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Exercise 5Part 3CD
66 正答とスクリプト 問題を解く際は以下をノートなどで隠してください。

24. 
Who are the two people? 

(A) Newlyweds 
(B) Co-workers 
(C) Carpenters 
(D) Competitors  

25. 
What are the two people complaining about? 

(A) Noise 
(B) Prices 
(C) Longer working hours 
(D) Moving costs  

26. 
Which of the following describes the building they are in now? 

(A) It is peaceful and quiet.
(B) It is in perfect shape.
(C) It is under construction. 
(D) It is just like their old building. 

W: I wish they would stop that racket. 
Why do they have to start so early in 
the morning?

M: I have no idea. When we moved into 
this new branch, I thought the building
was completed.

W: Obviously not. I miss our old office 
already. It was so peaceful and quiet.

M: I don’t know how they expect us to get 
any work done. All this hammering is 
giving me a headache. I need some 
coffee.

W:あのひどい騒音止めてくれないかしら。どう
して、こんな朝早くから始めなくちゃいけな
いのかしら？

M: わからないよ。この新しい支店に引越してき
たときには、このビルは完成しているものだ
と思ってた。

W: あきらかに違うわね。早くも前の事務所がな
つかしくなったわ。とても落ち着いていて静
かだったもの。

M: どうして仕事ができると思っているのかな。
まったく、このハンマーの音で頭痛がするよ。
コーヒーでも飲まなくては。

wish +（that）+ 主語 + would + 動詞：現状への不満を含み、期待感の薄い願望を表して、「～す
ればいいのだが」。racket：「騒音」。have no idea：「わからない」 [ = don't know]。miss：
「～がなつかしい」。how they expect us to + 動詞：「（何を根拠に）我々に～することを期待して
いるのか」。get work done：「仕事をやり遂げる」。

解　説

24.
2人は、どんな人たちですか？

(A) 新婚
(B) 同僚
(C) 大工
(D) 競合相手

25.
2人は、何について不平をもらしていますか？

(A) 騒音
(B) 価格
(C) 勤務時間の延長
(D) 引越し費用

26.
次のうち、彼らが現在いるビルを説明している
はどれですか？

(A) 落ち着いていて静かである。
(B) 完成している。
(C) 工事中である。
(D) 前にいたビルに非常に似ている。

放送文 24.    正 答 B      25.    正 答 A      26.    正 答 C
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制限時間 2分 正答と訳 問題を解く際は以下をノートなどで隠してください。 CD
80 基本構文25-28

とりわけ、あなたの参加と協力が求
められる。

76.

【語句-慣用句】文意から、In particular「とりわけ」を選ぶ。(A)「さらに」、(B)「要約すると」、
(C)「確かに」。

In particular, your participation and cooperation
are requested.26

基本構文

パレードは、12番通りとグランド・
アベニューの角から出発する。

77.

【語形-前置詞】文意から、「（地点）で」を表す前置詞 at を選ぶ。

The parade will start at the corner of 12th
Street and Grand Avenue.27

基本構文

10 ブロックは、緊急車両を除いて交
通遮断される。

78.

【語形-形容詞】traffic「交通」は、不可算名詞。可算・不可算名詞を修飾して「すべての」を表す形
容詞 all を選ぶ。

10 blocks will be closed to all traffic except
emergency vehicles.28

基本構文

まず、住民の皆さんに、今年の祭典
に参加するようお願いします。

75.

【動詞-文型】文意から、urge +（人）+ to + 動詞：「（人）に～するよう説得する」を完成する。

Let me begin by urging all residents to attend
this year’s celebration.25

基本構文

Exercise 19Part 6

正 答 A

正 答 D

正 答 C

正 答 C

Questions 75–78 refer to the following notice. 問題75-78は次の案内に関するものです。

Dear Fellow Residents of Ward 6,

Let me begin by urging all residents to __________  this year’s Grand Old Days                 
75. (A) attend 

(B) attend to 
(C) attend on
(D) tend to 

celebration, scheduled for Saturday, June 10. As usual, the festivities will include
concerts, street performances, sales, auctions, and a parade. __________  for the last 

76. (A) Moreover,
(B) In summary, 
(C) Indeed, 
(D) In particular, 

event, your participation and cooperation are requested.

The parade will start __________  the corner of 12th Street and Grand Avenue
77. (A) across 

(B) in 
(C) at 
(D) through 

at 9:30 a.m. Beginning at 8:00 a.m., floats and participants will line up along a 10-block
stretch of 12th Street, requiring those 10 blocks to be closed to __________  traffic 

78. (A) each
(B) every 
(C) all 
(D) total 

except emergency vehicles from 8:30 until approximately 10:00 a.m. We regret any
inconvenience that this schedule causes, thank you in advance for your generous
understanding, and hope you enjoy the celebration.

Sincerely yours,
Gary Lawrence
Representative of Ward 6

6区の住民の皆様へ

まずは、住民の皆さん、6月10日の土曜日に予定されている、本年の「グランド・オールドデイ」
の祭典に、ぜひご参加くださいますようお願いします。例年どおり、祭典には、コンサート、路
上パフォーマンス、バザー、オークション、それにパレードが含まれます。特に、パレードには
皆さんのご参加とご協力をお願いします。

パレードは、12番通りとグランド・アベニューの角を午前9時30分に出発します。8時から山車と
参加者が、12番通りを10ブロックにわたって並びます。そのため、その10ブロックでは午前8時
30分から午前10時頃まで、緊急車両を除いて交通遮断するよう要請しています。これにより生じ
るご不便をお詫びするとともに、ご理解いただき、皆さんが祭典をお楽しみいただけるよう願っ
ております。

敬具
ゲイリー・ローレンス
6区代表


