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下記の英語の意味を（ ）の中に書きなさい。その後CD
を聴き、発音の練習をしましょう。

（ 灯　　台　）lighthouse （ ）light house （ ）briefcase

（短い訴訟事件）brief case （ 金　　魚　）goldfish （ ）gold fish

（ 暗　　室　）darkroom （ ）dark room （ けちん坊　）cheapskate

（ ）cheap skate（ ）White House（ ）white house

CDを聴き、（ ）に適語を入れなさい。その後、発音の練
習をしましょう。

（1）My father spends a lot of time in the（ ）at his photo shop.

（2）Peter grows vegetables in his（ ）.
（3）Joe is such a（ ）that he never pays his share of the bill at restaurants.

（4）My aunt has a big collection of ornamental（ ）.
（5）The（ ）on that island has always been a tourist attraction.

次のMini TOEICリスニング問題を解いてみましょう。

Part 1 : Pictures
1. 2.

（A） （B） （C） （D） （A） （B） （C） （D）

1

greenhouse「温室」のように２つの語（green＋house）が結合している語

を複合名詞といいます。発音のポイントは前半のgreen部分を強く読み、houseを弱めに読み

ます。一方、green house「緑色の家」のように形容詞+名詞から成る名詞句は、両方に強勢

を置きます。置き方を間違えると、意味が大きく変わる可能性があります。
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Part 2 : Question-Response
3.  Mark your answer on your answer sheet. （A） （B） （C）
4.  Mark your answer on your answer sheet. （A） （B） （C）
5.  Mark your answer on your answer sheet. （A） （B） （C）
6.  Mark your answer on your answer sheet. （A） （B） （C）

Part 3 : Short Conversation
7.  Why did Jim phone Marcy?

（A）He forgot about his brief case.

（B）He forgot to meet her at the White House.

（C）He left a document at the White House.

（D）He left a document in his briefcase.

8.  What will Marcy do for Jim?

（A）Send his briefcase to the White House

（B）Fax the document to the White House

（C）Mail him a picture of a white house

（D）Write him a document summarizing the brief case

Part 4 : Short Talk
9.  Where did the woman stay with her family every summer?

（A）On the beach

（B）In a greenhouse

（C）In a green house

（D）In a hole

10. Where did the woman and her sister play games?

（A）In the sand

（B）In a light house

（C）In a lighthouse

（D）In the ocean
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One more step
このユニットで習った音声パターンの他の例を辞書などで調べ、発音練習しましょう。
（ ）黒板 ⇔（ ）黒い板
（ ）金庫 ⇔（ ）丈夫な箱
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