
英英語語 NONO..4545
〈解答〉
１　Ａ　１　ア　　２　エ
　　Ｂ　１　ウ　　２　イ
　　Ｃ　１　イ　　２　ウ　　３　イ
　　Ｄ　ア　11　　イ〔例〕翔太のお世話　　ウ〔例〕うれしそうな顔
　　　　エ〔例〕to see his older
２　１　イ
　　２　ア

配点　各１点　１３点満点

〈解説〉
１　英文は次の通り。
　Ａ１　We use this when we want to know the time.  It has twelve numbers.  It has a long 

hand and a short hand.  What is this?
　　２　Last month Ken asked his classmates about their favorite sport.  There are forty 

students in his class.  Ken and four students like soccer the best.  In his class, 
eleven students like basketball and it's the most popular.  Tennis is more popular 
than baseball in his class.  Which graph shows Ken's class?

　　〈英文和訳〉
　Ａ１　私たちは時間を知りたいときにこれを使います。それには12の数字が付いていま

す。それには長い針と短い針が付いています。これは何ですか？
　　２　ケンは先月，彼のクラスメイトにお気に入りのスポーツについてたずねました。

彼のクラスには，40人の生徒がいます。ケンと４人の生徒は，サッカーが一番好
きです。彼のクラスでは，11人の生徒がバスケットボールを好きで，それは一番
人気があります。彼のクラスでは，テニスは野球よりも人気があります。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 ：Is this your bike?
　　　　F ：No, I walk to school every day.
　　　　M ：Really?  Whose bike is this?
　　　　F ：（チャイム）
　　２　M ：Excuse me.  I want to go to Midori Station.  How often do the buses come?
　　　　F ：Well, they come every ten minutes.
　　　　M ：Thank you.  How long does it take from here to Midori Station?
　　　　F ：（チャイム）



　　〈英文和訳〉
　Ｂ１　男性：これはあなたの自転車ですか？
　　　　女性：いいえ，私は毎日歩いて学校に来ます。
　　　　男性：本当ですか？　この自転車はだれのですか？
　　　　女性：（チャイム）
　　２　男性：すみません。みどり駅へ行きたいんです。バスはどのくらいの頻度で来ますか？
　　　　女性：ええと，10分毎に来ますよ。
　　　　男性：ありがとうございます。ここからみどり駅まではどのくらいかかりますか？
　　　　女性：（チャイム）
　Ｃ１　Yoko   ：You went to Kyoto last month, right?  How was your trip, Jim?
　　　　Jim    ：I enjoyed it very much!  I only stayed there for one day, but I wanted 

to stay for two more days.
　　　　質問します。 Did Jim stay in Kyoto for three days last month?
　　２　Yoko   ：You have a nice pen, Jim.
　　　　Jim    ：Thank you, Yoko.  I got it from my grandfather.
　　　　Yoko   ：Oh, that's nice.
　　　　質問します。 Who gave the pen to Jim?
　　３　Yoko   ：You look sleepy, Jim.
　　　　Jim    ：I went to bed late last night.
　　　　Yoko   ：Were you doing your homework?
　　　　Jim    ：No, I was reading comics written in Japanese.  They were very 

interesting.
　　　　質問します。 Why did Jim go to bed late last night?
　　〈英文和訳〉
　Ｃ１　陽子　　　：あなたは先月，京都に行ったんでしょう？あなたの旅はどうだった

の，ジム？
　　　　ジム　　　：それをとても楽しんだよ！　そこには１日だけ滞在したけど，もう

２日間滞在したかったなぁ。
　　　　質問します。 ジムは先月，京都に３日間滞在しましたか？
　　２　陽子　　　：いいペンを持っているわね，ジム。
　　　　ジム　　　：ありがとう，陽子。おじいちゃんからもらったんだ。
　　　　陽子　　　：あら，それはすてきね。
　　　　質問します。 だれがペンをジムにあげましたか？
　　３　陽子　　　：眠そうね，ジム。
　　　　ジム　　　：昨晩は遅く寝ちゃったんだ。
　　　　陽子　　　：宿題をしていたの？
　　　　ジム　　　：いや，日本語で書かれたまんがを読んでいたよ。それらはとてもお

もしろくてね。
　　　　質問します。 ジムはなぜ，昨晩は遅く寝たのですか？



　Ｄ　英文は次の通り。
　　Koji ： Last November I went to Tokyo with my family.  We went there to see my older 

sister.  She lives in Tokyo and has a family there.  She has a son, and his name is 
Shota.  During my stay in Tokyo I helped my sister and took care of her son.  It 
was hard, but I was glad to see their happy faces.  I also went shopping with my 
sister and Shota.  I wanted to stay in Tokyo longer, but I needed to go back to 
Kumamoto.  We stayed with my sister for only two days.  I want to visit her again 
next spring.  Thank you for listening.

　　質問します。Why did Koji go to Tokyo with his family?
　　〈英文和訳〉
　　康二：私はこの前の11月に，家族と東京へ行きました。私たちは，姉に会うためにそ

こへ行きました。姉は東京に住んでいて，そこで家庭を持っています。姉には
息子がひとりいて，彼の名前は翔太です。東京での滞在中に，私は姉を手伝って，
彼女の息子のお世話をしました。それは大変でしたが，彼女たちのうれしそう
な顔を見られて幸せでした。私は，姉と翔太と買い物にも行きました。私は東
京にもっと滞在したかったですが，熊本へ帰らなければなりませんでした。私
たちは姉のところに２日間だけ滞在しました。私は今度の春に，姉のところを
再訪したいです。聞いて頂き，ありがとうございました。

　　質問します。　康二はなぜ，家族といっしょに東京へ行ったのですか？

２
　１　six は［i］の発音。
　　　イ　busy が［i］の発音で同じ発音となる。
　２　twelfth は［f］の発音。
　　　ア　enough が［f］の発音で同じ発音となる。


