
英英語語 NONO..4141
〈解答〉
１　Ａ　１　エ　　２　ア
　　Ｂ　１　ア　　２　ウ
　　Ｃ　１　イ　　２　ウ　　３　ア
　　Ｄ　ア　水　　イ　10　　ウ　〔例〕将来の夢　　エ　〔例〕talked to her
２　１　イ　　２　ウ

配点　各１点　１３点満点

〈解説〉
１　英文は次の通り。
　Ａ１　Ken likes sports very much.  He is a member of the baseball team.  He also likes 

tennis, soccer and volleyball.  But he thinks baseball is the best of the four.  What's 
Ken's favorite sport?

　　２　There are forty students in Ken's class.  Fourteen students like English the best of 
all the subjects.  Japanese is more popular than Math in his class.  Science is not so 
popular.  Only four students like it.  Which graph shows Ken's class?

　　〈英文和訳〉
　Ａ１　ケンはスポーツが大好きです。彼は野球部の部員です。彼はテニス，サッカー，

バレーボールも好きです。でも，彼はその４つの中では，野球が一番だと思ってい
ます。ケンのお気に入りのスポーツは何ですか？

　　２　ケンのクラスには40人の生徒がいます。14人の生徒が，すべての教科の中で，英
語が一番好きです。彼のクラスでは，国語が数学よりも人気があります。理科は
あまり人気がありません。４人の生徒だけがそれを好きです。どのグラフがケン
のクラスを示していますか？

　Ｂ　（M：男性　　F：女性）
　　１　M ：Where does your sister live?
　　　　F ：She lives in Japan now.  She came to Japan to study Japanese like me.
　　　　M ：Oh, really?  When did she come to Japan?
　　　　F ：（チャイム）
　　２　M ：I want to visit Kyoto and see many temples.
　　　　F ：That's nice.  I like Kyoto and its temples very much.
　　　　M ：Really?  How many times have you been there?
　　　　F ：（チャイム）



　　〈英文和訳〉
　Ｂ１　男性：あなたの姉（妹）はどこに住んでいるのですか？
　　　　女性：彼女は今，日本に住んでいます。彼女は私のように，日本語を勉強するため

に日本へ来ました。
　　　　男性：おや，本当ですか？　彼女はいつ日本へ来たのですか？
　　　　女性：（チャイム）
　　２　男性：私は京都へ行って，たくさんのお寺を見てみたいです。
　　　　女性：それはいいですね。私は京都とそのお寺が大好きですよ。
　　　　男性：本当ですか？　何回そこへ行ったことがありますか？
　　　　女性：（チャイム）
　Ｃ１　Jim   　：Is your sister in the kitchen?
　　　　Yoko  　：No, she is in her room.  She is reading a book.
　　　　質問します。　Is Yoko's sister in the library now?
　　２　Yoko  　：Is this your guitar, Jim?
　　　　Jim   　：No, it's my father's.  Do you play the guitar, too?
　　　　Yoko  　：No, I can't.
　　　　質問します。Whose guitar are Yoko and Jim talking about?
　　３　Yoko  　：What did you do last Sunday?
　　　　Jim   　：I went to the city library and read some books.
　　　　Yoko  　：Did you go there by bike?
　　　　Jim   　：No.  I walked there because the library is near my house.
　　　　質問します。Why did Jim walk to the city library?
　　〈英文和訳〉
　Ｃ１　ジム   　：あなたの姉（妹）は台所にいるのですか？
　　　　陽子   　：いいえ，彼女は自分の部屋にいます。彼女は本を読んでいます。
　　　　質問します。 陽子の姉（妹）は今，図書館にいますか？
　　２　陽子   　：ジム，これはあなたのギターですか？
　　　　ジム   　：いいえ，それは私の父のものです。あなたもギターをひくのですか？
　　　　陽子   　：いいえ，できません。
　　　　質問します。 陽子とジムは，だれのギターについて話していますか？
　　３　陽子   　：この前の日曜日に，あなたは何をしましたか？
　　　　ジム   　：私は市立図書館へ行って，本を何冊か読みました。
　　　　陽子   　：そこへは自転車で行ったのですか？
　　　　ジム   　：いいえ。その図書館は家の近くなので，歩いて行きました。
　　　　質問します。 ジムは，なぜ図書館まで歩いて行ったのですか？
　



Ｄ　英文は次の通り。
　Patty 　：I have to tell you that today is my last day at your school.  I'm going to go back to 

my country, America next Wednesday.  I came to Japan last April.  When I came 
to this school, I was happy because many of you talked to me in easy Japanese.  
Now I can speak Japanese a little.  I had a great time with you.  I'll never forget 
the school trip.  Last October when we went to Nagasaki together, I enjoyed 
visiting wonderful places with my friends.  At night, we enjoyed talking about our 
future dreams.  I want to see you again.  If you come to America, please tell me.  
Thank you very much, everyone!

　質問します。Why was Patty happy when she came to the school in Japan?
　　〈英文和訳〉
　パティ：今日が私にとって，みなさんの学校での最後の日だということを伝えなければ

なりません。私は今度の水曜日に，祖国のアメリカへ戻る予定です。私はこの
前の４月に日本へ来ました。私がこの学校へ来たとき，みなさんの多くが，簡単
な日本語で私に話しかけてくれたのでうれしかったです。私は今，少し日本語
を話すことができます。私はみなさんとすばらしい時間を過ごしました。修学
旅行のことは決して忘れません。私たちがこの前の10月に，いっしょに長崎へ
行ったとき，私は友だちと，すばらしい場所を訪問することを楽しみました。私
たちは夜に，自分たちの将来の夢について話すことを楽しみました。私はみな
さんにまた会いたいです。もしみなさんがアメリカへ来るときは，私に知らせ
てくださいね。みなさん，ありがとうございました！

　質問します。　パティが日本の学校へ来たとき，なぜ彼女はうれしかったのですか？

２　
　１　early は［ e杓 ］の発音。
　　イ　heard が［ e杓 ］の発音で同じ発音となる。
　２　most は［ou］の発音。
　　ウ　hope が［ou］の発音で同じ発音となる。


