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◆(1)～(25)：1問 1点／計 25 点

設問(1)～(25)１ 番 ：語彙 ・熟語

(1)

(6)

(2) (3) (4) (5)

(7) (8) (9) (10)

4 1 4 4

4 2 4 4

(11)

(16)

(12) (13) (14) (15)

(17) (18) (19) (20)

3 1 3 4

1 2 3 4

(21) (22) (23) (24) (25)1 1 3 2

◆(26)～(31)：1問 1点／計 6 点

設問(26)～(31)２ 番 ：長文空所補充

(26) (27) (28)1 4 2

(29) (30) (31)4 1 2

設問(32)～(41)３ 番 ：長文内容一致

◆(32)～(41)：1問 2点／計 20 点

(32) (33) (34)3 2 1

(35) (36) (37)3 3 2

(38) (39) (40) (41)3 1 4 3

– 2 –
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(Part 1～Part 4)設問 No. 1 ～No.27リスニングテスト

◆ No.1～ No.20：1 問 1点／計 20 点

◆ No.21～ No.27：1 問 2点／計 14 点
No.26 No.271 4

No.21 No.22 No.23 No.24 No.254 1 2 4 3

No.16 No.17 No.18 No.19 No.203 1 3 2 4

No.11 No.12 No.13 No.14 No.152 1 2 2 4

No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No.101 4 4 3  1

No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 51 4 3 4 3

◆ 28 点

４ 番 ：英論文作成

P4～5をご覧下さい。
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Around the world millions of people live in poverty.  This is a serious problem,
but I believe it can be eliminated.

Recently we’ve learned that over seven billion people inhabit this planet. In
the wealthiest countries, however, where people are better educated about birth
control, birth rates are relatively low. Reducing population growth is a good first
step in eliminating poverty.

Of course education is another key to fighting poverty. When people have
skills they can get jobs or start small businesses. Education can lift people out of
poverty and also help grow the economy.

Another problem I see is the extreme gap between rich and poor. I think
people should be rewarded for hard work or for creating a new business. But
there needs to be better income distribution.

Unfortunately, there are still countries where people are poor because of
political corruption or political instability. This is a very difficult problem to solve.
I’d like to see the United Nations and other countries work harder at reducing this
kind of unnecessary poverty.

Poverty should be eliminated. Poverty can be eliminated. If we can reduce
poverty we will have a much better world in the future.

                                                                        (199 words)

４ 番 ：英論文作成

Agree:
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Living in a wealthy nation, it is sad to see the extreme levels of poverty that
exist in the world. Although great efforts are being made to help people, it is
unlikely that world poverty will be eliminated.

Recently we’ve learned that over seven billion people inhabit this planet.
This number continues to grow and much of the growth takes place in poor countries
where there are limited opportunities for people. Furthermore, damage to our
environment is causing climate change, which will cause food prices to rise. It
seems that the situation will get worse before it gets better.

There are reasons to be hopeful. Wealthy countries, the UN, and individuals
work to help the poor and disadvantaged. And we see how technology can raise
the standard of living in various ways. But will this be enough?

Unfortunately, there are still countries where people are mired in poverty
because of political corruption. A good example is the discovery of oil in West
Africa. The people haven’t benefited, but government officials have become
wealthy.

Of course I hope I’m wrong. I hope we can raise everyone out of poverty.
But looking at the situation realistically, I doubt that poverty can be eliminated.

                                                                        (201 words)

Disagree:
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 2011 年度第 3 回実用英語技能検定 1 級 1次試験

