




はじめに

TOEIC   ®は、就職する際の資格として、また、英語力の客観的なレベルや伸びを測るため
の材料として、大学生にも広く活用されています。1年間にTOEIC ®を受験する大学生の数
は、延べ人数で70万人を超えています。

2008年に発行された本書の旧版は、多くの大学で採用され、TOEIC ®対策の学習に役立て
ていただきました。この間、私たち筆者は、さらにTOEIC ®テストに関する研究と分析を行
いました。その結果をもとに、大学での授業で把握した大学生の現状を反映させた改訂版の
テキストが本書です。2016年5月にリニューアルされた新形式のTOEIC ® LISTENING 

AND READING TEST（略称：TOEIC ® L&R TEST）に完全対応したものとなっています。

●本書の特徴と各レッスンの構成●
本書は、TOEIC ® L&R TESTを受験するのに必要なヴォキャブラリーを大学生が身につ

けることができるように工夫したテキストです。対象となるレベルは、TOEIC ® L&R TEST

受験者の7割を占める350点から730点までの学習者で、全12レッスンの構成になっていま
す。
各レッスンでは、実際のTOEIC ® L&R TESTに準じたPart 1からPart 7までのパートごと
に、まず「最重要ヴォキャブラリー」を事前に学習します。ここでは、TOEIC ® L＆R TEST

に必須の単語ばかりを厳選し、言い換えを多用するTOEIC ® L&R TESTに対応するために、
同意語や反意語などの関連語も一緒に学習できるようになっています。問題を解きながら、
TOEIC ® L&R TESTに頻出のヴォキャブラリーを確実に定着させていきます。

 また、１つのレッスンでPart 1からPart 7のすべての問題形式を毎回一通り学習する構成
なので、頻出のヴォキャブラリーを身につけた上で実践的な対策トレーニングを効果的に行
うことができます。

今回の改訂版も旧版に引き続き、三修社の三井るり子さんに編集を担当していただき、大
変お世話になりました。ここに記して感謝の意を表します。

　　2018年2月
古家　聡　
藤岡美香子
ジェフリー・トーザー



TOEIC  ® LISTNING AND READING TESTの基礎知識

TOEIC  ®はTest of English for International Communicationの略称で、アメリカの教育研究機関で
あるETS（Educational Testing Service）が開発した英語能力テストです。

TOEIC  ® LISTNING AND READING TEST（略称TOEIC  ® L&R TEST）の問題構成は以下のよう
になっています。

●リスニング セクション（約45分）

Part 1（写真描写問題）6問
写真を見ながら、放送される4つの選択肢を聞いて、その場面や状況を最も適切に描写してい

る選択肢を選びます。（放送内容は、問題用紙には印刷されていません。）

Part 2（応答問題）25問
英語の質問文を聞いたあと、その応答として読まれる3つの選択肢の中から最も適切なものを
選びます。（放送内容は、問題用紙には印刷されていません。）

Part 3（会話問題）39問（3×13）
短い会話を聞き、問題用紙に印刷されている3つの質問（質問は放送されます）とそれぞれ4つ

の選択肢を読み、最も適切な選択肢を選びます。

Part 4（説明文問題）30問（3×10）
あるテーマについてのやや長めの英文を聞き、問題用紙に印刷されているその内容に関する3

つの質問（質問は放送されます）とそれぞれ4つの選択肢を読み、最も適切な選択肢を選びます。

＊Part 3とPart 4では、音声と印刷された図表の情報を関連づけて答える問題も含まれます。

●リーディング セクション（75分）

Part 5（短文穴埋め問題） 30問
英文の空所に入れるのに、最も適切な選択肢を4つの中から選びます。問われるのは文法と語

彙に関する知識です。

Part 6（長文穴埋め問題）16問（4×4）
英語の文書の空所に入れるのに、最も適切な選択肢を4つの中から選びます。

Part 7（読解問題）　Single Passages：29問　Multiple Passages：25問
メールや告知など様々な内容の英文を読み、その内容に関する2～5の質問に対してそれぞれ4

