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Step　4
第 1 回

☆Part 1
☆No. 1
☆The weather forecast in the newspaper says it’s going to rain this afternoon. 
★That’s hard to believe.  It’s already noon and there isn’t a cloud in the sky. 
☆I hope the forecast is wrong.  I was hoping we could go to the park today. 
★Me too.  Let’s check the weather channel on TV to be sure. 
☆Question：Why are they going to watch TV?
スクリプト　「新聞の天気予報では、今日の午後は雨らしいわ。」「信じられないね。もう昼なのに雲ひとつないよ。」「予報が間違い
だといいけど。今日は公園へ行こうと思ってるの。」「僕もそうだよ。念のため天気予報チャンネルでチェックしよう。」　質問：彼ら
はなぜテレビを見るのでしょうか？
選択肢　1．公園が開いているかどうかを出かける前にチェックするため。2．午後から雨になるかどうか知るため。3．翌日天気が
いいかどうかを知るため。4．公園へ行く前にニュースを見るため。
解答・解説　正解は 2。新聞では午後は雨になるということだが、その気配がないのでテレビでチェックするという流れ。
重要表現　weather forecast：天気予報　weather channel：天気予報（専用）チャンネル　to be sure：確かめるために、念のため

☆No. 2
☆Jim, tomorrow is Mary’s birthday, isn’t it?  
★Yeah.  Have you bought her a present yet, Jill?
☆No, but I’m going to take her to dinner at a Thai restaurant.  Would you like to come, too?
★I’d love to, but I have to work late tomorrow night.  I’m just going to buy her a present instead. 
☆Question：What is Jill going to do tomorrow night?
スクリプト　「ジム、明日はメアリーの誕生日じゃない？」「そうだね。君はプレゼントを買ったのかい、ジル？」「いいえ、でもタ
イ料理のレストランへ連れて行こうかと思っているの。一緒に来る？」「行きたいけど明日は遅くまで仕事だから、僕は代わりにプ
レゼントを買うことにするよ。」　質問：ジルは明日の夜何をするつもりでしょうか？
選択肢　1．メアリーを夕食に連れて行く。2．会社で遅くまで仕事をする。3．メアリーに誕生日プレゼントを買う。4．ジムと一緒
にタイ料理レストランへ行く。
解答・解説　正解は 1。ジルはプレゼントを贈るのではなくメアリーをレストランへ連れて行くと言っている。
重要表現　Thai：タイの　I’d love to. : I would love to come. の省略形　instead：代わりに

☆No. 3
★Isn’t Karen here yet?  I thought she was supposed to arrive an hour ago. 
☆Her flight was a little late, but she should be here in a few minutes. 
★I hope so.  I made reservations for dinner at seven and it’s already 6:30. 
☆Don’t get so upset, Bill.  If she’s really late we can just eat dinner at home. 
☆Question：What is Bill worried about?
スクリプト　「カレンはまだ着かないのかな？ 1 時間前には着くはずだったけど。」「飛行機が少し遅れているのよ。でももうすぐ着
くわよ。」「そうだといいけど。夕食を 7 時に予約していて、もう 6 時半だし。」「そんなにあわてないで、ビル。もし彼女が遅れたら
家で食べましょう。」　質問：ビルは何を心配しているのでしょうか？
選択肢　1．カレンが遅れて飛行機に乗れないかもしれない。2．カレンが機内で食事を済ませたかもしれない。3．カレンが家で食
事をしたくないかもしれない。4．カレンの到着が予約に間に合わないかもしれない。
解答・解説　正解は 4。Her flight という表現から 2 人は空港でカレンを出迎えている状況。カレンの飛行機が遅れていることから、
ビルが予約の時間に間に合うかどうか心配している。 
重要表現　be supposed to ...：…することになっている　make reservations：予約する　be upset：あわてる　be worried about ...：…を
心配する

