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1　空所補充
	 �
CD1 22 � 2�� 2�2�

　
次のＡとＢの会話を聞いて，空所に最も適当な語を１語ずつ入れなさい。会

話はそれぞれ２回ずつ繰り返されます。

＜Track No.22＞

Ａ：Would	you	(　　　)	(　　　)	(　　　)	(　　　),	please ?
Ｂ：No,	(　　　)	(　　　)	(　　　).	

〈Dialogue 1�1�

＜Track No.2�＞

Ａ：(　　　) (　　　) (　　　) you could help me with my math homework.(　　　) (　　　) (　　　) you could help me with my math homework.　　　) (　　　) (　　　) you could help me with my math homework.)	(　　　) (　　　) you could help me with my math homework.　　　) (　　　) you could help me with my math homework.)	(　　　) you could help me with my math homework.　　　) you could help me with my math homework.)	you	could	help	me	with	my	math	homework.
Ｂ：I’d (　　　) (　　　) (　　　).I’d	(　　　) (　　　) (　　　).　　　) (　　　) (　　　).)	(　　　) (　　　).　　　) (　　　).)	(　　　).　　　).).
Ａ：Thank you.　When shall we meet ?Thank	you.　When shall we meet ?　When shall we meet ?When	shall	we	meet ?

〈Dialogue ����

依頼・許可
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Ａ　mind�closing�the�doormind�closing�the�door�closing�the�doorclosing�the�door�the�doorthe�door�doordoor
Ｂ　of�course�not

　Ａ：ドアを閉めていただけませんか。
Ｂ：ええ，もちろんいいですよ。

	　依頼の場面である。mind は�～を嫌がる〔気にかける�構う〕�の意味である。�の語mind は�～を嫌がる〔気にかける�構う〕�の意味である。�の語は�～を嫌がる〔気にかける�構う〕�の意味である。�の語
を用いた依頼に対して，No, of course not. と依頼を受けている。No,	of	course	not. と依頼を受けている。と依頼を受けている。

Ａ　I�wonder�ifI�wonder�if�wonder�ifwonder�if�ifif
Ｂ　be�glad�to

　Ａ：僕の数�の宿題を手伝ってもらえないかな。
Ｂ：喜んで。
Ａ：ありがとう。いつ会おうか。

	　　I	wonder	if	you	could	…	で遠慮がちに頼みごとをしている場面である。help ～ withで遠慮がちに頼みごとをしている場面である。help ～ withhelp ～ with～ withwith	
…	で�～の…を手伝う�の意を表す。I’d be glad to.�喜んで。）という表現でその依で�～の…を手伝う�の意を表す。I’d be glad to.�喜んで。）という表現でその依…を手伝う�の意を表す。I’d be glad to.�喜んで。）という表現でその依を手伝う�の意を表す。I’d be glad to.�喜んで。）という表現でその依I’d	be	glad	to.�喜んで。）という表現でその依�喜んで。）という表現でその依
頼に応じている。I’d は I would の短縮形で，文�的には to 以下に help you with yourI’d は I would の短縮形で，文�的には to 以下に help you with yourは I would の短縮形で，文�的には to 以下に help you with yourI	would の短縮形で，文�的には to 以下に help you with yourの短縮形で，文�的には to 以下に help you with yourto 以下に help you with your以下に help you with yourhelp	you	with	your	
math	homework が省略されていると考える�とがで�る。が省略されていると考える�とがで�る。

ZEAAC1-Z1J1-02



３章
依
頼
・
許
可

37

	 	
CD1 24 � ��� ����

　
次の英文または会話を聞いて，空所内で示されている語数の英語を入れなさ

い。英文または会話はそれぞれ２回ずつ繰り返されます。

＜Track No. 24＞
　Excuse me, (　４語　) the best way to get to the city hall ?Excuse	me,	(　４語　) the best way to get to the city hall ?　４語　) the best way to get to the city hall ?)	the	best	way	to	get	to	the	city	hall ?	

＜Track No. 25＞
　Ａ：(　(　　ⓐ　４語　) I smoke here ?　Ｂ：No, (　)	I	smoke	here ?　Ｂ：No, (　　Ｂ：No, (　No,	(　　ｂ　３語　).).

＜Track No. 26＞
　Ａ：(　(　　ⓐ　５語　) for one more week ?　Ｂ：(　)	for	one	more	week ?　Ｂ：(　　Ｂ：(　(　　ｂ　１語　).).	

＜Track No. 27＞ 
　Ａ：(　(　　ⓐ　６語　) tomorrow morning ?)	tomorrow	morning ?
　Ｂ：(　(　　ｂ　２語　), (　ｃ　１語),	(　ｃ　１語　ｃ　１語　).

＜Track No. 28＞
　Ａ：(　(　　ⓐ　６語　) ?　Ｂ：(　) ?　Ｂ：(　　Ｂ：(　(　　ｂ　１語　), what is it ?),	what	is	it ?

＜Track No. 29＞
　Ａ：(　６語　) ?　Ｂ：O�, I’m coming.(　６語　) ?　Ｂ：O�, I’m coming.　６語　) ?　Ｂ：O�, I’m coming.) ?　Ｂ：O�, I’m coming.　Ｂ：O�, I’m coming.O�,	I’m	coming.	

＜Track No. �0＞
　Ａ：(　(　　ⓐ　６語　), but (　),	but	(　　ｂ　５語　) this time tomorrow ?)	this	time	tomorrow ?
　Ｂ：That’s O�, (　That’s	O�,	(　　ｃ　２語　).).

＜Track No. ��＞
　Ａ：(　(　　ⓐ　９語　) for a few days ?)	for	a	few	days ?
　Ｂ：(　(　　ｂ　２語　).).

ZEAAC1-Z1J1-03
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＜Track No. 24＞
could	you	tell	me

　すみませんが，市役所へ着く最もよい道を教えていただけますか。

	　Excuse	me,	…	は�失礼ですが…�すみませんが…�の意で，�知らぬ人に話しかけは�失礼ですが…�すみませんが…�の意で，�知らぬ人に話しかけ…�すみませんが…�の意で，�知らぬ人に話しかけ�すみませんが…�の意で，�知らぬ人に話しかけ…�の意で，�知らぬ人に話しかけ�の意で，�知らぬ人に話しかけ
たり，反対意�を�べたりする時に文頭で用いられる表現。Could you … ?は Can youCould	you	…	? は Can youは Can youCan	you	
…	? より丁寧な依頼の表現で，��で�ましたら）…していただけますか�の意。より丁寧な依頼の表現で，��で�ましたら）…していただけますか�の意。…していただけますか�の意。していただけますか�の意。

＜Track No. 25＞
ⓐ　Do you mind ifDo	you	mind	if
ｂ　not	at	all

　Ａ：��でたば�を吸っても構いませんか。
Ｂ：ええ，構いません。

	　ＡのDo you mind if … ? は�もし…ならば，あなたは嫌に思いますか�→�…してもDo	you	mind	if	…	? は�もし…ならば，あなたは嫌に思いますか�→�…してもは�もし…ならば，あなたは嫌に思いますか�→�…しても…ならば，あなたは嫌に思いますか�→�…してもならば，あなたは嫌に思いますか�→�…しても…してもしても
構いませんか�の意の許可を求める表現。Ｂの答えを�訳すると，�いいえ，まったく嫌
ではありません。�となるが，�…嫌ですか�に対する否定の返答なので，相手に許可を与…嫌ですか�に対する否定の返答なので，相手に許可を与嫌ですか�に対する否定の返答なので，相手に許可を与
える表現になる�とに注意。なお，not at all が会話文で早く発音されると，[t] が [r] のnot	at	all が会話文で早く発音されると，[t] が [r] のが会話文で早く発音されると，[t] が [r] の[t]	が [r] のが [r] の	[r]	のの
ように聞�える時もある。		

