第1回

Step 1

☆Part 1
☆No. 1
★Do you want an orange?
スクリプト 「オレンジを食べる？」
選択肢 1．木の上で。2．公園の中で。3．いいえ、結構です。4．私のよ。
解答・解説 正解は 3。オレンジをすすめられたので、それに対してふさわしい応答を選ぶ。1 と 2 は「場所」を答えているので、
関係ない。4 は「誰のもの」かを答えているので適切な返事ではない。3 は何かをすすめられた時に「断る」表現。No だけでは失礼
になるので、すすめてくれた相手の気持ちに対して「感謝」を表す thank you をつけるのがよい。
重要表現 on ...：…の上に mine：私のもの
☆No. 2
★Where are you going, Betty?
スクリプト 「どこへ行くの、ベティー？」
選択肢 1．彼のよ。2．公園へ。3．好きよ。4．午後に。
解答・解説 正解は 2。Where は「どこに、どこへ」という「場所」を尋ねる表現。どこへ行くのかを尋ねられたので、それに対し
てふさわしい応答を選ぶ。選択肢の中で、「場所」を答えているのは 2 なので、これが正解となる。
重要表現 his：彼のもの（his には「彼の」という意味もあるので注意。〔例〕his book：彼の本）
☆No. 3
★What time do you get up on school days?
☆I get up at 6 o’clock.
★What time do you get up on Sundays?
スクリプト 「学校がある日は何時に起きているの？」「6 時に起きるわ。」「日曜日は何時に起きている？」
選択肢 1．学校へ行くのよ。2．9 時頃よ。3．寝ていないわよ。4．とても遅いわね。
解答・解説 正解は 2。What time ...? は「時刻」を尋ねる表現。日曜日に起きる時刻を尋ねられたので、それに対してふさわしい応
答を選ぶ。1、3、4 は時刻を答えていない。質問に対応しているのは 2 で、これが正解となる。
重要表現 get up：起きる on school days：学校がある日 on Sundays：Sunday に s がついているのは「いつも日曜日には」という
意味になる I’m：I am が短くなった形 around ...：…ごろ（＝about） late：遅い
☆No. 4
★Do you know Lisa’s telephone number?
☆No, I don’t. Sorry.
★How can I find it?
スクリプト 「リサの電話番号知ってる？」「いいえ、知らないわ、ごめんね。」「どうすれば番号が分かるかな？」
選択肢 1．リサに電話して。2．休んで。3．ジェフに聞いて。4．では、また後でね。
解答・解説 正解は 3。How ...? は「どのように」という方法を尋ねる表現。どのようにすればリサの電話番号がわかるかを尋ねら
れたので、それに対してふさわしい応答を選ぶ。よって 3 が正解となる。
重要表現 telephone：電話 number：番号 How can ...?：どのようにしたら…できるの？ take a rest：休憩する、休む See you
later.：また後で（別れるときに言う表現）
☆Part 2
☆No. 5
☆George, does your sister live in Boston?
★No, she lives in New York.
☆Question：Where does George’s sister live?
スクリプト 「ジョージ、お姉さん（妹さん）はボストンに住んでいるの？」「いや、ニューヨークに住んでいるよ。」
質問：ジョージの姉（妹）はどこに住んでいるのでしょうか？
選択肢 1．東京に。2．ニューヨークに。3．ロンドンに。4．ボストンに。
解答・解説 正解は 2。質問文はお姉（妹）さんがどこに住んでいるのかを尋ねている。会話の中で「お姉（妹）さんはボストンに
住んでいるの？」と尋ねられて、ジョージは「いや、ニューヨークに住んでいるよ。」と答えているので、2 が正解となる。1、3 は
2 人の話の中には出てきていない。
重要表現 Boston：ボストン（アメリカの都市名） New York：ニューヨーク（アメリカの都市名）
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☆No. 6
☆Mark, how do you get to school?
★I take the train.
☆Question：How does Mark get to school?