つの選択肢の中から最も適切なものを選びます。1つの文章を読んで解答する設問が29問、2つ
以上の文章を読んで解答する設問が25問あります。

得点は5点刻みで、リスニングが495点満点、リーディングが495点満点、合計990点満点で、受
験者にはリスニングとリーディングそれぞれの点数と合計点数が通知されます。
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 PART 1  （写真描写問題） CD1-02
002

 PART 2 （応答問題） CD1-03
003

1. Mark your answer on your answer sheet. （A）（B）（C）

2. Mark your answer on your answer sheet. （A）（B）（C）

Lesson 1 Date:

 □adjust［6dΩ%st］（動）「調節する」「修正する」「順応する」　「修正する」という意味の場合、類義語にadapt
［6d@pt］があるが、adaptは「（かなり大幅に）修正する」、adjustは「（少し、または部分的に）修正する」という
ニュアンスの違いがある。名詞はadjustment「調節」「修正」「順応」。
 □audience［$\di6ns］（名）「聴衆」「観客」　１つの集合体として考え、単数扱いすることが多い。
 □ certainly［s^\Rtnli］（副）「もちろん」「確かに」　相手に肯定的な返事をするときに使う。
 □ complete［k6mplí\t］（動）「完了する」「終える」「仕上げる」（形）「完全な」　動詞の場合は finishと同意。名詞は
completion［k6mplí\ƒ6n］「完了」。
 □ confusing［k6nfjú\zi©］（形）「混乱させる」「複雑な」「ややこしい」　通例、人ではなく物に対して使う。
 □ form［f$\Rm］（名）「書式」「書類」（動）「形成する」「組織する」
 □ instrument［ínstr6m6nt］（名）「道具」「楽器」　通常、後者の意味では、musical instrumentと表現する。
 □occupy［!kjupài］（動）「占める」　be occupiedと受け身になれば「使用［占有］されている」の意味。
 □passenger［p@s6ndΩ6R］（名）「乗客」　車・船・列車・飛行機など、乗り物にはたいていの場合使える。
 □ reception［risépƒ6n］（名）「パーティ」「レセプション」　reception deskで「受付」、receptionistは「受付係」
のこと。

重要ヴォキャブラリー▶p.14もチェック！

最重要ヴォキャブラリー 1−1
CD1-01
001

1. 2.
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 PART 3 （会話問題） CD1-05
005

1. Why is the woman going to the city?
（A）To shop in the sales
（B）To buy a present
（C）To go to a meeting
（D）To get her PC repaired

2. How will she get there?
（A）By car （B）By bus
（C）By train （D）By airplane

3. What problem was mentioned?
（A）The highway is always crowded.
（B）The trip has become slower.
（C）The woman has no receipt.
（D）She cannot prepare easily.

 PART 4 （説明文問題） CD1-06
006

1. What is the main purpose of the 
announcement?
（A）To discuss the situation in America
（B）To promote sales of “Happy Mouse”
（C）To explain why costs are falling
（D）To announce recent results

2. What does the announcement say about 
European sales?
（A）They rose in the UK.
（B）They outperformed the U.S.
（C）They hardly changed.
（D）They fell in Germany.

3. What positive point did the speaker make?
（A）Spain performed well.
（B）Costs were reduced.
（C）Sales more than doubled.
（D）Animated movies did badly.

