
１．はじめに

急速なグローバル化の進展とともに多数の国内外の企

業では英語コミュニケーション能力の測定手段として

TOEIC（TestofEnglishforInternationalCommunica-

tion）を採用し，そのスコアを採用試験や昇進試験の重要

な基準にしている 。本学のような理科系の大学の学生

にも就職の際に高いコミュニケーション能力が望まれ，

具体的には，TOEICのスコアでいえば，新入社員平 の

450点レベル までスコアを上げることが「学生，大学，

企業」の三者から強く要望されるようになった。しかし

ながら，この「三者のニーズ」と「大学生の英語レベル

の現状」との間には大きなギャップがあり，大学４年間

という厳しく制限された教育機会のなかで学生の英語力

を向上させるには非常に効率的な指導法と教材を採用す

る必要が生じている。

そこで本学では2001年度より，TOEICスコアの向上

に実績のあるCALL教材，「総合コミュニケーション能

力養成用3ラウンド・システム教材」 と，本学で試作

した「語彙力養成用教材」の２種類の教材を併用して授

業を進めている 。本稿では，後者の英語コミュニケー

ション能力の育成に不可欠な「語彙力養成用CD-ROM

教材」の中心素材となる「単語と用例」の選定に関して
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英語初級者向け「TOEIC語彙１，２」の

選定とその効果

中條清美

Selecting“ TOEICVocabulary1＆2” forBeginning-LevelStudentsand

MeasuringItsEffectonaSampleTOEICTest

KiyomiCHUJO

ThepurposeofthisstudywillbetoselecttwosetsofvocabularyspecializedforTOEICtestsandto
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measuredbythesampleTOEICTestcouldbeimprovedconsiderablybylearningthesetwosetsof

vocabulary,whenallfactorswereheldconstantwiththeexceptionofvocabularyknowledge.Itwas

alsosuggestedthatlearningEnglishthroughusingthesetwosetsofvocabularyinconjunctionwithFirst

ListeningandIntroductiontoCollegeLife,whichareCD-ROMmaterialsforteachinglisteningcompre-

hension,couldfurtherimprovelearners’TOEICscores.
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察を試みるものである。

まず，学習教材として語彙を える際に 慮すべき重

大な点は，大学生の語彙量が圧倒的に実用レベルからか

けはなれているという事実である。たとえば，山内

(1996)は「高校３年の12月の段階で約60％の被験者が

2,000語，またはそれ未満の語彙レベルにある」と報告し

ている。また，Shillaw（1995)も大学生の語彙量を

1,500～2,000語程度と推定している。大学生の語彙力の

根幹となっている中学校・高等学校の英語教科書で学べ

る語彙は最大でも3,000語程度であること，それに上岡

(1982）に報告されている忘却率も 慮すると，山内，

Shillawらの1,500～2,000語程度という算定は現実味

を帯びてくる。

一方，実用レベルとなる語彙の量について，中條他

(2003)は現代英語を代表する総語数１億語のコーパス

であるBritishNationalCorpusを基準尺度にして，英

文素材の内容理解に必要な語数の推定を行なった。その

結果，英字新聞や英文雑誌等の文字英語の実用英文内容

をなんとか理解するには，BNC頻度上位語で言えば約

7,000語が必要であること，テレビやラジオの英語

ニュースや映画などの音声英語を理解するのに最低でも

BNC頻度上位の約5,000語が必要であろうという計測

結果を報告した。従って，単純にこれらの数字だけ を

比べてみても，現状の大学生の語彙量1,500～2,000語と

実用の語彙量5,000～7,000語には大きなギャップがあ

ることがわかる。さらに，中学から高校までの６年間を

かけてようやく1,500～2,000語を獲得したことを え

ると，大学の４年間でそのギャップを埋めるのは伝統的

な手法では不可能と思われる。

解決法のひとつとして，最近注目されているESP

（EnglishforSpecificPurposes）の え方を語彙指導

にとりいれることが えられる。ESPとは「目的限定型

教育」のことで，「それぞれの学問領域や職域で具体的目

標を持って使用される英語は各集団の内部においては同

質性が認知され，他の集団とは異質性も生じる」ため，

学習者のニーズに合わせて目標を限定し，適切な指導内

容を 慮しようとするものである 。

80年代後半から筆者らは広範な分野のESPで使用さ

れる英語語彙を分析し，その分野内の使用語彙の同質性

および他の分野との異質性を定量的，定性的に 察して

きた。具体的には，ビジネス英語 ，メディカル英語 ，

計算機英語 ，幼児向け英語物語の英語 ，絵単語集の英

語 ，時事英語 ，女性向け英語雑誌の英語 ，口語英

語 ，学校教科書の英語 の使用語彙を観察し，「語彙は

使われる分野によって相当異なる」という事実を再現す

る結果を得た。

これらのESP語彙研究の結果から次のことが言え

る。どの分野に進んでも活用できるオールラウンドな

“GeneralEnglish（GE：一般英語）” の語彙習得をめ

ざしても，英語教育に費やされる時間が非常に限られて

いるため，GEで用いられる大量の語彙を習得すること

は現実的にほとんど不可能である。しかし，学習者の明

確な目的に合わせて分野を限定すれば，その分野特有の

語彙は比較的少量であるため，限られた時間内で大きな

学習効果を上げることが可能である。従って，このESP

の え方を導入することは現実の社会のニーズに合致し

た英語教育といえよう。本研究では，本学の英語教育目

標がTOEICスコアの向上に反映されるようなコミュニ

ケーション能力の向上にあることを鑑みて，TOEICと

いうESPの1分野に目標を設定した語彙増強の具体策

について 察することにした。

２．研究の目的

本研究の目的は，英語コミュニケーション能力の向上

に不可欠とされる語彙力に着目し，効率の高いTOEIC

スコア上昇に寄与する学習用語彙「TOEIC語彙１，２」

を選定すること，および，その学習効率を推定すること

である。

上記目的を達成するため，以下４段階の下位目標を設

定した。

１) TOEIC語彙１，２」の単語と用例を選定するた

めに必要な素材を収集・分析する。

２)補習用「TOEIC語彙１」と初級用「TOEIC語彙

２」の語彙レベルが段階的になるよう選定方法を

工夫して各200語の単語とそれらの用例を選定す

る。

３) TOEIC語彙１，２」の学習効率を推定する。

４) TOEIC語彙１，２」と「コミュニケーション能

力養成用教材」を併用した場合の学習効率を推定

する。

３．素材の収集

学習用語彙「TOEIC語彙１，２」を選定するために，

１)TOEICテスト，２)学校英語教科書，３)コミュニ

ケーション能力養成用教材の３種類の素材を収集した。

各言語材料はスキャナーを使用して入力し，その後，校

正，編集を行なった。使用した機器，およびソフトウェ

アは注３）に詳述した。

3.1 TOEICテスト

学習用語彙「TOEIC語彙１，２」を選定する元リスト

を作成するため，表１に示したTOEIC第１回～第３回

公開テスト，TOEIC公式ガイド２冊，TOEICFriends

のPracticeTOEIC５回分，合わせて総語数80,725語，

異語数5,108語のTOEICテストデータベースを作成し
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た。

