Part 1
1

MP3

第

Part1_01-Part1_04

日 ―

月

日

Flowers adorn the wall engraved with words.

Part 1
5

言葉の刻まれた壁に花が飾られている。

□ adorn

動「飾る、装飾する」

□ engrave

動「刻む、彫り込む」

2

□ layer
[léiǝr]

Some people are reposing in front of some retail shops.
小売り店の前のベンチで休んでいる人たちがいる。

□ repose

動「休息する」

□ retail

形「小売りの」

[rǝpóuz]
[ríːtèil]

6

□ load
[lóud]

動「小売りする」

3

A bicycle is affixed on the front of a vehicle.
自転車が自動車の前面に取り付けられている。

動「付ける」

□ vehicle

名「自動車、乗り物、媒体」

[víːǝkl]

→ affixture

□ attach
[ǝtǽtʃ]

□ awning

形「手段
として使われる」

郵便受けの金属性の支柱にリボンが結び付けられている。

動「結び付ける、付ける」

→	attachment 

[kɑ́lǝm]
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名「支柱」

名「ポーター、荷物運搬人」

→	porterage 

名「運送業、運賃」

動「載せる、積み込む」
名「積み荷」

動「広告する」

→	advertisement

名「日よけ、天幕」

[ɔ́ːniŋ]

8

A few people are inspecting a map erected in a public park.
公園に立てられた地図を子細に見ている人たちがいる。

□ inspect

動「点検する、検査する」

□ erect

動「立てる」

[inspékt]

名「取り付け、執着」

□ column

名「層」

動「層にして置く」

名「広告」

→	vehicular

A ribbon is attached to the metal column of a mailbox.

動「（石等で）建てる」

広告が描かれている日よけの前に何台かのトラックが停まっている。

[ǽdvǝrtàiz]

名「添加物」

名「れんが工、石工」

Some trucks are parked in front of the advertising awnings.

□ advertise

□ affix
[ǝfíks]

4

7

日

スーツケースの１つはポーターのそばにあって、カートには載せられていない。

[pɔ́ːrtǝr]

名「小売り」

月

One suitcase is beside the porter, not loaded onto the cart.

□ porter

名「休息」

日 ―

れんが工がれんがを積んで壁をこしらえている。

[méisn]

[enɡréiv]

第

A mason is putting a layer of bricks on a wall.

□ mason

cf. decorate

[ǝdɔ́ːrn]

MP3

Part1_01-Part1_04
Part1_05-Part1_08

[irékt]

→ inspection 名「検査」
cf.	examination

形「直立した」
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Part 2

MP3

第

Part2_01-Part2_03

日 ―

月

日

この辺でジャケットの仕立て直しができますか。
― 角のクリーニング屋さんで訊いてみてください。

[ɔ́ːltǝr]

□ laundry
[lɔ́ːndri]

動「…を作り変える」

→ alteration
		alterative

名「変更、修正」

形「変化を促す」

名「クリーニング屋、洗濯もの」

→ launder

動「洗濯する」

2. Real Estate

Are the condos in this area increasing in value?
― Yes, and we anticipate values to rise in the future, too.
この辺のマンションの価格は高くなってきているのでしょうか。
― ええ、将来的にも上がるはずです。

□ condo

名「分譲マンション」（condominiumの略）

□ increase

動「増す、強める」

□ value

名「価値、値打ち」動「評価する」

[kɑ́ːndou]
[inkríːs]
[vǽljuː]

□ anticipate
[æntísǝpèit]

↕ decrease
→ valuable

動「減らす」

形「価値のある、高価な」

動「…を予想する、予期する」

→ anticipation

名「予想 ･ 先手を打つこと」

3. Wildlife

What’s the reason for the abundance of wildlife here?
― Many animals have adapted to the local conditions.
この辺には野生動物がたくさんいますが、なぜでしょう？
― この地域の環境に順応している動物が多いのです。

□ abundance
[ǝbʌ́ndǝns]

□ adapt
[ǝdǽpt]
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MP3

第

Part2_04-Part2_06

日 ―

月

日

4. Beginning a Meal

1. At the Laundry

Can I get my jacket altered around here?
― Try the laundry at the corner.