 □administrative［2dmín6strèitiv］（形）「管理上の」「事務の」　動詞はadminister［2dmínist6R］「管理する」「実
施する」、名詞はadministration［2dmìn6stréiƒ6n］「管理」「経営」「政権」。
 □billion［bílj6n］（名）「10億」　20億、30億という複数形の数字の後でも two billion, three billionと単数形の
まま用いるのが普通。billions of～は「何十億もの～」という意味の表現。
 □expense［ikspéns］（名）「支出」「経費」　cover expenses「費用をまかなう」、reimburse expenses「費用を
弁償する」のように複数形で使うことが多い。 
 □explain［ikspléin］（動）「説明する」　Let me explain.「説明しましょう」は、事情の説明を始める際の慣用句。
名詞はexplanation［èkspl6néiƒ6n］「説明」「解説」。
 □ figure［fígj6R］（名）「数字」　名詞で「人物」「姿」、動詞で「判断する」「思う」など、いろいろな意味があるが、
TOEICでは「数字」という意味で使われることが多い。
 □mention［ménƒ6n］（動）「言う」　Donʼt mention it.「どういたしまして」は、Youʼre welcome.とほぼ同意の
慣用句。
 □perform［p6Rf$\Rm］（動）「実行する」　名詞はperformance［p6Rf$\Rm6ns］「業績」「実行」で、関連語にout-
perform［autp6Rf$\Rm］（動）「～より性能がいい」「～より優れた演奏をする」がある。
 □profit［pr!fit］（名）「利益」　make a profitは「利益をあげる」という意味。形容詞はprofitable［pr!fit6bl］で「も
うけになる」「収益のある」という意味。

重要ヴォキャブラリー▶p.14もチェック！

最重要ヴォキャブラリー 1−2
CD1-04
004
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 PART 5  （短文穴埋め問題）

1. The ------- people there are, the more 
difficult it is to reach a conclusion.
（A）many
（B）much
（C）more
（D）most

2. An expert ------- a helpful hint from people 
who do not know the field at all.
（A）can sometimes get
（B）getting sometimes can
（C）sometimes get can
（D）can getting sometimes

3. Our company is now considering the ------- 
of expanding our business to the Middle 
East.
（A）possible
（B）possibility
（C）possibly
（D）most possible

4. The accountant did everything she could 
to avoid ------- a mistake with the figures.
（A）make
（B）to make
（C）made
（D）making

 □accountant［6káuntAnt］（名）「会計士」「会計係」　accountは名詞で「会計」「銀行口座」「支払い明細書」「説明」
などの意味でTOEICには頻出。
 □avoid［6v$id］（動）「避ける」　後ろに続くのは名詞か動名詞である。to不定詞は不可。
 □ conclusion［k6nklú\Ω6n］（名）「結論」　「結論に達する」は reach［arrive at / come to］a conclusionと言う。
 □ consider［k6nsíd6R］（動）「考慮する」　後ろに続くのは、名詞か動名詞である。to不定詞は不可。
 □expand［iksp@nd］（動）「拡大する」「拡張する」　名詞のexpansion［iksp@nƒ6n］「拡大」「拡張」も覚えておこう。
 □expert［éksp6\Rt］（名）「専門家」　日本語では「エキスパート」と言うが、英語のアクセントは最初のeの部分に
あることに注意。

最重要ヴォキャブラリー 1−3
CD1-07
007
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 PART 6  （長文穴埋め問題）

Questions 1-4 refer to the following letter.

Easter Holiday Sale
Dear Ms. Greaves:
As one of  our most -------

1.  customers, we want you to be the first to know about our 

upcoming holiday sale. Big discounts will be available on all household furnishings and 

garden equipment. 

As always, we will be having a Christmas lottery to bring you some midwinter cheer. This 

year the first prize is a weekend for two at the Grand Inn -------2.  Rocky Island. The winner 

will receive a free stay in the penthouse suite.  All the money collected from the lottery 

will be -------
3.  to the Homeless Foundation, a local charity that helps those without a 

permanent address.  Incidentally, when you visit the store, you will notice that we have 

expanded the household appliances section. -------4.  .  We look forward to seeing you soon.

Yours sincerely,
Anna Ali,
CEO, Home Fittings

1. （A）valid （B）validate
 （C）valued （D）value

2. （A）of （B）through
 （C）with （D）on

3. （A）contributed （B）donated
 （C）borrowed （D）collected

4. （A）Feel free to browse this area for the 
latest bargains.

 （B）In this section, you can buy all kinds 
of casual wear.

 （C）Please visit us to find items for your 
summer vacation.

 （D）We aim to enlarge it by the end of 
next month.