＜Track No. 26＞
ⓐ　Could we stay with youCould	we	stay	with	you
ｂ　Sure

　Ａ：もう１��，あなたの家に泊めていただけないでしょうか。
Ｂ：いいですよ。

	　Could	we〔I〕… ? は��もしで�るなら）…してよいですか�の意で，相手に許可を〔I〕… ? は��もしで�るなら）…してよいですか�の意で，相手に許可をI〕… ? は��もしで�るなら）…してよいですか�の意で，相手に許可を〕… ? は��もしで�るなら）…してよいですか�の意で，相手に許可を…	?		は��もしで�るなら）…してよいですか�の意で，相手に許可をは��もしで�るなら）…してよいですか�の意で，相手に許可を…してよいですか�の意で，相手に許可をしてよいですか�の意で，相手に許可を
求める時に用いる控えめな表現。stay with 人 は�人の家に滞在する�の意。Sure は，stay	with	人 は�人の家に滞在する�の意。Sure は，人	は�人の家に滞在する�の意。Sure は，Sure は，は，
口語では，依頼・質問への返答として�いいですとも�もちろん�の意でよく用いられる。

ZEAAC1-Z1J1-04
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＜Track No. 27＞
ⓐ　Do you mind my dropping byDo	you	mind	my	dropping	by
ｂ　Of	course	
ｃ　not

　Ａ：明日の朝に��のと�ろに）寄っても構わないかな。
Ｂ：もちろん，いいわよ。

	　Do〔Would〕you mind my …ing ? は��が…する�とをあなたは嫌に思いますか�〔Would〕you mind my …ing ? は��が…する�とをあなたは嫌に思いますか�Would〕you mind my …ing ? は��が…する�とをあなたは嫌に思いますか�〕you mind my …ing ? は��が…する�とをあなたは嫌に思いますか�you	mind	my	…ing ? は��が…する�とをあなたは嫌に思いますか�は��が…する�とをあなたは嫌に思いますか�…する�とをあなたは嫌に思いますか�する�とをあなたは嫌に思いますか�
→���が）…してもよいですか�の意の許可を求める表現。依頼を表すDo〔Would〕…してもよいですか�の意の許可を求める表現。依頼を表すDo〔Would〕してもよいですか�の意の許可を求める表現。依頼を表すDo〔Would〕Do〔Would〕〔Would〕Would〕〕
you	mind	…ing ?との意味の違いを確認してお�う。drop byは�ひょいと立ち寄る�のとの意味の違いを確認してお�う。drop byは�ひょいと立ち寄る�のdrop	byは�ひょいと立ち寄る�のは�ひょいと立ち寄る�の	
意。
　また，Track No. ㆓⓹ の場合と同様，�…嫌ですか�という問いに対して，Ｂは否定文でTrack	No.	㆓⓹ の場合と同様，�…嫌ですか�という問いに対して，Ｂは否定文で㆓⓹ の場合と同様，�…嫌ですか�という問いに対して，Ｂは否定文で…嫌ですか�という問いに対して，Ｂは否定文で嫌ですか�という問いに対して，Ｂは否定文で
答えているので，相手に許可を与えている�とになる点に注意。

＜Track No. 28＞�
ⓐ　�ay I ask you a favor�ay	I	ask	you	a	favor	
ｂ　Certainly

　Ａ：お願いがあるのですが。
Ｂ：�うぞ，何ですか。

	　�ay	I	ask	you	a	favor ? は，�訳で��はあなたに親切な�為をお願いしてもよいは，�訳で��はあなたに親切な�為をお願いしてもよい
ですか�の意で，�お願いがあるのですが�頼みを聞いていただけますか�の意を表す。
Certainly も，Sure と同様，質問・依頼への返答として�いいですとも�の意でよく用いも，Sure と同様，質問・依頼への返答として�いいですとも�の意でよく用いSure と同様，質問・依頼への返答として�いいですとも�の意でよく用いと同様，質問・依頼への返答として�いいですとも�の意でよく用い
られる。

＜Track No. 29＞
Will	you	give	me	a	hand

　Ａ：手を貸してくれませんか。
Ｂ：わかりました，今��ます。

	　Will	you�please）… ? は�…してもらえますか�の意の依頼を表す表現である。�please）… ? は�…してもらえますか�の意の依頼を表す表現である。please）… ? は�…してもらえますか�の意の依頼を表す表現である。）… ? は�…してもらえますか�の意の依頼を表す表現である。…	? は�…してもらえますか�の意の依頼を表す表現である。は�…してもらえますか�の意の依頼を表す表現である。…してもらえますか�の意の依頼を表す表現である。してもらえますか�の意の依頼を表す表現である。
Would	you	…	? とすると，より丁寧な言い方になる。give me に続く a hand は�援助とすると，より丁寧な言い方になる。give me に続く a hand は�援助give	me に続く a hand は�援助に続く a hand は�援助a	hand は�援助は�援助
の手�の意。
　なお，Ｂが話し相手であるＡの所に�くので，come が用いられている点に注意。もし，come が用いられている点に注意。もし，が用いられている点に注意。もし，
I’m	going. とすると，ＢとＡのいる所以外の場所に�くという意味になってしまう。とすると，ＢとＡのいる所以外の場所に�くという意味になってしまう。
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＜Track No. �0＞
ⓐ　I’m very sorry to bother you　I’m very sorry to bother youI’m	very	sorry	to	bother	you
ｂ　will	you	come	here	again
ｃ　it’s	nothing		

　Ａ：	お手数をおかけし申し訳ございませんが，明日の�の時�にもう一度��へ来て下
さいますか。

Ｂ：いいですよ，お安い御用です。

	　I’m	sorry	to	bother〔trouble〕you, but will you … ?は，�お手数ですが…して下さ〔trouble〕you, but will you … ?は，�お手数ですが…して下さtrouble〕you, but will you … ?は，�お手数ですが…して下さ〕you, but will you … ?は，�お手数ですが…して下さyou,	but	will	you	…	? は，�お手数ですが…して下さは，�お手数ですが…して下さ…して下さして下さ
いますか�の意で，面倒な�とをお願いする時に用いる表現である。Ｂの返答にある it’sit’s	
nothing は�大した�とではありません�お安い御用です�の意の表現。は�大した�とではありません�お安い御用です�の意の表現。

＜Track No. ��＞
ⓐ　Is it all right if I borrow this book　Is it all right if I borrow this bookIs	it	all	right	if	I	borrow	this	book
ｂ　No	problem

　Ａ：�の本を２，３日借りてもいいかな。
Ｂ：構いませんよ。

	　Is	 it	all	right	 if	…	? は，�訳で�もし…しても差し支えないですか。�となるが，�…は，�訳で�もし…しても差し支えないですか。�となるが，�……しても差し支えないですか。�となるが，�…しても差し支えないですか。�となるが，�……
してもよいですか�という許可を求める表現としてよく用いられる。また，Ｂが返答に用
いたNo problem. は�構いませんよ�の意で，確認・是認や依頼に対する肯定の返答時No	problem. は�構いませんよ�の意で，確認・是認や依頼に対する肯定の返答時は�構いませんよ�の意で，確認・是認や依頼に対する肯定の返答時
によく用いられる表現である。
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�　短い会話の聞き取り
	 	
CD1 �2 � �5� �5�5　次の会話とそれに関する質問を聞いて，その質問の答えとして最も適当なも
のをａ～ｄの中から１つずつ選びなさい。会話と質問はそれぞれ２回ずつ繰り返されます。

＜Track No. �2＞
１）

ａ　On an airplane.On	an	airplane.	
ｂ　At	a	supermarket.
ｃ　Over	the	telephone.
ｄ　At	a	furniture	shop.	