3.2 学校英語教科書

次に，作成したTOEICテストデータベースから既習

語を除くため，表２に示した３種の学校英語教科書を収

集した。Horizon1,2,3は中学英語教科書の中では採

択部数第１位の教科書で，もっとも多くの学習者が使用

していると えられる。また，高校英語教科書の中では

UnicornI,II,Readingは採択部数１位という理由で

選ばれた。菅（2002） の分類によると，100種近くある

高校教科書の中でUnicornシリーズは「難」レベルに位

置づけられる上級学習者向けのものであるので，もう１

種類，「中」レベルに分類される教科書から，採択部数上

位のPowwowI,II,Readingシリーズも加えた。

3.3 コミュニケーション能力養成用教材

実際の授業で「TOEIC語彙１，２」と併用するコミュ

ニケーション能力養成用教材の語彙について調査するた

め，初級者用CD-ROM教材「FirstListening」と初中

級者用CD-ROM教材「IntroductiontoCollegeLife」

の中で使用されている英文テキストのデータを収集し

た。「FirstListening」は異語数807語，総語数3,699語，

「IntroductiontoCollegeLife」は異語数590語，総語

数2,766語であった。

４．「TOEIC語彙１，２」の選定

前節で収集した言語材料から固有名詞や数字を取り除

き，出現頻度を付してアルファベット順に語彙リストを

作成した。これらの語彙リストでは変化形のgo-goes

-went-gone-goingを原形のgoに集約する見出し語化

処理を行なった。表１，２に示した異語数や総語数は見

出し語の語数である。

4.1 補習用学習語彙「TOEIC語彙１」の選定

「TOEIC語彙１」は本学の学習者のTOEIC推定レベ

ルが250点前後 であることを配慮して，高校教科書

１，２年の語彙の復習が必要な「補習レベル」の学習者

向けの語彙リストとして選定を行なった。前提として，

中学英語教科書語彙を習得していることとした。

表１ TOEICテストデータベース

言 語 材 料 異語数 総語数

第１回TOEIC公開テスト（過去問題１回分） 1,280 6,561

第２回TOEIC公開テスト（過去問題１回分） 1,285 6,614

第３回TOEIC公開テスト（過去問題１回分） 1,302 6,326

TOEIC公式ガイドVol.１（過去問題２回分） 2,377 17,569

TOEIC公式ガイドVol.２（過去問題２回分） 2,412 17,559

TOEICFriends2001年５月（練習問題１回分) 1,258 5,605

TOEICFriends2001年７月（練習問題１回分) 1,214 5,052

TOEICFriends2001年９月（練習問題１回分) 1,090 4,761

TOEICFriends2001年11月（練習問題１回分) 1,238 5,301

TOEICFriends2002年１月（練習問題１回分) 1,239 5,377

合 計 5,108 80,725

27,2212,857合 計

11,3891,859高等学校英語教科書PowwowReading

7,5971,289高等学校英語教科書PowwowⅠ

36,6783,478合 計

14,5922,272高等学校英語教科書UnicornReading

11,5681,765高等学校英語教科書UnicornⅡ

10,5181,543高等学校英語教科書UnicornⅠ

9,4401,124合 計

4,069730中学校英語教科書Horizon３

3,700680中学校英語教科書Horizon２

1,671383中学校英語教科書Horizon１

総語数異語数言 語 材 料

表２ 学校英語教科書

高等学校英語教科書PowwowⅡ 1,335 8,235
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具体的な選定方法を図１に示した。第1段階として，

TOEICテストのデータベース（表１）より作成した異語

数5,108語の「TOEIC語彙元リスト」から，中学校３年

分の英語教科書の本文に出現する語彙を除外した。残っ

た4,254語のうち高校１，２年の教科書「英語Ⅰ，Ⅱ」

で学習される1,070語を「補習語」と定義し，補習語以

外の3,084語を「TOEIC特徴語」として，それぞれを頻

度順にリストした。

第２段階として，学習および指導を容易にするため，

語彙の選定と分類を行なう。学習効率を高めるため，「出

現頻度が高いこと」と「TOEIC頻出トピックに分類され

ること」の両方の基準を満たす語彙を選定した。具体的

には「補習語」の中から両基準を満たす語を優先的に選

択し，TOEIC頻出トピックに合わせて，「TOEIC特徴

語」から両基準を満たす語を補足した。表３に示した「ビ

ジネス」「会議」「マーケティング」等の10項目のトピッ

クに分類される200語を選定して，補習用学習語彙

「TOEIC語彙１」と定義した。分類の際にはコンコーダ

ンサー（用例検索ソフト）を使用し，表１のTOEICテス

トデータベースでの該当語の実際使用の場面と使用され

ている語の意味を検索し，トピックに適切な語かどうか

を確認した。

4.2 初級用学習語彙「TOEIC語彙２」の選定

本研究では，初級学習者向けの2種の選定語彙のうち，

「TOEIC語彙１」を「補習レベル」に設定し，続編の

「TOEIC語彙２」を「初級レベル」という位置づけにし

TOEIC特徴語

（高３レベル以上）

図１ 補習用「TOEIC語彙１」の選定方法

補習語

（高１，高２レベル）

中学学習語彙

TOEIC語彙

元リスト

TOEIC語彙１

200語

（除外）

表３ 補習用「TOEIC語彙１」のトピックと語の例

Unit トピック 語の例

Unit１ ビジネス company,cost,corporation,firm,incorporate

Unit２ 人事(1) employee,department,require,submit,accept

Unit３ 人事(2) service,staff,director,president,representative

Unit４ 会議 meeting,attend,project,indicate,intend

Unit５ マーケティング marketing,estimate,demand,affect,cause

Unit６ オフィス業務 area,form,complete,supply,file

Unit７ マネー check,million,charge,rate,bank

Unit８ 買物 sale,receive,price,purchase,delivery

Unit９ 日常生活 local,apartment,list,appointment,theater

Unit10 交通手段 information,available,seat,passenger,airport

TOEIC語彙２

200語

TOEIC語彙

元リスト

TOEIC語彙１

図２ 初級用「TOEIC語彙２」の選定方法

TOEIC特徴語

（高３レベル以上）

高１，高２学習語彙

中学学習語彙

（除外）

（除外）

（除外）

register,envelope,gas,inspection,downtown日常生活Unit10

due,annual,immediately,current,monthly時間Unit９

order,customer,cancel,refund,merchandise売買Unit８

account,insurance,credit,policy,salaryマネーUnit７

reservation,agency,agent,delay,transit旅行Unit６

conference,request,copy,discuss,proposal会議Unit５

supervisor,security,client,technician,award人事と雇用(2)Unit４

manager,offer,management,executive,personnel人事と雇用(1)Unit３

contract,equipment,provide,location,packageビジネス(2)Unit２

product,safety,quality,commercial,exhibitビジネス(1)Unit１

語の例トピックUnit

表４ 初級用「TOEIC語彙２」のトピックと語の例
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た。初級レベルでは学習者が高校1，2年の英語教科書語

