第1回

Step 3

☆Part 1
☆No. 1
★Excuse me, is this seat taken?
☆No. Just let me move my bag.
★Thank you.
スクリプト 「すみません、この席は空いていますか？」「ええ。私のかばんを今どけます。」「どうも。」
選択肢 1．私の席です。2．どういたしまして。3．その通りです。4．あなたの席はここです。
解答・解説 正解は 2。お礼に対する応答表現としてふさわしい応答を選ぶ。
重要表現 Excuse me.：すみません。（話しかける時の表現。I’m sorry. は同じ「すみません。」でも「謝罪」なので、正しく使い分け
ること） let me ...：（私に）…させてください、…しましょう
☆No. 2
☆Where should we meet?
★How about in front of the theater?
☆Fine. I’ll see you at 5:30.
スクリプト 「どこで会いましょうか？」「劇場の前はどう？」「いいわ。5 時半に会いましょう。」
選択肢 1．分かった。じゃあ、その時に。2．そちらも。3．きみも？ 4．いや、劇場で。
解答・解説 正解は 1。会う場所が決まった後で、時間を決めているという流れで 1 が正解となる。
重要表現 How about ...?：…はどう？（提案するときの表現） in front of ...：…の正面で same to you：そちらも（言われたことと
同じことを相手にも伝えるときの表現。例：“Merry Christmas!” “Same to you.”「メリークリスマス」「そちらも（メリークリスマス）」
☆No. 3
★Cindy, I got an F on my test.
☆Bad luck. I did OK.
★What did you get?
スクリプト 「シンディ、試験で F（不合格点）取っちゃったよ。」
「ついていないわね。私は大丈夫だったわ。」
「成績はどうだった？」
選択肢 1．分からないわ。2．試験を受けなかったわ。3．B だったわ。4．私も F だったわ。
解答・解説 正解は 3。シンディは I did OK. と言っているので選択肢 1、2、4 は矛盾する。日本では試験の成績というと点数をイメ
ージするが、欧米では「A、B、C、D、E、F」というような段階で表されることが多い。
重要表現 F：不合格点（failure「失敗」の頭文字） bad luck：ついていない
☆No. 4
☆What’s wrong?
★I have a pain in my ear.
☆Have you seen a doctor about it?
スクリプト 「どうしたの？」「耳が痛いんだ。」「お医者さんに診てもらった？」
選択肢 1．その時じゃないよ。2．まだだよ。3．二度はないよ。4．前じゃないよ。
解答・解説 正解は 2。Have you ...?（…したの？）という質問に対して、「いや、まだだよ。」というときには Not yet. という応答と
なる。ここでは I haven’t seen a doctor yet. が省略されて Not yet. となっている。
重要表現 What’s wrong?：（具合が悪そうな人に対して）どうしたの？ have a pain：痛みがある see a doctor：医者に診てもらう
（「医者に会う」ということから「診察してもらう」という意味になる）
☆Part 2
☆No. 5
☆Mike, breakfast is ready!
★OK, I’ll be down in a minute.
☆Hurry up, or you’ll be late for school!
★I’m coming!
☆Question：When are they talking?
スクリプト 「マイク、朝ごはんができたわよ。」「うん、すぐ行くよ。」「急ぎなさい、学校に遅れるわよ。」「今行くよ。」 質問：彼
らはいつ話しているのでしょうか？
選択肢 1．朝。2．昼。3．午後。4．夕方。
解答・解説 正解は 1。breakfast、be late for school という表現から「朝」であることが分かる。
重要表現 be ready：準備ができる in a minute：すぐに be late for ...：…に遅れる I’m coming.：今行くよ。
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☆No. 6
★What time is our flight?
☆At 7:30 in the morning.
★That’s really early. I hope I can get up in time.
☆We better set the alarm.
☆Question：What will happen at 7:30?
スクリプト 「私たちの飛行機は何時？」
「朝の 7 時半よ。」
「早いな。ちゃんと起きられるといいけどね。」
「目覚ましをセットしたほ
うがいいわね。」 質問：7 時半にどんなことが起きるのでしょうか？
選択肢 1．タクシーが来る。2．目覚ましが鳴る。3．飛行機が到着する。4．飛行機が出発する。
解答・解説 正解は 4。7 時半は飛行機の出発時間。目覚ましはそれ以前でなければ間に合わない。
重要表現 flight：（飛行機の）便、フライト in time：間に合って set the alarm：目覚ましをセットする
☆No. 7
☆Hey, Bob. I didn’t see you at school last Friday.