 □ contribute［k6ntríbju\t］（動）「貢献する」「〜の一因となる」　名詞はcontribution［k¡ntr6bjú\ƒ6n］「貢献」「寄付」
とcontributor［k6ntríbjut6R］「出資者」「寄付者」がある。
 □ customer［k%st6m6R］（名）「顧客」　TOEICではshopper［ƒ¡p6R］やconsumer［k6nsJú\m6R］と言い換えら
れることがある。
 □equipment［ikwípm6nt］（名）「備品」　office equipment「事務所の備品」、kitchen equipment「台所用品」
のように用いる。動詞はequip［ikwíp］「備え付ける」。
 □ forward［f$\Rw6Rd］（動）「転送する」（副）「前へ」（形）「前方の」　look forward to～「～を楽しみに待つ」は
TOEICに頻出の熟語。
 □upcoming［%pk∞mi©］（形）「間近に迫った」「今度の」　TOEICでは、「近く予定されている」ミーティングやイ
ベントという意味で頻出の語である。 
 □valid［v@lid］（形）「妥当な」「有効な」　TOEICでは、書類や切符が「有効期限内のもの」であるという意味で使
われることが多い。

重要ヴォキャブラリー▶p.14もチェック！

最重要ヴォキャブラリー 1−4
CD1-08
008
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 PART 7 （読解問題・その１） 

Questions 1-2 refer to the following notice.

To All Guests
To ensure the complete comfort of  guests, the Hotel Asia has been equipped with the 
latest safety features. As a precaution, however, you are advised to review the safety 
instructions.

1. Make sure to check fire escape exits on your floor.
2. Please be careful when smoking in your room.
3. Refrain from smoking in bed.
4. Dial 5 if  you smell smoke.
5. Refrain from using elevators in case of fire or earthquake.
6. Keep calm at all times and please follow the instructions as given over the public 

address system.

1. Which of the following is NOT allowed?
（A）To smoke cigarettes in a room
（B）To lock the doors of guests’ own 

rooms
（C）To check where emergency exits are
（D）To smoke cigarettes in bed 

2. When are guests supposed to dial 5?
（A）When they smoke cigarettes
（B）When you suspect a fire
（C）When you need some amenity goods
（D）When they make an external phone 

call

 □allow［6láu］（動）「許可する」「〜を可能にする」　allow+A+to不定詞「Aが～できるようにする」という意味。
 □amenity［6mén6ti］（名）「（環境・設備などの）快適さ」　amenity goodsと言えば、「（ホテルの）シャンプー、
シャワーキャップ、歯ブラシなどの備品」を指す。
 □ character［k@rikt6R］（名）「性格」「特徴」　類語にcharacteristic［k™rikt6rístik］「特徴」「特性」、quality
［kw!l6ti］「性質」「特性」がある。
 □emergency［im^\RdΩ6nsi］（名）「緊急事態」　emergency exitは「非常口」、emergency measuresは「緊急
措置」という意味。
 □ensure［inƒú6R］（動）「保証する」「確実にする」　同意の表現にmake sureがある。発音が同じ動詞に、insure
［inƒú6R］「保険をかける」「補償する」があるので、注意しよう。
 □external［ikst^\Rnl］（形）「外部の」　external phone callは「外線電話」。反意語は internal［int^\Rnl］「内部の」
である。
 □ feature［fí\tƒ6R］（名）「特集」「特徴」（動）「起用する」「特徴を備える」　featured articleと言えば「特集記事」。
 □precaution［prik$\ƒ6n］（名）「用心」「事前対策」　as a precautionは「念のため」という意味になる。
 □ review［rivjú\］（動）「再検討する」「復習する」（名）「批評」　re-は「再び」、viewは「見る」という意味を持つ。
 □ suspect［s6spékt］（動）「疑う」　名詞の場合は［s%spekt］で「容疑者」。

重要ヴォキャブラリー▶p.15もチェック！

最重要ヴォキャブラリー 1−5
CD1-09
009
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 PART 7 （読解問題・その２）

Questions 1-2 refer to the following advertisement.