□ alter

Part 2

名「豊富、大量」

→ abundant

形「豊富な」

→ adaptable

形「適応できる」

動「…に順応する、適合させる」

Would you like some appetizers before the main meal begins?
― They look very tempting, but I’m on a strict diet.
お食事の前に何か前菜を召し上がりますか。
― とてもおいしそうだけど、厳しいダイエットをしていますので。

□ appetizer

名「前菜」

□ tempting

形「心を奪う、気持ちを傾けさせる」

[ǽpǝtàizǝr]

[témptiŋ]

□ strict
[stríkt]

→ appetite 名「食欲」
		appetizing 形「食欲をそそる」
→ tempt 動「誘惑する」
		temptation 名「誘惑」

形「厳しい、厳格な」

→ strictly

副「厳しく」

5. Buying Clothes

Where do you buy your wardrobe? It always looks so practical.
― I just look for the more sensible styles wherever I shop.
どこで洋服を買うの？ いつも実用的な感じだね。
― どこでショッピングをしても、なるべく気の利いたものを探すのよ。

□ wardrobe

名「洋服、衣装戸棚」

□ practical

形「実用的な、現実的な、実質上の」

□ sensible

形「（衣服に）虚飾がない、気の利いた、分別のある」

[wɔ́ːrdròub]
[prǽktikl]
[sénsǝbl]

→ practice

名「実行、練習」

→ sensibility

名「識別能力、敏感さ」

6. Fast-food

Do fast-food restaurants have any nourishing choices?
― The majority of entrees are unbalanced.
ファーストフード店には栄養になるメニューってあるのかな。
― 料理のほとんどは栄養のバランスがよくないわね。

□ nourishing
[nǝ́ːriʃiŋ]

形「栄養になる、栄養分の多い」

→ nourish 動「…に栄養分を与える」
cf. nutritious 形「栄養になる、栄養分の多い」
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Part 3

MP3

第

Part3_01-Part3_02

日 ―

月

日

1. Eating Out

A:	ブランチにここに来るというのは本当にすばらしいアイデアだったわね。
B:	君が気に入ると思ったんだ。料理はとても想像力に富んでいるもの。
A:	そうよね。材料が何かすら分からない料理が６つはあったわよ。

[inspáiǝrd]

形「霊感を受けた、神がかり的な、すばらしい」

→ inspire 動「…する気にさせる」
		inspiration 名「霊感」

□ imaginative

形「想像力に富んだ」

□ ingredient

名 「材料、原料」

□ identify

動「見分ける、確認する」

[imǽdʒǝnǝtiv]

→ imagination

名「想像、想像力」

[inɡríːdiǝnt]
[aidéntǝfài]

→ identification

名「確認、識別」

2. The New Office

A:	W here will your firm’s new office be located?
B:	We’ll be in that unique-looking skyscraper that’s under
construction.
A:	I hear that building’s architecture is functional, too.
A:	御社の新事務所はどこになりますか。
B:	あの建築中のユニークな形をした高層ビルの中です。
A:	あのビルの構造は機能的だと聞いています。

□ firm

名「会社」

□ unique

形「類のない、独特の」

□ functional

形「機能的な、実用的な」

[fǝ́ːrm]

[juːníːk]

[fʌ́ŋkʃǝnl]

第

日 ―

月

日

cf. enterprise

名「事業、企業」

cf. incomparable
→	function

形「比類のない、比較できない」

名「機能、役割」

動「機能する、作動する」

A:	A box of fruit can’t be one of your bags.
B:	It’s within the weight and size limitations.
A:	Regulations stop us from transporting fresh produce into a
quarantined country.
A:	フルーツの箱はお持ち込みできません。
B:	重さやサイズは制限内ですけど。
A:	規則があって、生鮮農作物を防疫国に持ち込むことができないのです。

