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図表問題と意図問題
Part 3 には，発言内容と図表を関連させて解く問題（3問程度）と，発言の意図を理解す
る問題（2問程度）があります。図表問題も意図問題も，それぞれ，これまで学習した聞き
取りにプラスαの理解が求められるため，しっかりと練習しておきましょう。

Part 3 Conversations　「会話問題」

図表問題と意図問題の解き方を確認しようBrush up

▶図表問題
表を見ると，「時間」と「金額」が書かれた表です。

TIME PRICE
Up to 3 hours $150 per hour
All Morning (8:00 A.M. to 12:00 noon) $380
All Afternoon(1:00 P.M. to 5:00 P.M.) $420
All Day(8:00 A.M. to 5:00 P.M.) $720

Look at the graphic. How much will the man probably pay?
(A) $150
(B) $380 
(C) $420
(D) $720
 音声で流れる会話

W:  Well, we will only use the room for three hours, but we may need more time, so how 
about renting the space for the whole afternoon.

M:  Sounds good. I’ll make a reservation right away.
会話ではどの部屋にするとは明言されないため，会話からは「利用時間」に関する内容を聞き取り，金額
と関連させます。
「午後すべて」を希望しているため，All Afternoonが該当します。この項目にある金額は420ドルであるため，
正解は (C) です。このように、図表問題は、会話の内容と図表の内容を関連させなければ解けないという
特徴があります。

日本語訳▶図表を見てください。男性はおそらくいくら支払いますか。
   W: ええと，３時間しか部屋を使わないけど，もっと時間が必要かもしれないので，午後すべてスペースを借りるの

はどうですか。／M: いいですね。すぐに予約します。

▶意図問題
What does the man mean when he says, “No, I’m fine”?  
(A) He has recovered from his illness.　　
(B) He does not want to drink any more.
 音声で流れる会話

W：Would you like some more water?
M：No, I’m fine.  
「もっと水をいかがですか」に対して，No, I’m fi ne. と応答しています。この場合の I’m fi ne. は「いりませ
ん」という意味のため，正解は (B) です。このように，意図問題は，該当する表現の聞き取りだけではなく，
それが意図する内容まで深く理解することが求められるため，難易度が高くなります。

日本語訳▶男性が ”No, I’m fi ne” という際，何を意味していますか。
  (A) 彼は病気から回復した。／ (B) 彼はこれ以上飲みたくない。
  W: もっと水をいかがですか。／M: いいえ，結構です。

“No, I’m fi ne”の意図を推測するには，
発言の前後を聞き取る必要があります。

選択肢には金額が並んでいます。
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Exercise 1 図表問題を練習してみよう

2 つの会話を聞いて，それぞれ２つの質問に答えてください。

❶ 表の中の空欄を埋めてください。

❷  Look at the graphic. What time does the man’s train probably leave?

 (A) 2:07 P.M.
 (B) 2:17 P.M.
 (C) 2:32 P.M.

 (D) 2:43 P.M.
  Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

❸ クーポン内の空欄を埋めてください。

❹  Look at the graphic. Why is the woman unable to use the coupon?

 (A) She came to a wrong store.
 (B) She does not have the required amount.
 (C) The item is not available for discounts.

 (D) The expiration date has passed.
 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

Time Train Destination
2:07 P.M. ________ Brighton
2:17 P.M. Express Grand Port
2:32 P.M. Local Grand Port
2:43 P.M. Express New Barton

Coupon
30% off  for the listed items below 

Circle your purchase item
Electronic devices / Cooking utensils / Toys
*applicable to purchases over $100
Valid until March ________
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