＜Track No. ��＞
２）

ａ　Fulfill	the	woman’s	request.
ｂ　Ignore	the	woman’s	request.
ｃ　Break	the	woman’s	legs.	
ｄ　Take	some	time	off	of	work.

＜Track No. �4＞
３）

ａ　Sam	can	call	her	only	at	night.
ｂ　It’s	not	wrong	to	call	people	at	night.
ｃ　Sam	can	call	her	any	time,	even	at	night.
ｄ　Sam	can	call	her	any	time,	but	not	at	night.

＜Track No. �5＞
４）

ａ　At	a	shop.
ｂ　At	a	library.
ｃ　At	school.
ｄ　At	a	fitness	club.
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１）＜Track No. �2＞
　Ａ：Excuse me, sir.　Would you mind switching seats so my friend and I can sit	Excuse	me,	sir.　Would you mind switching seats so my friend and I can sit　Would you mind switching seats so my friend and I can sitWould	you	mind	switching	seats	so	my	friend	and	I	can	sit	

side	by	side?		I	have	a	window	seat.
Ｂ：Sure.　No problem.　Where are you seated ?Sure.　No problem.　Where are you seated ?　No problem.　Where are you seated ?No	problem.　Where are you seated ?　Where are you seated ?Where	are	you	seated ?
Question：Where does this conversation probably take place ?：Where does this conversation probably take place ?Where	does	this	conversation	probably	take	place ?	

　Ａ：すみません。友人と�が一緒に座れるように，お席を変わっていただけませんか。	すみません。友人と�が一緒に座れるように，お席を変わっていただけませんか。すみません。友人と�が一緒に座れるように，お席を変わっていただけませんか。
�は窓側の席に座っているのですが。

Ｂ：ええ，構いませんよ。��にお座りですか。
　質問：�の会話は，��でされているでしょうか。

ａ

	　Would you mind …ing ? は，�…して下さいますか�の意の依頼を表す表現である。　Would you mind …ing ? は，�…して下さいますか�の意の依頼を表す表現である。Would	you	mind	…ing ? は，�…して下さいますか�の意の依頼を表す表現である。は，�…して下さいますか�の意の依頼を表す表現である。…して下さいますか�の意の依頼を表す表現である。して下さいますか�の意の依頼を表す表現である。
各選択肢の意味は，ａから順に�飛�機内で。�，�スーパーマー��トで。�，�電話で。�，
�家具店で。�である。Ａのせりふに switching	seats�座席を取り�える），window	
seat�窓側の席）という言葉がある�とからして，正解はａの�飛�機内で。�である。

　○　so (that) ～ can …�～が…で�るように��目的を表す表現）　so (that) ～ can …�～が…で�るように��目的を表す表現）so	(that)	～ can …�～が…で�るように��目的を表す表現）～ can …�～が…で�るように��目的を表す表現）can	…�～が…で�るように��目的を表す表現）�～が…で�るように��目的を表す表現）

２）＜Track No. ��＞
　Ａ：Could you move your seat forward a little, please? �y legs are cramped.Could	you	move	your	seat	forward	a	little,	please?		�y	legs	are	cramped.
Ｂ：Give me a break, lady.Give	me	a	break,	lady.
Question：What will the man most likely do ?：What will the man most likely do ?What	will	the	man	most	likely	do ?

　Ａ：少し席を�に動かしていただけませんか。脚が窮屈なんです。
Ｂ：あんた，いいかげんにしてくれよ。
質問：その男性はおそらく何をするでしょうか。

ｂ

	　Could	you	…	 ?は丁寧な依頼の表現である。Give me a break.は I’m afraid I can’t.のは丁寧な依頼の表現である。Give me a break.は I’m afraid I can’t.のGive	me	a	break.は I’m afraid I can’t.のはI’m afraid I can’t.のI’m	afraid	I	can’t.のの
粗野な，あるいは乱暴な言い方で，�ちょっとかんべんしてくれよ。�な�の意味を表す。
つまり，�の男性は女性の依頼を断っているという�とである。よって，ｂ�その女性の
頼みを無視する。�が正解である。

　○　fulfill	～�～���な�）を��する�～���な�）をかなえる�～�～���な�）を��する�～���な�）をかなえる��～���な�）を��する�～���な�）をかなえる�
○　forward��方に�
○　cramped�窮屈な�
○　likely	…�…しそうである�たぶん…するだろう�
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３）＜Track No. �4＞
　Ａ：�ary, do you mind if I telephone you at night ?�ary,	do	you	mind	if	I	telephone	you	at	night ?
Ｂ：Of course, not, Sam. �ou’re welcome to call any time.Of	course,	not,	Sam.		�ou’re	welcome	to	call	any	time.	
Question：What does �ary’s answer suggest ?：What does �ary’s answer suggest ?What	does	�ary’s	answer	suggest ?

　Ａ：メアリー，夜，電話してもいいかな。
Ｂ：もちろん，いいわよ，サム。いつ電話をかけて�てもいいわよ。
質問：メアリーの答えは�ういう�とを言っていますか。

ｃ

	　Ａのサムは do you mind if I …？で許可を求めている。それに対して，Ｂのメアリーdo	you	mind	if	 I	…？で許可を求めている。それに対して，Ｂのメアリー？で許可を求めている。それに対して，Ｂのメアリー
がOf course, not と許可する表現で答えている。さらに続けて�いつ電話をかけて�てOf	course,	not と許可する表現で答えている。さらに続けて�いつ電話をかけて�てと許可する表現で答えている。さらに続けて�いつ電話をかけて�て
もいいわよ。�と言っているので，正解はｃ�サムはいつでも，たとえ夜でも，彼女に電
話をかけてよい。�となる。

　○　�ou’re welcome to …��由に…してよい）　�ou’re welcome to …��由に…してよい）�ou’re	welcome	to	…��由に…してよい）��由に…してよい）…してよい）してよい）
○　any	time�いつでも）

４）＜Track No. �5＞
　Ａ：These are a little too loose. Can I try on a smaller size ?These	are	a	little	too	loose.		Can	I	try	on	a	smaller	size ?
Ｂ：Sure, why don’t you try these on ?Sure,	why	don’t	you	try	these	on ?
Ａ：Thanks... They fit me better.Thanks...	They	fit	me	better.	
Question：Where would this conversation usually take place ?：Where would this conversation usually take place ?Where	would	this	conversation	usually	take	place ?

　Ａ：�れは少し大�すぎるわ。もっと小さいのを試着してもいいかしら。
Ｂ：はい，�ちらを�うぞ。
Ａ：ありがとう…�っちの方が合うわ。
質問：�の会話は普通��でされますか。

ａ	

	　loose や try on, a smaller size な�の表現から，洋服な�に関する会話だと��で�や try on, a smaller size な�の表現から，洋服な�に関する会話だと��で�try	on,	a	smaller	size な�の表現から，洋服な�に関する会話だと��で�な�の表現から，洋服な�に関する会話だと��で�
る。したがって，ａ�お店で。�が正解となる。these が何を指しているのかは�の会話these が何を指しているのかは�の会話が何を指しているのかは�の会話
だけではわからないが，複数形でありCan I try on ～ ?と言っている�とから，shoes,Can	I	try	on	～ ? と言っている�とから，shoes,～ ? と言っている�とから，shoes,? と言っている�とから，shoes,と言っている�とから，shoes,shoes,	
pants,	gloves な�と考えられる。な�と考えられる。ｄの�フ�ィ�トネスクラブで。�は会話文中に出てくる
fit と関連づけて，解答者を引っかけようとした選択肢である。と関連づけて，解答者を引っかけようとした選択肢である。

　○　fitness�元気�健康�○　fitness�元気�健康�
○　loose��服な�が）だぶだぶの�ⓒⓕ.	tight��つい）
○　try	on	～	＝	try	～	on	�～を試着する�
○　why	don’t	you	…�…しては�うですか�
○　fit	～�～に合う�
○　take	place�起�る�
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3　長い会話の聞き取り
	 	
CD1 �6　次の会話を聞いて，それぞれの質問の答えとして最も適当なものをａ～ｄの中か
ら１つずつ選びなさい。会話は２回繰り返されます。

１）	What is wrong with the sofa ?What	is	wrong	with	the	sofa ?
ａ　It	is	defective.	
ｂ　Ethan	doesn’t	like	it.
ｃ　It	has	coffee	stains.
ｄ　It	is	a	wrong	color.

