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新しくなった用例新しくなった用例

語法が理解しやすいよう具体例を添えています。

よく使われる構文は優先的に表示し、
学習者に理解しやすい用例を示しています。
よく使われる構文は優先的に表示し、
学習者に理解しやすい用例を示しています。

日本人には思いつきにくいがコーパスでは頻出する、
英語らしいコロケーションやフレーズを収録しています。

言語の機能面を重視し、どういう文脈で
用いられるかの説明を添えています。
言語の機能面を重視し、どういう文脈で
用いられるかの説明を添えています。

（  　　）p.636

I  found  a  really  great  wine. You've  simply  got  to 
taste  this !  すごくいいワインを見つけたんだ .  ぜひ味
わってみて !  《  　   相手にとって望ましいことを強く
勧める表現 ; ⇒ have to 3   　  》

（  　　）p.728

The class wasn't very interesting. 授業はあまりおもし
ろくなかった 《       boring のような直接的な表現を避
けて not very interesting と言うことも多い》

　　　　 　 あなたは自分の気持ちに正直であるべきだ 
You should be honest about your feelings.

（  　　）p.666

（4） [ will  [《英》 ではまた shall ] +be+-ing 形で未来進
行形を表わす ; ⇒ 巻末文法 6. 2 (3) ] : 
　　 すでに決まった予定を表わすことがある : I will 
be staying at the same hotel next month. 来月も同じ
ホテルに泊まることになっている / Will you be attending 
the party?  パーティーには出席なさいますか .

（  　　）p.111

　　　 《英》 では一般的な好みを述べるときには
 　　   を,  ある特定の状況でまたは習慣として … する
のが好きだという意味のときには 
を用いる傾向がある : I like working as a potter. 私は
陶芸家としての仕事が気に入っている 《楽しみとして》 /
 I like to keep my room tidy. 部屋はきちんとしておく
のが好きだ 《習慣として》

（  　　）p.807

　　  所有格の the world's の後に最上級やそれに相当す
る表現を伴うと 「世界一 … な」 を表わす :  the world's 
tallest  tower  世界一高いタワー .   

（   　　）p.1645

（   　　）p.1455

             I can't thank you enough. = I don't know 
how  to  thank  you.  　 お礼の申しようもありません 
《 　　 「感謝しきれないほどありがたく思っている」 と
いう強調表現で , 相手から大きな恩恵を受けたときに用
いる》

　　   away の前には距離・時間以外を表わす名詞も置
かれる : Our team is two wins away from winning the 
championship. うちのチームはあと 2 勝すれば優勝だ.

（    　　）p.91-92

I don't mind being criticized, but I do mind being 
misunderstood.  批判されるのはかまわないが ,  誤解さ
れるのは困る.  　　 肯定文は普通このような対比や次
のような応答で使う

（       　　）p.884-885

　　　後ろに  in  …  years  や  since などを伴って
 「… 年ぶり」 という意味を表わすことがある :  for the 
first time in 10 years 10 年 ぶ り に / for the first time 
since 2000 2000 年以来初めて .

（  　　）p.511成句

　　　　　　　彼女が正しかったと認めなくてはなら
ない 

I have to admit (that) she was right. 

（　　）p.18
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（配点　10）

Ａ　You found the following story in a blog written by a female exchange 

student in your school.

School Festival

Sunday, September 15

I went with my friend Takuya to his high school festival.  I hadn’t been to 

a Japanese school festival before.  We first tried the ghost house.  It was well-

made, using projectors and a good sound system to create a frightening 

atmosphere.

Then we watched a dance show performed by students.  They were cool 

and danced well.  It’s a pity that the weather was bad.  If it had been sunny, 

they could have danced outside.  At lunch time, we ate Hawaiian pancakes, 

Thai curry, and Mexican tacos at the food stalls.  They were all good, but the 

Italian pizza had already sold out by the time we found the pizza stall.

In the afternoon, we participated in 

a karaoke competition together as both of  

us love singing.  Surprisingly, we almost  

won, which was amazing as there were 

20 entries in the competition.  We were 

really happy that many people liked our 

performance.  We also enjoyed the digital paintings and short movies students 

made.

I can’t believe that students organized and prepared this big event by 

themselves.  The school festival was pretty impressive.