Delivery to Any Address　　We aim to deliver in the USA within 7 days of  receipt of 
your order（it is often less）and to the rest of the world within 14 days.
For delivery to addresses other than your own, just complete the Delivery Address section 
on the order form. A delivery note with your name, but not showing prices, will be 
included in the parcel.
Please note: for a small number of  our products, we ask you to allow up to 28 days for delivery in the USA.

Next Day Express in the USA Only　　Simply order by midday（Mountain Time）Mon.－
Fri. Please add $7.99 to the basic postage and packing charge. A signature is required on 
receipt. Delivery to islands may take an extra day.

Overseas Delivery Charges　　Extra postage/insurance charges as follows:
USA　　　　　　　　　no extra charge
Hawaii and Alaska $ 4.00
Elsewhere $25.00 We cannot deliver to P.O. Boxes.
Guarantee Without Question　　Our business is based on good quality and fair prices. If  
anything you have bought does not come up to your expectation at any time, just return it 
to us with postage paid. We ensure a prompt refund.

1. What is NOT necessary to have an item 
delivered in the USA on the day following 
the order?
（A）Extra charge 
（B）To order on a weekday
（C）To get a signature of a delivery 

person
（D）To order in the morning

2. Which of the following is true?
（A）A delivery address can be P.O. 

Boxes.
（B）There are a few items which may 

take more time to be delivered.
（C）The parcel will be anonymous if  a 

customer arranges the delivery of a 
present.

（D）Postage and packing is the same in 
any case.

 □anonymous［6n!n6m6s］（形）「匿名の」　アクセントの位置に注意。
 □ insurance［inƒúAr6ns］（名）「保険」「保険金（額）」（形）「保険の」　accident insuranceは「傷害保険」、health 
insuranceは「健康保険」、life insuranceは「生命保険」を表す。また、「保険に入る」はbuy insuranceと言う。
 □parcel［p!\RsAl］（名）「小包」　packageとほぼ同意。
 □P.O. box （熟）「私書箱」　post-office boxの略である。
 □prompt［pr!mpt］（形）「即座の」「迅速な」　quickと言い換え可能。
 □ require［rikwái6R］（動）「必要とする」「（法律などが）〜を義務づける」　「必要とする」の意味では、need［ní\d］
と言い換え可能。
 □without question（熟）「間違いなく」「文句なく」　この場合questionは無冠詞で使う。

最重要ヴォキャブラリー 1−6
CD1-10
010
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 PART 7 （読解問題・その３）

Questions 1-3 refer to the following advertisement.

Inspire Co-Working Space─Work, Interact, Inspire
If  you have your own small business, you might spend much of your day working on your laptop. When 

you are away from home, that can mean sitting for long hours in coffee shops, where you can benefit 

from free wi-fi. Of course, the coffee is not free and buying endless cups of coffee is expensive. Well, 

now there is a new option: the Inspire Co-Working Space.

Located in the heart of the city, the Inspire Co-Working Space provides desks, tables, and computers 

with free wi-fi, coffee, and tea. The room is air-conditioned and we have a view of both Central Park 

and South Park to provide inspiration and relaxation as you work. Monthly rates start from $300 

dollars, which you would spend in a café anyway on coffee and donuts! But the best part of this space is 

the opportunity to meet other small business owners and entrepreneurs to create synergies as you work. 

Check it out. It could be the start of something big!

Call us on 0134 83294 or just call in at our office at 63 Central Park. We’re waiting!

1. What is the main purpose of this ad?
（A）To advertise a new cafeteria
（B） To compare Central Park with South 

Park
（C）To recruit staff  to a new company
（D）To recruit small business owners

2. What point is NOT mentioned by Inspire 
Co-Working Space?
（A）Light snacks
（B）Beverages
（C）Personal computers
（D）A good location

3. What is most important about the place?
（A）The workers can enjoy the relaxing 

view.
（B）Participants can save money.
（C）It provides opportunities for 

interaction.
（D）The air-conditioning is free.

