PART 3

解説 PART 3

68. 正答 (A)

68-70
《スクリプト》W=

M=

TRACK 54

Questions 68 through 70 refer to the following conversation.
W: Do you think we’ll be able to launch our new line-up on November 15 as
scheduled?
M: To be honest, Ms. Reid, we’ll likely have to postpone the release date for
several of the products. The manufacturer is having trouble procuring
some materials and likely won’t be able to ship us all of the furniture by
the end of this month.
W: I see. Our distributor should know this, too. They’re going to be unhappy
about it. Nevertheless, if they find out later that we’re behind schedule, they’ll
be even more displeased.
M: I understand, Ms. Reid. I’ll contact them right away.
《設問》

68. Why will the release date probably be
postponed?
(A) Some products will not be sent on time.
(B) A distributor has not signed a contract.
(C) Inspectors have not performed an
inspection.
(D) The schedule was not approved by a
retailer.
69. What is the woman concerned about?
(A) Scheduling a product launch
(B) Contacting a manufacturer
(C) Opening a furniture store
(D) Notifying a distributor
70. What does the man have to do?
(A) Withdraw an order
(B) Work later than usual
(C) Share some information
(D) Distribute a directory
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【重要表現】
＜会話＞
□ launch（新製品を）出す
□ as scheduled 予定どおりに
□ to be honest 正直に言えば
□ release date 発売日
□ manufacturer 製造業者
□ procure ……を手に入れる
□ material 原料、材料
□ ship ……を出荷する・輸送する
□ distributor 販売代理店、配給会社
□ nevertheless それでもやはり
□ ﬁnd out that ... ……だとわかる
□ behind schedule 予定より遅れて
□ be displeased 腹を立てている
□ right away すぐに（= immediately、
at once）
＜設問・選択肢＞
□ on time 時間通りに（= punctually）
□ sign a contract 契約書に署名する
□ inspector 検査官（「検査」は
inspection）
□ perform ……を行う
□ approve ……を承認する
□ retailer 小売業者
□ be concerned about ... ……につい
て心配している、……が気がかりである
□ withdraw ……を取り消す
□ share ……を共有する、（人）に話す
□ distribute ……を配布する
□ directory 人名簿、電話帳

発売延期の理由は何か

選択率 (A) 64% (B) 11% (C) 15%

(D) 9%

won’t be able to ship us all of the furniture by the
end of this month

《正答へのポイント》
男 性 の 一 度 目 の 発 言 の 2 文 目 に、The manufacturer is having trouble procuring some
materials「製造業者が材料を調達できず」、その結果、likely won’t be able to ship us all of the
furniture by the end of this month.「今月末までに家具を全部出荷することはできないだろう」と
ある。furniture を products、ship を be sent、by the end of this month を on time にそれぞれ
言い換えた (A) が正答となる。

69. 正答 (D)
女性が気がかりなのは何か

選択率 (A) 36% (B) 26% (C) 17% (D) 21%

Our distributor should know this, too.

《正答へのポイント》
女性は二度目の発言で Our distributor should know this, too. They’re going to be unhappy
about it.「販売業者にも知らせなくては。彼らはうれしくないでしょうね」と述べている。ここから、
(D)「販売業者に知らせること」が正答となる。

70. 正答 (C)
男性は何をする必要があるか

選択率 (A) 15% (B) 13% (C) 51% (D) 21%

I’ll contact them right away.

《正答へのポイント》
男性は二度目の発言で I’ll contact them right away.「すぐに彼ら（販売業者）に連絡します」と述
べている。これはもちろん、製品の発売延期に関する情報を伝えるためだ。したがって、(C)「情報
を共有する」が正解となる。

【訳】
問題 68-70 は次の会話に関するものです。
女：新シリーズを予定どおり 11 月 15 日に発売できる
と思う？
男：正直に言いますと、リードさん、製品のうちのいく
つかについては発売日を遅らせなくてはならないと
思います。製造業者が材料の一部を調達できていな
くて、今月末までにすべての家具をこちらに出荷す
ることはできないようです。
女：わかったわ。このことは、販売業者にも知らせなく
てはならないわね。彼らにとって喜ばしくない事態
ね。そうは言っても、あとになってからスケジュー
ルに遅れが出ているとわかったら、もっといやでし
ょう。
男：わかりました、リードさん。すぐに販売業者に連絡
を取ります。

68.
(A)
(B)
(C)
(D)

なぜ発売日はおそらく延期されるのでしょうか。
いくつかの製品が期日どおりに送られてこない。
販売業者が契約書にサインしていない。
検査官が検査をしていない。
スケジュールが小売業者に承認されなかった。

69.
(A)
(B)
(C)
(D)

女性は何を心配していますか。
製品発売のスケジュールを立てること
製造業者に連絡すること
家具店を開くこと
販売業者に知らせること

70.
(A)
(B)
(C)
(D)

男性は何をしなくてはなりませんか。
注文を取り下げる。
いつもより遅くまで働く。
情報を共有する。
電話帳を配布する。
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