□ limitation

名「制限」

□ transport

動「運ぶ」

→ limit 名
 「限界、限度」

[lìmǝtéiʃǝn]

[trænspɔ́ːrt]

□ quarantined

動「限る、制限する」

名「移送、輸送（発音は [trǽnspɔːrt]）」

→ transportation

名「輸送」

形「検疫の、隔離された」

cf. embargo

[kwɔ́ːrǝntìːnd]

名「禁止、制限」

4. Fixing a Camera

A:	If this camera malfunctions, will you repair it for free?
B:	As long as it’s under warranty, which extends for two years.
A:	A two-year guarantee isn’t too bad.
A:	このカメラが故障したら、無料で修理してもらえるのですか。
B:	保証期間中なら大丈夫ですよ。期間は２年です。
A: ２年間の保証は悪くないですね。

□ malfunction

動「うまく動かない、故障する」

□ repair

動「修理する」

[mǽlfʌ́ŋkʃǝn]
[ripéǝr]

□ warranty
[wɔ́ːrǝnti]

名「不調、故障」

cf. remedy 動「補修する、賠償する」
		fix 動「修理する」
名「保証」

cf. warrant

名「保証書、証明書」

□ extend

動「…の長さになる、延ばす」

□ guarantee

名「保証」

[iksténd]

[ɡæ̀ rǝntíː]
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MP3

Part3_03-Part3_04

3. Customs

A:	Coming here for brunch was a really inspired idea!
B:	I knew you’d like it. The dishes are so imaginative.
A:	That’s true.  I’ve had half a dozen dishes with ingredients I
can’t even identify.

□ inspired

Part 3

cf. prolong

動「延期する」

動「保証する」
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Part 4

MP3

Part4_01-Part4_02

第

日 ―

月

日

1. Basketball

I’m delighted to accept this award on behalf of my associates
and players. It’s been a long basketball season since we fell
victim to last year’s champions in our first game. We chased
them and, last week, beating the second-place team gave us the
title. It’s been a galling exhausting season, but everyone pulled
his weight, so we achieved our aim: the championship.
スタッフと選手を代表して、この受賞の喜びを申し上げます。初戦で昨年の覇者
に敗退してから、長いバスケットボール・シーズンでした。彼らを追い続け、つい
に先週、２位のチームを敗り、優勝を勝ち取ったのです。苦しく辛いシーズンでし
たが、みんなが自分の役割を十分に果たして、目標の「優勝」を達成したのです。

□ behalf

名「味方、支持」

→ on behalf of「…の代表として」
cf. representative 名「代表者」

[bihǽf]

□ victim

名「犠牲者」

□ gall

動「いらだたせる」

[víktim]
[ɡɔ́ːl]

cf. prey
cf. vex

名「犠牲者」

動「いらだたせる」

2. New Work Plans

The company has decided to reorganize office operations to
take advantage of advanced computer network capabilities.
Half of all current secretaries will be reassigned to work at
home by means of personal computer. The company will provide
both hardware and software, and the size of this facility will
be reconfigured accordingly. Employees with burdensome
commuting expenses or employees preferring to institute
work-share arrangements might be most interested.
会社では先進のコンピューター・ネットワークを活用するため、社内の機能を再
編成します。現在の秘書の半数は家でパソコンを使って仕事をすることになります。
会社がハードもソフトも提供し、ここの設備はそれに応じて変わります。通勤費用
が大きい社員や仕事分担の調整を希望する社員にとっては朗報と言えるでしょう。

Part 4

第

日 ―

月

□ capability

名「…できる能力」

□ secretary

名「秘書」

□ reconfigure

動「…の構成を変更する」

□ commute

動「通勤する」

□ prefer

動「…をより好む」

□ institute

動「制定する、設立する」

□ work-share

名 「２人の人が１つの仕事を共有すること」

[kèipǝbílǝti]
[sékrǝtèri]

