
教職・一般教養トレーニング動画受講ノート

講義動画でチェック！

サブノートで
分かる！

 ◇◆１

018

1．単語

１．②
２．文部科学省
３．厚生労働省
４．世界保健機関

１．④
２．figure out
３．①

 ◇◆２

　「ICT 教育」の ICT を表すものとして，正しいものを選べ。
①　Internet Convenience Technology
②　Information and Communication Technology
③　International Communication Technology
④　Internet Construction Technology

解答（１　　　　　）
解説 「ICT 教育」とは，学校教育の場に情報通信技術（ICT）を活用
すること。電子黒板やノートパソコン，タブレットなどを用いた教育を
指す。
参考
□（２　　　　　） Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology【略】MEXT
□（３　　　　　）Ministry of Health, Labour and Welfare
　　　　　　　　  【略】MHLW
□人工知能　Artificial Intelligence【略】AI
□ GDP ＝ Gross Domestic Product　国内総生産
□ NGO ＝  Non-Governmental Organization 非政府（間）組織
□ WHO ＝ World Health Organization（４　　　　　）

　次の各英文の下線部とほぼ同じ意味をもつものを，それぞれ選べ。
⑴　I can’t make out the scientific report.
　① write　　② explain　　③ prove　　④ understand

解答（１　　　　　）

解説 「make out」（＝（２　　　　　））は「理解する」という意味

⑵　Ａ：Can you speak French ?
　　Ｂ：I know enough to get by.
　① manage　　② drive　　③ study　　④ talk

解答（３　　　　　）

解説   get by　うまく通り抜ける，何とか生きていく（＝ manage　何

とか成し遂げる，何とかやっていく，経営［運営］する，世話をする）

⑶　All those clothes can’t possibly go into that one tiny suitcase.
　① find　　② full　　③ fit　　④ fold

2. 熟語

人文②英語

単語・熟語・英文法
（岩崎 広聖　栄光ゼミナール/大学受験ナビオ）
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019教員養成セミナー　2020年11月号
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◐◑一般教養　第２回　人文②

４．③

１．④
２．force
３．allow
４．許可
５．get
６．依頼
７．①
８．to
９．into
10．②

 ◇◆３

解答（４　　　　　）
解説   go into　〜に入る，〜に進入［加入・参加］する  （例）  Don’t go 
into my room while I’m away. 私がいないときは，部屋には入らないで。
fit〔形や大きさなどが〜に〕合う，適合する，フィットする  （例）  The key 
doesn’t fit the lock. 鍵が錠に合わない

◐◑ 動詞の語法

　次の各英文の（　　）に入る適語をそれぞれ選べ。
⑴　If you need any help, please （　　　） me know.
　① get　　② give　　③ tell　　④ let

解答（１　　　　　）

解説   使役動詞（ＯにＣさせる）

make O C［原形動詞］＝（２　　　　　）O C［to do］《強制》

let ＝（３　　　　　） 《（４　　　　　）》

have ＝（５　　　　　） 《（６　　　　　）》

⑵　My friend （　　　） in Chiba yesterday.
　① arrived　　② transported　　③ reached　　④ got

解答（７　　　　　）
解説   自動詞と他動詞の区別
①　arrive in（at）〜 自動詞：〜に到着する
②　transport 〜 他動詞：〜を運ぶ，輸送する
③　reach　〜 他動詞：〔目的地に〕達する，着く
④　get（８　　　　　）〜 自動詞：〜に達する，到着する
参考   
attend（８　　　　　）〜 自動詞：〜に注意を払う
attend 〜 他動詞：〜に出席する
enter（９　　　　　）〜 自動詞：（契約を）結ぶ，（交渉を）始める
enter 〜 他動詞：（建物）に入る，〜に入学する

◐◑ 助動詞

⑶　Beth is not the cheerful lady she（ 　　）.
　① is　　② used to be　　③ would be　　④ is used to

解答（10　　　　　）
解説   過去の習慣・状態を表す助動詞
used to＋原形動詞

【１】以前は〜したものだった
　◆過去の習慣や長期的な反復的な動作を表す。
　　 （例）  She used to play volleyball every week.
　　　　 彼女は毎週バレーボールをしていた。

【２】《過去の状態》以前は〜だった

3. 英文法（4 or 5 択型問題）
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教職・一般教養トレーニング動画受講ノート020

11．being
12．④
13．②
14．③

　　 （例）  There used to be a supermarket near my house.
　　　　 昔は私の家のそばにスーパーマーケットがありました。
参考   
be used to＋名詞・動名詞〜　〜に慣れている
　 （例）  He is not used to（11　　　　　）spoken to in this way.
　　　 彼はこんなふうに話しかけられることに慣れていない。

would＋原形動詞　〜したものだった
　◆過去の短期的な習慣・反復的な動作を表す。
　 （例）  She would often wash the dishes late at night.
　　　 彼女はしばしば夜遅く皿を洗っていた。

⑷ 　You（　　　）have seen Paul in New York yesterday. He is still in 
Tokyo.

