
英英語語 NONO..3636
〈解答〉

１　Ａ　１　ウ　　２　イ

　　Ｂ　１　ア　　２　エ

　　Ｃ　１　エ　　２　ア　　３　イ

　　Ｄ　ア　１　　イ〔例〕美しい場所　　ウ　金

　　　　エ〔例〕pictures of her school

２　１　イ　　２　エ

配点　各１点　１３点満点

〈解説〉

１　英文は次の通り。

　Ａ１　Ken came home after he played soccer.  Ken wants to drink something now.  What 

will he use?

　　２　Ken got up at seven o'clock this morning.  Ken's sister got up thirty minutes earlier 

than Ken.  What time did Ken's sister get up this morning?

　　〈英文和訳〉

　Ａ１　ケンはサッカーをしたあとに帰宅しました。ケンは今，何かを飲みたがっていま

す。彼は何を使うでしょうか？

　　２　ケンは今朝，７時に起きました。ケンの姉（妹）は，ケンよりも30分早く起きま

した。ケンの姉（妹）は今朝，何時に起きましたか？

　Ｂ　（M：男性　　F：女性）

　　１　M：What will you do tomorrow?

　　　　F ：I'm going shopping.

　　　　M：That's nice.  Can I go with you?

　　　　F ：（チャイム）

　　２　M：You have a nice bag.

　　　　F ：I bought it at the shop near the station.

　　　　M：How much was it?

　　　　F ：（チャイム）



　　〈英文和訳〉

　Ｂ１ 男性：明日は何をするつもりですか？

　　　　女性：買い物に行くつもりです。

　　　　男性：いいですね。あなたといっしょに行ってもいいですか？

　　　　女性：（チャイム）

　　２　男性：いいバッグを持っていますね。

　　　　女性：駅の近くのお店で買ったんです。

　　　　男性：それはいくらでしたか？

　　　　女性：（チャイム）

　Ｃ１ Yoko 　：What are you going to do tomorrow, Jim?

　　　　Jim 　：I'm going to visit Fukuoka.  This will be my first visit to Fukuoka.

　　　　質問します。Has Jim ever been to Fukuoka?

　　２ Yoko 　：I like playing the piano on weekends.

　　　　Jim 　：How long do you usually play on weekends, Yoko?

　　　　Yoko 　：I usually play an hour on Saturdays and play two hours on Sundays.

　　　　質問します。How long does Yoko usually play the piano on Saturdays?

　　３ Yoko 　：What do you do on Sundays, Jim?

　　　　Jim 　：I usually play soccer with my friends, but we didn't play last Sunday.

　　　　Yoko 　：Why?

　　　　Jim 　：We had to do our homework, so we went to the library to finish it.

　　　　質問します。Where did Jim and his friends go last Sunday?

　　〈英文和訳〉

　Ｃ１ 陽子 　：明日は何をする予定ですか，ジム？

　　　　ジム 　：福岡を訪れる予定です。これが私の，初めての福岡への訪問になります。

　　　　質問します。ジムは今までに福岡へ行ったことがありますか？

　　２ 陽子 　：私は週末にピアノをひくことが好きです。

　　　　ジム 　：週末に，ふつうどのくらいピアノをひくのですか，陽子？

　　　　陽子 　：土曜日には，たいてい１時間ピアノをひき，日曜日には，２時間ひきます。

　　　　質問します。土曜日には，陽子はふつうどのくらいピアノをひきますか？

　　３ 陽子 　：日曜日には何をしていますか，ジム？

　　　　ジム 　：私はたいてい友だちとサッカーをしていますが，この前の日曜日は

しませんでした。

　　　　陽子 　：どうしてですか？

　　　　ジム 　：私たちは宿題をしなければならなかったので，それを終わらせるた



めに図書館へ行ったのです。

　　　　質問します。この前の日曜日に，ジムと彼の友だちはどこへ行きましたか？

　Ｄ　英文は次の通り。

　Helen：I enjoyed my school life with you.  I was very excited when I got to Kumamoto.  I 

stayed with Hanako and her family for about a year.  They were very kind to me.  

When I talked with Hanako in her room, I showed her some pictures of my school 

and told her about my school life in Canada.  Hanako also told me about her school 

life.  I went to school with her every day.  I made friends with many students and 

enjoyed talking with them.  During my stay in Kumamoto, I visited a lot of beautiful 

places and took many pictures of them.  I'm very sad because I have to leave 

Kumamoto next Friday. I want to stay longer.  I'll never forget you and Kumamoto. 

Thank you for listening.

　質問します。What did Helen show to Hanako in her room?

　　〈英文和訳〉

　ヘレン：私はみなさんと学校生活を楽しみました。私が熊本に着いたときは，とてもわく

わくしました。私は約１年間，花子と彼女の家族のところに滞在しました。彼女

たちは，私にとても親切でした。花子の部屋で彼女と話したとき，私は彼女に，

自分の学校の写真を見せて，カナダでの学校生活について話しました。花子も私

に，彼女の学校生活について話してくれました。私は毎日，彼女と登校しました。

私はたくさんの生徒と友だちになり，彼女たちと話すことを楽しみました。熊本

での滞在中に，私はたくさんの美しい場所を訪問して，それらの写真をたくさん

撮りました。私は今度の金曜日に，熊本を去らなければならないので，とても悲

しいです。もっと長く滞在していたいです。みなさんと熊本のことは，決して忘

れません。聞いて頂き，ありがとうございました。

　質問します。　ヘレンは，花子の部屋で彼女に何を見せましたか？

２

　１　school は［k］の発音。

　　　イ　book が［k］の発音で同じ発音となる。

　２　young は［磁］の発音。

　　　エ　color が［磁］の発音で同じ発音となる。