　　　　　　 試験講評

　本試験ご受験大変お疲れさまでした。試験講評を参考にしつつ、2011年度

第3回英検1級1次試験問題を振り返っていただきたいと思います。

　前回の2011年度第2回試験と比較してみますと、1番語彙問題の難易度は

前回とほぼ同じ、2番空所補充問題の難易度はやや下がりました。3番内容一

致問題は前回と同じかやや易化、4番英論文は難易度が下がりました。リス

ニングでは、Part 1、Part 2の難易度は前回より下がり、Part 3 は同レべル、

Part 4 はやや難化しました。全体としては、前回とほぼ同じ難易度であった

と言えます。

　以下、大問ごとに解説してまいります。

[1] 語彙問題
　今回の語彙問題も特に出題傾向に変化はなく、新聞、雑誌、テレビニュ―

スなどで頻繁に使用されている、実用的な語彙が出題されていました。正式

な状況で使用される語彙から日常会話などで使用される語彙まで、従来通り

幅広い分野から出題されていました。特に正解の語彙は使用頻度が高いもの

ばかりです。

　(1)の4 altruisticはegoisticの反意語ですが、慈善的な行為を示す時に用いら

れます。

　(7)の正解 2 throngは文語体で用いられることが多く、「群衆、多数」とい

う意味です。a throng of reporters「たくさんのレポーター」というフレーズで

もよく使われます。

　(11)は、bequeath fortuneで「遺言で財産を譲る」という意味になりますの

で、カッコの後ろにfortuneがあることに気付けば、正解の選択肢3 bequeath
を選ぶことができます。

　今回のphrasal verb問題はやや難易度が上がりました。その中で、(22)の正

解 beef up は、第2回模擬試験に出題しましたので、正解していただけたと

思います。「牛肉食べて、元気に強化する」と覚えていただきました。
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　CELの模擬試験では、過去本試験で出題された語彙の膨大なデータベース

を元に語彙問題を作成していますので、本試験には毎回、CELの模擬試験の

語彙問題から数多くの語彙が出題されます。試験直前の2011年秋期コースの

模擬試験だけを見ても、正解の選択肢も含めて、(2) 1 detrimental、(3) 1
incursion、(9)  4 pernicious、(11)  3 bequeath、(13) 1 inertia、(13)  3 remorse、(16)  4
conjecture、(17) 1 cordial、(20) 4 pseudonym、(22) 1 beef up などが出題されてい

ました。夏期コースの語彙も含めますとCELの模擬試験の語彙問題からだけ

でもかなりカバーしていることになります。その他にも、模擬試験の長文読

解問題やリスニング問題を解いていただいた際に、重要単語として覚えてい

ただくよう指摘した語彙が数多く出題されていました。

　語彙問題は、18問正解18点以上を獲得して下さい。

★１番目標得点：18点（25点満点）

[2] 空所補充問題
1 題目：Face Blindness

　Face blindness（失顔症）というタイトルそのものがテーマになっています。

「他人の顔や、鏡に映った自分の顔ですら認知できず、さらに色・物体・場所

に関する失認症を伴う病気」の話です。「失顔症」という病気が馴染みのない

場合でも、問題文の流れを追っていけば、無理なく理解できたでしょう。ま

ず、従来考えられていた「失顔症」の原因（脳の損傷による）、最近の研究に

よって明らかになった原因（一つの遺伝子の欠陥）、実際の「失顔症」の症

状、「失顔症」克服の対策、が記述されています。さらに「失顔症」はまだ謎

の多い病気であるので、Internetの site上で「失顔症」に関する様々な情報を

得ると良い。という内容をとらえていただければ、問題なかったと思います。

比較的読み易く、設問も解き易い問題でした。

　(26)は、模擬試験で繰り返し出題しました逆接の接続詞（この問題では

カッコの直後のhowever）を挟んだ前後の対比の関係を見抜くことができれ

ば、正解を選ぶことができます。(26)の前で、「失顔症」は「脳の損傷による」

と考えられていたが、howeverとあって、最近の研究によって「欠陥のある一

つの遺伝子による」可能性が明らかになった、とありますので、従来考えら

れていた原因が問われた(26)には、選択肢1の an acquired condition が入りま

す。　　
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　(27)は大変解き易い問題でした。

　(28)は、空所の後、「そのため、インターネットを利用して情報を集めると

良い」とありますので、選択肢2を選び、Many doctors are still unfamiliar with
face bliness. とすると、適切な文脈を作ることができます。

 　1題目は全問正解して欲しいところです。

2 題目：Second-guessing Mother Nature

　環境問題に関する話題です。「地球温暖化によって絶滅の恐れがある植物や

動物を人間の手で安全な場所へ移動（assisted migration）させよう」という考

えに対しての賛成・反対の意見が述べられています。

　(29)は、本文のテーマである assisted migration が evolutionary lag の何をhelpす
るかについての設問です。この後の部分では、「ecosystemは環境の変化に順

