
英英語語 NONO..1818
〈解答〉

１　Ａ　１　ウ　　２　ア　　３　エ

　　Ｂ　１　エ　　２　ア　　３　ア　　４　イ

　　Ｃ　（ア）　学校　　（イ）　３（時間）　　（ウ）　カメラ

　　　　（エ）　〔例〕 by bus

２　①　popular　　②　more　　③　hundred　　④　near

配点　Cの（エ）は２点，他各１点　　１６点満点

〈解説〉

１　英文は次の通り。

　Ａ１　Ken is going to cook dinner for his family.  What does he use?

　　２　Yesterday Ken went to the park and took pictures of birds in the morning.  In the 

afternoon he enjoyed listening to music in his room.  What did Ken do yesterday 

morning?

　　３　Ken likes apples very much.  Yesterday he got an apple from his friend and put it on 

the table in his house.  After that Ken's mother also bought five apples and put them 

on the table.  But Ken's father ate two apples this morning.  How many apples are 

there on the table now?

　　〈英文和訳〉

　Ａ１　ケンは家族のために夕食を作る予定です。彼は何を使いますか？

　　２　昨日，ケンは公園へ行き，午前中に鳥の写真を撮りました。午後には，彼は自分の

部屋で音楽を聴くことを楽しみました。ケンは昨日の朝に何をしましたか？

　　３　ケンはりんごが大好きです。昨日，彼は友人からりんごを１個もらって，それを自

宅のテーブルの上に置きました。そのあと，ケンの母親も５個のりんごを買って

きて，それらをテーブルの上に置きました。しかし，今朝ケンの父親が２個のりん

ごを食べてしまいました。今，テーブルの上にリンゴはいくつありますか？

　Ｂ１　Tom    ：What are you doing, Yumi?

　　　　Yumi   ：I'm looking for my pencil.  Did you see it, Tom?

　　　　Tom    ：No, but you can use mine.

　　　　質問します。 Did Tom see Yumi's pencil?



　　２　Yumi   ：Tom, did you do your homework?

　　　　Tom    ：No, I didn't, Yumi.  I'll do it after dinner.

　　　　Yumi   ：I see.

　　　　質問します。 When will Tom do his homework?

　　３　Tom    ：Yumi, where were you last Sunday afternoon?

　　　　Yumi   ：I was at the library.  Why, Tom?

　　　　Tom    ：I visited your house, but you weren't there.

　　　　Yumi   ：Oh, I'm sorry.  I found an interesting book and read it for two hours.

　　　　質問します。Was Yumi at the library last Sunday afternoon?

　　４　Tom    ：Yumi, which sport do you like better, basketball or soccer?

　　　　Yumi   ：I like soccer better.

　　　　Tom    ：Oh, really?  Do you play soccer?

　　　　Yumi   ：No, I don't, Tom.  I like just watching the games.

　　　　質問します。 What does Yumi like to do?

　　〈英文和訳〉

　Ｂ１　トム　　　：由美，何をしているのですか？

　　　　由美　　　：えんぴつを探しています。トム，それを見ませんでしたか？

　　　　トム　　　：いいえ，でも僕のものを使っていいですよ。

　　　　質問します。トムは由美のえんぴつを見ましたか？

　　２　由美　　　：トム，宿題はしましたか？

　　　　トム　　　：いいえ，していません，由美。夕食後にそれをするつもりです。

　　　　由美　　　：分かりました。

　　　　質問します。トムはいつ宿題をするつもりですか？

　　３　トム　　　：由美，先週の日曜日の午後はどこにいましたか？

　　　　由美　　　：図書館にいました。どうしてですか，トム？

　　　　トム　　　：あなたの家を訪れましたが，あなたはそこにいませんでした。

　　　　由美　　　：あら，ごめんなさい。おもしろい本を見つけて，それを２時間ほど読

んでいました。

　　　　質問します。先週の日曜日の午後に，由美は図書館にいましたか？

　　４　トム　　　：由美，バスケットボールとサッカーではどちらのスポーツが好きで

すか？

　　　　由美　　　：私はサッカーの方が好きです。

　　　　トム　　　：おや，本当ですか？サッカーをするのですか？



　　　　由美　　　：いいえ，私はしませんよ，トム。私はただ試合を見ることが好きなだ

けです。

　　　　質問します。由美は何をすることが好きですか？

　Ｃ　英文は次の通り。

　　　We will have a school trip to Fukuoka next month.  We are going to meet at school at 

eight o'clock in the morning.  We will use a bus to go there.  The bus will leave at eight 

thirty, and we'll get off it at eleven thirty. It will take about three hours from Kumamoto 

to Fukuoka.  You can bring your camera if you want to take pictures.  I hope it will be 

sunny during the school trip.  If you have any questions, please ask me.  Let's have a 

good time.

　　質問します。How will the students in this school go to Fukuoka?

　　〈英文和訳〉

　　　来月に福岡への修学旅行があります。私たちは朝８時に学校に集合します。私たち

はバスを使ってそこまで行きます。バスは８時30分に出発して，11時30分にバスを

降りる予定です。熊本から福岡まではおよそ３時間かかる予定です。もし写真を撮り

たいならば，カメラを持参することができます。修学旅行の期間は晴れるといいです

ね。もし何か質問があれば，私にたずねてください。よい時間を過ごしましょう。

　　質問します。この学校の生徒たちはどのように福岡へ行く予定ですか？

２　〈空所補充〉

　　　英文を読み，日本語や数字で書かれた広告の，どの部分を指しているのかをすばやく

見つけ出すことが大切。

　　①　『人気の』 　popular

　　②　『～以上の』 more than

　　　　You don't have to wait more than five minutes.

　　　　「あなたは５分以上待つ必要はありません。」

　　　　＝「５分以内に商品を提供します。」

　　③　『100』　　　hundred

　　④　『～の近く』 near