[rìːkǝnfíɡjǝr]
[kǝmjúːt]
[prifǝ́ːr]

[ínstǝt(j)ùːt]

[wǝ́ːrk ʃéǝr]

cf. qualification
cf. clerk

日

名「資格」

名「会社員、店員」

cf. redesign

動「…を再設計する」

cf. transit

名「通行、運送」

cf. incline

動「（…したいと）思う」

cf. initiate

動「…を入会させる、始める」

cf. part-time 形「非常勤の」
		temporary 形「一時の」

3. Change in Train Service

Due to construction in the Parker Avenue tunnel, this
eastbound Broadway Line train will terminate at West
Town Center. Passengers headed for stations east of West Town
Center should transfer to city buses 14, 15 or 62. A free transfer
ticket is available from the ticket agent. We are sorry for the
inconvenience. Regular service will return in October.
パーカー通りのトンネル工事のため、この東行きブロードウェイ線はウェストタ
ウン・センターが終点となります。ウェストタウン・センター駅より東へいらっしゃ
るお客様は、14、15 および 62 番の市バスにお乗り換えください。無料乗換券は切
符売場でお渡しします。ご不便をおかけして誠に申し訳ございません。平常運行は
10 月からとなります。

□ eastbound

形「東へ向かう」

□ terminate

動「…で終点となる、終わらせる、解雇する」

□ inconvenience

名「不便」

[íːstbàund]

[tǝ́ːrmǝnèit]

[ìnkǝnvíːnjǝns]
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MP3

Part4_03

cf. via

前「…経由で」

↕ originate

動「起こる、生じる」

cf. disturbance

名「乱すこと」
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Part 5

MP3

Part5_01-Part5_04

第

日 ―

月

日

私は長い通勤距離になんとか慣れた。

[ǝkʌ́stǝm]

動 「慣らす、習慣づける」

cf. custom

名「習慣」

2

She tried to acquaint herself with all the neighbors.
彼女は近所の人たち全員と顔見知りになろうと努力した。

□ acquaint
[ǝkwéint]

動 「知り合いになる、熟知させる」

cf. quaint 形「風変わりでおもしろい」
→ acquaintance 名「交友関係、知識」

3

彼は薬の服用を怠り、病状を悪化させてしまった。

[ǽɡrǝvèit]

□ neglect
[niɡlékt]

動 「悪化させる」

cf. aggregate 動「総計で…になる」
形「集合の」
				
		aggrieve 動「しいたげる、侵害する」
動 「…し忘れる、無視する」
名「怠慢、無視」

cf. negligence 名「怠慢」
		disregard 動「無視する」
		ignore 動「無視する」
4

Money has been allocated for building a new hospital.
新しい病院建設のためにお金が計上された。

□ allocate
[ǽlǝkèit]

動 「計上する」

cf. locate 動「置く、設置する」
		dislocate 動「…の関節をはずす、…の位置
を変える」
		allot 動「…を割り当てる、配当する」

138

第

日 ―

月

日

Mercury accumulates in your body over the years.
水銀は長年のうちに体内に蓄積される。

□ mercury

名 「水銀、使者、案内人」

□ accumulate

動 「蓄積する」

[mǝ́ːrkjǝri]

[ǝkjúːmjǝlèit]

cf. cumulate

動「積み重ねる、集積する」

6

The company announced the new product at a news conference.
その会社は記者会見で新製品を発表した。

□ conference
[kɑ́nfǝrǝns]

He aggravated his illness by neglecting to take his medication.

□ aggravate

MP3

Part5_05-Part5_09

5

1

I’ve become accustomed to the long commute to work.