２）	What is the solution to the problem ?What	is	the	solution	to	the	problem ?
ａ　Replacing	the	sofa.	
ｂ　Cleaning	the	sofa.
ｃ　Canceling	the	meeting.
ｄ　Buying	sofa	covers.

ZEAAC1-Z1J1-10
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　◯　stain�しみ�
◯　replace	～�～を取り替える�
◯　purchase	～�～を購入する�
◯　defective�欠陥がある�
◯　spill	～�～を�ぼす�
◯　stock�在庫�
◯　at	the	moment�今のと�ろ�
◯　deliver	～�～を配達する�
◯　give	one’s	word���する�＝ promise
◯　business	day�営業日�平日�
◯　match	～�～に合う�
◯　brilliant�すばらしい�輝かしい�
◯　	have	them	ready�それらを用意する�have	ＯＣで�ＯをＣの状態にする�

の意。
◯　good	luck	with	～�～がうまくいくとよいですね�

　Ａ：Best Office Furniture.Best	Office	Furniture.		Brook	speaking.
Ｂ：Hi Brook. This is Ethan calling from Apex Corporation.Hi	Brook.	This	is	Ethan	calling	from	Apex	Corporation.
Ａ：Oh. Hi, Ethan. How can I help you today ?Oh.		Hi,	Ethan.		How	can	I	help	you	today ?
Ｂ：We need to replace one of our office sofas as soon as possible.We	need	to	replace	one	of	our	office	sofas	as	soon	as	possible.
Ａ：The one you purchased a month ago ? Was it defective ?The	one	you	purchased	a	month	ago ?		Was	it	defective ?
Ｂ：No, it was fine. We like it, but someone just spilled coffee on it.No,	it	was	fine.		We	like	it,	but	someone	just	spilled	coffee	on	it.
Ａ：	I’m checking our stock list... hmm... the sofa is out of stock at the moment.I’m	checking	our	stock	list...	hmm...	the	sofa	is	out	of	stock	at	the	moment.	

Is	it	all	right	if	you	have	to	wait	until	Wednesday ?
Ｂ：	We have an important business meeting on Tuesday. IWe	have	an	 important	business	meeting	on	Tuesday.	 	 I’m	sorry	to	trouble	

you,	but	would	it	be	possible	to	have	it	delivered	by	Tuesday	morning ?
Ａ：	II’m	afraid	I	can’t	give	you	my	word	on	that.		It	usually	takes	at	least	three	

business	days.
Ｂ：	We tried cleaning it, but it made the situation worse and it’s too late to can�We	tried	cleaning	it,	but	it	made	the	situation	worse	and	it’s	too	late	to	can�

cel	the	meeting.		We	are	in	trouble.
Ａ：Ethan, how about using sofa covers ?Ethan,	how	about	using	sofa	covers ?
Ｂ：Wouldn’t they look funny ?Wouldn’t	they	look	funny ?
Ａ：No.　I believe we have the color that matches your sofa.No.　I believe we have the color that matches your sofa.　I believe we have the color that matches your sofa.I	believe	we	have	the	color	that	matches	your	sofa.
Ｂ：Brilliant idea ! I’ll send someone to pick them up today.　What time ?Brilliant	idea !		I’ll	send	someone	to	pick	them	up	today.　What time ?　What time ?What	time ?
Ａ：I will have them ready by two o’clock.I	will	have	them	ready	by	two	o’clock.
Ｂ：Thank you so much, Brook.Thank	you	so	much,	Brook.
Ａ：�ou’re welcome, and good luck with the meeting.�ou’re	welcome,	and	good	luck	with	the	meeting.

　Ａ：ベスト・オフ�ィス・フ�ァニ�ャーのブル�クです。
Ｂ：�んにちは，ブル�ク。エイペ�クス社のイーサ�ですが。
Ａ：あら，イーサ�。今日は�んなご用ですか。
Ｂ：うちの会社のソフ�ァーの１つを，で�るだけ早く取り替えたいんです。
Ａ：１ヵ月�に購入なさったものですか。欠陥がありましたか。
Ｂ：	いいえ，�ちんとしたものでしたよ。気に入っているんですけ�，誰かがコーヒー
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を�ぼしてしまいまして。
Ａ：	今在庫の一覧を調べています…。ええと，そのソフ�ァーは今は在庫がありません。

水曜日までお待ちいただかなければなりませんが，構いませんか。
Ｂ：	火曜に大切な会議がありまして，お手数をおかけしますが，火曜の朝までに配達で

�ませんか。
Ａ：	申し訳ありませんが，それはお��で�ません。普通，配達には少なくとも３営業

日はかかりますから。
Ｂ：	洗ってみたんですけ�，かえって状況はひ�くなってしまったし，もう今から会議

を取りやめる�ともで�ないんです。困っているんですが。
Ａ：イーサ�，ソフ�ァーカバーを使ってはいかがでしょう。
Ｂ：変に�えたりしませんか。
Ａ：いいえ。そのソフ�ァーに合う色が我々のと�ろにあると思いますよ。
Ｂ：いい考えですね！	今日中に誰かを取りにやります。何時にしましょうか。
Ａ：２時にはご用意してお�ます。
Ｂ：�うもありがとうございます，ブル�ク。
Ａ：�ういたしまして。会議がうまくいくといいですね。

１）
　ｃ

	　設問は�ソフ�ァーの何が問題なのか。�という意味。イーサ�が取り替えたいソフ�ァー　設問は�ソフ�ァーの何が問題なのか。�という意味。イーサ�が取り替えたいソフ�ァー
は１ヵ月�に買ったばかりだったので，ブル�クは�欠陥がありましたか。�と聞いてい
る。�れにイーサ�は�いいえ，�ちんとしたものでした。�と答えているので，ａの�欠
陥がある。�ではない。�気に入っている�とも言っているので，ｂの�イーサ�が気に入っ
ていない。�でもない。イーサ�のせりふ�誰かがコーヒーをソフ�ァーに�ぼしてしまっ
た�から，ｃ�コーヒーのしみが�いている。�が正解。ｄの�ソフ�ァーの色が違う。�は
�べられておらず，色について言っているのは，しみを隠すためのソフ�ァーカバーについ
てである。

２）
　ｄ

	　設問は�問題の解決�は何ですか。�という意味。ソフ�ァーにコーヒーのしみがついて　設問は�問題の解決�は何ですか。�という意味。ソフ�ァーにコーヒーのしみがついて
しまっていて，�うしても火曜日までになんとかしなければならない。しかし，同じソ
フ�ァーは在庫がなく，届くのは水曜日になるので，ａ�ソフ�ァーを取り替える�と。�は
無理。ｂ�ソフ�ァーを洗う�と。�とｃ�会議を取りやめる�と。�については，イーサ�
が，�洗ってみたが，かえって状況はひ�くなったし，もう今から会議を取りやめる�と
もで�ない�と言っている�とから，不適。ｄ�ソフ�ァーカバーを買う�と。�はブル�
クが提案し，イーサ�が�いい考えですね！�と言っているので，ｄが正解。
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CD1 �7　次の会話を聞いて，それぞれの質問の答えとして最も適当なものをａ～ｄの中か
ら１つずつ選びなさい。会話は２回繰り返されます。

１）How is Beth’s work now compared to last month ?How	is	Beth’s	work	now	compared	to	last	month ?	
　ａ　Less busy.Less	busy.
　ｂ　About as busy.About	as	busy.
　ｃ　Busier.Busier.		
　ｄ　She is not working.She	is	not	working.	

