
英英語語 NONO..3131
〈解答〉

１　Ａ　１　ウ　　２　エ　　３　ア

　　Ｂ　１　イ　　２　イ　　３　ア　　４　ウ

　　Ｃ　ア　９　　イ　６　　ウ　スポーツ　　エ　watch baseball games

２　①　singing　　②　favorite　　③　science　　④　doctor

配点　各１点　１５点満点

〈解説〉

１　英文は次の通り。

　Ａ１　Ken is going to play tennis after school.  What will he use?

　　２　Ken wants something hot to eat because it's very cold today. What will he get?

　　３　Ken goes to school by train.  He needs to take a train for about an hour, so he always 

takes something to read in his bag.  What does Ken always have in his bag when he 

goes to school?

　　〈英文和訳〉

　Ａ１　ケンは放課後にテニスをする予定です。彼は何を使うでしょうか？

　　２　今日はとても寒いので，ケンは何か温かい食べ物をほしがっています。彼は何を

食べるでしょうか？

　　３　ケンは電車通学です。約１時間電車に乗る必要があるので，彼はいつもカバンの

なかに何か読むものを持ち歩いています。ケンが学校へ行くとき，彼はいつもカ

バンに何を入れていますか？

　Ｂ１　Yoko  　：Can you speak Japanese, Jim?

　　　　Jim   　：No, I can't.  But my father can.

　　　　質問します。 Can Jim speak Japanese?

　　２　Jim 　  　：What did you do last night, Yoko?

　　　　Yoko  　：I watched TV from nine o'clock to eleven o'clock.

　　　　質問します。 How long did Yoko watch TV last night?

　　３　Yoko  　：Did you play tennis last Sunday, Jim?



　　　　Jim   　：No, I didn't.  I wanted to play with my friends, but it started raining.

　　　　Yoko  　：I hope it will be sunny next Sunday.

　　　　質問します。 Why didn't Jim play tennis last Sunday?

　　４　Yoko  　：Let's do our homework in my house tomorrow morning, Jim.

　　　　Jim   　：All right, Yoko.  I'll come at nine o'clock.

　　　　Yoko  　：I think it's too early.  Come to my house at ten o'clock.

　　　　Jim   　：OK.  See you tomorrow.

　　　　質問します。 What time will Jim go to Yoko's house?

　　〈英文和訳〉

　Ｂ１　陽子   　：ジム，あなたは日本語を話すことができるの？

　　　　ジム   　：いや，できないよ。でも父は話すことができるよ。

　　　　質問します。 ジムは日本語を話すことができますか？

　　２　ジム　   　：陽子，昨晩は何をしたの？

　　　　陽子   　：９時から11時までテレビを見たわ。

　　　　質問します。 陽子は昨晩，どのくらいテレビを見ましたか？

　　３　陽子   　：ジム，この前の日曜日にテニスをしたの？

　　　　ジム   　：いや，していないよ。友だちと（テニスを）したかったんだけど，雨

が降り始めたんだ。

　　　　陽子   　：今度の日曜日は晴れるといいわね。

　　　　質問します。 この前の日曜日に，ジムはなぜテニスをしなかったのですか？

　　４　陽子   　：ジム，明日の朝，私の家で宿題をしましょう。

　　　　ジム   　：いいよ，陽子。９時に行くね。

　　　　陽子   　：それは早すぎると思うわ。10時に私の家に来て。

　　　　ジム   　：分かった。また明日ね。

　　　　質問します。 ジムは，何時に陽子の家へ行きますか？

　Ｃ　英文は次の通り。

　Mr. Brown　：Hello, everyone.  Today I want to tell you an important thing.  A student from 

America is going to visit our school on September 20.  His name is Jack 

Smith.  He is fifteen years old, and he is going to stay in Japan for six 

months.  He is interested in Japanese sports.  He wants to join the kendo 

team at school.  Of course you can talk with him if you are not a member of 



the kendo team.  He also likes watching baseball games on weekends.  I hope 

that many of you speak to him and make friends with him.  Thank you for 

listening.

　質問します。What does Jack like to do on weekends?

　　〈英文和訳〉

　ブラウン先生：みなさん，こんにちは。今日，私はみなさんに大切なことをひとつ伝えた

いと思います。９月20日に，アメリカからの生徒が私たちの学校を訪れ

る予定です。彼の名前はジャック・スミスです。彼は15歳で，日本には

６か月間滞在する予定です。彼は日本のスポーツに興味があります。彼

は学校の剣道部に入部したがっています。もちろん，みなさんが剣道部

の部員でなくても，彼に話しかけてもらって構いません。彼は週末に，野

球の試合を見ることも好きです。みなさんの多くが彼に話しかけて，彼

と仲良くなってくれることを願います。聞いてくださってありがとうご

ざいました。

　質問します。 　　ジャックは週末に，何をすることが好きですか？

２　〈空所補充〉

　　英文を読み，日本語で書かれたアンケートと生徒の回答のなかから，該当部分をすばや

く見つけ出す。

　①　『カラオケ』   singing songs

　　→翔太の回答である「カラオケ」が，「歌を歌うこと」と言いかえられている。

　②　『お気に入りの』  favorite

　　→アンケートの「一番好きな教科」という記述がヒントになる。

　③　『理科』     science

　　→翔太の回答である「理科」を参照。

　④　『医者』     doctor

　　→翔太の回答である「医者」を参照。