□ accustom

Part 5

名 「会議」

a news conference「記者会見」
→ confer 動「授ける、贈る」

7

Most couples find it impossible to divorce amicably.
大半の夫婦が円満に離婚するのは不可能だと思っている。

□ amicably
[ǽmikǝbli]

副 「友好的に」

cf. amiably

副「愛想よく、好意的に」

8

Computers are replacing clerical workers in many offices.
コンピューターが多くのオフィスで事務員に取って代わっている。

□ clerical
[klérikl]

形 「事務員の、聖職者の」

cf. clergy 名「聖職者」
		clerk 名「事務員」

9

It was ludicrous to try to carry heavy books in a paper bag.
重い本を紙袋で運ぼうとしたのは浅はかだった。

□ ludicrous
[lúːdǝkrǝs]

形 「ばかげた、笑わせるような、滑稽な」

cf. ridiculous 形「ばかげた、おかしい」
		foolish 形「ばかげた、間抜けな」
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Part 6

MP3

Part6_01-Part6_04

第

日 ―

月

日

1
あなたがその仕事を終えるのに時間は十分にありますか。

[ǽdǝkwǝt]

形 「…するに足る、相応の」

cf. enough 形「十分な」
		sufficient 形「十分な、資格がある」

The hydroelectric dam provided abundant energy for the town.
その水力発電ダムは町に豊富なエネルギーを供給した。

□ hydroelectric

形 「水力発電の」（hydro- は「水」を意味する）

□ abundant

形 「豊富な」

[ǝbʌ́ndǝnt]

cf. thermodynamic

形「火力発電の」

cf. ample 形「豊富な」
		bountiful 形「物惜しみない、寛大な」
		abandon 動「捨てる、断念する」

3

Consumer groups advocate greater product safety laws.
消費者たちはもっと強力な製造物安全法案を訴えている。

□ advocate
[ǽdvǝkèit]

動 「訴える、主張する、支持する」

4

We originally occupied the adjacent apartment.
私たちは初めは隣合わせのアパートに住んでいた。

[ǝdʒéisnt]

170

日 ―

月

日

私たちはダラスに支店を開設する計画を発表しました。

□ affirm
[ǝfǝ́ːrm]

形 「隣合った、近接した」

cf. next 形「隣の」
		adjoining 形「隣接する、接続した」
		bordering 形「共通の境界線を持つ」
（という意味。
）
		neighboring 形「（単に）近い」

動 「（証拠などに基づいて）断言する、確言する」

cf. assert 動「（信念に基づいて）主張する」
		declare 動「宣言する」
↕ deny 動「否定する」

6

The romantic ambience of the restaurant made up for the
average food.
そのレストランは、ロマンチックな雰囲気で月並みな料理をカバーしていた。

□ ambience
[ǽmbiǝns]

名 「雰囲気」

cf. atmosphere

名「雰囲気」

7

Your instructions were so ambiguous that I couldn’t understand
what you wanted me to do.
あなたの指示がとてもあいまいで、何をすればよいのか分かりませんでした。

□ ambiguous
[æmbíɡjuǝs]

名「支持者、擁護者」

cf. support 動「支持する」
↕ oppose 動「反対する」

□ adjacent

第

We affirmed our plan to open a branch office in Dallas.

2

[hàidrouiléktrik]

MP3

Part6_05-Part6_08

5

Are you sure you have adequate time to finish the job?

□ adequate

Part 6

形 「あいまいな、多義の」

cf. vague 形「漠然とした、あいまいな」
		obscure 形「不明瞭な、あいまいな」
		equivocal 形「紛らわしい」

8

The city amended the law to allow construction of the building.
市はそのビルの建築を認めるために条例を改正した。

□ amend
[ǝménd]

動 「改正する、修正する、改心する」

→ amendment 名「（法案などの）修正」
		amends 名「埋め合わせ、賠償」（時に単数）
cf. modify 動「部分修正する」
		improve 動「改良する、前進する」
		amenable 形「従順な、快く従う」
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Part 7