彙をマスターしていることを前提として，図２に示した

方法で選定を行なった。すなわち，「TOEIC語彙元リス

ト」より「TOEIC語彙１」と「高１，高２の教科書語彙」，

そして，「中学校教科書語彙」を除外した。最後に残った

語である「TOEIC特徴語」を頻度順に並べて，頻度の高

い語から，「TOEIC語彙１」と同様の選定方法で新たに

表４に示した10項目のトピックに分類される200語を

選定し，初級用学習語彙「TOEIC語彙２」と定義した。

4.3 用例の選定

実際のコミュニケーションにおいて聞いたり話したり

できるようになるには，単語を単独で覚えるのでなく，

その単語の実際の使用例を意味のかたまりとして覚える

必要がある。また，自然なコミュニケーションのスピー

ドやノイズに対応するためにも，用例の中で学習語彙を

提示して，音変化してくずれた発音全体の音声を学習し

ておかないと応用が効かない。

晴山（1998） が指摘するように，学習語彙の使われ方

を学習するには，「用例」より「例文の方が立派だが息切

れする。」 実際，初級学習者は「単語の数は多くてもよ

いから，用例はできるだけ短くして欲しい」 と要望して

いる。そこで学習者の負担が過大にならないように，用

例の長さを２～５語以内とし，コンコーダンサーで

TOEICテストデータベースでの使用例を参照しながら

各学習語につき２例ずつ用例を作成した。その際，用例

中の単語が目標とする学習語より高いレベルにならない

よう留意した。

本研究で使用したTOEICテストデータベースは約8

万語という小規模なものであったため，参 となる適切

な用例がデータベースに見つからない場合は「英辞郎」

や学習用辞書も参照した。今後はBritishNationalCor-

pus や BankofEnglish 等のコーパスも参照して，

より適切な用例を作成したいと える。

Appendix1に補習用学習語彙「TOEIC語彙１」の200

語とその用例400種，Appendix2に初級用学習語彙

「TOEIC語彙２」の200語とその用例400種を付した。

５．学習効率の推定

補習用学習語彙「TOEIC語彙１」と初級用学習語彙

「TOEIC語彙２」の語彙と用例の学習効率を以下の２

段階の方法で推定した。

１)中学校教科書の学習語彙に習熟した学習者が，

TOEIC第２回公開テスト問題を受験した場合，

「TOEIC語彙１，２」の学習によって，テストの

使用語彙のうち「既知語の占める割合」がどのよ

うに改善されているかをシミュレーションする形

で推定した。また，既知語の割合から「未知語に

遭遇する割合」を計算してその変化を観察した。

２)語彙力以外のトップダウンによる情報処理能力が

英語母語話者のように理想的な状況を仮定した場

合，前述の「既知語の占める割合」の数値から

TOEICテストの正答率を高い精度で推定するこ

とができる 。そこで，公開されているTOEIC第

２回公開テスト問題の換算表を使用してTOEIC

スコアを算定し，「TOEIC語彙１，２」の学習に

よるスコアの向上量を推定した。

さらに，実際のCALL授業では，「TOEIC語彙１，２」

の学習と並行してコミュニケーション能力養成用教材

「FirstListening」と「IntroductiontoCollegeLife」

を使用しているので，これらの教材を通して学習できる

語彙も 慮に入れた場合の学習効率も推定した。

5.1 既知語の割合および未知語に遭遇する割合

学習効率を推定するため，以下５種類の教材を段階的

に使用した場合，TOEIC第２回公開テスト問題（総語数

6,614語）の使用語彙総数のうち何％が既知語（学習済み

の語）となるかを算定した結果を表５に示した。すなわ

ち，１)中学教科書終了時，２)続いて「TOEIC語彙1」

を学習した場合，３)引き続き「TOEIC語彙２」を学習

した場合，４)さらに「FirstListening」（FL）を学習し

た場合，５)さらに「IntroductiontoCollegeLife」（IC）

を学習した場合，既知語が各段階でどのように増加して

いくかを観察した。

表５ 学習語彙の効率の推定結果

中学学習語彙 TOEIC語彙１ TOEIC語彙２ FL IC

リスニング 83.1％ → 88.6％ → 90.6％ → 92.4％ → 93.0％

（未知語） （1/5.9） → （1/8.8） → （1/10.6） → （1/13.2） → （1/14.2）

リーディング 69.7％ → 82.7％ → 87.3％ → 89.5％ → 90.4％

（未知語） （1/3.3） → （1/5.8） → （1/7.9） → （1/9.5） → （1/10.5）

リスニング：TOEIC問題のリスニングセクション

リーディング：TOEIC問題のリーディングセクション

％の値：既知語の占める割合

未知語：何語に１語未知語に遭遇するかの割合

FL：FirstListening； IC：IntroductiontoCollegeLife
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次に，既知語の占める割合の値から「未知語に遭遇す

る割合」を，

「未知語に遭遇する割合＝100/(100－既知語の割合）

の式を利用して求め，上記の５種類の教材の学習によっ

て，未知語に遭遇する割合がどのように向上するかを推

定した結果も表５に示した。TOEICテストでは前半100

問がリスニングセクション，後半100問がリーディング

セクションに分かれている。この「未知語に遭遇する割

合」を算定することによって，たとえば，「中学校の教科

書から学べる語彙（中学学習語彙）はTOEICテストのリ

スニングセクションにおける使用語彙総数の83.1％を

占める」と言った場合，それは実は「5.9語に１語の未知

語に遭遇する割合」を意味しており，リスニングセクショ

ンに使われている英文の内容理解からはほど遠いレベル

であることが具体的に理解しやすくなる。

表５より，未知語の割合から観察すると，「TOEIC語

彙１，２」の２セットの語彙を学習することによって，

TOEIC第２回公開テスト問題のリスニングセクション

において，中学教科書終了時の語彙力では5.9語に１語

未知語に遭遇する割合が10.6語に1語まで改善するこ

とが分かる。リーディングセクションにおいては，中学

教科書終了時の語彙力では3.3語に1語未知語に遭遇す

る割合が「TOEIC語彙１，２」の学習終了後は7.9語に

１語まで改善されうることが明らかになった。

また，実際のCALL授業では，ほぼ全員の学習者が，

１年間のうち前期は「TOEIC語彙1」と「FirstListen-

ing」，後期は「TOEIC語彙２」と「Introduction to

CollegeLife」という組合せで学習を行なう 。そこで，

この２種類のコミュニケーション能力養成用教材の本文

テキストを通して学ぶ語彙の学習効果も 慮に入れた推

定結果も表５に示した。その結果，未知語に遭遇する割

合は，リスニングセクションで14.2語に１語，リーディ

ングセクションでは約10.5語に１語の割合にまで改善

しうることが推定できた。実際の指導においては，これ

らのコミュニケーション能力養成用教材に出現する語彙

の学習効果も重視する必要がありそうである。

語彙研究の分野ではLaufer（1989；1992） によっ

て，既知語の割合が英文の使用語彙総数の「95％」，すな

わち，未知語に遭遇する割合が「20語に１語」に達する

と未知語の意味を推測しながらなんとか英文の内容理解

が可能になることが明らかにされた。現在，この「95％」

という既知語の割合が英文内容理解の閾値であろうとい

う説を支持する研究者の意見が有力なようであ

る 。

従って表５の教材の語彙をすべて習得したとしても，

まだ20語に１語の割合を満たす実用の語彙レベルには

至らないため，さらに次の学年で語彙を増強する必要が

見えてきた。しかし，今回，効率を推定したこれらの１

科目のみの１年分の教材だけでも，着実な学習効率の改

善の可能性が期待できることが確認できた。

5.2 TOEIC換算スコア

次に，表５で観察した語彙力の改善は，具体的に

TOEICスコアでどの程度の向上を意味するのか，さら

にシミュレーションをすすめた。

中條他（2002） では，語彙力以外の言語能力が完璧な

場合，すなわち，「文法の知識や話の前後関係，その場の

状況，常識等から文脈を推定するようなトップダウンの

情報処理技能は高いが，語彙力が1,000，3,000，5,000語

しかない被験者をシミュレーションの形をとって実験的

に作り出し，コミュニケーション能力の測定を行なっ

た。 その結果，トップダウンによる情報処理能力が理想

的な状況では，既知語の割合からTOEICの正答率を高

い精度で推定できることが明らかにされた。本稿ではこ

の研究結果を利用して，既知語の占める割合を「TOEIC

スコア換算表」に照合して，推定したTOEICスコアを表

６に示した。

表６より，トップダウンによる情報処理能力が理想的

な状況では，仮に中学教科書終了時の語彙レベルからス

タートして，「TOEIC語彙１，２」を連続して学習すれ

ば，TOEICスコアで140点の改善の可能性があること

が読み取れる。さらに，授業で併用するコミュニケーショ

ン能力養成教材「FirstListening」と「Introductionto

CollegeLife」の本文テキストの語彙にも習熟すれば，

TOEICスコアでさらに30点の改善の可能性があるこ

とが推定できた 。

FL：FirstListening； IC：IntroductiontoCollegeLife

（＋0）→（＋20）→（＋20）→（＋70）（上昇量）

395→395→375→355→285リーディングスコア

（＋5）→（＋5）→（＋15）→（＋35）（上昇量）

480→475→470→455→420リスニングスコア

ICFLTOEIC語彙２TOEIC語彙１中学学習語彙

表６ TOEICスコアの上昇量の推定

トータルスコア 705 → 810 → 845 → 870 → 875

（上昇量） （＋105） → （＋35） → （＋25） → （＋5）
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６．まとめ