２）What does Beth ask �en to help with ?What	does	Beth	ask	�en	to	help	with ?
　ａ　Research for a project.Research	for	a	project.
　ｂ　Verification of data.Verification	of	data.
　ｃ　Creation of charts.Creation	of	charts.
　ｄ　Help with tax forms.Help	with	tax	forms.

３）Who does �en suggest might help Beth ?Who	does	�en	suggest	might	help	Beth ?
　ａ　His doctor.His	doctor.
　ｂ　His coworker.His	coworker.
　ｃ　His teacher.His	teacher.
　ｄ　His wife.His	wife.			

４）When does Beth want to arrange a meeting ?When	does	Beth	want	to	arrange	a	meeting ?
　ａ　This evening.This	evening.
　ｂ　Tomorrow.Tomorrow.
　ｃ　Saturday or Sunday.Saturday	or	Sunday.
　ｄ　Next month.Next	month.

	
　◯ How have you been?��うしてたの？�久しぶり。�◯	How	have	you	been?��うしてたの？�久しぶり。���うしてたの？�久しぶり。�
◯	actually�相手の発言を訂正したり，補足すると�）�本当のと�ろは�
◯	Say�ねえ�おい�
◯	Sure.�返答で）�もちろん。�いいとも。�
◯	due�期限が来て�
◯	chart�図表�
◯	make	sure	…�…であると確かめる�
◯	I	wonder	if	…�依頼，懇願を表し）�…してもらえませんか。�
◯	accountant�会計士�経理担当�
◯	be	great	with	～�～が上手である�～に精通している�
◯	available��手が空いて）会う�とがで�る�忙しくない�
◯		appointment��医師な�の）予���面会の）����の意味では	promise	を

使う�とはで�ない。
◯	convenient�都合のいい�
◯		I�really）appreciate	it.�Thank	you.	のフ�ォーマルな表現として）�ありがた

く思います。�

ZEAAC1-Z1J1-13



48

＜Track No. �7＞
　W：Hey, �en! How have you been ?：Hey, �en! How have you been ?Hey,	�en!		How	have	you	been ?
�：Fine, thanks. Are you still as busy as you were last month, Beth ?：Fine, thanks. Are you still as busy as you were last month, Beth ?Fine,	thanks.		Are	you	still	as	busy	as	you	were	last	month,	Beth ?	
Ｗ：�es. Actually, I’m even busier. Say, could I ask you something ?�es.		Actually,	I’m	even	busier.		Say,	could	I	ask	you	something ?	
Ｍ：Sure, what is it ?Sure,	what	is	it ?	
Ｗ：	I	have	an	important	project	for	work	that’s	due	on	Tuesday.		I	need	some�

one	to	check	the	data	on	my	charts	to	make	sure	there	are	no	mistakes.		I	
wonder	if	you	could	help	me.

Ｍ：	Well,	I’m	not	very	good	at	math.		But	my	wife	is	an	accountant,	and	she’s	
always	been	great	with	numbers.	

Ｗ：Really ? �ay I ask if she’s available this weekend ?Really ?		�ay	I	ask	if	she’s	available	this	weekend ?
Ｍ：	Sure.		I	think	she	has	a	doctor’s	appointment	on	Saturday	morning,	but	she	

could	probably	help	you	that	afternoon.		
Ｗ：	That	would	be	wonderful.		I’ll	go	and	meet	her	somewhere	that’s	conven�	

ient	for	her.	
Ｍ：O�. I’ll ask her and then I’ll give you a call later this evening.O�.		I’ll	ask	her	and	then	I’ll	give	you	a	call	later	this	evening.	
Ｗ：Thanks! I really appreciate it.Thanks!		I	really	appreciate	it.	

　Ｗ：あら，��。�うしてた？Ｗ：あら，��。�うしてた？
Ｍ：おかげさまで元気だったよ。�はまだ先月と同じくらい忙しいの，ベス？
Ｗ：そうなの。�を言うと，�より忙しいくらいなの。ねえ，ちょっとお願いしてもいい？
Ｍ：もちろん。何？
Ｗ：	仕事でとても大事なプロジェクトがあって，その締め切りが火曜日なの。誰かに�

が作った表のデータを�ェ�クして�違いがないか�うか確かめてもらいたいの。
手伝ってもらえないかしら？

Ｍ：	そうか，僕はあんまり数�が�意じゃないんだ。でも妻は会計士だから，とにかく
数字には強いよ。

Ｗ：本当？	今��，彼女が時�をとれるか聞いてもいいかしら？
Ｍ：	大丈夫だよ。土曜日の午�中はお医者さんに�く予定があると思うけ�，午�なら

たぶん手伝えるよ。
Ｗ：よかったわ。�が出向いて��か彼女の都合のいい場所で会う�とにするわ。
Ｍ：わかった。僕が彼女に聞いてその�今夜にでも�に電話するよ。
Ｗ：ありがとう。本当に助かるわ。
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　１）ｃ　　２）ｂ　　３）ｄ　　４）ｃ

	　１	）質問の意味は�先月と比べて今，ベスの仕事は�んな具合ですか？�。各選択肢の
意味はａ��先月より）忙しくない。�，ｂ�同じくらい忙しい。�,,ｃ�より忙しい。�，
ｄ�彼女は働いていない。�である。
　まず冒頭のやりとりから，�en は男性の��，Beth は女性の��である�とを��en	は男性の��，Beth は女性の��である�とを�は男性の��，Beth は女性の��である�とを�Beth	は女性の��である�とを�は女性の��である�とを�
さえる。compared to ～ で�～と比べて�比�して�の意。��の Are you stillcompared	to	～ で�～と比べて�比�して�の意。��の Are you still～ で�～と比べて�比�して�の意。��の Are you still	で�～と比べて�比�して�の意。��の Are you stillで�～と比べて�比�して�の意。��の Are you still	Are	you	still	
as	busy	as	you	were	last	month,	Beth ?��はまだ先月と同じくらい忙しいの，ベ��はまだ先月と同じくらい忙しいの，ベ
ス？）という問いかけに対してベスは �es. と答えているが，その��に Actually, I’m	�es.	と答えているが，その��に Actually, I’mと答えているが，その��に Actually, I’m	Actually,	I’m	
even	busier.	と�け�えている�とから，と�け�えている�とから，ｃが正解。�es の��しかとらえないとそ�es	の��しかとらえないとその��しかとらえないとそ
のままｂを選んでしまうので注意。actually は��に事�や意�を�べると�に文頭actually	は��に事�や意�を�べると�に文頭は��に事�や意�を�べると�に文頭
に置いて用いるので，その�の内容が重要である場合が多い。また聞�取りでの比�
級の表現にも慣れてお�たい。

