辞める
(D) 彼の予定を変更する

Part 4: Talk
Hi everyone! This is a quick announcement on the repair of
the company server for this week. On Thursday, our office
will undergo repairs and the electricity will be cut off… for
… umm… I think six hours. During that time you cannot
access the Internet, be sure to keep all your computers
offline. Just wait until the power is restored around 10:00
that day. I will let you know by text message when the work
is all done. We are sorry for your inconvenience.
10. What problem does the speaker mention?
(A) Employees want a vacation.
(B) The company needs more staff.
(C) The office is being painted.
(D) The building’s power will be cut off.
11. Why are company staff advised to keep their computers
offline?
(A) Everyone must work on weekends.
(B) The staff is being reassigned.
(C) The meeting has been set for another day.
(D) They cannot access the Internet during that time.
12. What will the speaker do?
(A) Run the computers
(B) Call the team manager
(C) Send the staff a text message
(D) Meet with the workers

みなさん、こんにちは。今週の我が社のサーバーの修理について簡単
にお知らせします。木曜日に私たちのオフィスでは修理を行いますの
で、電気が止まります。えっと、そうですね、6時間かかると思いま
す。その間、インターネットにアクセスすることはできませんので、
コンピュータはオフラインにしておくことをお忘れなく。その日の10
時ごろに電気が入るまで待ってください。作業がすべて完了したら携
帯電話のメールでご連絡いたします。ご不便をおかけして申し訳あり
ません。

10.
(A)
(B)
(C)
(D)

話し手はどんな問題について言及していますか。
従業員は休暇を取りたがっている。
会社はもっと従業員を必要としている。
オフィスは塗装される。
そのビルの電気が止まる予定である。

11. 会社の従業員はなぜコンピュータをオフラインにするようアドバ
イスされているのですか。
(A) みんな週末に働かなければならない。
(B) 従業員が再度着任する。
(C) ミーティングは別の日に設定されている。
(D) 彼らはその時間インターネットにアクセスできない。
12.
(A)
(B)
(C)
(D)

話し手は何をするでしょうか。
コンピュータを起動する
チームの部長に電話する
従業員に携帯電話でメッセージを送る
従業員と会う
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Unit 6 Shopping (1)
Warm-up
ここのドーナツはとても⼈気があるので、それを買おうと⼈々はいつも店で並んで待っています。

Their doughnuts are so popular that people always

at the shop to get

some.
ケンブリッジ・ピザは、おいしいピザと⼿頃な価格を誇りに思っています。

Cambridge Pizza

of their tasty pizzas and reasonable prices.

あなたの注⽂を受けてから 3 ⽇以内に発送されます。

will take place within three days after we receive your order.
私は電⾞で通勤するので、駅近くのデパートによく⽴ち寄ります。

Since I

to work on the train, I often stop by a department store near the station.

修理⼯が私の⾞のパンクを直しているところです。

The repairman is

a flat tire on my car.

Part 2: Question-Response
3.
?
(A) I bought it at the department store.
4.
?
(C) I put them in the cabinet.
5.
for some clothes?

6.
in the office.
(A) But

.
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Unit 6 Shopping (2)

Part 3: Conversation
WOMAN: All right. Your total for this purchase comes to $82.75.
MAN: I have a discount coupon, and would like to use it before it expires.
WOMAN: No problem. Tell me the code number, please.
MAN: It's 957328.
WOMAN: Hmmm,

.

This means it's not valid for this purchase. Can you double-check the coupon, please?
MAN: Certainly! Umm…now I understand why it's not working.
?
WOMAN: Of course. I'll have a clerk hold these products until you've finished shopping and
are ready to check out.

Part 4: Talk
Good afternoon, Allied Supermarket shoppers.
.
In the produce department,
;
choose three for only $1.25. Pick out ripe, delicious muskmelon for only $2 each. In the meat
section, T-bone steaks are only $3.59 per kilogram. Remember, our beef is 100-percent
Australian. Also, check out Aisle 4, where all varieties of Ramford's soups are 20 percent off
when you buy five cans or more. Thank you for shopping at Allied Supermarket, and have a
good day.
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Unit 7 Advertisement (1)
Warm-up
中古車を購入するときには、購入者はインターネットで値段をチェックすべきです。

When

a used car, people should check the price on the Internet.

その製麺業者は企業のイメージをたずねるアンケートを客に配布しました。

The noodle maker gave a
the company.

to their customers asking about the image of

ホテルのポスターには無料の朝食が出ると書いてあります。

The poster of the hotel says they offer a

breakfast.

我が社は環境に優しい製品を作る新しい企画を立ち上げることを決めました。

Our company decided to
products.

a new project to make environmentally friendly

デイビス・ストアは新刊書を紹介する無料冊子を毎週日曜日に発行しています。

The Davis Store
Sunday.

a free brochure that introduces newly published books every

Part 1: Photographs
1.
(A)

.