大学の「大衆化」に伴い，年々大学生の学力が低下し

ていることが指摘される 。その一方，TOEICが企業の

採用試験や大学院入試の代替テストに利用される 傾向

が強まるにつれ，企業や学生から「TOEICスコアの改

善」の要望が高まり，大学当局からも「効果の見える教

育」が求められている。しかしながら，書店にはTOEIC

関連の教材はあふれているものの，我々に必要な

TOEIC250点前後の初級学習者向けの教材は皆無であ

る。本研究はこのような状況を背景に，既存の教材では

ほとんどカバーされていない「英語初級者向け」の

TOEIC学習語彙の選定を行なった。

公開されているTOEIC問題と市販のTOEIC練習問

題から作成したTOEICテストデータベースより，補習

用学習語彙「TOEIC語彙１」と初級用学習語彙「TOEIC

語彙２」の各200語と用例各400種を選定した。そして，

選定語彙の効果を測定した結果，「TOEIC語彙１，２」

の学習によって，「理想的な条件下」ではTOEICスコア

で140点の向上が期待できる推定結果を得た。また，併

用するコミュニケーション能力養成教材の使用語彙も指

導することで，さらに高いスコアの上昇を期待できるこ

とも推定結果から確認できた。本研究で選定した学習用

語彙「TOEIC語彙１，２」は中條他（2003） でCD-ROM

教材の中心材料として活用されている。

今後の課題としては，１)TOEICテストデータベー

スを拡大すること，２)試用者の要望を参 にして選定

語彙のトピック別分類を改善すること，３)中級学習者

向けの学習用語彙「TOEIC語彙３」を選定することがあ

げられる。今後，調査をさらに進めて他の研究者や市販

の語彙教材との比較を行なう予定である。将来的には，

本研究で開発した語彙や用例などのリソースを他の研究

者と共有することで，より良い教材を開発していきたい

と える。
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注

注１)平成13年度に千葉大学で開発された「３ラウン

ド・システム」に基づく初級者用CD-ROM教材

「FirstListening」と初中級者用CD-ROM教材

「IntroductiontoCollegeLife」を使用して指導

している。これらのCD-ROM教材は，科学研究費

特定領域研究（A）「英語CALL教材の高度化の研

究」において平成13年度に千葉大学で作成された

ものであり，使用を快諾くださった研究代表者の

文京学院大学教授・竹蓋幸生先生に感謝の意を表

します。３ラウンド・システムの指導法とその教

育効果については下記のホームページに詳述され

ている。http://www.e.chiba-u.ac.jp/ta-

kefuta/tsaca.html

注２)実際には語彙レベルを単純に語数のみでは比較で

きない。厳密に語彙レベルを比較するには，たと

えばBritishNationalCorpusの頻度順語彙リス

トなどを基準尺度として，比較したい複数の語彙

リストの構成語彙をカバーするのに基準尺度の何

千何百語が必要かを算定することが必要である。

注３)使用した機器

① パソコン：NECVT866J/6

NECMateNXMA20C

SONYVAIOPCG-R505R/AK

② スキャナー：EPSON GT-8700

使用したソフトウェア

① テキストデータの取り込み：Win Reader

PRO（OCRソフト）

② 語彙リストの作成：TreeTagger（自動品詞

標識付けプログラム）

③ 語彙リストの作成：MS-Excel

④ 語彙リストの比較：千葉大学助教授・高橋秀

夫氏のプログラムを使用させていただきま

した。この場を借りてお礼申し上げます。

⑤ 文書作成：MS-Word

⑥ 用例の検索：WordSmith

注４)TOEICFriendsClubアドバイザー・千田潤一氏

の講演資料によると高卒平 点は400点である。

講演会：「誰でもできる『効果的』英語基礎トレー

ニング―使える英語習得への第一歩―」2003年１

月12日，明治大学。

注５)実際のCALL授業では４月に行なう事前テスト

の結果に応じて，習熟度レベル別にコミュニケー

ション能力養成用教材を指示する。日本大学生産

工学部の大部分の学生は本文中に記した教材の組

合せで学習しているが，約10％程度の初中級レベ

ルの学習者は，前期「Introduction to College

Life」，後期「CollegeLife」を使用する。

注６)現実にはこのような理想的な状況はありえない。

この推定結果の解釈には，学習者は学んだ単語の

幾分かを忘却するものであること，また，TOEIC

テストの解答には語彙以外に背景的知識や文法的

知識など多様な情報処理能力を駆使することが要

求されることに留意する必要がある。

注７)筆者らは毎年同一のテストを使用して大学1年生

の英語コミュニケーション能力を測定し，年度ご

との比較を行なっている。今後も測定を継続して

学力低下傾向が一時的なものか継続的なものか引

き続き調査したいと える。

(H15.１.10受理)
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Appendix1

単 語

ビジネス＜前半＞

company

cost

corporation

firm

incorporate(INC)

trade

major

development

corporate

profit

ビジネス＜後半＞

labor

expand

manufacturer

regional

finance

protection

environment

law

expansion

protect

人事(1)＜前半＞

employee

department

require

submit

accept

benefit

experience

division

advertisement(ad,ads)

excellent

人事(1)＜後半＞

remain

transfer

recommend

employment

range

detail

candidate

promotion

agreement

degree

人事(2)＜前半＞

service

staff

director

president

representative

operator

clerk

reception

engineer

responsible

会社

コスト

会社

会社

株式会社

貿易

大手の

発展，開発

会社の

利益

telephonecompany電話会社

productioncosts生産コスト

UnitedFoodsCorporationユナイテッドフーズコーポレーション

consultingfirmコンサルティング会社

SamsonIncorporatedサムソン株式会社

freetrade自由貿易

majorcreditcard大手信販会社のカード

economicdevelopment経済発展

corporateinformation会社の情報

companyprofit会社の利益

steelcompany鉄鋼会社

cutcostsコストを切り詰める

tradingcorporation商社

softwarefirmソフト会社

AppleComputer,Inc.アップルコンピュータ㈱

tradebarrier貿易障壁

majorcorporation大企業

staffdevelopment職員研修

corporatelawyer社内弁護士

profitandloss損益

意 味 用 例

従業員

部

必要である

提出する

受け入れる

手当

経験

部門

広告

すばらしい

movingcompanyemployees引越し会社の従業員

theaccountingdepartment会計部

Whatsrequiredforthisposition?この職位に何が必要ですか．

submitareport報告を提出する

acceptanewposition新しい地位を引き受ける

salariesandbenefits給料と福利厚生

workexperienceoverseas海外での勤務経験

internationaldivisionofthecompany会社の国際部門

jobadvertisement求人広告

excellentbasesalary高い基本給

storeemployees店員

thepersonneldepartment人事部

Programmingexperienceisrequired.プログラミング経験が必要です．

submittimesheets勤務表を提出する

acceptanoffer申し出を受け入れる

medicalbenefits医療手当

salesexperience販売経験

researchdivision研究部門

newspaperadvertisement新聞広告

excellentlocationすばらしい立地

労働

拡大する

メーカー

地域の

財務

保護

環境

法律

拡大

守る

laborcosts労務費

Theeconomywasexpanding.経済は拡大していた．

manufacturerofcellularphones携帯電話のメーカー

regionaloffice支社

thefinancedepartment財務部

environmentalprotection環境保護

safefortheenvironment環境に安全な

taxlaw税法

expansionofamotorcompany自動車会社の発展

protecttheenvironment環境を守る

laborconditions労働条件

expandthenumberofbranchoffices支店数を増やす

televisionmanufacturerテレビメーカー

regionalnews地域ニュース

companysfinances会社の財務

consumerprotection消費者保護

damagetotheenvironment環境を損なう

lawfirm法律事務所

expansionofthelibrarysystem図書館システムの拡大

protectworkersagainstinjuries傷害から労働者を守る

維持する，とどまる

転勤する，(電話を)転送する

推薦する

雇用

範囲

詳細，詳しく述べる

候補者

昇進，販売促進

契約

学位

remaincompetitive競争力を維持する

HewastransferredtoBoston.彼はボストンに転勤した．

Irecommendhimhighly.彼を推薦します

employmentagency職業 紹介所

salaryrange給料の範囲

detailsofthepositionその職の詳細

candidateforthepositionその職の候補者

Shegotapromotion.彼女は昇進した．

signanagreement契約にサインする

collegedegree大学の卒業資格

Iwillremainhere.ここにとどまります．

transferacall電話を転送する

recommendtherestaurantそのレストランを勧める

terminationofemployment雇用の終結

agerange年齢の範囲

detailedinstructions詳細な指示

idealcandidate理想の候補者

salespromotion販売促進

businessagreement事業契約

degreeinarchitecturalengineering建築工学の学位

業務

職員

重役

社長

代理人

(電話の)交換手，操作員

店員，事務員

受付，歓迎会

エンジニア

責任ある

customerservice顧客サービス

technicalstaff技術職員

boardofdirectors取締役会

presidentofacompany会社社長

salesrepresentative販売代理人

telephoneoperator電話の交換手

salesclerk店員

receptiondesk受付

automobileengineer自動車エンジニア

responsibleanswer責任ある回答

publicservice公共事業

cleaningstaff清掃職員

directorsoflargecorporations大企業の重役たち

vicepresident副社長

customerservicerepresentative顧客係

machineoperator機械の操作員

frontdeskclerkフロントデスク係

holdareception歓迎会を催す

constructionengineer建設エンジニア

beresponsibleforthedamage損害に対して責任がある
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importantmeeting大事な会議

