
朝活TOEIC講座
- PART 3 会話問題編 -



★今日のポイント

「オフィスでの会話」あるあるを理解しよう！



★今日のポイント

「オフィスでの会話」あるある

▶話し手は同僚が多い

▶会話の冒頭から話題を特定 → 話の展開を追いやすくなる

▶頻出話題

1. 機器（コピー機・PC等）の故障

2. 会議の内容

▶3人の会話も出話



Brush Up  重要語句をチェックしよう

1. replace a battery

2. malfunction

3. repair a machine

4. solution

5. run out of ～

6. Something is wrong with ～

7. attend a meeting

1. バッテーリーを交換する

2. 故障・故障している

3. 機会を修理する

4. 解決（法・策）

5. ～がなくなる

6. ～の何かがおかしい

7. 会議に出席する



Brush Up  重要語句をチェックしよう

8. What do you think of / about ～?

9. upcoming event

10. promotional campaign

11. detail(s)

12. actually 

13. suggestion

14. until 1:00 P.M.

8. ～についてどう思いますか

9. 今度のイベント

10. 販売促進キャンペーン

11. 詳細

12. 実は

13. 提案

14. 午後1時までずっと



Exercise 1

● オフィスの会話でよく話題に上がる内容4つ



Exercise 1 語句を聞き取ろう

英文を聞き取り、空欄に書き入れましょう。

▶ 問題（problem）

Something is wrong with this computer.
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▶ 問題（problem）

Something is wrong with this computer.



Exercise 1 語句を聞き取ろう

英文を聞き取り、空欄に書き入れましょう。

▶ 解決策（solution）

We will replace the old computer with a new         one.



Exercise 1 語句を聞き取ろう

英文を聞き取り、空欄に書き入れましょう。

▶ 解決策（solution）

We will replace the old computer with a new one.



Exercise 1 語句を聞き取ろう

英文を聞き取り、空欄に書き入れましょう。

▶ 感想（feedback）

What do you think              about the content?
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Exercise 1 語句を聞き取ろう

英文を聞き取り、空欄に書き入れましょう。

▶ 会議（meeting）

Please explain the details of the change.



Exercise 1 語句を聞き取ろう

英文を聞き取り、空欄に書き入れましょう。

▶ 会議（meeting）

Please explain the details of the change.



Exercise 2 聞いて答えよう

オフィスでの会話を聞いて、それぞれの質問に答えましょう。

まず設問文を先に読み、設問タイプに〇をつけましょう。

⓵ What is the problem? 【問題点 / 機械の特徴】

⓶ What does Paul suggest the woman do? 【提案 / 依頼】
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オフィスでの会話を聞いて、それぞれの質問に答えましょう。

⓵ What is the problem?【問題点】

(A) A machine is malfunctioning.

(B) An order has not arrived.

⓶ What does Paul suggest the woman do? 【提案】

(A) Call a repairperson

(B) Use another machine



Exercise 2 聞いて答えよう

オフィスでの会話を聞いて、それぞれの質問に

答えましょう。

⓵ What is the problem?【問題点】

(A) A machine is malfunctioning.

(B) An order has not arrived.

⓶ What does Paul suggest the woman do?

(A) Call a repairperson 【提案】

(B) Use another machine

Something’s wrong with the photocopier. It 
doesn’t seem to working properly.

コピー機が何かおかしい。きちんと動いていないようだけど。

Again? It’s getting old, and we probably need to 
replace it with a new one.

また？ふるくなってきているからおそらく新しいコピー機と
取り替える必要があるね。

We have to make a lot of copies for tomorrow’s 
meeting. Paul, any ideas?

明日の会議のために大量のコピーをしなくてはならないのよ。
ポール、何かアイデアある？

Well, why don’t you use one of the photocopiers 
downstairs?

そうだね。下の階のコピー機の1つを利用してみたら？

Yeah, that’s probably the only solution for now.

そうね。今のところ、たぶんそれが唯一の解決策だわ。

●スクリプト

W：

M1：

W：

M2：

W：



Exercise 2 聞いて答えよう

⓵ What is the problem?【問題点】

(A) A machine is malfunctioning.

(B) An order has not arrived.