　① must not　　② may　　③ ought to　　④ cannot

解答（12　　　　　）
解説   助動詞 can（潜在的な能力・可能性）

【１】〔可能性を表して〕〜しようと思えばできる
　 （例）  There are things people can do and things they can’t.
　　　 誰だってできることとできないことがある。

【２】〔推量を表して〕〜する可能性がある
　 （例）  Smoking can cause cancer.
　　　 喫煙はがんを引き起こす可能性がある。

【３】〔否定形の can’t または cannot で〕〜のはずがない
　 （例）  He can’t have done it by himself.
　　　 彼が一人でそれをやれたはずがない。

◐◑ 準動詞（動名詞 / 不定詞 / 分詞）

⑸　朝刊をもう読み終わりましたか。
　Have you finished （　　　） the morning paper yet ?
　① having read　　② reading　　③ to be read　　④ to read

解答（13　　　　　）
解説   動名詞を目的語に取る動詞
★暗記の仕方：MEGAFEPS こ（CO）れ（RE）で（DE）　OK！
M：mind　E：enjoy　G：give up　A：avoid　F：finish　E：escape
P：postpone＝put off　S：stop
CO：consider　RE：resist　DE：deny

⑹　Ralph （　　　） to repair his car.
　① escaped　　② finished　　③ managed　　④ missed

解答（14　　　　　）
解説   不定詞を目的語に取る動詞：これからすること / 到達
decide / determine / desire / expect / hope / wish / want［＊「〜され
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◐◑一般教養　第２回　人文②
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15．④
16．①

１．オ
２．ウ

３．エ

４．イ

５．ア

６．do

 ◇◆４

る必要がある」の意味のときは，動名詞（doing）を目的語に取る］/ offer / 
plan / promise / pretend / happen / refuse / hesitate / learn / 
manage

⑺　Don’t speak（　　　）your mouth full when you are at the table.
　① for　　② in　　③ to　　④ with

解答（15　　　　　）
解説   付帯状況：with＋名詞（O）＋現在分詞・過去分詞・形容詞・前置詞句
 （例）  Don’t leave the car with the engine running.
　　 エンジンをかけたまま車から離れないでください。
 （例）  He sat listening to me with his legs crossed.
　　 彼は脚を組んだままで私の話を聞いていた。
 （例）  Don’t speak with your mouth full.
　　 口いっぱいに食べ物を入れて（ほおばって）話すな。
 （例）  Maria was watching the movie with tears in her eyes.
　　 彼女は目に涙を浮かべて映画を観ていた。

⑻　Please finish the report（　　　）the end of this month.
　① by　　② during　　③ until　　④ while

解答（16　　　　　）
解説   『〜まで』の意味を表す until と by の違い
until【接続詞・前置詞】〜する時まで

〔ある動作や状態の継続〕
 （例）  Don’t open the door for anybody until I get there.
　　 私がそこに行くまで誰にもドアを開けてはいけませんよ。
by【前置詞】〜までに〔終了時刻・期限を表す〕
 （例）  I’ll finish my homework by nine p.m.
　　 午後９時までに宿題を終えます。

⑴　次の英文について，ア〜オの語句を並べ替えて文を完成させよ。
　 　The room was so noisy that he found it（１　　　　　）（２　　　　　）
（３　　　　　）（４　　　　　）（５　　　　　）.

　ア　heard　　イ　himself　　ウ　to　　エ　make
　オ　almost impossible
⑵ 　次の日本文に合うように［　　］内の語句を並べ替えたとき，５番目

にくる語句を答えよ。ただし，先頭にくる語も小文字で示している。
　　君はただ，休みさえすれば良いのです。
　　［is / have / all / do / you / to］to take a break.

解答   All you have to（６　　　　　）is（to take a break.）

4. 英文法（整序問題）
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