attendaseminarセミナーに出席する

begintheprojectプロジェクトを開始する

Whatdoesthesignalindicate?その信号は何を示しているか．

theintendedeffectねらった効果

activitychart作業工程図

thefirmsdecision会社の決定事項

committeemember委員会のメンバー

prepareadocument書類を作成する

WhatdoesNicolesuggest?ニコルは何を提案するのか．

meetingroom会議室

attendameeting会議に出る

highwayconstructionproject高速道路建設計画

Pleaseindicatetheaddress.住所を示してください．

Forwhomisthismemointended?このメモは誰に向けたものか．

monthlyactivityreport月間活動報告

makeadecision決心する

executivecommittee実行委員会

prepareforthepresentation発表の準備をする

suggestanewplan新計画を提案する

会議

出席する

プロジェクト

示す

意図する

活動

決心

委員会

準備する

提案する

salesforce営業チーム

operatingcosts営業費用

cityofficial市の職員

auditorsresponsibility会計監査人の責任

thepublicrelationsdepartment広報部

eachindividualofthegroupグループの一人一人

variouspeopleさまざまな人々

editorofWORLDmagazineワールド誌の編集者

manageasalesoffice販売事務所を運営する

Whosthepublisher?出版社はどこですか．

plantworkforceプラントの労働者

chiefoperatingofficer(COO)最高執行責任者，社長

governmentofficial政府職員

positionofresponsibility責任ある地位

businessrelations取引関係

individualsability個人の能力

variouspositionsさまざまな職

journaleditor雑誌編集者

managingdirector常務取締役，社長（英）

newspaperpublisher新聞社

(協同作業をする)隊

経営する

職員

責任

関係

個人

さまざまな

編集者

経営する

出版社

会議＜後半＞

meeting

attend

project

indicate

intend

activity

decision

committee

prepare

suggest

会議＜前半＞

force

operate

official

responsibility

relation

individual

various

editor

manage

publisher

人事(2)＜後半＞

effectofinflationインフレの影響

fieldoffice現場事務所

productionfigures生産高

quarterlysales四半期売上

approximately7francsほぼ７フラン

availabilityinformation在庫情報

factorsdeterminingprices価格決定要因

analysisreport分析レポート

analyzecompetitiveproducts競争相手の製品を分析する

forecastforthestocksgrowth株の成長予測

inflationrateインフレ率

fieldofinternationalbusiness国際ビジネスの分野

figuresforlastyear昨年の数字

quarterlyreport四半期報告書

approximately20yearsほぼ20年間

marketavailability市場の利用可能性

keyfactorsinaccidents事故の重要な要因

financialanalysis財務分析

analyzedataデータを分析する

weatherforecast天気予報

インフレーション

分野，現場

数字，合計数

四半期の

ほぼ

利用可能なこと

要因

分析

分析する

予報，予測

marketingdivisionマーケティング部門

estimateofmovingexpenses引越し費用の見積もり

presentdemand現在の需要

Thedecisionaffectsus.その決定は我々に影響する

causeseriousdamage重大な被害を引き起こす

reviewthebuildingplanその建設計画を再調査する

themostrecentcase最も最近の事例

economyofSingaporeシンガポール経済

preferredcustomerclub優待会員クラブ

predictsalesgrowth売上増加を予想する

marketingstrategyマーケティング戦略

costestimate費用の見積もり

supplyanddemand需要と供給

Amajorstormaffectedbusinesses.大嵐は業績に影響した．

causeandeffect原因と結果

reviewthenewestdata最新のデータをよく調べる

casestudyaboutasteelcompany鉄鋼会社についての事例研究

healthyeconomy健全な経済

Manypeoplepreferlargecars.多くの人は大型車を好む

predictthefuture将来を予言する

マーケティング

見積もり

需要

影響する

原因，引き起こす

よく調べる，再調査する

事例

経済

好む

予言する，予想する

considerhiringmoredoctorsより多くの医師を雇う事を える

appropriatetitle適切なタイトル

encourageaprojectプロジェクトを奨励する

workerscomplaints労働者たちの苦情

biddate入札日

dealwithadifficultproblem難問を処理する

claimform請求用紙

originalcost最初に計画された時の費用

makeanimprovement改善する

organizeaprojectteamプロジェクトチームを組む

consideryourofferあなたの申し出をよく える

appropriateform適切な書式

encourageInternetuseインターネットの使用を奨励する

manycomplaintsたくさんの苦情

bidsforbuildingthebridge橋の建設の入札

specialdeal特別取引

reviewyourclaim請求を再調査する

originalplan原案

discussimprovements改善点を検討する

organizeasalescampaignセールス・キャンペーンを計画する

慮する

適切な

奨励する

苦情

入札

取引，処理する

請求

元々の

改善

計画する，組織する

inflation

field

figure

quarterly

approximately

availability

factor

analysis

analyze

forecast

マーケティング＜後半＞

marketing

estimate

demand

affect

cause

review

case

economy

prefer

predict

マーケティング＜前半＞

consider

appropriate

encourage

complaint

bid

deal

claim

original

improvement

organize
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enclosedcatalog同封のカタログ

forwardthegoods品物を発送する

safetycode安全規則

Whatdaysuitsyoubest?何日が一番都合がよいですか．

updatecomputersystemsコンピュータシステムをアップデイトする

complexplan複雑な計画

maintenancestaff保守職員

emergencylight非常灯

extensionofthedeadline締め切りの延長

heatinginstallation暖房装置の取り付け

encloseapricelist価格表を同封する

forwardalettertoSam手紙をサムに転送する

areacode郵便番号

businesssuitビジネススーツ

updateoldequipment古い機器を最新のものにする

officecomplexオフィスビル

buildingmaintenance建物の管理

emergencyexit非常口

Extensiontwo,two,nineplease.内線229お願いします．

carpetinstallationカーペットの取り付け

同封する

(郵便を)転送する，発送する

記号，規則

スーツ，好都合である

最新化する

(建物の)集合体，複雑な

保守管理

非常時

内線，延長

取り付け

Chicagoareaシカゴ地域

orderform発注書

completeaprocedure手続きを完了する

medicalsupplies医薬品

fileasuit訴訟を起こす

accordingtothechart図によれば

faxnumberファックス番号

announcementoftheresults結果の発表

completeanapplicationform申し込み用紙に記入する

expressdelivery(小口)速達便

downtownareaビジネス街

filloutaform用紙に記入する

completeaform用紙の記入を完了する

officesupplyオフィス用品の備え

filecabinetファイルキャビネット

accordingtothenoticeお知らせによれば

faxmachineファックス

makeanannouncement発表する

emailapplicationEメールによる申し込み

expressmail速達郵便

地域

用紙(書式)

完了する

供給品，備え

ファイル，訴訟を起こす

～によれば

ファックス

発表

申し込み

速達

マネー＜前半＞

enclose

forward

code

suit

update

complex

maintenance

emergency

extension

installation

オフィス業務＜後半＞

area

form

complete

supply

file

according

fax

announcement

application

express

オフィス業務＜前半＞

Heworksinsales.彼は販売部門で働いている

receiveaphonecall電話を受ける

marketprice市場価格

Hepurchasedausedcar.彼は中古車を買った

deliverycharge配達代

handlewithcare注意して扱う

itemnumber商品番号

dateofreceipt受理日

bedroomfurniture寝室用家具

obtainadiscount割引してもらう

departmentstoresaleデパートの特売

receiveadiscount割引を受ける

saleprice特価

makeapurchase購入する

deliveryservice配達サービス

handlingcharge取り扱い手数料

sale-priceditemsセール商品 (特価品)

receiptofanorder受注(注文受領)