 □advertise［@dv6Rtàiz］（動）「広告する」　最初にアクセントがあることに注意しよう。名詞はadvertising
［@dv6Rtàizi©］、またはadvertisement［™dv6Rtáizm6nt］で、略してad［@d］とも言う。
 □benefit［bén6fit］（名）「利益」「給付金」　TOEICでは、福利厚生費などを含めた「手当」の意味で使うことが多い。
 □beverage［bévAridΩ］（名）「飲み物」　水以外の飲み物を指す。掲示やメニューなどに使われることが多く、口語
ではdrinkと言うことが多い。
 □ compare［k6mp#6R］（動）「比較する」「たとえる」　類義語はcontrast［k!ntr2st］「対比させる」。名詞は
comparison［k6mp@risn］「比較」「匹敵」、形容詞はcomparative［k6mp@r6tiv］「比較的」「類似した」。
 □ inspire［inspái6R］（動）「感動させる」「激励する」　名詞は inspiration［ìnsp6réiƒAn］「感動」「霊感」である。
 □opportunity［¡p6RtJú\n6ti］（名）「機会」　at every opportunityで「あらゆる機会で」という意味。TOEICでは
chanceと言い換えられることも多い。
 □provide［pr6váid］（動）「与える」　provide A with Bは「AにBを与える」という意味で、provide B to Aとし
ても同意。
 □purpose［p^\Rp6s］（名）「目的」「目標」　on purposeと言うと「故意に」という意味。aim［éim］とほぼ同意。

重要ヴォキャブラリー▶p.15もチェック！

最重要ヴォキャブラリー 1−7
CD1-11
011
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 PART 7 （読解問題・その４）

Questions 1-3 refer to the following notice.

Water Shortage Warning
After six months with virtually no rain, Canberra will impose a Stage 2 water restriction 
from Monday. These restrictions have the force of law. Please note the following:
Lawn sprinklers can be used only between seven o’clock and ten o’clock in the morning. 
Swimming pools should not be filled or topped up. Please swim in the water that is already 
in the pool until the end of the Stage 2 restriction.
Car washing by hand is limited to once a week. Cars can be taken to commercial car 
washes more often.
Showers are not restricted but we urge you to spend no more than ten minutes in the 
shower on any given day.
We hope that the drought will end soon and we will be able to remove the restrictions. 
Until that happens, we thank you for your efforts in keeping to these limits.
Canberra City Council

1. What is the purpose of this notice?
（A）To inform residents of new regulations
（B）To warn people about weather conditions
（C）To suggest ways of conserving water
（D）To announce the removal of limitations

 □ impose［impóuz］（動）「（税や罰などを）課す」「（思想などを）押し付ける」　TOEICでは、前者の意味で頻出。
impose a taxで「課税する」という意味。 
 □ inform［inf$\Rm］（動）「知らせる」　通例 inform A of B「AにBのことを知らせる」の形で使う。
 □notice［nóutis］（名）「注目」「通知」「掲示」（動）「注意する」「気付く」　イギリス英語ではnotice boardで「掲示板」
を指す。
 □ regulation［règjuléiƒ6n］（名）「規則」「規制」　反意語はderegulation［di\règj6léiƒ6n］「規制緩和」。動詞は
regulate［régj6lèit］「規制する」「調整する」。
 □ resident［réz6d6nt］（名）「住民」　関連語に名詞の residence［réz6d6ns］「居住」「住居」や形容詞の residential
［rèz6dénƒ6l］「居住の」「住宅用の」、動詞の reside［rizáid］「住む」がある。動詞は liveと言い換え可能。
 □ restriction［ristríkƒ6n］（名）「規制」「制限」　動詞は restrict［ristríkt］「～を制限する」「～に限定する」、形容詞
は restricted［ristríktid］「限られた」「立ち入り禁止の」「部外秘の」。
 □ shortage［ƒ$\RtidΩ］（名）「不足」　「～の不足」と言う場合には、shortage of ～のように後ろにofが来る。
 □urge［^\RdΩ］（動）「熱心に勧める」「力説する」「追い立てる」　形容詞はurgent［^\RdΩ6nt］「緊急の」「重大な」、
名詞はurgency［^\RdΩ6nsi］「緊急性」。

重要ヴォキャブラリー▶p.15もチェック！

最重要ヴォキャブラリー 1−8
CD1-12
012



14

2. What does the notice say about swimming 
pools?
（A）They can only be used before ten 

o’clock in the morning.
（B）They are not affected by the second-

stage restriction.
（C）The water must be used for the lawns 

or washing.
（D）The water in the pool can be used 

for swimming.