★Well, I didn’t feel well, so I stayed home in bed.
☆What was the problem?
★I had a bad cough and a fever.
☆Question：Why was Bob absent from school on Friday?
スクリプト 「ボブ、先週の金曜日学校に来なかったのね。」「うん、調子が悪くて家で寝ていたんだ。」「どうしたの？」「せきがひ
どくて熱があったんだ。」 質問：なぜボブは金曜日に学校を休んだのでしょうか？
選択肢 1．宿題をしていなかった。2．気分が悪かった。3．家ですることがたくさんあった。4．起きられなかった。
解答・解説 正解は 2。ボブは I didn’t feel well と言っているので正解は 2 となる。
重要表現 feel well：気分がいい problem：問題 cough：せき fever：熱 be absent from ...：…を欠席する
☆Part 3
☆No. 8
☆Toshio and three of his friends have decided to go on a trip before they graduate from college in Kyoto. Toshio wants to go to either Okinawa or
Thailand, but his friends say they want to visit Hawaii. Toshio will probably agree with his friends.
☆Question：Where are Toshio and his friends most likely to visit?
スクリプト トシオと 3 人の友人は京都の大学を卒業する前に旅行に行くことにした。トシオは沖縄かタイに行きたいのだが、友人
たちはハワイに行きたいと言っている。たぶんトシオは友人たちに賛成するだろう。 質問：トシオとその友人たちはどこへ行くこ
とになるのでしょうか？
選択肢 1．ハワイ。2．沖縄。3．タイ。4．京都。
解答・解説 正解は 1。トシオが友人たちに賛成するだろうということは、ハワイに行くことになる。
重要表現 decide to ...：…することを決める graduate from ...：…を卒業する either ... or ～：…か～のどちらか probably：たぶん
agree with ...：…に賛成する be likely to ...：…しそうである
☆No. 9
★I read the newspaper for about twenty minutes every morning while I eat breakfast. First I look at the sports page to find out what happened
to my favorite baseball or football teams. After that I usually look at the weather. Then I read the front page to catch up on the news. I read the
business section last.
☆Question：Which part of the newspaper does the man look at first?
スクリプト 私は毎朝朝食の際、新聞を 20 分ほど読む。まず、スポーツ面で好きな野球チームまたはフットボールチームの結果を
見る。その後はたいてい天気を見る。それから全体のニュースを把握するために第 1 面を読み、最後にビジネス面を読む。 質問：
この男性は新聞のどの部分を最初に読むのでしょうか？
選択肢 1．第 1 面。2．スポーツ面。3．天気。4．ビジネス面。
解答・解説 正解は 2。First I look at the sports page とあるので正解は 2 となる。
重要表現 favorite：好きな、ひいきの weather：天気（ここでは「天気予報」と考えてよい） front page：第 1 面（新聞の最初のペ
ージで、重要なニュースが出ている） catch up on ...：…を理解する、遅れずについていく
☆No. 10
☆Mr. and Mrs. Jones both love Mexico and have been there several times. They have both studied Spanish and speak it very well. Almost every
weekend, they go out to their favorite Mexican restaurant together. Now, Mrs. Jones is taking a Mexican cooking class.
☆Question：What do Mr. and Mrs. Jones do almost every weekend?
スクリプト ジョーンズ夫妻はメキシコが大好きで数回訪れたことがある。彼らはスペイン語を学んでいて、とても上手に話すこ
とができる。週末はほとんどいつもお気に入りのメキシコレストランへ 2 人で出かける。ジョーンズ夫人はメキシコ料理のクラスを
受講している。 質問：ジョーンズ夫妻はほぼ毎週末に何をしているのでしょうか？
選択肢 1．料理のクラスを取る。2．スペイン語を学ぶ。3．スペイン語を一緒に話す。4．メキシコレストランで食事する。
解答・解説 正解は 4。 Almost every weekend, they go out to their favorite Mexican restaurant together. がポイント。
重要表現 several times：数回 almost：ほとんど take a cooking class：料理のクラスを取る、受講する
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