officefurnitureオフィス家具

obtainareceipt領収書を得る

セール，販売

受ける

値段

購入

配達

取り扱う

商品

受け取ること

家具

得る

amountenclosed同封金額

cashacheck小切手を現金化する

entrancefee入場料

investmentguidelines投資の指針

payadeposit前金を払う

Theproductisinstock.その製品は入荷しています．

yearlybudget年間予算

earninterest利息を儲ける

outstandingorchestra優れたオーケストラ

securejobwithgoodpay給料の良い安定した職

alargeamountofmoney大金

payincash現金で払う

rentalfeeレンタル料

wiseinvestment賢明な投資

makeadeposit預金する

stockprices株式相場

limitedbudget限られた予算

Heearned80millionyen.彼は８千万円稼いだ．

outstandingloanローン残高

secureinvestment安全な投資

金額

現金，現金化する

料金

投資

預金，前金

株式，入荷

予算

稼ぐ

未払いの，優れた

安全な

travelerscheck旅行者用小切手

$3millionloss３百万ドルの損失

Shewascharged$200.彼女は200ドルを請求された．

interestrate利率

bankcard銀行のキャッシュカード

latepayment支払遅延

Bill,please.勘定をお願いします

financialmagazine金融雑誌

additionalcopy追加のコピー

movingexpenses引越し費用

writeacheck小切手を切る

twentymilliondollars２千万ドル

shippingcharge送料

specialrate特別料金

bankloan銀行ローン

creditcardpaymentクレジットカードによる支払い

creditcardbillクレジットカードの請求書

financialsituation財務状況

additionaltax追加の税金

travelexpenses出張旅費

小切手

百万

料金，請求する

料金，割合

銀行

支払い

請求書

財務の，金融の

追加の

経費

sale

receive

price

purchase

delivery

handle

item

receipt

furniture

obtain

買物＜前半＞

amount

cash

fee

investment

deposit

stock

budget

earn

outstanding

secure

マネー＜後半＞

check

million

charge

rate

bank

payment

bill

financial

additional

expense
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localcall市内電話

rentanapartment部屋を借りる

belistedinthephonebook電話帳に出ている

cancelanappointment予約を取り消す

theaterticket芝居の切符

personalcomputerパソコン

medicaloffice診療所

mealcosts食費

electricalequipment電気設備

freemembership無料会員権

localpaper地元の新聞

findanapartment部屋を捜す

waitinglistキャンセル待ちリスト

doctorsappointment医者の予約

movietheater映画館

personalbelongings私物

medicalservice医療業務

lightmeal軽い食事

electricalappliances電気器具

health-clubmembershipヘルスクラブの会員

地元の

アパート

リスト，名簿に載せる

予約

劇場

個人の

医療の

食事

電気の

会員

lessexpensiverestaurant少し安いレストラン

featurestory特集記事

beguaranteedforoneyear1年間の保証付きです

consumerspreferorganicfood消費者は自然食品（有機食品）を好む

missingshipment行方不明の発送品

regularbusinesshours通常の営業時間

examinemerchandise商品を吟味する

salesfunction販売職 (務)

housebrand自社ブランド

summerclothing夏物衣料

expensivemachine高価な機械

featuresofthecomputerそのコンピュータの特徴

guaranteeonacameraカメラの保証書

consumersaroundtheworld世界の消費者

sendashipment発送する

regularprice定価

examineabook本を吟味する

computerfunctionsコンピュータの機能

brandproductsブランド商品

clothingstore衣料品店

高価な

特徴，特集

保証書，保証する

消費者

発送(品)

通常の

調べる，吟味する

機能，職務

ブランド(の)

衣料

日常生活＜後半＞

local

apartment

list

appointment

theater

personal

medical

meal

electrical

membership

日常生活＜前半＞

expensive

feature

guarantee

consumer

shipment

regular

examine

function

brand

clothing

買物＜後半＞

trafficofficer交通取締り警官

trainfarefromheretoNYここからNYまでの列車料金

Smokingisnotpermitted.禁煙です．

routenumber路線番号

ifanythingshouldoccur万一の場合は

reserveaflight飛行機を予約する

publictransportationsystem公共交通システム

automobileaccident自動車事故

crowdedtrain満員電車

suspendalicense免許停止

policeofficer警官

busfareバス料金

parkingpermit駐車許可証

majorroute幹線道路

Anaccidentoccurred.事故が起きた

Allseatsarereserved.全席指定席です．

transportationtothehotelホテルまでの交通

automobiledriver自動車運転手

Thesubwaywascrowded.地下鉄は混雑していた．

driverslicense運転免許証

警官

料金

許可，許す

ルート

起こる

予約する

交通(手段)

自動車

混雑する

免許

touristinformationcenter観光案内所

Therearenoseatsavailable.空席はありません

exchangeseats席を替わる

airlinepassengers飛行機の客

airportsecurity空港警備

carrepairshop車の修理屋

constructiondelay工事による渋滞

expectdelaysduetoanaccident事故のため遅れが予想される

concernfortheenvironment環境に対する配慮

trafficlight信号

trafficinformation交通情報

thenextavailabletrain次に乗れる列車

Fastenyourseatbelts.シートベルトを締めなさい．

taxipassengersタクシーの乗客

arriveattheairport空港に着く

roadrepairs道路補修

roadconstruction道路工事

ThatsfasterthanIexpected.予想したより早かった．

trafficconcern交通の心配

heavytraffic激しい交通

情報

利用できる

席

乗客

空港

修理

工事

予想する

心配，配慮

交通量，交通の

powersupply電力供給

dailyrate１日の料金

resortproperty別荘用地

removeyourgloves手袋をはずす

firealarm火災報知機

realestateagency不動産業者

containacomputervirusコンピュータ・ウィルスを含んでいる

atyourearliestconvenienceご都合つき次第

householdappliances家庭電化製品

nearbyhospital近くの病院

powerunit電源装置

dailynewspaper日刊新聞

propertyvalue財産価値

removesnow除雪する

alarmclock目覚し時計

realestate不動産

containalotofsugar糖分が多い

conveniencestoreコンビニエンスストア

householdgoods家庭用品

nearbyparkinglot近くの駐車場

電力

一日の

不動産

取り除く

警報

土地

含む

便利

家庭用の

近くの

officer

fare

permit

route

occur

reserve

transportation

automobile

crowd

license

交通手段＜後半＞

information

available

seat

passenger

airport

repair

construction

expect

concern

traffic

交通手段＜前半＞

power

daily

property

remove

alarm

estate

contain

convenience

household

nearby
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Appendix2

easieraccessより簡単なアクセス方法

competitivesalary他に比べて引けを取らない給料

declinethecontract契約を断る

improvetheefficiency効率を上げる

franchiseownersフランチャイズ店のオーナー

professionalorganization専門団体

assemblyplant組み立て工場

returntheinvoice送り状を返送する

distributeaproduct製品を流通させる

directimports直輸入品

accessthestation駅に近づく

competitivemarkets競争の激しい市場

adeclineinspending支出の減少

costefficiencyコスト効率

afranchisefast-foodchainファーストフードのフランチャイズ店

nonprofitorganizations非営利団体

assemblyline組み立ての流れ作業

receiveaninvoice送り状を受け取る

distributeapamphletパンフレットを配布する

importedwine輸入物のワイン

接近する，アクセス

競争の激しい，競争力のある

減少，断る

効率

フランチャイズ(店)

団体

組み立て

送り状(インボイス)

配布する，流通させる

輸入(する)

demonstrationoftheproduct製品の実演説明

ForYourSafety安全のために

thepoorqualityofroomserviceルームサービスの質の悪さ

televisioncommercialテレビコマーシャル

artexhibit美術展示品

regardingyourdecision貴社の決定に関して

closedforinventory在庫調べのため休業

Heremployersponsorsher.会社が彼女のスポンサーです

exportsales輸出販売

strongnegotiationskills強力な交渉手腕

newproduct新製品

safetystandards安全基準

qualitycontrol品質管理

commercialbuildings商業ビル

carexhibit車の展示会

regardingtherepairs修理に関して

storeinventory店の在庫

sponsorawebsiteウェブサイトのスポンサーになる

carexports車の輸出

tradenegotiations貿易交渉

製品

安全

品質，質

商業の，コマーシャル

展示会，展示品

に関して

在庫，在庫調べ

～のスポンサーになる

輸出

交渉

ビジネス(2)＜前半＞

access

competitive

decline

efficiency

franchise

organization

assembly

invoice

distribute

import

ビジネス(1)＜後半＞

product

safety

quality

commercial

exhibit

regarding

inventory

sponsor

export

negotiation

ビジネス(1)＜前半＞

hotelmanagerホテルの支配人

accepttheoffer申し出を受け入れる

undernewmanagement新経営陣のもとで

theexecutivecommittee役員会

thepersonneldepartment人事部

workersstrike労働者のスト

applyformembership入会を申し込む

jobapplicant求職者

startanewcareer新しい職業を始める

technicalmanager技術部長

assistantmanager部長補佐

offerajob仕事を提供する

businessmanagement事業経営

thechiefexecutiveofficer最高経営責任者

personnelmanager人事部長

onstrikeストライキ中で

applyforapositioninaccounting経理のポストを志願する

anapplicantfromaforeigncountry海外からの応募者

careerchoice職業選択

technicalstaff技術スタッフ

部長，支配人

提供する，申し出

経営，経営者

役員，経営幹部

人事部

ストライキ

申し込む

応募者

職業

技術の

economicdata経済のデータ

companyheadquarters本社

employmentopportunities雇用機会

annualaudit年次監査

manufacturedgoods製品

websiteウェブサイト

decreaseworkhours就労時間を減らす

heavymachinery重機

perunit一個につき

salesstrategy販売戦略

TheEconomicTimesエコノミック・タイムズ

moveitsheadquarters本社を移転する

takeanopportunity機会を捕える

performanaudit会計監査を行なう

manufacturingplants製造プラント

newbuildingsite新しい建設場所

adecreaseinsales売上の減少

machinerybreakdowns機械の故障

theunitprice単価

marketingstrategyマーケティング戦略

経済の

本社

機会

会計監査(をする)