スクリプト 「マーク、どうやって学校に通っているの？」「電車でだよ。」
質問：マークはどうやって通学しているのでしょうか？
選択肢 1．自転車で。2．電車で。3．学校へ。4．バスで。
解答・解説 正解は 2。How ...? は「どのようにして」という「方法」を尋ねる表現。質問文はマークがどうやって通学しているか
を尋ねている。会話の中でマークは「電車でだよ。」と答えているので、2 が正解となる。選択肢の中にある by〈乗り物〉という表
現は「〈乗り物〉で」という「手段」を表す表現。
重要表現 get to ...：…に行く、…に着く take〈乗り物〉：〈乗り物〉に乗る by〈乗り物〉：〈乗り物〉で
☆No. 7
★You’re making a lot of cookies, Susan.
☆Yes. I have 50 cookies here, Willy.
☆Question：How many cookies is Susan making?
スクリプト 「たくさんクッキーを作っているんだね、スーザン。」「そうよ。ここに 50 枚あるわよ、ウィリー。」
質問：スーザンはクッキーを何枚作っていますか？
選択肢 1．5 枚。2．50 枚。3．それはおいしい。4．台所で。
解答・解説 正解は 2。質問文はスーザンがクッキーを何枚作っているかを尋ねている。How many ...? は「いくつの…？」という数
を尋ねる表現。会話の中でスーザンが I have 50 cookies here と言っているので、2 が正解となる。
重要表現 make ...：…を作る a lot of ...：たくさんの…
☆Part 3
☆No. 8
★Masako likes watching TV very much. She watches it for three and a half hours after dinner each day.
☆Question：How long does Masako watch TV after dinner?
スクリプト マサコはテレビを見るのがとても好きだ。彼女は毎日夕食の後に 3 時間半テレビを見る。
質問：マサコは夕食後にテレビをどのくらい見るのでしょうか？
選択肢 1．2 時間半。2．2 時間。3．3 時間半。4．3 時間。
解答・解説 正解は 3。How long ...? は「どのくらい長く…」という「長さ」を尋ねる表現。質問文はマサコが夕食後にどれくらい
の時間テレビを見るのかを尋ねている。問題文に She watches it for three and a half hours（彼女は 3 時間半テレビを見る）とあるので、
3 が正解となる。
重要表現 watch TV：テレビを見る for ...：…の間 a half：半分 three and a half hours：3 時間半 dinner：夕食 each day：毎日
☆No. 9
☆Ben went to the bookstore to buy a map this morning. There were a lot of people there. He didn’t buy anything because it was too crowded.
☆Question：What did Ben buy?
スクリプト ベンは今朝地図を買うため本屋へ行った。本屋には人がたくさんいた。あまりにも混んでいたため、彼は何も買わな
かった。
質問：ベンは何を買ったのでしょうか？
選択肢 1．本屋で。2．大勢の人。3．何も買わなかった。4．地図。
解答・解説 正解は 3。質問文はベンが何を買ったかを尋ねている。ベンは地図を買おうと本屋に行ったが、問題文に He didn’t buy
anything because it was too crowded.（あまりにも混んでいたので、彼は何も買わなかった。）とあるので、3 が正解となる。
重要表現 bookstore：本屋 map：地図 there are ...：…がある a lot of ...：たくさんの… because ...：なぜなら…、…なので
too：あまりにも、ひどく crowded：混雑して
☆No. 10
★Martin had a bicycle accident last weekend, and broke his leg. He is in the hospital now.
☆Question：Where is Martin now?
スクリプト マーチンは先週末に自転車事故に遭い、足を折った。現在、彼は入院している。
質問：マーチンは今どこにいるのでしょうか？
選択肢 1．自転車の事故。2．ホテルに。3．病院に。4．家に。
解答・解説 正解は 3。Where ...? は「場所」を尋ねる表現。質問文はマーチンがどこにいるのかを尋ねている。問題文で He is in the
hospital now.（現在、彼は入院している）とあるので、3 が正解となる。
重要表現 bicycle： 自 転 車 accident： 事 故 weekend： 週 末 broke ...： … を 折 っ た、 … を 壊 し た（break の 過 去 形 ） leg： 足
hospital：病院
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