正解：(A)

解説：女性が「コピー機が何かおかしい」と会話を

はじめ、「ちゃんと動かない」と問題を述べている。

よって、malfunctioning「故障している」という

(A)が正解。

Something’s wrong with the photocopier. It 
doesn’t seem to working properly.

コピー機が何かおかしい。きちんと動いていないようだけど。

Again? It’s getting old, and we probably need to 
replace it with a new one.

また？ふるくなってきているからおそらく新しいコピー機と
取り替える必要があるね。

We have to make a lot of copies for tomorrow’s 
meeting. Paul, any ideas?

明日の会議のために大量のコピーをしなくてはならないのよ。
ポール、何かアイデアある？

Well, why don’t you use one of the photocopiers 
downstairs?

そうだね。下の階のコピー機の1つを利用してみたら？

Yeah, that’s probably the only solution for now.

そうね。今のところ、たぶんそれが唯一の解決策だわ。

●スクリプト

W：

M1：

W：

M2：

W：



Exercise 2 聞いて答えよう

⓶ What does Paul suggest the

woman do?【提案】

(A) Call a repairperson

(B) Use another machine

正解：(B)

解説：女性が「ポール、何かアイデア

ある？」と聞いたのに対して、Why don’t you…?

という提案の表現と共に、「下の階のコピー機を使う」

と提案している。これを言い換えている(B)が正解。

Something’s wrong with the photocopier. It 
doesn’t seem to working properly.

コピー機が何かおかしい。きちんと動いていないようだけど。

Again? It’s getting old, and we probably need to 
replace it with a new one.

また？ふるくなってきているからおそらく新しいコピー機と
取り替える必要があるね。

We have to make a lot of copies for tomorrow’s 
meeting. Paul, any ideas?

明日の会議のために大量のコピーをしなくてはならないのよ。
ポール、何かアイデアある？

Well, why don’t you use one of the photocopiers 
downstairs?

そうだね。下の階のコピー機の1つを利用してみたら？

Yeah, that’s probably the only solution for now.

そうね。今のところ、たぶんそれが唯一の解決策だわ。

●スクリプト

W：

M1：

W：

M2：

W：



Let’s try! テスト形式に慣れよう

実際のPart3に出題される形式で練習しましょう。1つの会話を聞き、3つの設問の答えとして

最も適切なものを選んでください。

⓵ What are the speakers discussing?

(A) A meeting

(B) A new client

(C) An upcoming trip

(D) A computer model

⓶ What does the man offer to do?

(A) Reschedule a meeting

(B) Revise the report

(C) Share information

(D) Contact some clients

⓷ When will the speakers meet?

(A) At 3:00 P.M.

(B) At 3:30 P.M.

(C) At 4:00 P.M.

(D) At 4:30 P.M.



Let’s try! 

⓵ What are the speakers discussing?

(A) A meeting

(B) A new client

(C) An upcoming trip

(D) A computer model

⓶ What does the man offer to do?

(A) Reschedule a meeting

(B) Revise the report

(C) Share information

(D) Contact some clients

⓷ When will the speakers meet?

(A) At 3:00 P.M.

(B) At 3:30 P.M.

(C) At 4:00 P.M.

(D) At 4:30 P.M.

●スクリプト

Questions 1 through 3 refer to the following conversations with 
three speakers.

問題1-3は次の3人の話し手による会話に関するものです。

Luis, did you attend the meeting this morning? Laura and I 
weren’t able to join it because we had to visit our client.

ルイス、今朝の会議に出席した？ローラと私はクライアントを訪問す
る必要があったので出席できなかったの。

Yes, there are some important changes to the upcoming 
campaign.

はい、今後の販売促進キャンペーンに重要な変更が何点かあったよ。

I hope to get the minutes from the meeting soon.

会議の議事録をすぐに手に入れたいわ。

If you have time, I’ll explain it  to you later.

時間があるなら、あとで僕が説明するよ。

Oh, thank you! What time are both of you available?

ありがとう！2人とも何時なら可能？

Actually, I have a meeting until 3:30. How about 4:00?

実は3時30分まで会議が入っているの。4時ではどう？

That’ll be perfect. それなら完璧だよ。

W1：

W2：

M：

M：

W1：

W2：

M：



Let’s try! 