製造する，製品

場所，サイト

減少，減らす

機械

一個

戦略

signacontract契約書にサインする

soundequipment音響機器

providethenumber番号を与える

remotelocations離れた場所

newpackaging新しい包装材料

filmindustry映画産業

marketresearch市場調査

sportingfacilities運動施設

aminoroperation軽い手術

thetargetedregion目標とする地域

newcontract新規契約

officeequipment事務機器

providebetterserviceより良いサービスを提供する

plantlocation工場の場所

sendapackage小包を送る

autoindustry自動車産業

researchassistants研究助手

repairfacility修理設備

safeoperation安全な操作

thesouthernregion南部地域

契約

機器

提供する，与える

場所，ロケーション

小包，包装材料

産業

研究，調査

設備，施設

操作，手術

地域

manager

offer

management

executive

personnel

strike

apply

applicant

career

technical

人事と雇用(1)＜前半＞

economic

headquarters

opportunity

audit

manufacture

site

decrease

machinery

unit

strategy

ビジネス(2)＜後半＞

contract

equipment

provide

location

package

industry

research

facility

operation

region
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customerservicesupervisor顧客サービス管理者

securitysystem警備システム

thelawyerandhisclient弁護士と依頼人

trainingprogramsfortechnicians技術者向けの訓練プログラム

presentanaward賞を与える

aqualifiedaccountant有資格の会計士

theassistanttoMr.Fukudaフクダさんの助手

ProfessorBakerベーカー教授

lawyersoffice弁護士事務所

getsecretarialhelp秘書に手伝ってもらう

personnelsupervisor人事管理者

securityguardsガードマン

asktheclientsopinion顧客の意見をきく

computertechnicianコンピュータ技術者

TheBestEmployeeAwardベスト従業員賞

accountantsoffice会計事務所

assistantprofessor助教授

aprofessorofeconomics経済学の教授

corporatelawyer会社の顧問弁護士

secretarialservices秘書サービス

管理者

安全，警備

顧客，依頼人

技術者

賞

会計士

補佐の，助手

教授

弁護士

秘書の

theformervicepresident前副社長，前副大統領

chiefoperatingofficer最高執行責任者

NelsonAssociatesネルソン・アソシエイト社

thebosssdaughter上司の娘

employer-employeerelations労使の関係

meettherequirementsforthepositionそのポストの必要条件を満たす

updateyourresume履歴書を更新する

retirefromhisjob仕事を引退する

myRussiancolleague私のロシア人の同僚

promoteanewproduct新製品を売り込む

thevicepresident副社長，副大統領

chiefexecutiveofficer最高経営責任者

businessassociates共同経営者

Marysbossメアリの上司

employergroups雇用者グループ

arequirementforthejobその仕事の必要条件

sendyourresume履歴書を送る

Shedecidedtoretire彼女は引退することを決めた

mycolleaguesfromChina中国からの同僚

Heisbeingpromoted.彼は昇進した

副～

最高位の

共同経営者

上司

雇用者

必要条件

履歴書

引退する

同僚

昇進する，売り込む

人事と雇用(2)＜後半＞

supervisor

security

client

technician

award

accountant

assistant

professor

lawyer

secretarial

人事と雇用(2)＜前半＞

vice

chief

associate

boss

employer

requirement

resume

retire

colleague

promote

人事と雇用(1)＜後半＞

revisetheplan計画を変更する

environmentalregulations環境に関する規制

postponethefirstpayment１回目の支払いを先送りする

proposebuildinganewairport新空港の建設を提案する

teachersconvention教職員大会

timemanagementworkshop時間管理研究会

measurespeed速度を測る

approvethebudget予算を承認する

confirmyourtravelplans旅程を確認する

demonstratetheuseofamachine機械の使い方を示す

revisedproposal修正案

newregulations新しい規則

postponeameeting会議を延期する

proposeaplan計画を提案する

annualconvention年次大会

aftertheworkshop研究会の後で

newsecuritymeasures新しい警備対策

approveaplan計画を承認する

confirmthetimeofthemeeting会議の時間を確認する

demonstrateanewproduct新製品を実演説明する

修正する，変更する

規則

延期する

提案する

大会

研究会

対策，測る

承認する

確認する

実演する，示す

attendaconference会議に出席する

requestassistance援助を要請する

acopymachineコピー機

discusseveryquestion全部の質問について話し合う

revisetheproposal提案を修正する

regularseminar定期セミナー

trainingsession訓練期間

copyadocument文書をコピーする

explaintheprocedure手順を説明する

arrangeashuttlebusシャトルバスを手配する

conferenceroom会議室

writtenrequest文書による要望

getacopyコピーを受け取る

discussthematterその問題について議論する

discusstheproposal提案について話し合う

thetopicoftheseminarセミナーのテーマ

question-and-answersession質疑応答の時間

accordingtothedocumentその文書によると

revisetheprocedure手続きを変更する

arrangeameeting会議の準備をする

会議

要望，要請する

コピー

議論する

提案

セミナー

～の時間，期間

文書

手順

準備する，手配する

asecretarytothepresident社長秘書

hotelreceptionistホテルのフロント係

architectsoffice設計事務所

theauditorsresponsibility監査人の責任

hireaconsultantコンサルタントを雇う

formerclients以前の客

workfull-time常勤の社員として働く

aspecialovertimeallowance特別時間外手当

skilledatmotivatingemployees社員にやる気を出させることに熟練した

supervisetheresearchdepartment研究部門を監督する

Mr.Murphyssecretaryマーフィー氏の秘書

newreceptionist新しい受付係

thearchitectofthebuildingこのビルの設計技師

bankauditor銀行の会計監査人

taxconsultant顧問税理士

theformerpresident元大統領

full-timeworkers常勤の社員

workovertime残業する

skilledcraftsmen熟練した職人

superviseateamofmechanics整備工チームを監督する

秘書

受付係，フロント係

設計技師

監査人

顧問，コンサルタント

以前の

常勤の

時間外の

熟練した

監督する

revise

regulation

postpone

propose

convention

workshop

measure

approve

confirm

demonstrate

会議＜後半＞

conference

request

copy

discuss

proposal

seminar

session

document

procedure

arrange

会議＜前半＞

secretary

receptionist

architect

auditor

consultant

former

full-time

overtime

skilled

supervise
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validfor72hours72時間有効

