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Step　2
第 1 回

☆Part 1
☆No. 1
☆May I help you?
★Yes, do you have any white T-shirts?
☆How about these?
スクリプト　「いらっしゃいませ。」「白い T シャツはありますか？」「こちらはいかがですか？」 
選択肢　1．いいですね。1 枚ください。2．何もいりません。3．行きたいです。4．どういたしまして。
解答・解説　正解は 1。 How about these? に対する応答として 1 がふさわしい。2 はTシャツを買いに来ている状況で「何もいらない」
というのは不自然な応答。
重要表現　May I help you?：いらっしゃいませ。（店員の決まり文句）　How about ...?：…はいかがですか？　I’ll take one.：1 枚くだ
さい。（この場合の one は「1 枚の T シャツ」をさしている）

☆No. 2
★What time is it?
☆It’s seven o’clock. 
★We have to get home by eight. 
スクリプト　「今何時？」「7 時よ。」「8 時までに帰らないと。」 
選択肢　1．私もそう思わないわ。2．あなたはよく分からないのね。3．いいわ。これは私のよ。4．それじゃ、行きましょう。
解答・解説　正解は 4。「8 時までに帰らなければならない。」という時間の話題に対する応答としてふさわしいのは 4。
重要表現　What time is it?：今何時ですか？（時刻を尋ねる表現）　by ...：…までに

☆No. 3
☆Hey!  Guess what? 
★What?
☆I passed my driver’s test this morning. 
スクリプト　「ねえ、何だと思う？」「何？」「今朝運転免許の試験に受かったのよ。」
選択肢　1．おはよう。2．その通り。3．おめでとう。4．元気だね。
解答・解説　正解は 3。試験に受かったと聞いて、それに対するふさわしい応答は「おめでとう。」となる。 
重要表現　guess ...：…を推測する　Guess what?：何だと思う？  当ててみて。（何かいいことがあったときにすぐに言わずに少しも
ったいぶって言う表現）　pass ...：…に合格する　Congratulations.：おめでとう。（この意味では常に s がつくことに注意）

☆No. 4
☆I’m going to the supermarket.  Is there anything you want?
★Yes.  Will you get some milk?
☆Sure.  Anything else?
スクリプト　「スーパーに行くけど。何か欲しいものがある？」「うん。牛乳買ってきてくれる？」「分かったわ。他には？」 
選択肢　1．スーパーがあるよ。2．いいや、それだけだよ。3．そう、それは僕のだ。4．今行くよ。
解答・解説　正解は 2。他に欲しいものがあるかどうかと尋ねられたので、Yes か No をはっきりとさせる。Yes であれば具体的な品
物を言うことになるが、ここでは No となっているので that’s all. と続いている。
重要表現　Is there anything you want?：Is there anything that you want? の that が省略されている。　Will you ...?：…してくれませんか？   
else：他に　That’s all.：それですべて。

☆Part 2
☆No. 5
☆Why don’t we play tennis tomorrow, Jim?
★I’m afraid I can’t play tomorrow, Susie. 
☆What’s wrong?  I thought you enjoyed playing tennis. 
★I do, Susie, but my parents are going out tomorrow and I have to look after my sister. 
☆Question：Why can’t Jim play tennis tomorrow?
スクリプト　「明日テニスしない、ジム？」「残念だけど、明日はできないよ、スージー。」「どうして？テニスが好きだと思ってい
たけど。」「そうだよ、スージー、でも明日は両親が出かけるから妹の世話をしなきゃいけないんだ。」
質問：ジムは明日どうしてテニスができないのでしょうか？
選択肢　1．テニスをするのを楽しめないから。2．テニスをするのが怖いから。3．両親がテニスをしたいから。4．妹の世話をしな
ければならないから。
解答・解説　正解は 4。ジムが ... my parents are going out tomorrow and I have to look after my sister. と言っているところがポイント。 
重要表現　Why don’t we ...?：…しませんか？（誘うときの表現）　I’m afraid ...：残念ながら…（ここでは「怖い」という意味ではなく、
何か良くない情報を伝えるときに I think の代わりによく用いられる）　look after ...：…の世話をする
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☆No. 6
★How many countries did you visit last year, Sandy?
☆Three.  I went to Canada in the spring, and then Australia and New Zealand in the summer. 
★Where would you like to go next?
☆I’d love to go somewhere in Asia. 
☆Question：Where did Sandy go last spring?
スクリプト　「去年は何カ国旅行した、サンディー？」「3 カ国。春にカナダ、夏にオーストラリアとニュージーランドに行った
よ。」「次はどこへ行きたい？」「アジアのどこかに行きたいわ。」 
質問：昨年の春にサンディーはどこへ行ったのでしょうか？
選択肢　1．カナダ。2．オーストラリア。3．ニュージーランド。4．アジア。
解答・解説　正解は 1。サンディーが I went to Canada in the spring ... と言っているところがポイント。 
重要表現　How many ...?：いくつの…？　somewhere：どこか 