２	）質問の意味は�ベスは��に何を手伝ってくれるように頼んでいますか？�。各選
択肢の意味はａ�プロジェクトの調査�，ｂ�データの確認�，ｃ�表の製作�，ｄ�納
税書類の手伝い�である。
　ベスのセリフ� could I ask you something ? や I wonder if you could help me.	could	I	ask	you	something ?	や I wonder if you could help me.や I wonder if you could help me.	I	wonder	if	you	could	help	me.	
から頼みごとをしている�とがわかるので，その�に注意して聞く。check the datacheck	the	data	
on	my	charts��が作った表のデータを�ェ�クする）がその手伝いの内容を表し��が作った表のデータを�ェ�クする）がその手伝いの内容を表し
ているので，ｂが正解。verification�確認���）という語は�しいが，���でverification�確認���）という語は�しいが，���で�確認���）という語は�しいが，���で
�当がつけられるだろう。

３	）質問の意味は���は誰がベスを手伝ってくれるだろうと言っていますか？�。質
問文は	�en	suggests ‘人’ might	help	Beth.	の ‘人’ を尋ねる疑問文である。疑問詞	
Who	が文頭に�て	does	�en	suggest	が挿入的に使われている�とに注意。各選択
肢の意味はａ�かかりつけの医者�，ｂ�彼の同僚�，ｃ�彼の先生�,ｄ�彼の妻�
である。
　ベスに I wonder if you could help me.�手伝ってもらえないかしら？）と言われI	wonder	if	you	could	help	me.�手伝ってもらえないかしら？）と言われ�手伝ってもらえないかしら？）と言われ	
たが，��は I’m not very good at math�数�があまり�意ではない）と言い，	I’m	not	very	good	at	math�数�があまり�意ではない）と言い，�数�があまり�意ではない）と言い，
But	my	wife	 is	an	accountant	と��の妻を��しているのでと��の妻を��しているのでｄが正解。account�account�	
ant	がわからなくても been great with numbers の��で��で�る。doctor な�がわからなくても been great with numbers の��で��で�る。doctor な�		been	great	with	numbers	の��で��で�る。doctor な�の��で��で�る。doctor な�doctor	な�な�
の語にも惑わされないようにしよう。

４	）質問の意味は�ベスはいつ会う�とを��していますか？�。各選択肢の意味はａ
�今夜�，ｂ�明日�，ｃ�土曜日か日曜日�，ｄ�来月�である。
　会話中に�last）month，this weekend，Saturday morning，this evening な�last）month，this weekend，Saturday morning，this evening な�）month，this weekend，Saturday morning，this evening な�month，this weekend，Saturday morning，this evening な�，this weekend，Saturday morning，this evening な�this	weekend，Saturday morning，this evening な�，Saturday morning，this evening な�Saturday	morning，this evening な�，this evening な�this	evening	な�な�
いろいろな日時が出てくるので，�れが�の問いに該当するかを考えて聞�取る。ベ
スは �ay I ask if she’s available this weekend ?�今��，彼女が時�をとれるか	�ay	I	ask	if	she’s	available	this	weekend ?�今��，彼女が時�をとれるか�今��，彼女が時�をとれるか
聞いてもいいかしら？）と尋ねている。weekend���）なのでweekend���）なので���）なのでｃが正解。会話中
の weekend が選択肢では Saturday or Sunday に言い�えられている。	weekend	が選択肢では Saturday or Sunday に言い�えられている。が選択肢では Saturday or Sunday に言い�えられている。	Saturday	or	Sunday	に言い�えられている。に言い�えられている。
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読み上げられる会話文と，その内容に関する５つの質問を聞き，その質問の答えとして最も
適当なものを次のａ～ｄの中から１つずつ選び，記号で答えよ。 （20 点：各 4 点）

⑴
ａ　A few pages were missing.
ｂ　The title was not written.
ｃ　The date was wrong.
ｄ　There were many spelling mistakes.

⑵
ａ　Margaret herself.
ｂ　Margaret’s secretary.
ｃ　Ron’s secretary.
ｄ　Ron’s assistant.

⑶
ａ　Because she doesn’t want to do it.
ｂ　Because she has no time.
ｃ　Because her computer doesn’t have a proper computer software.
ｄ　Because she needs to go out for lunch.

⑷
ａ　He was going to have lunch with his wife.
ｂ　He was going to buy a computer software package.
ｃ　He was going to do some trivial work.
ｄ　He was going to buy some flowers for his wife.

⑸
ａ　Because cigarette smoke is not good for her plants.
ｂ　Because she doesn’t like cigarette smell.
ｃ　Because she wants to keep the room walls clean.
ｄ　Because cigarette smoke is not good for the computer.

依頼・許可　Ｖ
1
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次に読み上げられるのは，新しいハウスメートとなるカレンと家の規則の説明をするリ
チャードとの会話（アメリカでは寮に入る代わりに学生が何人か集まって家を借りることが
ある）である。２人の会話と，その内容に関する５つの質問を聞き，その質問に対する答え
を英語で簡潔に記せ。 （30 点：各６点）

2
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⑴　ｄ　　⑵　ｂ　　⑶　ｂ　　⑷　ｄ　　⑸　ａ

Margaret（以下Ｍ）：Ron, can you take a look at this report ?
Ron （以下Ｒ）：Sure, Margaret.  Let’s see...  Oh, first of all, there are coffee stains 

on the cover page.  There is no date...
Ｍ：What else ?
Ｒ：There are many mistakes in spelling !  This is horrible.

読み上げられる会話文と，その内容に関する５つの質問を聞き，その質問の答えとして最も
適当なものを次のａ～ｄの中から１つずつ選び，記号で答えよ。 （20 点：各 4 点）

⑴
ａ　A few pages were missing.
ｂ　The title was not written.
ｃ　The date was wrong.
ｄ　There were many spelling mistakes.

⑵
ａ　Margaret herself.
ｂ　Margaret’s secretary.
ｃ　Ron’s secretary.
ｄ　Ron’s assistant.

⑶
ａ　Because she doesn’t want to do it.
ｂ　Because she has no time.
ｃ　Because her computer doesn’t have a proper computer software.
ｄ　Because she needs to go out for lunch.

⑷
ａ　He was going to have lunch with his wife.
ｂ　He was going to buy a computer software package.
ｃ　He was going to do some trivial work.
ｄ　He was going to buy some flowers for his wife.

⑸
ａ　Because cigarette smoke is not good for her plants.
ｂ　Because she doesn’t like cigarette smell.
ｃ　Because she wants to keep the room walls clean.
ｄ　Because cigarette smoke is not good for the computer.

解答

Script

問題問題

依頼・許可　Ｖ
1
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Ｍ： I know.  I asked my secretary to make this report and this is what she came 
up with !  The deadline is four this afternoon and I have a long meeting.  Can 
you help me ?

Ｒ： I could do it during lunch time.  The problem is that I have to get some flow-
ers for my wife’s birthday.

Ｍ：I will have my secretary do it for you.
Ｒ： Is it OK to use the computer in your office while you are out ?  I don’t think 

mine has the software for this report.
Ｍ：You certainly can.
Ｒ：Do you mind if I smoke there ?
Ｍ： Actually I do.  Could you open all the windows when you smoke ?  That will 

help my sensitive plants.
　Question No.1：What was wrong with the report ?
　Question No.2：Who wrote the report ?
　Question No.3：Why does Margaret need Ron’s help ?
　Question No.4：What was Ron originally going to do during lunch time ?
　Question No.5：Why does Margaret want the windows open while Ron is there ?