extendthetimeofmytrip旅行期間を延長する

aweekbeforearrival到着する一週間前

stayaftercheck-outtimeチェックアウト時間の後も滞在する

packsometoothpaste歯磨きを荷物に入れる

guidedtoursガイド付きツアー

reserveonesingleシングルを一部屋予約する

baggageclaim手荷物受取所

apieceofluggage荷物１個

accommodateguests客を宿泊させる

validpassport有効期間中のパスポート

extendmystayforaweek一週間滞在を延長する

arrivaldate到着日

hotelcheck-outtimeホテルのチェックアウトの時間

packasuitcaseスーツケースに荷物を詰める

tourguideツアーガイド

RoomType:Single部屋のタイプ：シングル

collecthisbaggage彼の手荷物を受け取る

findmyluggage手荷物をみつける

accommodate50people50人を収容する

法的に有効な

延長する

到着

チェックアウト

詰める

ガイド

ホテルなどの一人用の部屋

手荷物

手荷物

収容する，宿泊させる

makeareservation予約する

carrentalagencyレンタカー会社

ticketagentチケット取扱店

trafficdelays交通の遅れ

intransit輸送中に

applyforavisaビザを申請する

thearrangementsforyourstay宿泊の手配

twohoursbeforedeparture出発時刻の２時間前

thisrentalcontractこのレンタル契約

computerterminalコンピュータ端末

dinnerreservationディナーの予約

travelagency旅行代理店

travelagent旅行代理業者

traveldelay旅行の遅延

transitpassengers乗り継ぎの客

transitvisas通過ビザ

makesometravelarrangements旅行の準備をする

departuretime出発時刻

arentalcarレンタカー

newterminal新しいターミナル

予約

代理店

代理業者

遅れ

乗り継ぎ，輸送

ビザ

準備，手配

出発

レンタルの

ターミナル，端末

マネー＜前半＞

valid

extend

arrival

check-out

pack

guide

single

baggage

luggage

accommodate

旅行＜後半＞

reservation

agency

agent

delay

transit

visa

arrangement

departure

rental

terminal

旅行＜前半＞

mailtheorder注文を郵送する

satisfyacustomer顧客を満足させる

cancelanappointment予約を取り消す

Yourmoneywillberefunded.お金は払い戻されます

examinethemerchandise商品を検査する

withinthewarrantyperiod保証期間内

newspapersubscription新聞の予約購読

theoriginalpurchaser元々の購入者

receiveadiscount割引をうける

adepartmentstorechainデパートのチェーン店

placeanorder注文をする

customerservice顧客サービス

canceltheorder注文を取り消す

getafullrefund全額払い戻しを受ける

departmentstoremerchandiseデパートの商品

acopyofthewarranty保証書

subscriptionrates予約購読料

thepurchasersreceipt購入者であることを示すもの

discountstore安売り店

afast-foodchainファーストフードのチェーン化

注文

顧客

取り消す

払い戻し，払い戻す

商品，製品

保証

予約購読

購入者

割引

チェーン方式(の店)

investinacompany会社に投資する

bankloans銀行のローン

asmallamountofcapital小額の資本

TVcoverageテレビ報道

thisyearsearnings今年の所得

fareadjustment料金清算

foreigncurrencies外貨

payrollcosts給与コスト

asavingsof50dollars50ドルの節約

fullreimbursement全額払い戻し

investhismoneyinstocks自分の金を株に投資する

thetotalloanamount借入金総額

foreigncapital外資

insurancecoverage保険の保証額

averageearnings平 所得

makeanadjustment調整する

localcurrency現地通貨

payrollchecks給料支払い小切手

havenosavings貯金がない

travelreimbursement旅費払い戻し

投資する

借入金，ローン

資本

保険の保証額

所得

調整

通貨

給料支払い総額

貯金，節約

払い戻し

savingsaccount普通預金口座

lifeinsurance生命保険

acreditcardクレジットカード

thecompanypolicy会社の方針

anexcellentsalary高給

thefundingfortheprojectその計画への資金調達

youraccountstatement口座明細書

taxforms税務申告用紙

aninvestorsviewpoint投資家の視点

changeyourPIN暗証番号を変える

bankaccount銀行口座

carinsurance車の保険

losecredit信用を失う

insurancepolicy保険証券

salarycuts給料の引き下げ

raisefunds資金を集める

thefinancialstatements財務諸表

salestax消費税

foreigninvestors海外の投資家

yourPINnumberあなたの暗証番号

口座

保険

信用，信用取引(クレジット)

保険証券，方針

給料

資金，資金を調達する

決算報告書

税金

投資家

暗証番号

order

customer

cancel

refund

merchandise

warranty

subscription

purchaser

discount

chain

売買＜前半＞

invest

loan

capital

coverage

earnings

adjustment

currency

payroll

savings

reimbursement

マネー＜後半＞

account

insurance

credit

policy

salary

fund

statement

tax

investor

PIN(personalidentificationnumber)
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duetotimedifferences時差のために

annualincome年収

immediatelyafterthetestテストのすぐ後に

currenttechnology現在の科学技術

amonthlymagazine月刊誌

becamevegetariansrecently最近菜食主義者になった

advancepayment前払い

yourpresentaddressあなたの現住所

priortojoiningourfirmわが社に入る前に

previoussalesexperience以前のセールスの経験

DueDate:April5期日４月５日

theannualreport年度報告書

Finishitimmediately直ちに終わらせなさい

currentevents最新の出来事

monthlyactivityreport月間活動報告書

recentlyhiredstaff最近雇われたスタッフ

inadvance事前に

Mr.Suzukispresentposition鈴木氏の現在の地位

priortoyourdeparture出発の前に

thepreviousyear前年

期日の，～のために

年１度の

直ちに，直接に

最新の，現在の

一か月間の，月一回の

最近

事前に

現在の

～より前に

以前の

assureyouofmysupport支援を約束する

newbrochure新しいパンフレット

displaycases陳列ケース

minimumstay2nights宿泊は２泊から

replacementpart交換部品

medicalsuppliers医療品製造業者

interestabuyer買い手の関心を引く

defectiveproduct欠陥商品

localretailer地元の小売業者

amail-ordercatalog通販カタログ

assureaMondaydelivery月曜の配達を保証する

freebrochure無料のパンフレット

putupadisplay陳列する

minimumorder$10注文は$10から

chooseareplacement取り替え品を選ぶ

customersandsuppliers顧客と供給者

findabuyer買い手をみつける

defectiveparts欠陥部品

foodretailer食料小売業者

themail-orderform通販申し込み用紙

保証する

パンフレット

陳列

最低限の

交換

供給者，製造業者

買い手

欠陥がある

小売業者

通販

時間＜後半＞

due

annual

immediately

current

monthly

recently

advance

present

prior

previous

時間＜前半＞

assure

brochure

display

minimum

replacement

supplier

buyer

defective

retailer

mail-order

売買＜後半＞

replacethecomputerコンピュータを交換する

DepartmentofMotorVehicles運転免許センター

installatrafficsignal信号を取り付ける

laundrydetergents洗濯洗剤

alocalnewsstand地元の新聞雑誌売店

suspendadriverslicense免許停止処分にする

nobeverages飲み物持込禁止

thepriceofelectricity電気代

acateringcompany仕出屋

furnishedorunfurnished家具付きか家具なしか

replacedefectivematerials欠陥部品を交換する

astolenvehicle盗難車

installawashingmachine洗濯機を設置する

aliquiddetergent液体洗剤

atanewsstand街頭の新聞雑誌売店で

suspenddelivery配達を一時ストップさせる

foodandbeverageservice飲み物と食事のサービス

electricitysupply電力供給

acateringservice仕出しサービス

furnishedapartments家具付きアパート

交換する

車

(装置などを)取り付ける

洗剤

(街頭の)新聞(雑誌)の売店

一時的に中止する

飲み物

電気

仕出しをする

(家具を)備え付ける

registermycar車を登録する

areturnenvelope返信用封筒

electricandgasservice電気･ガスサービス

asecurityalarminspection防犯ベルの点検

thedowntownarea繁華街

rentacar車を借りる

registrationfee登録料

cityresidents市民

cookingappliances調理器具

identificationnumberID番号

registeredmail書留郵便

aself-addressedenvelope返信用封筒

gasstationガソリンスタンド

afireinspection防火設備の点検

Imgoingdowntown.街に行くんだ

Therentistoohigh.家賃が高すぎる

registrationnumber登録番号

residentsofAlaskaアラスカ州の住民

electricalappliances家電製品

identificationbadges身元証明のバッヂ

書留にする，登録する

封筒

ガソリン，ガス

点検

繁華街へ，商業地区

家賃，賃借りする

登録

居住者

器具

身元証明

aheadoftime前もって

upcomingconference近く予定されている会議

goswimmingfrequentlyよく泳ぎに行く

thelastquarter第４四半期に

askquestionsrapidly矢継ぎ早に質問をする

temporarypositions一時的なポジション

urgenttelephonecall緊急電話

usetheparkinglotlately最近駐車場を使っている

submitreportsweekly毎週レポートを提出する

replypromptly即答する

goaheadwithaplan計画を進める

theupcomingholiday次の休日

FAQ:frequentlyaskedquestionsよく出る質問

inthesecondquarter第２四半期に

growrapidly急速に成長する

temporaryworkers臨時雇いの社員

urgentmeeting緊急会議

busywithworklately最近仕事が忙しい

onaweeklybasis一週間単位で

decidepromptly即決する

先に，前もって

近く予定されている

しばしば

(１年の)四半期

急速に

臨時の，一時的な

緊急の

最近

週一回の

即座に

replace

vehicle

install

detergent

newsstand

suspend

beverage

electricity

cater

furnish

日常生活＜後半＞

register

envelope

gas

inspection

downtown

rent

registration

resident

appliance

identification

日常生活＜前半＞

ahead

upcoming

frequently

quarter

rapidly

temporary

urgent

lately

weekly

promptly
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