☆No. 7
★Would you like to have dinner together tonight, Cathy?
☆That sounds great, but I have to work until seven. 
★That’s all right.  Let’s meet at about seven thirty on the first floor. 
☆OK.  See you then, Mark. 
☆Question：What are Cathy and Mark planning to do this evening?
スクリプト　「今夜一緒に食事しない、キャシー？」「いいわね、でも 7 時まで仕事なの。」「分かった。1 階で 7 時半頃に会おう。」

「いいわ。それじゃ、その時に、マーク。」 
質問：キャシーとマークは今夜何をする予定でしょうか？
選択肢　1．一緒に夕食を食べる。2．家に帰る。3．遅くまで仕事をする。4．7 階で会う。
解答・解説　正解は 1。マークの誘いにキャシーは That sounds great ... と答え、See you then ... と言っていることから一緒に食事をす
ることが分かる。 
重要表現　That sounds great.：それはいい。（相手の提案や誘いに同意する表現）　until ...：…までずっと

☆Part 3
☆No. 8
★Tomoko has four friends in the U.S. but they all live in different cities.  Sue lives in Boston, Mary is in Chicago, Cathy is from San Francisco, 
and Kelly comes from Atlanta.  
☆Question：Which one of Tomoko’s friends is from Chicago?
スクリプト　トモコはアメリカに 4 人の友達がいるが、みんな違う町に住んでいる。スーはボストン、メアリーはシカゴ、キャシー
はサンフランシスコ、そしてケリーはアトランタの出身だ。
質問：トモコの友人でシカゴの出身は誰でしょうか？
選択肢　1．メアリー。2．スー。3．キャシー。4．ケリー。
解答・解説　正解は 1。問題文で Mary is in Chicago ... と述べられているので 1 が正解。
重要表現　different：異なる　come from ...：…の出身である

☆No. 9
☆Takeo didn’t have enough money to buy a CD last week.  But yesterday his grandmother gave him 500 yen and he also got 1,000 yen from his 
mother this morning, so he is going to buy one this afternoon. 
☆Question：When did Takeo get some money from his mother?
スクリプト　タケオは先週 CD を買うお金がなかった。しかし昨日祖母から 500 円、今朝母から 1,000 円もらったので、今日の午後
CD を買うつもりだ。
質問：タケオが母からお金をもらったのはいつでしょうか？ 
選択肢　1．先週。2．昨日。3．今朝。4．今日の午後。
解答・解説　正解は 3。問題文で ... he also got 1,000 yen from his mother this morning ... と述べられているので 3 が正解。
重要表現　enough：十分な　grandmother：祖母　one：1 つ（ここでは文脈から CD のことをさす）

☆No. 10
★Joe and his father went fishing on a large boat with many other people. Joe caught a lot of fish, but then it became very windy. So the boat had to 
go back early.
☆Question：Why did the boat go back early?
スクリプト　ジョーと彼の父親は他の大勢の人々と一緒に大きな船で釣りに行った。ジョーはたくさん魚を釣ったが、その後風が
とても強くなった。だから船は早めに戻らなければならなかった。
質問：どうして船は早く戻ったのでしょうか？
選択肢　1．風が強くなったから。2．ジョーがたくさん魚を釣ったから。3．船に人が乗りすぎていたから。4．船の大きさが十分で
なかったから。
解答・解説　正解は 1。問題文の ... it became very windy. がポイント。
重要表現　go fishing：釣りに行く　boat：（小型の）船　catch fish：魚を釣る