 ○  take a look at ～「～を（ちょっと）見る」（医者が患部を診察したり，報告書など
をざっと見る〔点検する〕という意味合いで用いる。）
○ sure「いいとも」（承諾の返答）
○ first of all「まず第一に」
○ stain「しみ」cf. remove〔get out〕a stain「しみを抜く」
○ horrible「ひどく嫌な；不愉快な」
○  come up with ～「～を作り出す；～を考え出す；～を提出する」
　Ex. Jim always comes up with a bizarre plan for a party.
 （ジムはいつもパーティーのために妙な計画を考え出す。）
○ deadline「期限；締め切り」
○ The problem is that …「問題は…ということだ」
○ have O ＋動詞の原形「Ｏ（人）に（依頼・命令して）…させる〔してもらう〕」
○ for you「あなたの代わりに」
○ software「ソフトウェア」（プログラムやその作成技術の総称）
○ Do you mind if … ?「…しても構いませんか。」
　 　この許可を求める表現に対しての返答の仕方は，許可するのであれば，Not at all. ／ 

No, I don’t mind. と否定文になり，許可しない場合は，Yes, I do （mind）. と肯定
文になる。だが，実際には，この会話文のように，Actually, I do.（本当は嫌なんだ
けど。）や I would prefer 〔appreciate〕it if you didn’t.（やらないでいただけると，
その方がよい〔ありがたい〕のですが。）など，穏やかな表現を用いることも多い。
○ smoke「たばこを吸う」
○ sensitive「敏感な；繊細な」

語句
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○ want the windows open「窓を開けておいてほしい」
　want O C（＝形容詞・過去分詞）（ＯをＣの状態にしてほしい）の文型になっている。
○ missing「あるべきところにない；欠けている」
○ assistant「助手」

Ｍ：ロン，ちょっとこの報告書を見てくれるかしら。
Ｒ： いいよ，マーガレット。さてと，ああ，まず表紙にコーヒーのしみが付いているね。

日付も入っていない。
Ｍ：他には。
Ｒ：綴りの間違いがたくさんあるね。ひどいもんだ。
Ｍ： そうなのよ。秘書にこの報告書を作るように頼んだら，彼女が提出してきたのがこ

れなの。期限は今日の午後４時までなんだけど，長時間の会議が入っているの。手
伝ってもらえるかしら。

Ｒ： 昼休みの間にできるかもしれないけど，問題は妻の誕生日のために，花を買いに行
かなきゃならないんだ。

Ｍ：それを代わりに私の秘書にやらせるわ。
Ｒ： 君がいない間，君の仕事場のコンピュータを使ってもいいかな。僕のコンピュータ

には，この報告書を作るためのソフトウェアが入っていないと思うんだ。
Ｍ：もちろん，いいわよ。
Ｒ：君の仕事場でたばこを吸っても構わないかな。
Ｍ： 本当は，吸ってもらいたくないんだけど。たばこを吸う時に，窓を全部開けてもら

えるかしら。そうすれば，私の部屋にある繊細な植物のためになると思うの。
　質問１：報告書の何がよくなかったのですか。
　質問２：誰が報告書を書きましたか。
　質問３：なぜマーガレットはロンの助けが必要なのですか。
　質問４：ロンはもともと昼休みに何をするつもりでしたか。
　質問５：なぜマーガレットは，ロンがそこにいる間，窓を開けておいてほしいのですか。

⑴　「報告書を見てほしい」というマーガレットの依頼から会話が始まる。first of all
という表現をロンが用いているので，いくつか言うことがあるのだとわかる。coffee 
stains（コーヒーのしみ）から始まり，no date（日付がない）（※「間違っている」の
ではないことに注意），mistakes in spelling（綴りの間違い）という３点がよくない点
として指摘されている。
各選択肢の意味は，以下の通り。
　ａ「何ページか抜けていた。」
　ｂ「題名が書かれていなかった。」
　ｃ「日付が間違っていた。」
　ｄ「たくさんの綴りの間違いがあった。」
　よって，正解はｄである。

全訳

解説
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⑵　報告書のどこがよくないかとロンが指摘した後で，３番目のマーガレットの発言で 
I asked my secretary to make this report and this is what she came up with !（ 秘
書に報告書を作るように依頼し，これが彼女が提出したものだ。）と述べている。ask 
O to … は「Ｏに…するよう頼む」の意。
各選択肢の意味は，以下の通り。
　ａ「マーガレット自身。」　　　ｂ「マーガレットの秘書。」
　ｃ「ロンの秘書。」　　　　　　ｄ「ロンの助手。」
よって，正解はｂである。

⑶　マーガレットが３番目の発言で Can you help me ?（手伝ってくれませんか。）と
お願いする前に言ったことが，鍵となる。The deadline is four this afternoon and I 
have a long meeting.（期限は今日の午後４時で，長い会議が入っている。）という言
葉から，自分でやろうにも時間がとれないのだとわかる。各選択肢の意味は，
　ａ「彼女はそれをやりたくないから。」
　ｂ「彼女には時間がないから。」
　ｃ「彼女のコンピュータには適切なソフトウェアがないから。」
　ｄ「彼女は昼食に出かけなければならないから。」
である。よって，正解はｂである。ｃの 「コンピュータに適切なソフトウェアがない」
という内容は，ロンが自分のパソコンについて述べたものであるから，混同しないよう
に。

⑷　マーガレットの Can you help me ? という依頼に答えて，ロンは I could do … 
と答えている。could と過去形の助動詞が用いられているのは，「やろうと思えばやれ
るだろう」という意味合いを仮定法過去で表したもので，何らかの障害がある（本音は

「やりたくない」という状況も含めて）ことをほのめかしている。次の The problem is 
that I have to get some flowers for my wife’s birthday.（問題は，妻の誕生日のため
に花を買いに行かなければならないということだ。）から，ロンは昼休みに花を買う予
定だったということがわかる。各選択肢の意味は，以下の通り。
　ａ「彼は妻と昼食に出かける予定だった。」
　ｂ「彼はコンピュータのソフトウェアのセットを買う予定だった。」
　ｃ「彼は雑務を処理する予定だった。」
　ｄ「彼は妻に花を買ってあげる予定だった。」
よって，正解はｄである。trivial は「ささいな；つまらない」の意。
　なお，ちょっとした買い物や郵便局・銀行に行くなど，日常の細かな用事のために
外出する場合は，errand（用足し）という語を用いて，do〔run〕some errands, get 
some errands done などの表現を用いる。

⑸　マ ー ガ レ ッ ト が 最 後 の 発 言 で Could you open all the windows when you 
smoke ?（たばこを吸う時は，窓を全部開けてくれませんか。）という言葉を述べた理
由についての質問である。たばこを吸ってもいいかというロンの質問に対して，「本当
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はだめなんだけど。（Actually I do.）」と答えた後で，Could you open all the win-
dows … ?  とお願いしている。ここから，これがマーガレットの妥協案だとわかり，
その後の That will help my sensitive plants.（それが，私の繊細な植物のためになる
でしょう。）から，オフィスの植物が煙を嫌うのだと判断できる。各選択肢の意味は，
以下の通り。
　ａ「たばこの煙は彼女の植物にとってよくないから。」
　ｂ「彼女はたばこの臭いが好きではないから。」
　ｃ「彼女は部屋の壁をきれいな状態に保っておきたいから。」
　ｄ「たばこの煙はコンピュータにとってよくないから。」
よって，正解はａである。
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次に読み上げられるのは，新しいハウスメートとなるカレンと家の規則の説明をするリ
チャードとの会話（アメリカでは寮に入る代わりに学生が何人か集まって家を借りることが
ある）である。２人の会話と，その内容に関する５つの質問を聞き，その質問に対する答え
を英語で簡潔に記せ。 （30 点：各６点）

⑴ 　Because the neighbors complained about the noise when a party （once） took 
place〔some students （once） had a party〕.

