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Part 6 長文穴埋め問題 
 

  このパートは長文読解と空所補充の混合のパートになります。 
文章全体の文脈も追いながら、適切な表現になるように文章を選択します。 
文法の部分について言えば文脈はあまり関係ないので形式的に解答するようにし
ます。また、即答出来るくらいの理解度をもとに、淡々とこなしていく勇気が必要に
なります。 
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131-134.  
Questions 131-134 refer to the following email. 
------------------------------------------------------------------ 
Dear Mr. Brown, 
 
Thank you very much for asking questions about our brand new audio player. This 
MOP34 is hands-free   131.  ears free wearable device. Every part of this 
speaker is meticulously engineered for better sound and we obtained a new 
patent for this technology. 
In addition,  132.  . If you don’t like the color, you can customize the color on 
our website. It takes 3 weeks to deliver the customized item but it is free, so you 
don’t have to pay extra money for customization. 
Regarding the gift wrapping, we have a free gift wrapping. You can select either 
blue or pink for the gift box. This is a very popular service so please feel free to 
select it.  133.  . We believe this addition would give our customers more 
selection for gift wrapping. 
 
If you have additional questions, we are happy to answer.  134.  . 
 
Best regards, 
Bob 
Customer Service Team 
Dylan Audio Inc. 
--------------------------------------------------------------------------- 
131. (A) and 

(B) but 
(C) so 
(D) nonetheless 

132. (A) we have a strength regarding the free service as well. 
(B) we haven’t heard anything from our boss. 
(C) the signed contract will be sent to you soon. 
(D) the city officer will design the architecture. 

133. (A) Although you are busy, we encourage you to come to the party. 
(B) We know it is a tough decision, but we are very supportive to you. 
(C) Since there are some inquiries about the color selection, we are now adding 

new colors next year. 
(D) Even though you want to pay money for it, we cannot accept it. 

134. (A) We are looking forward to your order. 
(B) We are very sorry for the system error. 
(C) We hope you will come visit to see her. 
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(D) We hope you will find a new housing soon. 
 
  

訳 ブラウン様 
 
新しいオーディオプレーヤーについて質問していただき、ありがとうございま
す。この MOP34 は、ハンズフリーで耳にもあてないウェアラブルデバイスで
す。このスピーカーのすべての部分はより良い音のために細心の注意を払って設
計されており、この技術で新しい特許を取得しました。 
さらに、無料サービスに関しても強みがあります。色が気に入らない場合は、
ウェブサイトで色をカスタマイズできます。カスタマイズされたアイテムの配送
には3週間かかりますが、無料なので、カスタマイズのために余分なお金を払う
必要はありません。 
ギフト包装については、無料のギフト包装があります。ギフトボックスには青
またはピンクを選択できます。これは非常に人気のあるサービスですので、お気
軽に選択してください。色の選択についてはいくつかの問い合わせがあるため、
来年は新しい色を追加する予定です。この追加により、お客様のギフト包装の選
択肢が増えると考えています。 
 
さらに質問がある場合は、お気軽にお答えします。ご注文をお待ちしております。 
 
宜しくお願いします。 
ボブ 
カスタマーサービスチーム 
Dylan Audio Inc. 

 
 

選
択
肢
訳 

131. (A) そして 
(B) しかし 
(C) そのため 
(D) それでも 

 
 

132. (A) 無料サービスに関しても強みがあります。 
(B) 上司から何も聞いていません。 
(C) 署名された契約書はすぐに送信されます。 
(D) 市役所が建築を設計します。 

 
 

133. (A) 忙しいですが、パーティーに来てください。 
(B) それは難しい決定であると知っていますが、あなたを非常に支持してい
ます。 

(C) 色の選択についていくつかの問い合わせがあるため、来年は新しい色を
追加しています。 

(D) お金を払いたいのに、受け入れられない。 
 