第 3問

　まず平成 31 年度の「センター本試験」の第２問 A の

問３に、次のような問題が出題されていました。「基本語

almost の使い方は分かっていますか？」という問いかけ

です。かなりの受験生が間違えた問題です。よく見る単

語でも、その正確な意味が案外分かっていないことが判

明しました。

「もうちょっとのところで高価なガラスの花瓶を落とし

そうになって、ジェームズは、店にあるその他の物に

一切ふれずにおこうと決めた」という文章で、almost

を埋める問題です。almost が「もう少しで～」という

意味であることをきちんと把握していて初めて解ける問

題でした。「ある動作をもう少しの所でやりそうになる

が、結局はやらない」「ある状態にもう少しの所で達し

そうになるが結局は達しない」という意味を持った単語

が almost です。ところが受験生のほとんどは日本語で

「ほとんど」と覚えているので、この単語の意味すると

ころを正確に掴むのが難しいのです。実際に、今年の

センター試験で、この問題の正答率は、ベネッセ調査

で４４．９％、河合塾の調べでも４３．９％と低い結果が

出ています。「基本語の理解」を問う良問です。

　 実は、そのちょっと前の平成 30 年１１月に行われた

第２回目の「大学入学共通テスト試行調査」の「リーディング」

おいても、第 3問 Aで、Surprisingly,  we almost  won , 

which was amazing as there were 20 entries in the 

competition.（驚いたことに、私たちはもう少しのところで

優勝でした。カラオケ大会には２０組が出場していたの

で、そのことは素晴らしいことでした）という英文を読んで、

表彰台のイラストを参照しつつ、正解の「２位」となった

ことを選ぶ問題が出題されています（正答率６４．５％）。

 

  さらには、第６問Ｂでは、By the 1940s, however , 

wolves had almost disappeared from Yellowstone 

National Park.「オオカミはもうちょっとのところで絶滅す

るところだった（→完全には絶滅しなかった）」と almost

の用法が出題されています。

　また平成 30 年２月第１回の「試行調査」の「リスニ

ング」においても almostの用法が問われていました。

The boy is almost as tall as his father. の英文の内容に

最も近い絵を選ぶ問題です。almostを「ほとんど」とだ

け覚えていると、正しい選択に苦労します（正答率９．９％

とほぼ全滅状態）。「ちょっと足りない」というイメージ

で押さえておかないといけない単語です。

 

　これほど短期間の間に、４度も立て続けに almost の

用法が問われる、ということの意味を真剣に考えてみ

なくてはいけないと思います。間違いなくそこには、「大

学入試センター」の、現場に対するメッセージが込めら

れていると私は見ています。「基本語は実際に使える

レベルにまで習熟しておきなさいよ」ということです。

　『ライトハウス英和辞典』には「 語法　all , every, 

always など１００％を表す形容詞や副詞の前に置い

て使うことが多く、ある状態に非常に近いが到達して

いないということを含意する．」「［動詞・形容詞の前で］

もう少しで…するところ」という正確な定義が示されて

います。

　なお、この almostとほぼ同じ意味の nearlyが、第２

回「試行調査」の「リーディング」第６問Ｂに出て

います。「２０，０００匹にちょっと足りない」という意

味です。

そして nearly と almost の違いについても『ライトハウ

ス英和辞典』の  類義語  欄に丁寧に記述されていま

す。

　新しい「共通テスト」では、８０分で読まなければ

ならない分量が飛躍的に増えるので（１，０００語以

上）、

「語彙力」がますます重要になってきます。単語と

訳語を一対一対応で覚えるのが一番手っ取り早く簡単

なのですが、それではすぐ忘れてしまい、応用力にもつ

ながりません。

　『ライトハウス英和辞典』では、「単語の記憶」欄を

設けて、少しでも単語間のつながりを「理解」できる

ように工夫しています。また「語義の展開」で、多義

語に見られる意味のつながりを分かりやすく理解できる

ようにしています。

After     10      dropping the expensive glass vase, 

James decided not to touch any other objects in 

the store.

　① almost    ② at most     ③ most     ④ mostly

この１年で
almost が４回も出題された！！

八幡成人島根県立松江北高等学校
勝田ヶ丘志学館

　第２回の「試行調査」の「リーディング」第６問Ａで、

issue「問題点」が出てきました。

　この単語は「出す」「発行する」「発行物」「問題点」

などの意味がある単語ですが、『ライトハウス英和辞典』

の issue を引くと、単語の始めに「語義の展開」として、

これらの意味のつながりが分かるように図示されてい

ます。多義語はそれぞれの語義のつながりを意識する

ようにすると、記憶に残りやすく、応用力にもつながり

ます。 

これからの大学入試で求められる力が身につく！
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