
英英語語 NONO..1212
〈解答〉

１　Ａ　１　エ　　２　イ　　３　ア

　　Ｂ　１　ウ　　２　エ　　３　イ　　４　ア

　　Ｃ　（ア）　10（月）　　（イ）　４（時）30（分）（完答）　　（ウ）　金（曜日）

　　　　（エ）〔例〕　wants to sing

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 write a letter to his grandmother.  What does he use?

　　２　Yesterday Ken went shopping.  He went to a CD shop to buy one new CD, but it 

wasn't in the shop.  Then he went to a bookshop.  He bought two books about 

Japanese music.  What did Ken buy yesterday?

　　３　Ken usually gets up at six thirty and leaves home at seven thirty.  But this morning 

he got up at six o'clock, because he had to leave home at seven o'clock to practice 

soccer at school.  He went to school by bike and got there at seven thirty.  What 

time did Ken get up this morning?

　　〈英文和訳〉

　Ａ１　ケンは彼の祖母に手紙を書きたいと思っています。彼は何を使いますか？

　　２　昨日，ケンは買い物へ行きました。彼は１枚の新しいＣＤを買いにＣＤショップ

へ行きましたが，それはそのお店にありませんでした。それから，彼は本屋へ行き

ました。彼は日本の音楽についての本を２冊買いました。昨日ケンは何を買いま

したか？

　　３　ケンはふだん６時30分に起きて，７時30分に家を出ます。しかし，彼は，今朝は

６時に起きました。なぜなら，彼は学校でサッカーの練習をするために，７時に家

を出なければならなかったからです。彼は自転車で学校へ行き，そこに７時30分

に着きました。ケンは，今朝は何時に起きましたか？

　Ｂ１　Yumi   ：You can play soccer well, Tom.

　　　　Tom    ：Thank you, Yumi.  I'm on the soccer team at school.



　　　　Yumi 　　：I see.

　　　　質問します。 Can Tom play soccer well?

　　２　Yumi   ：Tom, did you go to see the movie yesterday?

　　　　Tom    ：Yes, I did, Yumi.  It was very interesting.

　　　　Yumi   ：Oh, really?  I also wanted to go, but I couldn't.

　　　　質問します。 Did Yumi go to see the movie yesterday?

　　３　Tom    ：Yumi, let's play tennis this afternoon.

　　　　Yumi   ：I'm sorry I can't play tennis today, Tom.  How about tomorrow 

morning?

　　　　Tom    ：That's OK.  Please come to the park at nine.

　　　Yumi    ：OK, I will.

　　　　質問します。 When will Yumi and Tom play tennis?

　　４　Tom    ：Yumi, what are you going to do next Sunday?

　　　　Yumi   ：I'm going to do my homework with my friends. How about you, Tom?

　　　　Tom    ：I'm going to go to the sea with my brother.

　　　　Yumi   ：Oh, that's great.

　　　　質問します。 What is Tom going to do next Sunday?

　　〈英文和訳〉

　Ｂ１　由美　　　：トム，あなたはサッカーがじょうずですね。

　　　　トム　　　：ありがとう，由美。僕は学校でサッカー部に入っています。

　　　　由美　　　：なるほど。

　　　　質問します。トムはじょうずにサッカーができますか？

　　２　由美　　　：トム，昨日は映画を見に行きましたか？

　　　　トム　　　：はい，行きましたよ，由美。それはとてもおもしろかったです。

　　　　由美　　　：えっ，本当ですか？　私も行きたかったのですが，行くことができま

せんでした。

　　　　質問します。昨日，由美は映画を見に行きましたか？

　　３　トム　　　：由美，今日の午後にテニスをしましょう。

　　　　由美　　　：ごめんなさい，トム。今日はテニスをすることはできません。明日

の朝はどうですか？

　　　　トム　　　：それなら大丈夫ですよ。９時に公園へ来てください。



　　　　由美　　　：分かりました。そうします。

　　　　質問します。由美とトムは，いつテニスをするつもりですか？

　　４　トム　　　：由美，来週の日曜日は何をする予定ですか？

　　　　由美　　　：友達と宿題をする予定です。あなたはどうですか，トム？

　　　　トム　　　：兄（弟）と海へ行く予定です。

　　　　由美　　　：えっ，それはすごいですね。

　　　　質問します。来週の日曜日に，トムは何をする予定ですか？

　Ｃ　英文は次の通り。

　　Good afternoon, everyone.  My name is Karen.  Today I'm going to talk about the school 

festival.  We will have the festival on October 11.  I want to sing some Japanese songs at 

the festival, but I need your help.  If you can play the piano, please come to the music room 

at four thirty today.  If you can join me, we'll practice together every Friday.  I hope many 

of you will join me.  Thank you for listening.

　質問します。What does Karen want to do at the school festival?

　　〈英文和訳〉

　　こんにちは，みなさん。私の名前はカレンです。今日は学園祭についてお話ししよう

と思います。10月11日にそのお祭りがある予定です。私はお祭りで日本の歌を何曲か

歌いたいのですが，みなさんの助けが必要です。もしピアノを弾くことができるなら，

４時30分に音楽室まで来てください。もし私に加わることができるなら，私たちは毎週

金曜日にいっしょに練習をするつもりです。多くの人が参加してくれることを願ってい

ます。聞いていただきありがとうございました。

　質問します。学園祭では，カレンは何をしたいのですか？