応するためにthis time（この時間）、つまり evolutionary lag（進化のために必要

な時間差）を必要とするが、最近の気候変動は急激に進むため、speciesは適

応できない」と述べられています。「speciesをcalamity（破滅）から救うため

には、assisted migration によってspeciesが急激な環境変化に順応せずに済むよ

うにしてやれば良い」という内容になるようにしますと文脈を作ることがで

きますので、(26)には選択肢4の bypass the process が正解となります。

　(30)はこの問題文のテーマである assisted migration project の例で、解き易い

問題です。確実に正解して下さい。

　(31) 第1、第2段落で assisted migration の良い点が述べられていましたが、

一転して、conservationistsは assisted migration は「自然の摂理に逆らうことに

なる」と考えている、という内容をつかんでいただければ、選択肢2 take a
skeptical attitude toward (assisted migration) を選ぶことができます。

　2題目は2問は正解して下さい。

★ 2番目標得点：5点（6点満点）
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[3] 内容一致問題
1 題目：The Milgram Experiment

　「心理学者Milgramが、ホロコーストが起きたメカニズムを理解するために

行った、権威への服従実験」についてです。問題文の流れは、「Milgramの実

験の目的、仮説、具体的な実験内容、実験結果、Milgram の結論に対する反

論、ある精神科医がMilgramの実験を再現しMilgramと同じ結論に達したこと」

となっています。これらを順番に整理しながら読んでいただければ、設問は

問題なく解くことができます。

　 (32)は解き易い問題です。Milgramの実験の目的は、文頭部分の第1段落1
行目の最初の文章の ... Milgram designed an experiment to measure ... their conscience.
に書かれています。本文の ignoring their conscience が正解の選択肢3では they
conflict with one’s sense of right and wrong と言い換えられていました。

　(33)で問われているMilgramの実験中の the people recruited の反応は、第3
段落に書かれていました。長い部分を読む必要がありましたが、読みやすい

文章ですので、正確に読みとって確実に正解して下さい。正解の選択肢2は、

第3段落2行目右端 Despite expressing ... their own deepening discomfort, までをま

とめた記述となっていました。

　(34)はややtrickyでした。Milgramの実験結果に対する、John Holland とMartin
Orne の反論です。彼らの主張は、第 4段落 3行目から 4行目の In 1968, ... re-
spect for authority. に書かれていました。「被験者は実験を行っている科学者を

尊敬し、権威ある者とみなして行動したのであって、実は試されているのは

自分たちなのではないかという疑問を持ち、作られたシナリオ通りに演じる

よう強要されていることを苦痛に感じていたのである。従って、Milgramの実

験は現実社会の状況を示してはいないのである。」と述べていました。これら

の内容をまとめて言い換えたのが、選択肢1です。

　1題目は3問中2問は確実に正解して下さい。

2 題目：Stradivarius Violins

　「アントニオ・ストラディバリ（Antonio Stradivari。1644-1737年）が制作し

た、名器として知られるストラディバリウス・バイオリン（Stradivarius
Violins）」についてです。現在約650挺の存在が確認されていて、中には数百

万ドルという価格で取引されているものもある、とあります。問題文のテー

マは「その並はずれた音がどうして出るのか」という疑問の答えを探ろうと

いうものです。「その答えは、素材である木材に違いがあるのだろう。かつて
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は、古い聖堂で使われた木材を使ったからではないかと考えられていた。し

かし最近のエックス線検査によって、木材の密度が他のバイオリンに比べ、

一定でむらのないことを発見し、これこそがストラディバリウス・バイオリ

ンの素晴らしい音色の原因である可能性が示された。他の研究者もこの説に

賛成しているが、反論する研究者もいて、その結論を導くためには、検証が

不十分であると述べている。さらに、「木材密度の均一性」説に反論する研究

者は、寄生虫の侵入を防ぐため、木材に化学的な処置が施されたことが名器

の音色を作ったと主張している。しかしストラディバリ本人はそのことを知

らなかったため、弟子にその技術を伝えることができず、結局は名器の秘密

が後世に伝わらなかったのではないかと考えている。」こうした内容を順番に

整理しながら読み進んでいただければ、比較的解き易い問題でした。

　(35)はBerend Stoelの研究についてです。第1段落の下から5行目 Stoel used
X-ray からこの段落の最後 ... affects the sound produces. に記述されていました。

