
英英語語 NONO..0909
〈解答〉

１　Ａ　１　エ　　２　ア　　３　イ

　　Ｂ　１　ア　　２　イ　　３　エ　　４　ウ

　　Ｃ　（ア）　12　　（イ）〔例〕忙しい　　（ウ）　テニス　　（エ）〔例〕likes to talk

２　１　helped　　２　using　　３　boys　　４　easier

配点　各１点　１５点満点

〈解説〉

１　英文は次の通り。

　Ａ１　Ken wants to wash his T-shirts.  What will he use?

　　２　This is Yoko's room.  You can see a desk with three books on it.  She plays the 

guitar, and it's on the bed.  Which picture shows Yoko's room?

　　３　Ken wanted to go to the park yesterday morning.  But it started raining in the 

morning, so he stayed at home and read books.  In the afternoon, it stopped raining. 

He went to the bookstore, and he bought a book about tennis.  Where was Ken 

yesterday morning?

　〈英文和訳〉

　Ａ１　健は自分のＴシャツを洗いたいと思っています。彼は何を使うでしょうか？

　　２　これは陽子の部屋です。本が３冊乗った机が見えます。彼女はギターを弾き，そ

れはベッドの上にあります。どの絵が陽子の部屋を示しているでしょうか？

　　３　健は昨日の午前中に公園へ行きたがっていました。しかし，午前中に雨が降り始

めたので，彼は家にいて，本を読みました。午後に雨がやみました。彼は本屋へ行

き，テニスに関する本を１冊買いました。昨日の午前中，健はどこにいましたか？

　Ｂ　（Ｍ：男性　F：女性）

　　１　M  ：Do you have any brothers or sisters?

　　　　F  ：Yes, I have a sister.

　　　　M  ：Is she taller than you?

　　　　F  ：（チャイム）

　　２　M  ：I hear you can play the piano well.

　　　　F  ：Yes.  I play the piano every Sunday.



　　　　M  ：When did you start playing?

　　　　F  ：（チャイム）

　　３　M  ：Where did you go last Sunday?

　　　　F  ：I went to Kyoto.

　　　　M  ：How was the weather there?

　　　　F  ：（チャイム）

　　４　M  ：What are you going to do after school?

　　　　F  ：I'm going to play basketball with my friends.

　　　　M  ：Really?  Where are you going to play?

　　　　F  ：（チャイム）

　〈英文和訳〉

　Ｂ１　男性：兄弟か姉妹はいますか？

　　　　女性：はい，姉がいます。

　　　　男性：彼女はあなたより背が高いですか？

　　　　女性：（チャイム）

　　２　男性：あなたはピアノがじょうずらしいですね。

　　　　女性：はい。毎週日曜日に弾いていますよ。

　　　　男性：いつ弾き始めたのですか？

　　　　女性：（チャイム）

　　３　男性：この前の日曜日はどこに行きましたか？

　　　　女性：京都に行きました。

　　　　男性：そこの天気はどうでしたか？

　　　　女性：（チャイム）

　　４　男性：放課後に何をする予定ですか？

　　　　女性：友だちとバスケットボールをする予定です。

　　　　男性：本当ですか？　どこでする予定ですか？

　　　　女性：（チャイム）

　Ｃ　英文は次の通り。

　　Hello, everyone.  My name is Lucy.  I'm fourteen years old.  I'm from Australia.  I live in 

Kumamoto City with my family.  I came to Japan when I was twelve years old.  I enjoy my 

life in Japan, and I like to talk with my friends at school.  I have a sister.  Her name is 

Emma.  She is three years older than I.  My mother and father are busy, so my sister and 

I cook dinner together every day.  We enjoy shopping on Saturday, and we play tennis on 



Sunday.  I'm happy because I have a nice sister.

　質問します。What does Lucy like to do at school?

　〈英文和訳〉

　　こんにちは，みなさん。私の名前はルーシーです。14歳です。オーストラリア出身で

す。家族と熊本市に住んでいます。私が12歳のときに日本へ来ました。私は日本での生

活を楽しんでいて，学校で友だちと話すことが好きです。私には姉がいます。彼女の名

前はエマといいます。彼女は私より３つ年上です。私の母と父は忙しいので，姉と私は

毎日いっしょに夕食を作ります。私たちは土曜日に買い物を楽しみ，日曜日にはテニス

をします。いい姉がいるので私は幸せです。

質問します。ルーシーは学校で何をすることが好きですか？

２　〈語形変化〉

　　カッコ内の語を適切な形に変える問題では，特にカッコの前後の語句に注意しながら，

英文をよく読もう。

　１　John looked tired yesterday, so I（ help → helped ）him.

　　　「ジョンは昨日，疲れているように見えたので，私は彼を手伝いました。」という意味。

　　　yesterday を含む文なので，動詞を過去形に変える。help は規則動詞なので，語尾に

「-ed」を付ければよい。

　２　My brother is（ use → using ）the computer now.

　　　「今，兄がコンピュータを使っています。」という意味。

　　　カッコの直前に be 動詞の is があることと，主語が人であることから，現在進行形の

文だと判断する。

　　　use などのように，語尾が「-e」で終わる語は，「-e」をとって「-ing」を付ける。

　３　There are many（ boy → boys ）in the park.

　　　「公園にはたくさんの少年がいます。」という意味。

　　　直前に many があるので，直後の名詞は複数形になる。boy の複数形は boys になる。

　４　This question is（ easy → easier ）than that one.

　　　「この問題はあの問題よりも簡単です。」という意味。

　　　カッコの直後に than があることから，比較級だと判断する。easy などのように，語

尾が「-y」で終わる語の比較級は，「-y」を「-i」に変えて「-er」を付ける。