3. When can showers be taken?
（A）After seven o’clock in the morning
（B）At any time but only for quarter of 

an hour
（C）Any time that the resident prefers
（D）Just once a week until further notice

Lesson 1　　重要ヴォキャブラリー� CD1-13
013

 1-1
 □be crowded［kráudid］with～（熟）「〜で混雑している」　前置詞はwithである。
 □be full of～（熟）「〜でいっぱいである」　類似表現のbe filled with～も覚えよう。
 □ record［rék6Rd］（名）「記録」　アクセントに注意。動詞の場合は「記録する」という意味で、アクセントは［rik$\Rd］
となる。

 1-2
 □achieve［6tƒí\v］（動）「達成する」　名詞はachievement［6tƒí\vm6nt］「功績」「達成」。
 □announce［6náuns］（動）「発表する」　名詞はannouncement［6náunsm6nt］「発表」「告知」。
 □effort［éf6Rt］（名）「努力」　make an effort to～ は「～しようと努める」、put an effort to～は「～に力を注ぐ」と
いう意味の表現。 
 □positive［p!z6tiv］（形）「肯定的な」「前向きな」　反意語はnegative［nég6tiv］「否定的な」「後ろ向きな」。
 □prepare［prip#6R］（動）「準備する」　名詞はpreparation［prèp6réiƒ6n］「準備」。
 □product［pr!d5kt］（名）「製品」　関連語に、名詞のproduction［pr6d%kƒ6n］「生産」「生産高」、形容詞のproduc-
tive［pr6d%ktiv］「生産力のある」、動詞のproduce［pr6dJú\s］「生産する」がある。
 □promote［pr6móut］（動）「昇進させる」「促進する」　「昇進した」の場合には受け身にして、I was promoted to 
manager.「私は課長に昇進した」のように言う。
 □ receipt［risí\t］（名）「領収書」　つづりに注意。pは発音しない。
 □ reduce［ridJú\s］（動）「減らす」「下げる」　名詞は reduction［rid%kƒ6n］「減少」「割引」。
 □ repair［rip#6R］（動）「修理する」（名）「修理」　「その機械は修理中」はThe machine is under repair.となる。
 □ rise［ráiz］（動）「上がる」　これは自動詞である。他動詞の raise［réiz］「上げる」と区別して覚えること。
 □ summary［s%m6ri］（名）「要約」「概略」　in summaryで「要約すると」という意味。動詞はsummarize［s%m6ràiz］
「要約する」「手短に述べる」。

 1-4
 □appliance［6plái6ns］（名）「器具」「機器」　electrical applianceは「電気器具」、household applianceは「家庭用
器具」。
 □available［6véil6bl］（形）「入手できる」「役に立つ」「利用できる」「（人が）都合がつく」　多義語なので、使われてい
る状況で意味を判断すること。
 □borrow［b!rou］（動）「借りる」　反意語は lend［lend］「貸す」。
 □donate［dóuneit］（動）「寄付する」「寄贈する」　名詞はdonation［dounéiƒ6n］「寄付」「寄贈」「寄付金」、donor
［dóun6R］「寄贈者」「提供者」。
 □ furnishing［f^\Rniƒi©］（名）「供給」「家具の取り付け」　furnishingsと複数形にすると「備え付け家具」「備品」とい

1-1

1-2

1-4
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う意味になり、furniture［f^\Rnitƒ6R］「家具」と言い換えられることがある。
 □household［háusHòuld］（名）「世帯」　household economyと言えば「家計」のこと。
 □permanent［p^\RmAn6nt］（形）「永久的な」　反意語は temporary［témp6rèri］「一時的な」。
 □ sincerely［sinsí6Rli］（副）「心から」　Sincerely yours. / Yours sincerely.「敬具」という形で、手紙の結びの句とし
て用いられることが多い。形容詞はsincere［sinsí6R］「誠実な」、名詞はsincerity［sinsér6ti］「誠実さ」。
 □value［v@lju\］（名）「価値」「値段」（動）「評価する」「見積もる」　market valueと言えば「市場価値」という意味。形
容詞はvalued［v@lju\d］「貴重な」「重要な」で、valued customer「お得意様」はTOEICに頻出の表現。