MP3

Part7_01

第

日 ―

月

日

1. Clothing Policy – employee notice

Part 7

従業員への告知

従業員は店に買い物に行く場合は、その前に制服を着替えること。お客様は制服
を見ると、必要があれば案内してくれるだろうと思ってしまいます。店員かどうか
お客様に紛らわしい思いをさせてはなりません。たとえ非番であっても、制服で個
人的な用を足せば、店の評判にひびきます。
普段着であれば、店内の通路を歩き回っても注意を引くことがありません。実際、
買い物客で賑わっている店はよい印象を与えます。従業員が店で買い物をするのは
いつでも歓迎ですが、普段着に着替えてからに限ります。

□ patron
[péitrǝn]

□ indication
[indikéiʃǝn]

□ aisle
[áil]

□ abuzz
[ǝbʌ́z]

□ offer
[ɔ́(ː)fǝr]
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バスのご利用規定

バスにお乗りの際は、運転手にお客様のホテルの名前をお伝えください。迅速な
運行のため、事前にお申し出のない所には止まらずに参ります。お立ちのお客様は、
バスが急停車することがありますので吊り革におつかまりください。お荷物で通路
をふさがないよう、後部ドアの向かい側にある荷物置場をご利用ください。ご自分
のホテル名が放送されたら、お荷物をご確認ください。
首都空港へ最も便利なシティ・コネクター・バスをご利用いただきありがとうご
ざいます。空港へお帰りの際には、ホテルのフロントで切符をお求めください。

□ standee

名 「立見客、立っている乗客」

→ patronage 名「常連、ひいき」
		patronize 動「…をひいきにする」

□ strap

名 「吊り革、（ズボンなどの）肩つり、懲罰」

→ indicate 動「表す、指す、指摘する、暗示する」
		indicative 形「表示する、指示する、暗示の」
cf. evidence 名「証拠」

□ abruptly

副 「突然に、不意に」
→ abrupt 形「突然の、ぶっきらぼうな」
		abruption 名「分離、分裂」
cf. suddenly 副「突然に」

[stændíː]

名 「ひいき客」

名 「表示、証拠、指示、暗示」

名 「通路」

cf. corridor 名「廊下、通路」

形 「（活気などに）あふれて、がやがや言って」

cf. buzzing 形「がやがや言って」
		→ buzz 動「ぶんぶん言う、がやがや言う」
動 「…を提供する」

日

Please advise the driver of your hotel’s name when boarding the
bus. For faster service, he will avoid stops which have not been
requested in advance. Standees should hold onto straps as the
bus may stop abruptly. Do not block the aisle with baggage;
use the storage compartment opposite the back door. When
your hotel is announced, be sure you have all your luggage.
Thank you for using the City Connector, the most convenient
way to get to the metropolitan airport. When returning to the
airport, purchase tickets from your hotel front desk.
ホテルバス

―

第

2. Hotel Bus – bus regulations

Employees must remember to change out of their uniforms
before shopping in the store. Patrons identify our uniform
with attention to their requirements. They shouldn’t have to
determine whether you’re available or not. Any indication of
personal needs, even on the part of off-duty employees, distracts
from that image.
In street clothes, you may wander the aisles of our store
without attracting attention. In fact, a store abuzz with shoppers
offers a good impression. Employee utilization of the store will
always be appreciated but only after changing into street clothes.
服装規定

MP3

Part7_02

名「申し出、提案」

[strǽp]

[ǝbrʌ́ptli]

cf. spectator

形「座席なしの」

名「見物人、観客、目撃者」

動「…を革ひもでしばる」

↕ unstrap

動「…の革ひもをはずす」

□ baggage

名 「手荷物」（不可算名詞で複数形にはならない）

□ storage

名 「貯蔵、保管、収容力」

□ compartment

名 「区画、仕切った部分」

[bǽɡidʒ]

[stɔ́ːridʒ]

[kǝmpɑ́rtmǝnt]

cf. luggage
→ store

（同様に不可算名詞）
名 「手荷物」

動「貯蔵する、保管する」

→ compartmentalize

動「…を分類する」
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