
Part 1
Key Sentences

このセクションの 251 例文には、TOEIC の頻出・重要単
語・熟語が 1876 語含まれています。仮に、TOEIC500
点の方が、この 1876 語を全て覚えたとすると、『公式
TOEIC Listening & Reading 問題集４』（国際ビジネスコ
ミュニケーション協会）の出題語の９割以上が既知の単語に
なります （但し、Part1 の写真描写問題の単語を除く）。

また、例文には、TOEIC で直接的・間接的に問われる 
頻出文法・語法が全て含まれています。「読み下し訳」を
参考に、例文の構造と語句の修飾関係に注意しながら読
解すれば、TOEIC の文法・語法ポイントも身につきます。

各例文には、 で「読解の制限時間」が示されていま
す。この時間内に読解できるまで繰り返してください。
戻り読みをせずに読解できるようにすれば、リスニング
も容易になります。

例文に含まれる単語が難しい場合は、「読み下し音声」を
聞く回数を増やしてください（音声に合わせて発音をす
れば、更に記憶に残りやすくなります）。
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□ could [can] use　[kId jI\z]　  could は「できるだろうに」という婉曲表現

【慣】 …をとても必要としている、…が得られるとありがたい
□ really want or need（【同】）
□ I could [can] use some coffee. （【慣】 コーヒーがとても飲みたい。）

□ help Ving　  help in Ving の in が省略されたもの（省略するのがふつう）

【名】V する（という）手助け
□ assistance Ving（【同】）

□ clean　[k\]
【動】 …をきれいにする、…を掃除［洗濯］する　【形】 きれいな、清潔な

□ cleanliness （【名】 清潔さ）　□ clean and tidy （【形】 きれいで片付いている）
□ untidy （【形】 乱雑な、散らかった）

□ bathroom　[\]

【名】 バスルーム、（個人宅の）トイレ
□ toilet （【名】｛英｝トイレ、便器）　□ restroom （【名】｛米｝（公共の建物の） 
トイレ、化粧室） 　□ lavatory （【名】｛米｝（飛行機や列車の）トイレ、｛英｝トイレ）

□ busy Ving　[zi]

【形】V するのに忙しい

□ prepare　[iR]

【動】 …を準備［用意］する、（材料を組み合わせて）＜食事など＞を作る
□ preparation （【名】 準備、調理）　□ preparatory （【形】 準備の、予備の）

□ treat　[\]

【名】ごちそう、おごり、ご褒美  （＊「もてなし」という原義から派生した意味）
【動】 …を扱う、…を治療する

□ be in for a treat （【動】 もうすぐ楽しいこと（←ご褒美）がある）

「私はとても必要としている・あなたの助けを・掃除を 
することの・バスルームを」「ごめん・私は忙しすぎる・ 
用意することに・特別なごちそうを・Fred のための」

「バスルームの掃除を手伝ってもらえるとありがたいんだけど」
「ごめん、今、Fred のために特別なごちそうを作っていて、 
手が回らないんだ」

"I could use your help cleaning the bathroom." 
"Sorry, I'm too busy preparing a special 
treat for Fred."

"If you're finished setting the table, then
could you go upstairs and get me the laundry 
detergent?"
「もしあなたが終わっているなら・セットすることを・テーブルを
／それなら・できるでしょうか？・あなたは・行くことが・上の階へ・
そして・もってくることが・私に・洗濯物洗剤を」

「テーブルのセッティングが終わったのなら、じゃあ、上に行って
洗濯用の洗剤を取って来てもらえるかな？」

□ If ～ , then ….
【慣】「もし～なら、それなら…。」（＊ then（それなら）が文法問題で出題される）

□ be finished Ving  [fi6]　  finished は「終えている」という形容詞

【動】V することを終えている
□ be done Ving （【同】＊ done は「終えている」という形容詞） 

□ set the table　[sR 9 Ri]

【動】テーブルのセッティングをする、食卓の準備をする
□ clear the table （【動】 テーブルを片付ける）

□ Could you Vb?　  依頼表現のまとめ（W3-18）

【慣】「（あなたは）V できますか？」「V してもらえますか？」
□ Can you Vb? （【同】）　
□ Could you please [possibly] Vb? （【同】＊ Could you Vb? よりさらに丁寧）

□ upstairs　[sRz, *L]

【副】 上の階に、上の階で　【形】 上の階の
□ downstairs （【反】 下の階に、下の階で、下の階の）

□ get … ～　  第４文型（SVO'O）の用法

【動】 …に～をもって［連れて］来る、…に～を買って［手に入れて］やる
□ bring （【同】…に～をもって［連れて］来る）  □ buy（【同】…に～を買ってやる）

□ laundry　[\di]

【名】 洗濯物
□ do the laundry （【動】 洗濯をする）　□ washing machine （【名】 洗濯機）

□ detergent　[di\d]

【名】 洗剤、洗浄剤
□ liquid detergent （【名】 液体洗剤）

この例文に含まれる文法の出題ポイントは
前置詞の省略 ⇨ G18の最後の表

この例文に含まれる文法の出題ポイントは
前置詞の省略 ⇨ G18の最後の表

EPISODE 1 EPISODE 1 
リーディング制限時間5秒 リーディング制限時間5秒

0% 0%

001 002

Steve

Cindy

意
訳

読
み
下
し
訳


