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Unit 1 Unit 1　解答と解説

解答と解説
⇒別冊 p.4 ～ 5

語句

〈タイトル〉 

□ tiny （形）とても小さい

〈第 1 段落〉

□main （形）主な

□ be worried about ～～を心配する

□ electricity （名）電気

□ hurt （動）～を傷つける

□ environment （名）環境

□ this is because ～  これは～だからである

□ require （動）～を必要とする

□ coal （名）石炭

□ run out of ～ ～を使い果たす

□ natural gas 天然ガス

□ normal （形）通常の

□ negative effect  悪影響

〈第 2 段落〉

□ guess （動）～を推測する

□ save （動）～を貯金する

□ average （形）平均の，標準的な

□ owner （名）所有者

〈第 3 段落〉

□ come with ～  ～に伴う

□ challenge （名）課題

□ stuff （名）もの

□ visitor （名）来客，訪問者

□ guest room  来客用の部屋

〈選択肢〉

□ health （名）健全さ

□ fit （動）～に適する，合う

□ attract （動）～を引く，引きつける

□ insect （名）昆虫，虫

□ community （名）地域社会，共同体

□ organization （名）組織，団体

□ opportunity （名）機会

□ difficulty （名）困難，難点

解答

（1） ①　　（2） ①　　（3） ④

解説

（1） 空所を含む文の前の文（第１段落第４文）に There are many reasons（多くの理
由がある）とあり，それに続けて空所を含む文以降で理由が挙げられている。空所の直
後では，大きな家は多くの電気とガスを使い，環境に害を及ぼすとあるため，その文と
意味的に連続する 1が正解。
選択肢の和訳

○ 1  環境の健全さ
× 2  職場からの距離
× 3  近所の人々
× 4  月々の家賃の額

（2） 第２段落の，The other big reason（別の［2 つめの］大きな理由）を述べる最初
の文に空所がある。ここでも，直後の内容との連続性を考えて選択する。第２文以降で，
小さな家の経済的な利点について述べられているため，金銭に関連する 1が内容的に
つながる。
選択肢の和訳

○ 1  はるかに安い
× 2  少人数に適している
× 3  より多くの虫を引きつける
× 4  より小さな庭を持つ

（3）空所を含む文（第３段落第１文）の前半では小さな家の利点が述べられているが，
but（しかし）という逆接の接続詞によって意味が反転するため，後半では小さな家の
欠点に関して述べられていると考えればよい。そして，その直後の文では One 
challenge...（1 つの課題は…），その次の文では Another challenge...（もう 1つの課
題は…）というように問題が列挙されていることから，4の some difficulties（いくつ
かの難点）を選ぶ。
選択肢の和訳

× 1  地域組織活動
× 2  商機
× 3  奇妙な健康問題
○ 4  いくつかの難点
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 第 1 段落  世界中で多くの人たちが，環境への影響を考えて小さな家を建てるようになっている。

① Some people believe [that (when you are choosing [what type of house  

to live in]), “Bigger is Better”]. 注1

［（［どんな種類の家に住むか］を選んでいるとき），「大きい方がいい」］と信じる人もいる。

② (However), many people 〈around the world〉 are starting to do something 

different. 

（しかし），〈世界中の〉多くの人々が違うことをし始めている。

③ They are building “tiny” houses. 

彼らは「ミニサイズの」家を建てているのだ。

④ There are many reasons 〈for [building smaller houses]〉. 

〈［より小さな家を建てること］には〉多くの理由がある。

⑤ One 〈of the main reasons〉 is [that people are worried (about the health 

〈of the environment〉)].

〈主な理由の〉1 つは［人々が（〈環境の〉健全さを）心配しているということ］だ。

⑥ Large houses (usually) use a lot of electricity and gas, which hurts the 

environment. 注2

大きな家は（たいてい）たくさんの電気とガスを使い，そのことが環境に害を及ぼしているのだ。

⑦ This is because electricity requires a lot of coal, and we will run out of 

natural gas (in the future).

これは電気が多くの石炭を必要とし，我々は（将来）天然ガスを使い果たすからである。
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⑧ (On the other hand), tiny houses can be ten times smaller (than normal 

houses)! 注3

（それに対して），ミニサイズの家は（通常の家より）10 分の１も小さくできる！

⑨ This means [that the negative effect 〈on the environment〉 will be much 

 less]. 