☆No. 4
★Excuse me, could you tell me how to get to the station?
☆Sure.  Go straight down this street for three blocks, and then turn left.  You’ll see it on your right. 
★Do you think that I can walk there in 15 minutes?  I have to catch a train soon. 
☆Probably not, but if you take a taxi you can get there in five minutes. 
☆Question：What will the man probably do?
スクリプト　「すみません、駅までの道を教えていただけますか？」「はい。この道を 3 ブロックまっすぐ行ってから左に曲がって下
さい。駅は右側に見えます。」「歩いて 15 分で行けますか？電車にすぐ乗らなければならないのですが。」「たぶん無理ですね。でも
タクシーに乗れば 5 分で行けますよ。」　質問：この男性はおそらくどうするのでしょうか？
選択肢　1．駅までタクシーに乗る。2．駅まで歩く。3．駅まで電車に乗って行く。4．5 分間歩く。
解答・解説　正解は 1。この男性は電車に乗るために急いでいるが、駅まで歩くと間に合いそうもないのでタクシーを利用すると考
えられる。 
重要表現　Sure.：（頼まれたことを引き受けて）はい。もちろん。　block：区画、ブロック　on your right：あなたの右側に　catch a 
train：電車に乗る

☆No. 5
☆Are you planning to go skiing with us this year, John?
★No way!  Don’t you remember that I broke my leg skiing last year, Sue?
☆I remember, but I thought that your leg was better now. 
★Sure, it’s better.  But I don’t want to risk hurting it again. 
☆Question：Why won’t John go skiing with Sue?
スクリプト　「今年も私達と一緒にスキーに行く計画かしら、ジョン？」「行かないよ。去年スキーで脚の骨を折ったこと忘れたの
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かい、スー？」「覚えているわ、でも脚はもうよくなったと思って。」「確かによくなったよ。でもあえてまた痛めたくないから。」　
質問：ジョンはどうしてスーと一緒にスキーに行かないのでしょうか？
選択肢　1．スキーをしたことがないから。2．去年脚をひどく痛めたから。3．その旅行のことを忘れていたから。4．去年からまだ
脚が痛むから。
解答・解説　正解は 2。問題文の broke (my) leg が hurt (his) leg badly と言い換えられている点に注意。
重要表現　plan to ...：…する計画がある　risk ...：あえて…する　hurt ...：…を痛める

☆Part 2
☆No. 6
☆The Smiths sometimes go over to their friends’ house on Saturday evenings and play cards.  On those evenings, their little daughter Kate usually 
stays with her grandmother.  Kate likes to stay at her grandmother’s because she gets to watch her favorite programs on TV and eat her favorite 
food.  
☆Question：What does Kate usually do when her parents go to their friends’ house?
スクリプト　スミス夫妻は時々土曜の夕方に友人の家に行ってトランプをする。その時は娘のケイトはたいてい祖母と一緒に過ご
す。ケイトは祖母の家で過ごすのが好きだ。というのも好きなテレビ番組を見て好きな食べ物を食べることができるからだ。　質
問：普段、両親が友人の家に行くときケイトは何をするのでしょうか？
選択肢　1．家にいて好きな食べ物を食べる。2．両親と一緒に行ってトランプをする。3．祖母の家に行く。4．友達を家に招いてテ
レビを見る。
解答・解説　正解は 3。問題文の stay at her grandmother’s という表現がポイント。grandmother’s は grandmother’s house の省略形。
重要表現　play cards：トランプをする（play trump とは言わない）　get to ...：…することができる（許される）