⑵　They can’t stay （in the house） later than eleven o’clock.
⑶　She has to wash the cups and dishes （that） she has used.
⑷　There are three （recycling） boxes.
⑸　One of them has to take it out to the street every Wednesday morning. 

Richard（以下Ｒ）：You can put your luggage beside the couch, Karen.
Karen（以下Ｋ）：Thank you.
Ｒ： I would like to explain some rules around the house.  First of all, we are not 

allowed to have parties in this house.
Ｋ：It sounds really strict.  May I ask why not ?
Ｒ： We once had a party, but the neighbors complained about the noise.  The 

landlord said we should not have parties any more.
Ｋ：But I can invite some friends over for tea or dinner, can’t I ?
Ｒ： Yes, you can.  But your friends should not stay later than eleven o’clock.  

Most of us need this house to be quiet at night so that we can study.
Ｋ：I understand that.
Ｒ： We share the kitchen, so please wash the cups and dishes you have used.  

You can use all the electric appliances in the kitchen.
Ｋ：What about recycling ?
Ｒ： Good question.  We have three recycling boxes.  One is for newspapers and 

magazines. Another one is for bottles and cans.  And the third one is for 
cardboard.

Ｋ：How often is garbage picked up ?
Ｒ： Garbage collection is every Wednesday.  One of us has to take the garbage 

out to the street in the morning.
　Question No.1：Why aren’t they allowed to hold parties in the house now ?
　Question No.2：What can’t Karen’s friends do when she invites them over ?
　Question No.3：What does Karen have to do when she uses the kitchen ?
　Question No.4：How many recycling boxes are there in the house ?

問題問題

解答

Script

2
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　Question No.5：What do they have to do with the garbage ?

   ○ luggage「荷物」（不可算名詞である点に注意。baggage も同様。）
   ○ couch「寝椅子；ソファー」　
○ be allowed to …「…することが許されている」
○ ask why not「なぜ…ないのか尋ねる」
　 why （we are） not （allowed to have parties） と補って考える。
○ neighbor「近所の人；隣人」cf. neighborhood「近所」
○ complain about〔of〕～「～について文句〔苦情〕を言う」
○ landlord「（男性の）大家」（「女性の大家」なら landlady，借り手は tenant。）
○ not … any more「もはや…でない」（＝ no longer …）
○ invite O over「O を招く」（この over はなくても意味は通じるが，よく使われる。）
○  electric appliance「電気製品」
　 refrigerator（冷蔵庫），microwave oven（電子レンジ），blender（電動ミキサー），
　 toaster（トースター），vacuum cleaner（電気掃除機）などがこれに当たる。
○ What about ～ ?「～についてはどうなっているのか。」
○ recycling「リサイクル；廃棄物質の再生利用」（動詞形は recycle。）
○ cardboard「段ボール；厚紙」
○  pick ～ up「～（物）を拾う〔集める〕；～（他の場所にある必要な物）を取ってく

る」
○ garbage collection「ゴミの収集」

Ｒ：寝椅子のそばに荷物を置いていいよ，カレン。
Ｋ：どうもありがとう。
Ｒ ： この家の規則をいくつか説明しておきたいんだ。まず，この家でパーティーを開く

のは許可されていない。
Ｋ：ずいぶん厳しい感じがするけど。なぜだめなのか聞いてもいいかしら。
Ｒ ： 以前パーティーを開いたら，近所の人からうるさいと苦情がきてね。大家さんに，

もうパーティーは開いてはいけないと言われたんだ。
Ｋ：でも友達をお茶や夕食に呼んだりするのはいいんでしょう。
Ｒ ： それは構わないよ。ただ友達には，11 時を過ぎたら帰ってもらわなければならない。

ここの住人のほとんどは，勉強できるように，夜は家が静かでないと困るんだ。
Ｋ：それはわかるわ。
Ｒ ： 台所は共同だから，自分が使ったカップや皿は洗っておいてね。台所の電気製品は，

すべて使っていいよ。
Ｋ：リサイクルについては，どうなっているのかしら。
Ｒ ： いい質問だね。リサイクル用の箱は３つあって，１つは新聞や雑誌用。もう１つは

瓶や缶用で，３つ目は段ボール用なんだ。
Ｋ：ゴミの収集は，どのくらいの頻度であるのかしら。
Ｒ：毎週水曜日だよ。住人の１人が，朝にゴミを通りに出さなければいけないんだ。

語句

全訳
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　質問１：なぜ，現在この家でパーティーを開くことが許されていないのですか。
　質問２：カレンが友達を家に招待した時，彼らがしてはいけないことは何ですか。
　質問３：台所を使う際に，カレンは何をしなければいけませんか。
　質問４：家の中にリサイクル用の箱は，いくつありますか。
　質問５：彼らは，ゴミをどうしなければいけませんか。

⑴　リチャードは，2 番目の発言でパーティーは禁止という規則を説明するが，それ
に対して，カレンが May I ask why not ? と理由を尋ねている。この質問に対するリ
チャードの返答部分が該当箇所になる。Ｗe once had a party，but the neighbors 
complained about the noise.（以前パーティーを開いたが，近所の人が騒音に関して
文句を言った。）と言っている。これを参考に，質問文で用いられている代名詞に注意
して，「以前（学生たちが）パーティーを開いた時，近所の人から騒音について苦情が出
たから。」という内容の英文を書けばよい。
　「近所の人」people living nearby　cf. people next door（隣人）
　「あまりにうるさいと言った」said it was too noisy〔they were too noisy ; they were 
making too much noise〕

⑵　友達を招いてもよいか（I can invite some friends over for tea or dinner, can’t I ?）
というカレンの質問に対して，リチャードは Yes, you can. と答えているが，直後の But 
以下で，条件付きであることを述べている。その条件とは，your friends should not stay 
later than eleven o’clock（友達は 11 時を過ぎて滞在してはならない）である。よって，
質問文で助動詞 can が用いられていることに注意して，They can’t〔cannot〕stay later 
than eleven o’clock. などと答える。

⑶　台所の使用については，リチャードの５番目の発言で次の２点が説明されている。
　　①自分が使った食器は洗っておく。
　　②台所の電気製品はすべて使ってよい。
　質問文は，Ｗhat does Karen have to do when … ?（…する時何をしなければなら
ないか。）という義務を問うものなので，「彼女は，自分が使った食器を洗わなければな
らない。」という内容の英文を書けばよい。会話中の表現をそのまま聞き取って書くの
が簡単だろうが，She has to wash what she has used〔wash cups and dishes after 
she has used them ; clean up after using the kitchen〕. といったような答えも可能だ
ろう。

⑷　How many ～ are there ? は，数えられる名詞について数を尋ねる表現である。
リサイクル用の箱については，リチャードが We have three recycling boxes. と述べ
ている。これを参考に There are three ～ . という形の英文で答える。
　なお，アメリカでは，プラスチックのボトルが番号で区分けされている州もある。こ
れはリサイクルの仕分けのための工夫。色や仕様で分けられる州もある。日本に輸入さ
れてくるボトルをよく見ると，三角印の中にこの番号が印刷されているはず。

解説
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⑸　質問文に用いられている What … do with ～ ?（～に関して何をするのか；～を
どうするのか）という表現に注意。ゴミの収集回数に関するカレンの質問に，リチャー
ドは最後のせりふで every Wednesday（毎週水曜日）と答え，さらに One of us has 
to take the garbage out to the street in the morning.（住人の１人が朝にゴミを通り
に出さなければならない。）と付け加えている。よって，解答は「彼らの１人が，毎週
水曜日の朝にゴミを通りに出さなければならない。」という内容の英文になる。「毎週水
曜日の朝に」の部分は，every Wednesday morning か on Wednesday morning とす
る。every がない場合，前置詞 on が付く点に注意。
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