これは［〈環境に対する〉悪影響がはるかに少なくなること］を意味する。

 第 2 段落  小さな家の方がお金がかからないので，その分を預金して，他の目的に使う所有者もいる。

① The other big reason, (as you may have guessed), is [that small houses  

are much cheaper].

もう 1つの大きな理由は，（予想したかもしれないが），［小さな家の方がはるかに安いということ］だ。

② The average owner 〈of a tiny home 〈in the U.S.〉〉 has more money  

〈saved in the bank〉 (than the average owner 〈of a normal house〉). 

〈〈アメリカの〉ミニサイズの家の〉標準的な所有者は，（〈通常の家の〉標準的な所有者よりも）もっ
と多くのお金を〈銀行に預金して〉いる。

③ Owners 〈of tiny houses〉 (often) use their money (to travel and to see  

new things).

〈ミニサイズの家の〉所有者は（しばしば）（旅行をしたり新しいものを見たりするために）お金を使
うのだ。

 第 3 段落  小さな家には長所もあるが，物を置いたり客を招いたりするスペースがないという短所もある。

① Tiny houses are good (for the environment) and cheaper (than normal  

houses), but there are (also) some difficulties 〈that come (with buying a  

very small house)〉. 注4

ミニサイズの家は（環境に）優しくて（通常の家よりも）安いが，〈（とても小さな家を買うことに）伴
う〉いくつかの難点（も）ある。
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Unit 1　構造確認Unit

構造確認　※誤読した部分の確認に使用してください。 ⇒別冊 p.4 ～ 5

1
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② One challenge is [that owners have very little space 〈for their “stuff”〉].

1 つの課題は［所有者が〈自分の「もの」を置く〉スペースがほとんどないということ］だ。 注5

③ Another challenge is [that it is difficult [to have visitors (because tiny 

houses (usually) don’t have guest rooms)]]. 

もう 1つの課題は［［ （ミニサイズの家には（ふつう）来客用の部屋がないので）訪問者を迎えるの］
が難しいということ］だ。

④ There are good points and bad points (about having a tiny house).

（ミニサイズの家を持つことには）長所と短所がある。

⑤Would you like to live (in one)?

あなたは（ミニサイズの家に） 住みたいだろうか。

注1　 that から文末までが名詞節となり，believe の目的語となっている。that はそれに続く文を名
詞節とする働きをする。

注2　 この文での関係代名詞 which は前の文の内容を先行詞としている。このような用法では which
の前にカンマを打つ。

注3　 ～ times は「～倍」という意味で，比較級や as ... as 構文とともに使われる。

注4　 この文での that は関係代名詞の主格で，which と言い換えることもできる。

注5　 この文および次の文での that は名詞節を作り，is という動詞の補語となっている。

本文での that の用法
●名詞節を作る that（目的語や補語になる）

I believe [that he is wrong]. →目的語
私は [彼が間違っている ]と信じている。

The fact is [that he is wrong]. →補語
事実は [彼が間違っているということ ]だ。（実際に彼は間違っている）

●関係代名詞の主格として
I'll show you some points 〈that came up during our discussion〉.
〈討議の間に生じた〉問題を提示いたします。
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サイトトランスレーション

