
英英語語 NONO..1919
〈解答〉

１　Ａ　１　ア　　２　イ　　３　エ

　　Ｂ　１　ウ　　２　ア　　３　エ　　４　イ

　　Ｃ　ア　３　　イ　木　　ウ　日本食　　エ　three days ago

２　①　Wednesday　　②　hundred　　③　December　　④　teacher

配点　各１点　１５点満点

〈解説〉

１　英文は次の通り。

　Ａ１　Ken wants to write a letter.  What will he use?

　　２　Ken often goes to the mountains near his house.  He likes to take pictures there.  He 

uses this to take pictures when he goes to the mountains.  What does Ken take when 

he goes to the mountains?

　　３　Ken went to Fukuoka with Takuya and Makoto.  They took a picture together there. 

 Takuya is taller than Makoto.  Ken is the tallest of the three.  Which picture shows 

them?

　　〈英文和訳〉

　Ａ１　ケンは手紙を書きたがっています。彼は何を使うでしょうか？

　　２　ケンはしばしば，自宅近くの山へ行きます。彼はそこで，写真を撮ることが好きで

す。彼が山へ行ったとき，写真を撮るためにこれを使います。ケンが山へ行くと

きに，彼は何を持って行くでしょうか？

　　３　ケンは，タクヤとマコトと福岡へ行きました。彼らはそこでいっしょに写真を撮

りました。タクヤはマコトよりも背が高いです。ケンは３人のなかで一番背が高

いです。どの写真が彼らを示していますか？

　Ｂ　（Ｍ：男性　F：女性）

　　１　M ：Excuse me.  Can I ask you a question?

　　　　F ：Yes, of course.

　　　　M ：Does this bus go to the station?



　　　　F ：（チャイム）

　　２　M ：What did you do during winter vacation?

　　　　F ：I went to Fukuoka and went shopping.

　　　　M ：That's nice.  How did you go there?

　　　　F ：（チャイム）

　　３　M ：May I help you?

　　　　F ：Yes.  I'm looking for a bag.

　　　　M ：What color would you like?

　　　　F ：（チャイム）

　　４　M ：What are you looking at?

　　　　F ： I'm looking at a picture of my sister.

　　　　M ：Oh, she is cute.  How old is she?

　　　　F ：（チャイム）

　　〈英文和訳〉

　Ｂ１　男性：すみません。質問をしてもいいですか？

　　　　女性：もちろん，いいですよ。

　　　　男性：このバスは駅へ行きますか？

　　　　女性：（チャイム）

　　２　男性：あなたは冬休みに何をしましたか？

　　　　女性：福岡へ行って買い物をしました。

　　　　男性：いいですね。どうやってそこへ行きましたか？

　　　　女性：（チャイム）

　　３　男性：いらっしゃいませ。

　　　　女性：はい。カバンを探しているのですが。

　　　　男性：何色がお好みでしょうか？

　　　　女性：（チャイム）

　　４　男性：何を見ているのですか？

　　　　女性：妹の写真を見ています。

　　　　男性：おや，かわいいですね。彼女は何歳ですか？

　　　　女性：（チャイム）

　Ｃ　英文は次の通り。



　　Hello, everyone.  My name is Jack Green.  I came to Japan from America on March 15.  

I came here to teach you English.  I will teach you on Mondays and Thursdays.  I hope you 

will enjoy my class.  I like reading books very much.  Last week I bought a book about 

Japanese food.  I became interested in sushi, so I ate sushi three days ago.  It was really 

good.  I like Japanese food better than American food.  I want to eat many kinds of 

Japanese food during my stay.

　質問します。When did Mr. Green eat sushi　?

　　〈英文和訳〉

　　こんにちは，みなさん。私の名前はジャック・グリーンです。３月15日に，アメリカ

から日本へ来ました。みなさんに英語を教えるためにここへ来ました。みなさんには，

月曜日と木曜日に教えます。みなさんが私の授業を楽しんでくれたらいいなと思います。

私は読書が大好きです。私は先週，日本食についての本を買いました。私は寿司に興味

を持ったので，３日前に寿司を食べました。それは本当においしかったです。私はアメリ

カの食べ物より，日本の食べ物のほうが好きです。滞在中に，たくさんの種類の日本食を

食べたいです。

　質問します。グリーンさんは，いつ寿司を食べましたか？

２　〈空所補充〉

　　英文を読み，日本語や数字で書かれた連絡事項の，どの部分を指しているのかをすばや

く見つけ出すことが大切。

　①　『水曜日』   Wednesday

　②　『１００（の）』  hundred

　③　『１２月』    December

　④　『先生』    teacher


