
ＣＥⅡ答え    

ＳＴＥＰ０４ 

A(1) ④  (2) ③  (3) ②   (4) ②   (5) ②  (6) ③  (7) ①  (8) ④ 

(9) ②  (10) ④  (11)②  (12)④ (13) ②  (14)④  (15)②  (16)③  

(17) ①  (18) ②  (19)②  (20)④ (21)③  (22)③  (23)④  (24)①  

B 

(1) ④ to take → taking 

(2) ② to look → looking 

(3) ② testing → to test 

(4) ④ recognizing → to recognize 

(5) ① sit → sitting 

 

訳（参考） 

A(1) 私はここにいることに決めた。疲れているので。 

(2) 父親は息子を，日曜日に動物園に連れて行くことを約束した。 

(3) 医師は私にもう卵を食べないようにと忠告している，だから私は買うのをやめた。 

(4) エッセイは書き終えましたか。 

(5) 私は新しい車を買う余裕がない。 

(6) ご両親を困らせるようなことを言うのは避けたほうがいい。 

(7) あなたはタバコを吸うのをやめることを考えるべきだ。あなたの健康に悪いから。 

(8) カナダで働くことを考えたことがありますか。 

(9) たくさんの問題のあと，彼女はどうにか車の運転を身につけた。 

(10) 私は昨年パリを訪れたことを決して忘れないだろう。それは私が経験した最高の休日だった。 

(11) この物語は必ず観客を感動させる。 

(12) 帰宅する前に彼の会社に立ち寄ることを覚えておいてください。 

(13) 私は若きジャーナリストとして仕事でマンハッタンを訪れたことを覚えている。 

(14) 歯医者に行く前には，予約をとることを忘れないように。 

(15) 私たちは何度かドアをノックしたが，返事はなかった。 

(16) 彼の祖父は彼に，エンジニアになるために勉強してもらいたいと思っている。 

(17) 医師は彼女に，絶対安静にしているよう忠告した。 

(18) 私たちはみんな彼女に踊るよう説得しようとした。 

(19) 彼がかばんを手に取るところを数人の人が見た。 

(20) 父がその歌を歌うのをよく聞いたので，私はその歌をとてもよく知っている。 

(21) 私の母はどうしても私に1日にアイスクリームを1つより多くは食べさせてくれない。 

(22) その映画の結末はとても感動的だったので，それでだれもが泣いた。 

(23) 私はどうやったら子どもたちに宿題をさせることができるのかわからない。 

(24) 私の母は病気で寝ていたので，夕食後彼女は私に皿洗いをさせた。 

 B 

(1) あなたがストレスを受けやすいタイプの人なら，リラックスする時間をもっととることを考えるべきだ。 

(2) 時々生徒たちは答えがわからないと先生を見るのを避ける。 

(3) コンピュータのおかげでエンジニアはお金のかかる模型を作らずに多くの選択肢を試すことができる。 

(4) 私たちはエネルギー源の問題に関心があるけれども，環境保全の必要性を認識することを怠って

はならない。 

(5) 私は8歳のときにクアラルンプールの家の食卓について，母が夕食を作るのを見ていたことを覚えている。 



ＳＴＥＰ０５ 

A(1) ③   (2) ①    (3)③  (4)②   (5) ②   (6) ② (7) ④  (8) ② 

(9) ①  (10) ④  (11)③  (12)④ (13) ②  (14)④ (15) ②  (16)③   

(17) ①  (18) ①  (19)③ 

B 

(1) ④ to preserve → preserved 

(2) ② whether or not give → whether or not to give 

(3) ② enough experienced → experienced enough 

 

訳（参考） 

A(1) その英語の試験に受かるのは難しい。 

(2) その若い女性は自分の将来について話す相手がいなかった。 

(3) スーザンは箱を開けたが，それが空だということに気づいただけだった。 

(4) 彼の祖父は92歳まで生きて，長年，会社の社長だった。 

(5) ドアの鍵をかけ忘れるとは，彼は不注意だった。 

(6) 私の友人たちはそんな悪天候の中で登山しないようにと警告を受けた。 

(7) その島の家々の半分が台風によって損壊したと言われている。 

(8) その男の子は父親のコンピュータの電源を入れた，そうしないようにと言われていたのだが。 

(9) その教科書は大学生が読むのには十分やさしい。 

(10) スミスさんはコンピュータの使い方がわからず，それを触るのも怖がっている。 

(11) オーストラリアとニュージーランドのどちらに行こうか決められない。 

(12) まず初めに，第5章を見ましょう。 

(13) 本当のことを言うと，私は宿題をまだ終えていない。 

(14) 「あなたは大統領のパーティーに招待されたと聞いたよ」「うん。大統領がどんなに話しやすい方

かに驚いたよ」 

(15) その川は7月に泳ぐには危険だ。 

(16) 彼女はフランス語を勉強するためにフランスへ行った。 

(17) その女の子はとても親切で，私を駅まで連れて行ってくれた。 

(18) その問題は彼には難しすぎて解けなかった。 

(19) 私たちは勉強部屋にいる彼の邪魔にならないように静かに話をした。 

B  

(1) 長い期間食物を新鮮に保つために雪を利用することの効果を調べる実験が，今北海道で行われ

ている。農作物は雪の中で保存されるとその甘みを増すと信じられている。 

(2) 最近起こった水害の被災者に，コンサートの利益を贈るかどうか決めるのは，コンサートの主催者

次第である。 

(3) ジョンは商品開発に対する責任をもっと与えられてもいいほど十分ベテランだということは，私には

明らかだ。 

 