「ストラディバリウスと現在のバイオリンの木材の比較をしてみたところ、ス

トラディバリウスの木材の方が圧倒的にその密度が均一であり、そのことが

楽器の振動に変化を与え、奏でられる音に影響を及ぼすことになる。」この内

容に近い選択肢は3になります。

　(36)の Henri Grissino-Mayer と Lloyd Burckle の理論に対する John Topham から

の反論は、第2段落の下から5行目 ... John Topham, argues ... narrow growth rings.
に書かれています。その中の、the wood in ohter Stradivarius violins does not exhibit
the same narrow growth rings. の部分を言い換えた選択肢3が正解です。

　(37)のJoseph Nagyvaryが考える、ストラディバリウス・バイオリンの品質

が均一でない理由は、一番最後に述べられていました。第3段落下から3行
目の ... because he probably から最後までの部分です。この内容に近いのが選

択肢 2です。

 　3問とも、本文から正解に該当する部分を探しやすい設問でしたので、3
問すべて正解していただきたいです。

3 題目：The Battle of Dien Bien Phu

　「1946年から1954年にベトナム民主共和国の独立をめぐってフランスとの

間で戦われた、第1次インドシナ戦争」についてで、和平交渉開始へとつな

がった「ディエンビエンフーの戦い」の話です。たとえ、この戦争について

の知識がない場合でも、第1段落にこの戦争についての概略が述べられてい

ましたので、戸惑うことなく読み進めることができます。第2段落から第8
段落までは、フランス軍とベトミン軍の具体的な「ディエンビエンフーの戦
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い」について、第9段落は反植民地主義のフランス人作家による「ディエン

ビエンフーの戦い」の意義、そして最後の第10段落は、「第一次インドシナ

戦争後のベトナム」について、それぞれ記述されていました。

　(38)の、フランス軍が示した astonishing complacency（驚くべき自己満足）に

ついての内容は、第 3段落、第 4段落にありました。まず第 3段落に「ディ

エンビエンフーにおいては the French were confident their superior air-power, ...
while theViet Minh had 50,000. 」という状況であるとあります。続く第4段落

に、このことが astonishing complacency をもたらし、「べトミン軍が隠密に軍

隊を移動させ、大砲・食糧を運び込むという作戦が成功し、その結果、フラ

ンス軍は大きなダメ－ジを受けることになった。」とありますので、正解は選

択肢3になります。

　(39)は解き易い問題です。第5段落の前半部分 In the end, logistics carried the
day for the Viet Minh.（結局、後方支援がベトミン軍に勝利をもたらしたので

ある。）とあって、この後は、そのlogisticsがしっかり機能したと書かれてい

ました。正解は、これらをまとめた選択肢1となります。

　(40)はフランス軍の幹部の仲間割れについてで、第7段落に述べられてい

ました。理解し易い部分ですので、この問題はぜひ正解して欲しいです。正

解の選択肢4の2行目のbut以下 Cogny would not dispatch more troops. が、第7
段落の最後の部分  Cogny was unwilling to commit the reinforcement desperately needed
at the beleaguered base. の言い換えである点はしっかり見抜いて下さい。the
beleaguered base はディエンビエンフーのことです。

　(41)は反植民地主義のフランス人作家 Frantz Fanon の「ディエンビエンフー

の戦い」についての意見に関する設問。第9段落でFrantz Fanonは「ディエン

ビエンフーの戦いでの勝利は、ベトナムの勝利だけではなく、他の抑圧され

た植民地の独立運動へとつながっていくだろう。」と述べていますが、第10
段落では、「ディエンビエンフーの戦いに刺激されてフランス領アルジェリア

の独立闘争が勃発した一方で、この流れはFanonが予測したような世界的な

分岐点とはならなかった。ベトナムはフランスの支配から独立することはで

きたが、和平交渉後、南北に分裂される結果となり、その後ソ連とアメリカ

合衆国の冷戦に巻き込まれ、ベトナム戦争へとつながっていくのである。」と

いう内容から、(41)の正解は選択肢3となります。選択肢がいずれも少々複

雑な文章なので、それぞれ慎重に読んだ上で選ぶ必要がありました。

　3題目は、4問中3問は確実に正解して下さい。

★ 3番目標得点：16点（20点満点）
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[4] Essay

TOPIC：

Agree or disagree: World poverty can be eliminated

POINTS：

 ● Education
 ● Globalization
 ● Political corruption
 ● Population growth
 ● Technology
 ● The United Nations

