
英英語語 NONO..0707
〈解答〉

１　Ａ　１　エ　　２　イ　　３　ア

　　Ｂ　１　イ　　２　ウ　　３　ア　　４　エ

　　Ｃ　（ア）〔例〕自分たちの国

　　　　（イ）　写真

　　　　（ウ）　10

　　　　（エ）〔例〕learn about Japan

配点　Cの（エ）は２点，他各１点　　１２点満点

〈解説〉

１　英文は次の通り。

　Ａ１　Ken wants to take pictures of his cat.  What will he use?

　　２　Tom is going to go to school in Kumamoto in July and stay there for a week.  He is 

going to get to Fukuoka on July 12.  The next day, he will come to Kumamoto and 

visit our school.  When is Tom going to come to Kumamoto?

　　３　Ken likes watching birds very much.  On Sundays he goes to the park near his house 

and looks at birds.  Ken's mother likes playing the piano.  She is very busy, but she 

usually plays the piano on Sundays.  Ken's father likes reading books.  He goes to 

the library to read books on Sundays.  What does Ken do on Sundays?

　　〈英文和訳〉

　Ａ１　ケンは彼のネコの写真を撮りたがっています。彼は何を使うでしょうか？

　　２　トムは７月に，熊本の学校へ行き，そこに１週間滞在する予定です。彼は７月12

日に福岡に到着する予定です。翌日に，彼は熊本に来て，私たちの学校を訪れるつ

もりです。トムはいつ熊本に来る予定ですか？

　　３　ケンは鳥を見ることが大好きです。日曜日に，彼は自宅近くの公園へ行き鳥を見

ます。ケンの母はピアノを弾くことが好きです。彼女はとても忙しいのですが，

日曜日にはピアノを弾きます。ケンの父は読書が好きです。彼は日曜日に，本を

読むために図書館へ行きます。ケンは日曜日に何をしますか？

　Ｂ１　Jim  ：Did you see the movie yesterday?



　　　　Yoko ：I wanted to see it, but I couldn't.

　　　　Jim  ：Then, how about going to see it with me next weekend?

　　　　Yoko ：（チャイム）

　　２　Jim  ：That car is very cool!

　　　　Yoko ：Do you mean that white one?

　　　　Jim  ：Yes.  Whose car is that?

　　　　Yoko ：（チャイム）

　　３　Jim  ：I'm hungry.  Let's go to eat lunch.

　　　　Yoko ：OK.  I want to go to the new restaurant.

　　　　Jim  ：That's a good idea.  How will we go there?

　　　　Yoko ：（チャイム）

　　４　Jim  ：Hi, Yoko.  How are you?

　　　　Yoko ：I'm all right.  Jim, do you have any plans for next Sunday?

　　　　Jim  ：Yes, I'll go to see a tennis game with my friends.  Do you want to come 

with us?

　　　　Yoko ：（チャイム）

　　〈英文和訳〉

　Ｂ１　ジム：あなたは昨日，その映画を見ましたか？

　　　　陽子：それを見たかったのですが，見ることができませんでした。

　　　　ジム：それなら，今度の週末に私とそれを見に行くのはどうですか？

　　　　陽子：（チャイム）

　　２　ジム：あの車はとてもかっこいいですね！

　　　　陽子：あの白い車のことですか？

　　　　ジム：はい。あれはだれの車ですか？

　　　　陽子：（チャイム）

　　３　ジム：私はお腹が空いています。昼食を食べに行きましょう。

　　　　陽子：いいですよ。私は新しいレストランへ行きたいです。

　　　　ジム：それはいい考えですね。そこまでどうやって行きますか？

　　　　陽子：（チャイム）

　　４　ジム：こんにちは，陽子。元気ですか？

　　　　陽子：私は元気ですよ。ジム，今度の日曜日に何か予定はありますか？



　　　　ジム：はい，友だちとテニスの試合を見に行くつもりです。私たちといっしょに

来たいですか？

　　　　陽子：（チャイム）

　Ｃ　英文は次の通り。

　　　Listen, everyone.  Some students from Australia are going to visit Japan and our 

school on September 19.  We will have a welcome party for them on September 20.  The 

students will talk about their country at the party.  If you join the party, please bring 

some pictures of Japan and tell the students about Japan by showing your pictures.  They 

are going to leave Japan on October 30.  They want to learn about Japan during their 

stay, so I hope you speak to them and tell them about Japan.

　　質問します。What do the students from Australia want to do during their stay?

　　〈英文和訳〉

　　　みなさん，聞いてください。オーストラリアから何人かの生徒が，９月19日に日本を

訪れて，私たちの学校を訪ねます。９月20日に，私たちはその生徒たちのために歓迎

会を行う予定です。歓迎会で生徒たちは，自分たちの国について話してくれます。み

なさんが歓迎会に参加するなら，日本の写真を持参して，あなたの写真を見せることで，

生徒たちに日本について話してください。彼らは10月30日に日本を去る予定です。

彼らは滞在中に日本について学びたがっていますので，みなさんが生徒たちに話しか

けて，彼らに日本について教えてあげてくれることを願います。

　　質問します。オーストラリアからの生徒たちは，滞在中に何をしたがっていますか？