 

 

 

 

 

 



ＳＴＥＰ０６ 

A(1) ②  (2) ③   (3) ②   (4) ②   (5) ①  (6) ③   (7) ④  (8) ②  

(9) ③  (10) ④  (11)④  (12)③ (13) ①  (14) ② 

B 

(1) ③ to sing → singing 

(2) ③ make → making 

(3) ② in handling → to handling 

訳（参考） 

A(1) ケンは大学に入学する前に運転免許を取得した。 

(2) 彼の医師は彼が数日間休養することを強く求めている。 

(3) 「お母さん，この夏に私は1人で海外旅行したいの」「なんですって。あなたが1人で旅行することに

は賛成できないわ」 

(4) 招待されていないのに結婚パーティーに現れた人が何人かいた。 

(5) 彼は学生時代に学業をおろそかにしていたことを悔やんでいる。 

(6) 私は大学の食堂で食事をとるのに慣れている。 

(7) 今夜はとても寒いのに，あなたは外出したい気分なのですか。 

(8) 近い将来何が起こるかを知ることはできない。 

(9) 彼女にどんな忠告をしてもむだだ。 

(10) 私の姉［妹］は卒業後に外国に行くことを楽しみにしている。 

(11) ジョギングということになると，ジョンが絶対にクラスでいちばんだ。 

(12) ロサンゼルスを訪問したあと，私は来月の会議のためにサンフランシスコにとどまるつもりだ。 

(13) このプリンターは修理が必要だ。まったく作動しない。 

(14) 私はこのように扱われることには断固抗議する。 

B 

(1) ナンシーはとてもうれしかったので，歌を歌いたい気分になった。 

(2) 先生は彼女が何度も同じ間違いをするので非難した。 

(3) 事務局のスミスさんは学生の問題を扱うこととなると信頼できる人だ。というのも，彼女は男子高校

で，カウンセラーとして豊富な経験があるからだ。 

 

今しかできないことをこのタイミングできちんとやることが未来の自分にプラスに繋がります。自分で考えてき

ちんと取り組んだ成果を、ぜひドヤ顔で見せてください。Better late than never! 

 

 

 

 

                  
 



（模範解答） 参考：他にもいろいろは表現があります 

 

①四六時中 ⇒ 24/7 ( twenty-four-seven )  

 

ちなみに江戸時代は「二六時中」でした。なぜでしょう？ 

「二六時中
に ろ く じ ち ゅ う

」という語は、むかし１日が 12 時（12 刻）であったことから言われるものです。「２×６＝12」

ということです。あるいは、昼の６時（６刻）と夜の６時（６刻）との２つの６時で１２時（つまり、「６＋６＝

12」）とも考えられます。現在では、１日を 24 時間とするのがふつうですので、「四六時中」ということが多く

なっています。これは、「二六時中」にならって言い換えたより新しい語です。日本では、比較的古くから数

や数式を使う表現が小粋でしゃれた表現（知的なおもしろさのある表現）ととらえられていたようで、特にしゃ

れを好んだ江戸の人たちにはよく用いられました。何をおもしろいと感じるかは人それぞれ違うものですので、

多くの現代人にとっては、別におもしろくもないものかもしれませんが、昔の人には「一日中」や「十二時」と

いわず、わざわざ掛け算（あるいは足し算）にして「二六時」としたところが、何ともおかしみを誘うものに感じ

られたのでしょう。 

②SNS ( Social Networking Service, Sites )の頭文字 

 ⇒ Social Media  入試問題でもよく出てきます。 

          ex) How much time do you spend on social media daily? 
 

③テレワーク 動詞：telework  ex) He teleworks once two days a week. 

           名詞:teleworking   
           cf )在宅勤務 I’m working remotely. / I’m working from home today. など  

 

④３密（密閉・密集・密接） Three Cs ( Confined spaces, Crowded places, Close contact ) 

 

⑤ソーシャルディスタンス Social distancing (意図的に人との物理的距離を保つこと、公衆衛生戦略) 
                    Social distance も使われるそうですが、ちょっと違う意味にとられてしまうこともあるようです。 

                    WHO では physical distancing を使っているようです。 

 

⑥ステイホーム        stay home (米) / stay at home (英) 

 

 

 

 

※６月に実施しますテストに向けて（範囲はＳＴＥＰ01、02）試験勉強をしましょう。テストには

Exercise C（並びかえ）も出ます。←これは自力で頑張ってもらいます！ 

テキストと同じ形式ではでないものもあります。（４択が並びかえ、または和訳、英作、英語で書か

せるなど）だから、答えだけ覚えていてはダメですよ！いつテストをするかは改めてお知らせします。

いつでもテストが受けられるように準備をしておきましょう。 

     

 

 

 

 

 

 

 



特別英語 答え 

 

第１問 A１  

問１ ① 問２④ 

 

第１問 B １ 

問１ ④ 問２ ④ 問３③ 
 
 

 

 