　「世界の貧困をなくすことができるか」という TOPIC です。“Agree or
disagree”と聞かれていますので、まずは、どちらの意見・立場で書くのかを

決めます。その際に、CELの模擬試験の解説でもお勧めしましたが、POINTS
を「agreeグループ」と「disagreeグループ」とに分類してみるという方法が

あります。「agreeグループ」には世界の貧困をなくすために役立つ、Education、
Globalization、Technology、The United Nationsが入ります。一方、「disagreeグルー

プ」には、貧困をなくす際の障害になると考えられる、Political corruption、
Population growth が入ります。

　もちろんどちらの意見でも構いませんが、グループ分けをしてみて、どう

やら“agree”の意見の方が、アイデアが広がる感じがします。しかも、「世

界の貧困をなくすことができるか」を「いいえ、できないと思う」と考えた

くないですね。前向きに積極的に、解決策を書いていただきたいと思います。

　どちらの意見で書くのかを決めましたら、Introductionで意見や立場をはっ

きり表明します。次にBodyで、POINTSを使いながらその理由を述べ、最後

にConclusionで意見をまとめるという流れになります。

　また、“disagree”の立場を取り、「もちろん貧困問題の解決を望むが、現実

的にはなかなか困難だろう」といった考え方を述べることも可能です。

　“Agree or disagree”タイプのEssayに正解、不正解はありません。どちらの

立場を取っても、正しい英文で論理的に書くことができれば高得点に結びつ

きます。P4～5にCEL作成のAgree とDisagree、両方のModel Answerを載せ

てありますので、参考になさってください。
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　CELの模擬試験では、毎回の模擬試験でEssayを1本ずつ書いていただい

き、native staffが採点し、commentsを付けてお返ししておりますので、その特

訓の成果を今回の本試験のEssay Writing でも十分に活かしていただけたもの

と信じております。

★ 4番目標得点：19点（28点満点）

[5] Listening Part
　　今回のリスニング問題は、前回の2011年度第2回試験と比較して、全体

としては難易度に大きな変化はありませんでした。Part 1、Part 2の難易度は

前回より下がり、Part 3 は前回と同レべル、Part 4は聴き取りの難易度は少

し上がりましたが、素直な設問でした。今回はこれまでの本試験とは異なる

発音のナレーターの方がいらっしゃいましたが、明瞭に、比較的ゆっくり話

されていましたので、聴き易かったかと思います。

Part 1  Dialog:

　今回のPart 1も従来通り、友人どうしの会話、officeでの同僚との会話、学

生どうしの会話、そして家族の会話といった内容で、バライティーに富んだ

問題でした。明瞭で、スピードも比較的ゆっくりで聴き取り易かったので、

高得点を期待します。

　No.7は、やや解き難かったかもしれません。友人どうしがある本について

話していました。男性が最近読み終わった小説について感想を述べていて、

面白い小説とは言えないが、「I’m glad I persevered with it.」と言って、さらに

「the ending was rather depressing」と続いていて、この本を女性に勧めていない

のかと思っていたら、「but the plot was totally original and the psychological aspect of
the story was very thought-provoking .」と感想を述べていて、結局、男性は女性

にこの本を勧めているということが分かり、正解は選択肢4となります。

　No.9は、“social-networking site”についてで、比較的長い会話でした。男性

が、自分は social-networking site に登録したが、女性も登録したのかを尋ねて

いました。女性は、このsiteについては「個人情報が漏れてしまうことが心

配なので登録はしていない」と言うのに対して、男性は、それについては「it’s
up to you. で、むしろ仕事関係で、有力な情報を得ることができる。」とこの
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siteへの登録を強く勧めていました。こうした、会話の中心となる内容をつか

んでいただければ、正解の選択肢3を選ぶことができます。

　No.10 今回の 3人で話される問題は、前回と同じ家族 3人（両親と娘）で

した。3人とも比較的ゆっくりと明瞭に話していましたので、聴き取り易い

問題でした。“Daylight Saving Time（夏時間：夏に時間を1時間程度早める制

度）”についての会話で、母親と娘が、この制度についての利点である「エネ

ルギーの節約、交通事故件数の減少」を述べているのに対して、父親の方は、

何かで読んだ記事を元に反論していました。この、母親と娘の daylight saving
time 「賛成派」対父親の「反対派」の対比の関係を聴き取っていただければ、