Unit 1

Some people believe / 信じる人々もいる

that when you are choosing / 選んでいるとき 

what type of house / どんな種類の家に

to live in, / 住むかを，

“Bigger is Better.” // 「大きい方がいい」と。

However, / しかし，

many people around the world / 世界中で多くの人々が

are starting to do / し始めている

something different. // 違うことを。

They are building / 彼らは建てている

“tiny” houses. // 「ミニサイズの」家を。

There are many reasons / 多くの理由がある

for building smaller houses. // より小さな家を建てることには。

One of the main reasons is / 主な理由の 1 つは， 

that people are worried / 人々が心配しているということ

about the health / 健全さを

of the environment. // 環境の。

Large houses usually use / 大きな家はたいてい使う

a lot of electricity and gas, / たくさんの電気とガスを，

which hurts the environment. // そのことが環境に害を及ぼすのだ。

This is because electricity requires / これは電気が必要とするからである

サイトトランスレーション ⇒別冊 p.4 ～ 5

1
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Unit 1　サイトトランスレーション

a lot of coal, / 多くの石炭を，

and we will run out of natural gas / そして我々は天然ガスを使い果たすだろう

in the future. // 将来。

On the other hand, / それに対して， 

tiny houses can be ten times smaller / ミニサイズの家は 10 分の 1 の大きさにできる

than normal houses! // 通常の家の！

This means / これは意味する

that the negative effect / 悪影響が 

on the environment / 環境に対する

will be much less. // はるかに少なくなるだろう。

The other big reason, / 別の大きな理由は， 

as you may have guessed, / 予想したかもしれないが， 

is that small houses are / 小さな家は（…ということだ）

much cheaper. // はるかに値段が安い。

The average owner / 標準的な所有者は 

of a tiny home / ミニサイズの家の

in the U.S. / アメリカの

has more money / もっと多くのお金がある

saved in the bank / 銀行に預金している

than the average owner / 標準的な所有者よりも

of a normal house. // 通常の家の。

Owners of tiny houses / ミニサイズの家の所有者は

often use their money / しばしばお金を使う

to travel / 旅行をするために

and to see new things. // そして新しいものを見たりするために。

Tiny houses are good / ミニサイズの家は優しい

for the environment / 環境に

and cheaper than normal houses, / そして通常の家よりも安い，

but there are also some difficulties / しかしいくつかの難点もある

that come with buying / 買うことに伴う

a very small house. // とても小さな家を。

One challenge is / 1 つの課題は

that owners have very little space / 所有者にスペースがほとんどないということ

for their “stuff.” // 自分の「もの」（を置くため）の。

Another challenge is / もう 1 つの課題は

that it is difficult / 難しいということ

to have visitors / 訪問者を迎えるのが

because tiny houses usually don’t have / ミニサイズの家にはふつうないので

guest rooms. // 来客用の部屋が。

There are good points and bad points / 長所と短所がある

about having a tiny house. // ミニサイズの家を持つことには。

Would you like to live / あなたは住みたいだろうか

in one? // ミニサイズの家に。

2

3



18 19

問題英文と全訳

Tiny Houses
Some people believe that when you are choosing what type of 

house to live in, “Bigger is Better.” However, many people around the 
world are starting to do something different. They are building “tiny” 
houses. There are many reasons for building smaller houses. One of 
the main reasons is that people are worried about the health of the 
environment. Large houses usually use a lot of electricity and gas, 
which hurts the environment. This is because electricity requires a lot 
of coal, and we will run out of natural gas in the future. On the other 
hand, tiny houses can be ten times smaller than normal houses! This 
means that the negative effect on the environment will be much less. 

The other big reason, as you may have guessed, is that small 
houses are much cheaper. The average owner of a tiny home in the 
U.S. has more money saved in the bank than the average owner of a 
normal house. Owners of tiny houses often use their money to travel 
and to see new things.

Tiny houses are good for the environment and cheaper than normal 
houses, but there are also some difficulties that come with buying a 
very small house. One challenge is that owners have very little space 
for their “stuff.” Another challenge is that it is difficult to have visitors 
because tiny houses usually don’t have guest rooms. There are good 
points and bad points about having a tiny house. Would you like to 
live in one?

⇒別冊 p.4 ～ 5 ミニサイズの家

どんな種類の家に住むかを選んでいるとき，「大きい方がいい」と信じる人もいる。しかし，

世界中で多くの人々が違うことをし始めている。彼らは「ミニサイズの」家を建てているのだ。

より小さな家を建てることには多くの理由がある。主な理由の 1つは，人々が環境の健全さを

心配しているということだ。大きな家はたいてい，たくさんの電気とガスを使い，そのことが

環境には有害なのだ。これは，電気は多くの石炭を必要とし，将来，我々は天然ガスを使い果

たすからである。それに対して，ミニサイズの家は通常の家の 10分の１の大きさにできる！　

これは，環境に対する悪影響がはるかに少なくなることを意味する。

別の大きな理由は，予想したかもしれないが，小さな家の方がはるかに値段が安いことだ。
アメリカのミニサイズの家の標準的な所有者は，通常の家の標準的な所有者よりももっと多く
のお金を銀行に預金している。ミニサイズの家の所有者はしばしば，旅行をしたり新しいもの
を見たりするためにお金を使うのだ。
ミニサイズの家は環境に優しくて通常の家よりも安いが，とても小さな家を買うことに伴う
いくつかの難点もある。１つの課題は，所有者が自分の「もの」を置くスペースがほとんどな
いということだ。もう１つの課題は，ミニサイズの家にはふつう来客用の部屋がないので，訪
問者を迎えるのが難しいということだ。ミニサイズの家を持つことには長所と短所がある。あ
なたはミニサイズの家に住みたいだろうか。

Unit 1　問題英文と全訳Unit 1 CD
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