
英英語語 NONO..1414
〈解答〉

１　Ａ　１　ウ　　２　イ　　３　ウ

　　Ｂ　１　エ　　２　ウ　　３　ア　　４　イ

　　Ｃ　（ア）　カナダ　　（イ）　両親　　（ウ）　生活

　　　　（エ）〔例〕　two months ago.

２　①　twelfth　　②　evening　　③　world　　④　speech

配点　各１点　１５点満点

〈解説〉

１　英文は次の通り。

　Ａ１　Today is Ken's birthday.  His father bought a birthday cake for him.  There are four 

people in his family.  Ken is going to cut the cake for his family members.  What 

does he use?

　　２　Ken wants to drink tea now.  So he needs hot water.  What does he use to make it?

　　３　Ken has two cats.  One is black and the other is white.  The black one is smaller than 

the white one.  Which picture shows Ken's cats?

　　〈英文和訳〉

　Ａ１　今日はケンの誕生日です。彼の父は彼のために誕生日ケーキを買いました。彼は

４人家族です。ケンは家族のためにそのケーキを切るつもりです。彼は何を使う

でしょうか。

　　２　今ケンは，お茶を飲みたいと思っています。それで彼は，お湯が必要です。彼は，

それを作るのに何を使うでしょうか。

　　３　ケンは２匹ネコを飼っています。１匹は黒色で，もう１匹は白色です。黒色のネ

コは白色のネコよりも小さいです。どの絵がケンのネコを示していますか。

　Ｂ１　Tom    ：Yumi, shall we go shopping tomorrow afternoon?

　　　　Yumi   ：I want to, Tom, but I have a lot of things to do.

　　　　質問します。 　Will Yumi go shopping with Tom tomorrow afternoon?

　　２　Tom    ：Yumi, I hear you visited Nara last week.

　　　　Yumi   ：Yes, I had a good time there.



　　　　Tom    ：What did you enjoy there?

　　　　Yumi   ：I enjoyed taking many pictures of old buildings.

　　　　質問します。 　When did Yumi visit Nara?

　　３　Tom    ：I feel cold, Yumi.

　　　　Yumi   ：Me, too.  Do you want something hot at my house?

　　　　Tom    ：That's a good idea.  How about hot tea?

　　　　Yumi   ：All right.  Let's go.

　　　　質問します。 　What will Tom and Yumi do at her house?

　　４　Tom    ：Good morning, Yumi.  Did you call me last night?

　　　　Yumi   ：Yes, I did.  I wanted to ask you about my English homework.

　　　　Tom    ：I see.  Then can I help you after school today?

　　　　Yumi   ：Thank you, Tom.

　　　　質問します。 　What will Tom do after school?

　　〈英文和訳〉

　Ｂ１　トム    ：由美，明日の午後，買い物に行かない？

　　　　由美    ：そうしたいけど，やることがたくさんあるの。

　　　　質問します。 　由美は明日の午後，トムと買い物に行くつもりですか。

　　２　トム    ：由美，君は先週，奈良を訪れたそうだね。

　　　　由美    ：そうよ，そこで楽しい時間を過ごしたわ。

　　　　トム    ：君はそこで何を楽しんだの？

　　　　由美    ：私は古い建物の写真をたくさんとって楽しんだわ。

　　　　質問します。 　由美はいつ奈良を訪れましたか。  

　　３　トム    ： 寒いね，由美。

　　　　由美    ：そうね。私の家で何か温かいものでもいかが？

　　　　トム    ：それはいい考えだね。温かい紅茶はどうかな？

　　　　由美    ：いいわよ。行きましょう。

　　　　質問します。 　トムと由美は，彼女の家で何をするつもりですか。

　　４　トム    ：おはよう，由美。昨夜君は僕に電話したの？

　　　　由美    ：ええ，したわよ。私の英語の宿題について質問したかったの。

　　　　トム    ：なるほど。それなら今日の放課後に手伝うことができるよ。

　　　　由美    ：ありがとう，トム。



　　　　質問します。 　放課後，トムは何をするつもりですか。

　Ｃ　英文は次の通り。

　　Ms. White ：Good afternoon, everyone.  I'm Nancy White from Canada.  I came to Japan 

two months ago.  Teaching English at this school is a lot of fun.  One week 

ago, I called my parents in Canada and told them about my life in Japan.  

Then they really wanted to come to Japan and see you.  I hope that they 

will visit your class.  Then they will be very happy.

　　Satoshi  ：Excuse me, Ms. White.  When did you come to Japan?

　　　〈英文和訳〉

　　ホワイト先生：こんにちは，みなさん。私はカナダ出身のナンシー・ホワイトです。私

は２か月前に日本に来ました。この学校で英語を教えることはとても

楽しいです。１週間前，私はカナダにいる両親に電話をして，彼らに日

本での私の生活について伝えました。そのとき彼らは本当に日本に来

て，あなた方に会いたがっていました。私は彼らがあなた方のクラス

を訪れればいいなと思います。そうすれば彼らはとても喜ぶでしょう。

　　智史　　　　：すみません，ホワイト先生。先生はいつ日本に来たのですか？

２　〈空所補充〉

　　英文を読み，日本語や数字で書かれた表現のどの部分かをすばやく見つけ出すことが

大切。

　①　『12回目』　twelfth

　②　『夕方』　evening

　③　『世界』　world

　④　『スピーチ』　speech


