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エッセンス イングリッシュ スクール  講 師  相澤 俊幸

TOEIC / WORD USAGE

suit, fit, match って どう違うの？
　全て衣類に対して使うことができますが、以下のような違いがあります。

● suit：衣類や色が「～に似合う」という意味で使われる
● fit：衣類の「サイズが～に合う」という意味で使われる
● match：ネクタイとシャツなど、「ある部分とある部分が合う、調和す
る」という意味で使われる

◆Look. That coat really suits Layla.（見て。あのコート、レイラにすごく似
合っているね）

◆ I don’ t think pink would suit me.（ピンクは私には似合わないと思う）
◆These shoes � t me perfectly.（この靴は私にぴったりだ）
◆ “These pants don’t fit me anymore.” “Lose some weight instead of 

buying new ones!”（「このズボン、もうサイズが合わないな」「新しいのを買う
より、やせないさいよ！」）
◆“Do you think this blue tie matches my green shirt?” “Are you crazy? 

You would look like some sort of a maniac.”（「この青いネクタイは、僕の緑
のシャツに合うと思う？」「正気なの？　変人みたいになるわよ」）
　「～に似合う」という場合、look good on ～を使うこともできます。
◆ I think the sunglasses look good on you.（そのサングラスは君に似合っ
ていると思うよ）

1. What is the basic charge for sending a delivery to Jaceford? 

(A) $90

(B) $150

(C) $180

(D) $220

2. When would an item purchased in the evening be delivered to Collings 

Ridge?

(A) The day of purchase

(B) The day after purchase

(C) Two to three days after purchase

(D) Within one week of purchase

3. What is indicated about Arko Furniture?

(A) It has several branches nationwide.

(B) It offers free shipping for certain orders.

(C) It closes early on some days.

(D) It sells furniture that requires assembly.

４月は職業柄、新入生や新入社員の方と接する機会が多く、こちらまでフレッシュな気持ち
になります。春休み中に行った近所の家具店もそんな人たちで大にぎわいでした。今週の問
題も家具店のprice schedule（価格表）です。Part 7 では引っ越しや入社など、春らしいト
ピックが頻出します。ただし、出題されるのはこの時期に限らないので復習を忘れずに！

1. 正解 (C)
 設問 「ジェースフォードに商品を配達する場合の基本料金はいくらですか？」

(C) 180ドル

 解説  タイトルのDelivery Rates for Purchases from Arko Furniture（アルコ家具店で
のお買い上げ商品の配送料）を読んでから、料金表の太字の部分へ進むと、設問のbasic 

charge（基本料金）は表のBase rateの言い換えだと分かります。表から、Jacefordへの
Base rateは$180です。

2. 正解 (B)
 設問 「夕方に購入された商品はいつコリングズ・リッジに配達されますか？」

(B) 購入日の翌日

 解説  前問同様に表を読み取り、Collings Ridge向けDelivery date（配送日）はSame 

day（同日）。だから(A)が正解と考えてしまいがちですが、「*」印を見過ごしてはいけませ
ん。表の下にある「*」の補足説明によれば、同日配送はonly available on purchases 

made before 2:00 p.m.（午後２時より前の購入のみ）で、それ以降は翌日の配送とあるの
で、(B)が正解です。なお、Part 7 でアスタリスク（*）を見掛けたらチェックを忘れずに！　ほ
ぼ確実に、正解の決め手となる情報がそこに隠されていますよ。

3. 正解 (D)
 設問 「アルコ家具店に関して何が述べられていますか？」

(D) 組み立てが必要な家具を販売している。

 解説  各選択肢を本文に照らして検証するタイプの問題です。動詞 indicateは「暗に、そ
れとなく」述べるという意味なので、本文にある正解の根拠を探すのに苦労するかもしれま
せん。時間が許せば、本文のまだ読んでいない箇所を先に読んでしまうことをお勧めします。
最終文Upon delivery, our expert teams will put together any item of furniture free 

of charge.（配達時に、熟練した担当チームが必要に応じて家具を無料で組み立てます）か
ら、組み立てが必要な家具を販売していると判断できるので(D)が正解です。

Part 7 では、同じ英語力でも最後の詰めで差がつきます。「根拠を見つけた」、「正解が
分かった」と思ってからの検証が大切なのです。答え合わせをして解説を読んだら、最後に
本文から正解の根拠となる部分（１ヵ所とは限りません）を実際に指で押さえながら、選択肢
が正解である理由、そして残り３つの選択肢が誤りである理由を、ぜひ再確認してください。

【Part 7】Questions1-3 refer to the following price schedule.

Delivery Rates for Purchases from Arko Furniture

Destination Base rate Delivery date Maximum items**

Markston $90 Same day* 10

Helward Cove $130 Same day* 10

Collings Ridge $150 Same day* 10

Jaceford $180 Following day 10

Bently and Chelmers $220 Within 2 to 3 days 5

Sedgwick Island $255 Within 1 week 5

Notes: 

* Same-day delivery is only available on purchases made before 2:00 p.m. 
Otherwise, delivery will be made the following day.

** An additional charge of $2 will be added to the base rate for each item 
which exceeds the limit.

Upon delivery, our expert teams will put together any item of furniture free of 
charge.

解答時間  ３分

TOEIC 単語帳
■ purchase （名） 購入、購入品

■ same-day （形） 同日の

■ put together ～を組み立てる（=assemble, set up）

協力：エッセンス イングリッシュ スクール

イラスト ： 未希