 1-5
 □earthquake［^\R˙kwèik］（名）「地震」「（社会的）大変動」　quakeだけでも「地震」という意味になる。
 □escape［iskéip］（名）「逃亡」「避難口（階段）」「逃避」（動）「逃れる」「助かる」「流出する」　have a narrow escape
は「九死に一生を得る」という意味。

 1-7
 □entrepreneur［¡\ntr6pr6n^\R］（名）「起業家」　会社や事業を始める個人事業主を指す。フランス語由来の語なので、
発音に注意。
 □expensive［ikspénsiv］（形）「高価な」　反意語は inexpensive［ìnikspénsiv］やcheap［tƒí\p］。
 □ interact［ìnt6R@kt］（動）「相互に作用する」「交流する」　interact with～「～と相互作用する」「～と交流する」の
ように用いる。名詞は interaction［ìnt6R@kƒ6n］「交流」「相互作用」。
 □option［!pƒ6n］（名）「選択」「選択肢」　keep / leave oneʼs options openと言うと「様々な選択肢を残しておく」「態
度を保留する」という意味。
 □participant［p1\Rtís6p6nt］（名）「参加者」　関連語に、名詞のparticipation［p1\Rtìs6péiƒ6n］「参加」、動詞の
participate［p1\Rtís6pèit］「参加する」がある。
 □ rate［réit］（名）「程度」「割合」「料金」　going rateは「現行料金」、regular rateは「正規料金」という意味になる。

 1-8
 □affect［6fékt］（動）「影響を与える」　influence［ínflu6ns］とほぼ同義。
 □ commercial［k6m^\Rƒ6l］（形）「商業の」「営利的な」（名）「（テレビやラジオの）広告放送」　名詞はcommerce
［k!m6\Rs］「商業」。
 □ conserve［k6ns^\Rv］（動）「（環境などを）保護する」「（資源などを）節約する」　形容詞はconservative
［k6ns^\Rv6tiv］「保守的な」「控え目な」、名詞は「保守的な人」。
 □drought［dráut］（名）「干ばつ」「日照り」　発音に注意。関連語として、downpour［dáunp¢\R］「豪雨」、flood［fl%d］
「洪水」、landslide［l@ndslàid］「地滑り」、blizzard［blíz6Rd］「吹雪」などがある。
 □ further［f^\RO6R］（副）「さらに」　程度について用いられることが多く、距離に関して「もっと遠くへ」と言う場合、
fartherを使うことが多い。go furtherと言うと「さらに踏み込む」という意味。
 □ limitation［lìm6téiƒ6n］（名）「限界」「制限」　関連語に、動詞の limit［límit］「～を制限する」、名詞の「限度」「境界線」
「区域」があり、without limitと言うと「限りなく」、wihtin limitsは「ある限度内で」という意味。
 □prefer［prif^\R］（動）「〜のほうを好む」　名詞はpreference［préfAr6ns］「好み」「希望」、形容詞はpreferable
［préfAr6bl］「より好ましい」、副詞はpreferably［préfAr6bli］「できれば」。
 □ remove［rimú\v］（動）「取り除く」「脱ぐ」　名詞は removal［rimú\v6l］「除去」。
 □ suggest［s6GdΩést］（動）「提案する」　「控え目に言ってみる」というニュアンスがあり、より積極的に、または正式
に提案する際にはpropose［pr6póuz］のほうを使う。
 □warning［w$\Rni©］（名）「警告」「予告」　give / issue a warningで「警告を出す」、without warningは「予告なし
に」という意味の表現。動詞はwarn［w4\Rn］「～に警告する」。

1-5
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