⓵ What are the speakers 
discussing?
(A) A meeting
(B) A new client
(C) An upcoming trip
(D) A computer model

正解：(A)

解説：話題ついては冒頭をしっかりと聞き

取る。女性が「会議に出席しましたか」と

質問ているため、会議に関する話が展開する

ことが分かる。

●スクリプト

Questions 1 through 3 refer to the following conversations with 
three speakers.

問題1-3は次の3人の話し手による会話に関するものです。

Luis, did you attend the meeting this morning? Laura and I 
weren’t able to join it because we had to visit our client.

ルイス、今朝の会議に出席した？ローラと私はクライアントを訪問す
る必要があったので出席できなかったの。

Yes, there are some important changes to the upcoming 
campaign.

はい、今後の販売促進キャンペーンに重要な変更が何点かあったよ。

I hope to get the minutes from the meeting soon.

会議の議事録をすぐに手に入れたいわ。

If you have time, I’ll explain it  to you later.

時間があるなら、あとで僕が説明するよ。
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ありがとう！2人とも何時なら可能？

Actually, I have a meeting until 3:30. How about 4:00?

実は3時30分まで会議が入っているの。4時ではどう？

That’ll be perfect. それなら完璧だよ。
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Let’s try! 

⓶ What does the man offer to 
do?

(A) Reschedule a meeting
(B) Revise the report
(C) Share information
(D) Contact some clients

正解：(C)

解説：男性の発言を聞き取る。女性2の

「議事録が早くて気入るといいけど」

と言う発言を受けて、男性は「時間があれば

説明します」と答えている。これを「情報を

共有する」と言い換えている(C)が正解。

●スクリプト

Questions 1 through 3 refer to the following conversations with 
three speakers.

問題1-3は次の3人の話し手による会話に関するものです。

Luis, did you attend the meeting this morning? Laura and I 
weren’t able to join it because we had to visit our client.

ルイス、今朝の会議に出席した？ローラと私はクライアントを訪問す
る必要があったので出席できなかったの。

Yes, there are some important changes to the upcoming 
campaign.

はい、今後の販売促進キャンペーンに重要な変更が何点かあったよ。

I hope to get the minutes from the meeting soon.

会議の議事録をすぐに手に入れたいわ。

If you have time, I’ll explain it  to you later.

時間があるなら、あとで僕が説明するよ。

Oh, thank you! What time are both of you available?

ありがとう！2人とも何時なら可能？

Actually, I have a meeting until 3:30. How about 4:00?

実は3時30分まで会議が入っているの。4時ではどう？

That’ll be perfect. それなら完璧だよ。

W1：
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M：

W1：

W2：

M：



Let’s try! 

⓷ When will the speakers 
meet?

(A) At 3:00 P.M.
(B) At 3:30 P.M.
(C) At 4:00 P.M.
(D) At 4:30 P.M.

正解：(C)

解説：会う時間をピンポイントで聞き取る。

後半で女性1が「2人とも何時なら可能？」と

尋ねたのに対して、女性2が「4時でどうです

か？」と提案している。男性も「それなら完

璧」と受け入れているため正解は(C)。

3時30分は女性2の会議が終わる時間。

●スクリプト

Questions 1 through 3 refer to the following conversations with 
three speakers.

問題1-3は次の3人の話し手による会話に関するものです。

Luis, did you attend the meeting this morning? Laura and I 
weren’t able to join it because we had to visit our client.

ルイス、今朝の会議に出席した？ローラと私はクライアントを訪問す
る必要があったので出席できなかったの。

Yes, there are some important changes to the upcoming 
campaign.

はい、今後の販売促進キャンペーンに重要な変更が何点かあったよ。

I hope to get the minutes from the meeting soon.

会議の議事録をすぐに手に入れたいわ。

If you have time, I’ll explain it  to you later.

時間があるなら、あとで僕が説明するよ。

Oh, thank you! What time are both of you available?

ありがとう！2人とも何時なら可能？

Actually, I have a meeting until 3:30. How about 4:00?

実は3時30分まで会議が入っているの。4時ではどう？

That’ll be perfect. それなら完璧だよ。
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★今日のポイント
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▶話し手は同僚が多い

▶会話の冒頭から話題を特定 → 話の展開を追いやすくなる

▶頻出話題

1. 機器（コピー機・PC等）の故障

2. 会議の内容

▶3人の会話も出話