大変解き易い問題でした。ぜひとも正解して下さい。

　Part 1は10問中8問正解で8点を獲得して下さい。

Part 2  Passage:

　今回のPart 2は直近の問題と比較してやや難易度が下がりました。全体と

して大変聴き取り易く、内容も分かり易いですので、高得点を期待します。

内容は、「コンピューターゲーム」、「金属疲労」、「子供のうそ」、「一度に複数

の仕事をこなすこと」、「チャータースクール」と、英検らしい、興味深いト

ピックの出題でした。

(A) Military Gaming

　「コンピューターゲームがますますリアルなものとなり、アメリカ政府はこ

のビデオゲームを軍事訓練の一つに利用できると考えている。一方、このよ

うなwarfare gameによって訓練を受けた場合、兵士は実際の戦争を現実のも

のと認識できずに、人を殺すことも深刻に考えなくなるのではないかと懸念

する人もいる」という内容でした。この2つの対立意見を聴き分けることが

できれば、2問とも正解することができます。

(B) Metal Fatigue in Airplanes

　「飛行機の金属疲労」についての話です。「今までは技術者が直接見て確認

したりX-raysで検査をしてきたが、cracks（亀裂）を発見するのは難しく、費

用もかかっていた。ある会社が、飛行機の寿命を延ばす助けとなるように

computerized system を開発した。そのsystemとは、飛行中のcracksによって生

じる音をコンピューターによって分析するという方法である」という内容で
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した。発音も明瞭で、話題展開も理解しやすいので、2問とも正解できて欲

しいです。

(C) A Child’s Lie
　「親は子供がうそをつかずに正直であって欲しいと望んでいる。時には

white lies（罪のないうそ）を求めることがあるものの、一般的に、親は子供

のうそを否定的に捉える。しかしある児童心理学者によると、2～3歳の子

供がうそをつき始めることは、平均以上の知能を高さを示すものである」と

いう内容でした。子供のうそに対する親の見方と専門家の見方を対比してい

ますが、それぞれのポイントを押さえながら聴いていただければ、難しい問

題ではなかったでしょう。2問とも正解して下さい。

(D) Evaluating Multitasking

　「多くのことをやり遂げなければならないというプレッシャーから、近頃

人々は一度に複数の仕事をこなしているが、ある調査によると、multitasking
は非生産的で、脳の発達を損ねる可能性があるので、一度に一つのことに集

中することが大切である」という話題でした。いくつもの仕事を同時並行す

る器用さの功罪、というポイントを逃さなければ、それらの内容をまとめて

言い換えた正解の選択肢を選ぶことができたと思います。

(E) Charter Schools

　アメリカの charter schools（公的資金に加え、外郭団体の協力を得て運営し、

税補助を受けるが、従来の公的教育規制を受けない学校）の話です。「学業の

向上を目指して作られた学校ではあるが、private sponsors からの資金援助を

受けることで、教育内容に影響が出て、antidemocraticにつながりかねない。さ

らに、いくつかの charter schools は traditional public schools に比べ学業結果が良

くないという統計もある」という内容です。charter schools の良い点、悪い点

を整理して聴いていただければ、2問ともしっかり正解できたでしょう。

★Part 2は 10問中 9問正解で 9点を獲得して欲しいです。
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Part 3　Real-Life:
　今回のPart 3は、全問が会話の問題でした。これまで、留守番電話のメッ

セージや、広い場所でのアナウンスなどが出題されてきましたが、直接話し

かけられる内容の聴き取りとなっていました。難易度としては、全体では前

回とほぼ同じレベルでした。どの問題も明瞭に、比較的ゆっくり話されてい

ましたが、やや内容が込み入った問題もありました。

(F)会話

　「大学の寮におけるroommateとの問題」について。理解し易い内容でした。

学生が、「寮の規則を破るような roommateともう一緒に住みたくない」と

dormitory manager に相談していました。解決策として dormitory manager が述べ

ていることを選択肢を見ながらチェックし、聴いていらっしゃれば、この設

問は今回のPart 3の中で一番解き易い問題でした。正解して欲しいです。

(G)会話

　「中古車購入」について。Situationの条件をしっかり抑えて聴くことがポイ

ントでした。①top priority がsafetyであること。②予算が$5,000であること。

これらを念頭に入れて聴いていきます。「SUVはairbagがついているが、現在

検査中なので、今は I can’t give you a price である。」「1994年型の economy model
は$2,000で格安だが、旧式なのでairbagが付いていない。」次にsalespersonが
勧めたのが sedanで、「driver’s and passengers’ sides にairbagが付いていて、価