☆No. 7
★Fred is a student at a university in Britain, where he majors in medicine.  He used to play basketball, but he now wants to join the university’s 
soccer team, so he is going to try out for the team next week.  His parents don’t really want him to play sports because they think it will take too 
much time away from his studies. 
☆Question：Why are Fred’s parents worried about him playing soccer?
スクリプト　フレッドはイギリスの大学の学生で医学を専攻している。以前はよくバスケットボールをしたが、今は大学のサッカ
ーチームに入りたいと思い、来週そのチームの一員になるためのテストを受ける。両親は彼にスポーツをして欲しくない。何故なら
ば勉強の時間がかなり取られることになるだろうと思っているからだ。　質問：フレッドの両親は彼がサッカーをすることをなぜ心
配しているのでしょうか？
選択肢　1．勉強に影響すると思っているから。2．代わりにバスケットボールをして欲しいと思っているから。3．来年まで待って
欲しいと思っているから。4．けがをして欲しくないと思っているから。
解答・解説　正解は 1。問題文の最後にある they think it will take too much time away from his studies. がポイント。 
重要表現　major in ...：…を専攻する　try out for ...：…の一員になるためのテストを受ける　take ... away from ～：～から…を取り去
る

☆No. 8
☆Steve and Mary are going downtown this evening to see a movie.  The movie starts at six thirty, but they will meet at a nearby coffee shop half 
an hour earlier to have a snack.  The film is a very popular one, and the theater will likely be crowded.  However, Steve and Mary have reserved 
seats, so they aren’t worried. 
☆Question：Why are Steve and Mary meeting 30 minutes before the movie?
スクリプト　スティーブとメアリーは今晩街に映画を見に行こうとしている。その映画は 6 時半に始まるが、彼らは近くの喫茶店で
軽食を取るためにその 30 分前に会うことにしている。とても人気のある映画なので、たぶん劇場は混むだろう。しかしスティーブ
とメアリーは席を予約しているので心配していない。　質問：スティーブとメアリーはなぜ映画の 30 分前に会うつもりなのでしょう
か？
選択肢　1．友人を待つため。2．前の映画の最後を見るため。3．席をはやく取るため。4．何か食べるため。
解答・解説　正解は 4。問題文の they will meet at a nearby coffee shop half an hour earlier to have a snack. がポイント。
重要表現　nearby：近くの　half an hour：30 分　snack：軽食　likely：たぶん　reserve ...：…を予約する　be worried：心配している

☆No. 9
★Mr. Kato came to Tokyo on business and is now staying at a hotel.  Both the food and the service are good, and the room charge is reasonable.  
But there is one problem.  The room faces a train station, so it is too noisy for him to get any sleep. 
☆Question：What problem is Mr. Kato having at his hotel?
スクリプト　加藤さんは仕事で東京に来て今ホテルに滞在している。食事もサービスもよく、部屋の料金も手頃である。しかし 1 つ
問題がある。部屋が駅に面しているので、騒々しくて眠れない。　質問：加藤さんのホテルでの問題は何でしょうか。
選択肢　1．サービスが遅い。2．食事がまずい。3．部屋の料金が高い。4．部屋が騒々しい。
解答・解説　正解は 4。問題文の最後にある The room faces a train station, so it is too noisy for him to get any sleep. がポイント。 
重要表現　on business：仕事で　room charge：部屋の料金　reasonable：手頃な　face ...：…に面している　

No. 10
☆Mike usually gets up at seven and leaves home at eight.  He likes to have a large breakfast while he watches TV for 30 minutes.  Since he 
overslept by 40 minutes this morning, he had to hurry and finish his breakfast in just ten minutes. 
☆Question：How much time does Mike usually spend on breakfast?
スクリプト　マイクはたいてい 7 時に起きて家を 8 時に出る。彼はテレビを 30 分見ながらたっぷりと朝食を食べるのが好きである。
今朝は 40 分寝坊してしまったので、急いで朝食を 10 分ですまさなければならなかった。　質問：いつもマイクはどのくらいの時間
を朝食にかけているのでしょうか？
選択肢　1．10 分。2．20 分。3．30 分。4．40 分。
解答・解説　正解は 3。問題文に He likes to have a large breakfast while he watches TV for 30 minutes. とあるので、朝食に 30 分かけて
いることが分かる。 
重要表現　oversleep：寝坊する　hurry：急ぐ


