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集中トレーニング
　ここまで見てきた Question 3 の解答の組み立て方をもとに，実戦形式の集中トレーニ
ングにチャレンジしましょう。音声を再生して，課題文を読む指示を聞いたら一旦音声を
停止し，45 秒の時間を計って課題文を読みましょう。その後また音声を再生して，会話
の音声を聞きましょう。

問題１

The university will replace old sidewalks on campus.  Read the notice about 

the sidewalk replacement project.  Begin reading now. CD 1-59

Reading Time: 45 seconds

Sidewalks to be Replaced on Campus

All sidewalks on campus are to be replaced within six months.  This will be done 

for two main reasons.  The �rst is to make campus more accessible and user-

friendly, especially for wheelchair users.  Some of the sidewalks have signi�cant 

cracks, which are hard to manage in a wheelchair.  The replacement will also 

improve the campus landscape.  The grass is dying in some places where people 

walk on the lawns, but the new sidewalks will solve this problem.  Maps will be 

posted periodically to inform students which sidewalks are being repaved and 

when each project will start and �nish.

Now listen to two students discussing the notice. 

The woman expresses her opinion about the new sidewalks.  State her 

opinion and explain the reasons she gives for holding that opinion.

Preparation Time: 30 seconds

Response Time: 60 seconds

【課題文訳】
大学はキャンパス内の古い歩道を改修します。歩道改修工事についての通知を読みなさい。では，
読み始めなさい。

キャンパスの歩道の改修計画
すべての歩道は６カ月以内に改修される予定です。改修には２つの主な理由があります。１つは
キャンパスを通行しやすく，利用しやすく，特に車いす利用者に優しいものにすることです。歩
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道のいくつかは大きなひびが入っていて車いすで通るには難しくなっています。改修によりキャ
ンパスの景観もよくなります。人が芝生の上を歩くような場所では，草が枯れかけているところ
もありますが，新しい歩道によりこの問題が解決します。どの歩道が改修されているかと，それ
ぞれの工事がいつ始まりいつ終わるのかを学生に知らせる地図が，定期的に掲示される予定です。

【リスニングスクリプト】
Now listen to two students discussing the notice.

W : Did you read the notice on the bulletin board saying that the college is replacing the 

sidewalks?  It will take six months to put in new ones.

M : I think it’s a waste of money.  The current sidewalks don’t need to be replaced.

W : Actually, they do.  Some of the cracks are too big to be ignored.  It will make a big 

difference for people in wheelchairs.  I have a friend who uses a wheelchair, and she has 

trouble navigating over even the smaller cracks.  We don’t notice cracks, but others do. 

M : But, don’t you think the college has many other things that need fixing?  Replacing the 

sidewalks will cost a fortune.  That will cause our tuition to rise.

W : Other things are important too, but I think they should fix things for the disabled first.  

Also, improving the campus landscape will make it so much more pleasant to study here.  

It will also make a good impression on visitors and prospective students.  That will help 

us in the long run. 

M : Yeah, you’re right.  Having a barrier-free campus is really important.

【リスニングスクリプト訳】
通知について話している２人の学生の会話を聞きなさい。
女性： 大学が歩道を改修するという掲示板の告知を読んだ？新しい歩道を作るのに６カ月かかる

予定よ。

男性：僕はそれはお金の無駄だと思うな。今の歩道を変える必要はないよ。
女性： 実際，変えるのは必要よ。いくつかの歩道のひびはとても大きくて無視できないわ。車い

すに乗った人にとっては大きな違いになるわよ。私には車いすを使う友達がいて，たとえ
小さいひびでもその上を進むのに苦労しているの。私たちはひびに気づかなくても，気づ
く人もいるのよ。

男性： でも，大学は他に改善しなければならないことがたくさんあると思わない？ 歩道の改修に
は多額のお金がかかる。そのために僕たちの授業料が上がることになるだろう。

女性： 他のことも大切よね。でも障がいのある人のための改善をまずすべきよ。それにキャンパ
スの景観がよくなれば，ここで勉強するのがずっと快適になるでしょう。訪ねてくる人や
入学を志望するかもしれない生徒にもよい印象を与えるでしょう。長い目で見れば私たち
のためになるわ。