格は$5,500ですが、今日売りたいので、値引きします。」と述べていました

ので、正解はこのsedanということになります。

(H)会話

　「会議室の予約」について。この問題も、Situationの条件を把握できている

かどうかが正解のカギとなっていました。①次の木曜日か金曜日、②20人収

容できる広さがあり、③Internet access and lunch が利用できること。④しかし

buffetは必要ない。このような条件にかなう部屋を借りようという内容でし

た。これらの条件を選択肢を見ながらチェックしつつ聴いていらっしゃれば、

選択肢2の The Hibiscus Room で、「18人収容の部屋ではありますが、なんと

か20人収容できるようにします。」とホテルの担当者が述べていましたので、

正解が特定できました。
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(I)会話

　「家具を購入する」という話題で、「最安値で living room and bedroom sets を
購入するための条件」を聴き取る問題です。やや複雑な内容でした。「購入を

お考えの living room and bedroom sets はtop-of-the-lineのためちょっとお高く

なっていますが、もし本日何かしらご購入いただければ、明日期限となる In-
ternet offer による discount coupon をご利用いただくことができ、20%の割引

となります。」と店員が述べていましたので、正解は選択肢4となりました。

情報量が多いので、難しい問題でした。正解できた人は少なかったと思われ

ますので、落としてしまっても心配ありません。

(J)会話

　「納税」に関する話です。選択肢を見ながら、tax preparerのアドバイスを

順番に聴いていくことになりますが、話の順番と選択肢の順番が違っている

点に注意しなければなりませんでした。tax preparerの「あなたは rental prop-
erty の修理が必要とおっしゃられていましたので、その費用を控除してもら

えるように、すぐに修理を行うといいでしょう。」というアドバイスがbestで
すので、正解は選択肢3 Do some work on your rental property. となります。

　Part 3は 5問中 3問正解で 6点獲得して下さい。

Part 4  Interview:
　今回のinterviewのguest speakerは、wedding photographer の Peter Gordon さん

です。スピードが速めで、こもった感じで話されていたので、聴き取り難い

interviewとなりました。

　今回の聴き取りのポイントは、①どうしてwedding photographer になったの

か。②良い wedding photos を撮るカギとなるものは。③ digital technology の進

歩はphotographyにとって良いことだと思うか。④写真の画質を高めるために

コンピューターのsoftwareを利用することについての考えは。⑤将来photog-
rapherになりたいと思っている人へのアドバイスは。これらの中で、④と⑤

から出題されました。④は最後の“jump on the bandwagon（時流に乗れ）”が

key wordsとなりましたが、たとえこのidiomを知らなくてもsoftware使用に関

して肯定的な見方をしていましたので、正解の選択肢1を選ぶことができた

でしょう。⑤は分かり易いメッセージでした。Find someone who you can use as
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a teacher, as a resource, and pick their brains と述べられていました。このコメント

から、正解の選択肢4をすんなり選ぶことができます。

　今回のPart 4は、interview自体は聴き取り難い部分もありましたが、設問は

2問とも素直な問題でした。

　Part 4は2問ともに正解して、4点獲得して欲しいです。

★リスニング目標得点：27点（34点満点）

[6]合格ライン
　　全部をまとめますと、目標得点は [1] 18 点、[2] 5点、[3] 16 点、[4] 19
点、Listening 27点で合計85点になります。実際の合格最低点は80点でした

が、これを3～5点上回るくらいの得点獲得を期待しております。

　　皆様からのうれしいご報告をお待ちしております。

　　　　　　　　　　　　　　     2012年2月3日

　　　　　　　　　　　　　　　英検１級１次模擬試験コース担当

　　　　　　　　　　　　　　　                                 田中　美智子
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〒 169-0075 東京都新宿区高田馬場 2-14-5サンエスビル 2F

TEL 03-5291-1820  FAX 03-5291-1821
http://www.cel-eigo.com