(B)

.

(C)

.

(D)

.

Part 2: Question-Response
3.
Q:

.?
(C) I'm still thinking.

4.
Q: When should we start advertising the new products?
A: (A)

.
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Unit 7 Advertisement (2)

Part 3: Conversation

WOMAN: Hi. I'd like to put an ad in next week's magazine.
.
MAN: It's Monday.
Next week,

.

WOMAN: Do you usually have advertising space left at the deadline?
MAN: We can't guarantee it, but I'd advise you to submit your ad by Saturday if you want to
be sure that it appears in next week's issue.

Part 4: Talk

.
There will be posters on subway cars and in stations, and print ads in fashion magazines.
.
We did a questionnaire asking opinions of both male and female consumers. There are four
design types, and the most popular design overall was this black-and-white version featuring
only a single model. However, among women, the highest-rated design was this soft-color
image featuring a romantic couple together. Since women are expected to be 80 percent of the
market for our new products, I think this romantic image is our first choice for the campaign.
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Unit 8 Daily Life (1)
Warm-up
1. 最新のニュースによると、健康を意識する十代の数が増えてきているということです。
The

news says the number of health-conscious teenagers is increasing.

2. もし電気料金を支払わなければ、電力の供給が停止されるかもしれません。
If you don’t pay your electricity

, the electricity might be cut off.

3. 志願書を受け取るためには、あなたはその学校に20ドル分の小切手を送らなければなりません。
You have to send a

for $20 to the school to get their application form.

4. 小さい子どもがきちんと成長するためには、適切な栄養バランスを保たなければなりません。
Young children need to have

to grow properly.

5. もし、海外で銀行口座を開設しようと思えば、身分証明書としてあなたのパスポートを提示しなけ
ればなりません。
If you want to open a

in foreign countries, you have to show

your passport as your identification.
Part 1: Photographs
2.
(A) The woman

.

(B) The woman

.

(C) The woman

.

Part 2: Question-Response
3.

? We are moving next month.

4.

? Sure, let me find a pen.
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Unit 8 Daily Life (2)
Part 3: Conversation
MAN: Hello, Katie. It's Paul. I'm just calling to see if you need me to bring anything for your dinner
party.

.

WOMAN:

. I'm just at the

store getting some ingredients for pasta right now, and Bob went to buy some cheese. Sandra is
bringing dessert, and Alison already said she would make a salad.
?
MAN: Sure. I'll bring a bottle of wine too.

Part 4: Talk
Thank you for tuning into DLC Cooking Time: how to make fantastic dishes for your home party. Lydia
Warren, an expert in nutrition, will give us tips about how to make low-calorie dishes today.
As you know,

,

and they are translated into French, Italian and Japanese. Most of her dishes are made with fresh
vegetables and fruits, so they are great for vegetarians and little kids.
.
Now here is Lydia Warren. Today she shows us how to make spicy tomato stew and vegetable pasta.
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Unit９ Office Work (1)
Warm-up
1．もしもあなたが休暇をとりたいなら、この用紙に記入しなければなりません。
If you want to

, you have to fill out this form.

2. 私は今朝ロバートの事務所に電話しましたが、彼の助手は彼が対応できないと言いました。
I called Robert’s office this morning, but his assistant said he was not

.

3. 我が社はいつも創立記念日を祝うのに著名な方々を招待します。
Our company always invites

guests to celebrate its foundation day.

4. 今週、エア・アメリカンは 500 ドルの日本への往復券を先着順で販売します。
This week, Air-American sells $500 return tickets to Japan on a firstcome,
.
5. 経理部のアルフレッドは来週退職するので、私たちは来週金曜日に彼のための送別会を計画していま
す。
Alfred, in the

, is leaving next week, so we are

planning a farewell party for him for next Friday.
6. この会社は従業員に一年間海外で勉強する機会を提供することに決めています。
This company has decided to

its employees

an

opportunity to study abroad for a year.

Part 2: Question-Response
3.

4.

You're right. Let's revise it.

I believe he is having lunch with his clients.

?

?
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Unit９ Office Work (2)
Part 3: Conversation
WOMAN: Linda's farewell party is this Friday in the cafeteria at 6:00. Everyone else in the office
will be there. Will you come, too?
MAN: Oh, dear.
WOMAN:

.
?

MAN: That's a good idea. I can't miss Linda's party. She's been one of our best workers.

Part 4: Talk
Hi everyone!

.

On Thursday, our office will undergo repairs and the electricity will be cut off… for … umm… I
think six hours. During that time you cannot access the Internet, be sure to keep all your
computers offline. Just wait until the power is restored around 10:00 that day.
. We are sorry for
your inconvenience.
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