
 

 

今日のひとくち英会話（2013.10.23) 

 

□ ２０１３年大学入試センター試験の問題  第４問 B 

 

第４問 次の問いに答えよ。(配点:前回の第４問Ａと合わせて 33) 

 

Ｂ 次のページの写真スタジオの広告を読み、次の問い(問１～３)の（３８）、（３９）、（４０） 

  に入れるのに最も適当なものを、それぞれ下の①～④のうちから一つずつ選べ 

 

 問１ Which is true about the studio's services? （３８） 

   ① Customers must arrive an hour before the session. 

   ② Frames come in three different colors. 

   ③  Photographs will be delivered within three business days. 

   ④ Someone on the staff can help customers look great. 

 

 問２ How much can non-club members save when they use the Fantastic 

    Package Plan instead of buying the same products individually? （３９） 

   ① $20. 

   ②  $30. 

   ③ $40. 

   ④ $50. 

 

 問３ Which of the following statements is true? （４０） 

   ① As many as five pictures can be included in a Multi-image sheet. 

   ② Club members need to pay a $40 membership fee every year. 

   ③ Customers can receive a 20th anniversary discount until December 31. 

   ④ You must have a Fantastic Club membership to receive a free gift. 

 

 



 

 

～解説と回答～ 

 

□ 単語 

  Session     開催期間、会期、学期、活動期間 

    deliver     配達する 

    fantastic    すばらしい 

    individually  個々に、 

    statement    記述 



    anniversary   記念日、記念祭 

    traditional   伝統的な 

    contemporary  現代の 

    sepia           セピア色 

 

 

□訳 

問１．（３８） 

［スタジオのサービスについて正しいのはどれか］ 

① 客は撮影１時間前に来館しなければならない。 

②フレームは３種類の色がある。 

③写真は３営業目以内に配達される。 

④スタッフの人間が客をすてきに見えるように手伝うこともある。 

 

問 2（３９）  

 「クラブ会員でない者が、同じ写真を別々に買うのではなく、すばらしいパッケージプランを利用するといくら 

  節約出来るか？」 

  ①２０ドル 

  ②３０ドル。 

  ➂４０ドル 

  ④５０ドル 

 

問 3（４０） 正解 ① 

  「次の記述のうち、正しいものはどれか」 

① 複数画像版には、５枚もの写真を含めることができる。 

② クラブ会員は毎年 40ドルの会費を支払う必要がある。 

③ 客は 12月 31目まで 20周年記念割引を受けることができる。 

④ 無料ギフトをもらうには、すばらしいパッケージプランの会員にならなければならない。 

 

 

 

すばらしい写真スタジオ 

家族写真専門 

私たちの洗練された伝統的な写真は、さらに現代的なその様式と同じように満足していただけるでしょう。（図面省略） 

当スタジオのサービス 

● 当社スタイリストが髪とお化粧をお手伝いします。すてきに写ります！ 

● 写真様式は、フルカラー、白黒、セピア色の中からお選びできます。 

● 撮影に必要な時間は、ほんの１時間です。 

● お写真は、３営業日以内にお持ち帰りのご用意が必ずできます。 

             ご予約のお電話は本日，555-456-0721まで。 

 

標準写真タイプ（フレーム：各 20ドル） 



特典単一画像版 複数画像版 

40ドル 20ドル ５ドル 50ドル 

大 中 

 

財布サイズ 

 

２枚から５枚の画像の組み合わせ 

 

画像省略 

 

画省略 

  

 

 

200ドルですばらしいパッケージプランには以下のものが含まれます。 

●  大１枚、中２枚、複数サイズ８枚の単一画像版 

●  お好みの複数画像版２枚 

●  大型単一画像版用フレーム１個 

すばらしいクラブ会員 

ほんの 40ドルでクラブに入会されると、夢のパッケージプランを含む当社の製品とサービスがすべて２年間 

20％割引となります。 

記念日スペシャル 

夢の写真スタジオの 20周年記念のお祝いをお手伝い下さい！ 12月 31目までに私たちと一緒に写真撮影して 

いただければ、無料ギフトを贈呈致します。 

 

 

□ 改めて、問１について見てみましょう。 

問１ Which is true about the studio's services? （３８） 

②  Customers must arrive an hour before the session. 

③  Frames come in three different colors. 

③  Photographs will be delivered within three business days. 

④  Someone on the staff can help customers look great. 

 

[訳]  

 ［スタジオのサービスについて正しいのはどれか］ 

①客は撮影１時間前に来館しなければならない。 

② フレームは３種類の色がある。 

③ 写真は３営業目以内に配達される。 

④ スタッフの人間が客をすてきに見えるように手伝うこともある。 

[解説] 

  「当スタジオのサービス（Our Services）］の最初の項目に、当社のスタイリストが髪とお化粧をお手伝いし、 

すてきに写ります」とある。したがって、④が正解となる。 

［１時間］というのは写良撮影にかかる時間なので、①は不適。 

「３種類の色がある」のは、フレームではなく、写真でるから、不適。 

また写真は「配達される」のではなく、持ち帰るので、③も不可となる。 

 

 

 

 



 

□ 改めて、問２について見てみましょう。 

 

  問２ How much can non-club members save when they use the Fantastic 

     Package Plan instead of buying the same products individually? （３９） 

① $20. 

② $30. 

③ $40. 

④ $50. 

 

 

[訳]「クラブ会員でない者が、同じ写真を別々に買うのではなく、すばらしいパッケージプランを利用するといくら 

  節約出来るか？」 

  ①２０ドル 

  ②３０ドル。 

  ➂４０ドル 

④５０ドル 

 

[解説] 

  「すばらしいパッケージプラン」の内容は、「特典（Special Offers）］の項目に 

200ドルの料金で、次の内容を含んでいると記されています。 

・大版１枚、中版２枚、財布サイズ８枚の単一画像版 

・好みの複数画像版２枚 

・大型単一画像用紙用のフレーム１個。 

 

これらを会員でない客が別々に買うと、広告の中ほどにある「標準写真クイプ（Basic Portrait Types）］の料金表 

 から計算して、40十(20×2)十(5×8)十(50×2)十（フレーム代）20＝240ドルとなる。 

「すばらしいパッケージプラン」は 200ドルだから、240－200＝40ドルの節約になる。よって、 

 正解 ③ 

 

□ 改めて問３について見てみましょう。 

 問３ Which of the following statements is true? （４０） 

① As many as five pictures can be included in a Multi-image sheet. 

② Club members need to pay a $40 membership fee every year. 

③ Customers can receive a 20th anniversary discount until December 31. 

④  You must have a Fantastic Club membership to receive a free gift. 

 

[訳] 

問 3（４０）「次の記述のうち、正しいものはどれか」 

① 複数画像版には、５枚もの写真を含めることができる。 

② クラブ会員は毎年 40ドルの会費を支払う必要がある。 

③ 客は 12月 31目まで 20周年記念割引を受けることができる。 

④  無料ギフトをもらうには、すばらしいパッケージプランの会員にならなければならない。 

 

 



 

 

[解説] 

  料金表中の複数画像版に関する説明に「２枚から５枚の写真の自由な組み合わせ」とあるから、 

① が正解。 

  なお、②は「毎年」、③は「割引を受ける」、④は「クラブ会員にならなければならない」の部分が誤りとなる。 

  

正解 

問１．（３８） ④ 

問２．（３９） ③ 

問３．（４０） ① 

 

 

前のページへ  http://www.fureai.or.jp/~arima/english-conversation-262.2013test-15.html 

 

ホームに戻る  http://www.fureai.or.jp/~arima/ 
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