
英英語語 NONO..2727
〈解答〉

１　Ａ　１　エ　　２　ア　　３　イ

　　Ｂ　１　エ　　２　ウ　　３　イ　　４　エ

　　Ｃ　（ア）（動物）病院　　（イ）〔例〕簡単ではない　　（ウ）　放課後

　　　　（エ）〔例〕under the tree

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 walks to school every morning.  It's raining today.  What does he need to walk 

to school?

　　２　This is a kind of animal.  We usually see it from spring to fall.  It's the smallest of 

the four.  Which picture shows this animal?

　　３　In Ken's class, most students listen to music when they have free time.  Reading 

books is as popular as doing sports.  Which graph shows Ken's class?

　　〈英文和訳〉

　Ａ１　ケンは毎朝，歩いて学校へ行きます。今日は雨が降っています。歩いて学校へ行

くために，彼は何が必要ですか？

　　２　これは動物の一種です。春から秋にかけて，たいていそれを見ます。それは４匹

の中で最小です。どの絵がこの動物を示していますか？

　　３　ケンのクラスでは，ほとんどの生徒が時間のあるときに音楽を聞いています。読

書はスポーツと同じくらい人気があります。どのグラフがケンのクラスを示して

いますか？

　Ｂ１　Yoko   ：How do you come to school, Jim?

　　　　Jim    ：I come to school by train.  Do you walk to school, Yoko?

　　　　Yoko   ：No, I come to school by bike every day.

　　　　質問します。 Does Yoko walk to school every day?

　　２　Yoko   ：You have many books, Jim!  Shall I take some of them?

　　　　Jim    ：No, thank you, Yoko.  I'm all right, but could you open the door?

　　　　Yoko   ：OK, I will.

　　　　質問します。 What will Yoko do next?



　　３　Yoko   ：Hi, Jim.  Your birthday party will start at six tomorrow, won't it?  

Who will go to the party?

　　　　Jim    ：Naoko, Kenta, Takeshi and you.

　　　　Yoko   ：Is Minako going, too?

　　　　Jim    ：No, she can't come, but she gave me a birthday present today.

　　　　質問します。 How many of Jim's friends will go to his birthday party tomorrow?

　　４　Yoko   ：Let's go to see a movie next Saturday.

　　　　Jim    ：Oh, I'm sorry, I practice soccer every Saturday. I can go with you 

next Sunday.

　　　　Yoko   ：I have to clean my house in the morning.  How about Sunday afternoon?

　　　　Jim    ：That's OK!

　　　　質問します。 When will they go to see a movie together?

　　〈英文和訳〉

　Ｂ１　陽子　　　：ジム，あなたはどのようにして学校へ来ていますか？

　　　　ジム　　　：僕は電車で学校に来ています。陽子，あなたは歩いて学校へ来てい

ますか？

　　　　陽子　　　：いいえ，私は毎日，自転車で学校に来ています。

　　　　質問します。陽子は毎日，歩いて学校へ来ていますか？

　　２　陽子　　　：ジム，あなたはたくさんの本を持っていますね！それらのうちの何

冊かを持ちましょうか？

　　　　ジム　　　：いいえ，結構ですよ，陽子。僕は大丈夫ですが，ドアを開けてくれま

せんか？

　　　　陽子　　　：分かりました，そうします。

　　　　質問します。陽子は次に何をしますか？

　　３　陽子　　　：こんにちは，ジム。あなたの誕生日パーティーは明日の６時に始ま

るのでしょう？だれがそのパーティーに来るのですか？

　　　　ジム　　　：ナオコと，ケンタ，タケシ，そしてあなたです。

　　　　陽子　　　：ミナコも来るのですか？

　　　　ジム　　　：いいえ，彼女は来ることができませんが，彼女は今日，僕に誕生日プ

レゼントをくれました。

　　　　質問します。明日は，ジムの友だちの何人が彼の誕生日パーティーに行きますか？

　　４　陽子　　　：今度の土曜日に映画を見に行きましょう。

　　　　ジム　　　：おや，すみません，毎週土曜日はサッカーの練習をするんです。今度

の日曜日には，あなたと行くことができます。



　　　　陽子　　　：午前中は家の掃除をしなければなりません。日曜日の午後はどうで

すか？

　　　　ジム　　　：それでいいですよ！

　　　　質問します。彼女たちは，いついっしょに映画を見に行きますか？

　Ｃ　英文は次の通り。

　　Do you have any pets?  I have a dog.  Today I'll talk about my dog, Hachi.  Last month my 

father and I went to the park near our house for a walk.  When we were walking in the 

park, we found a little dog under the tree.  He looked tired and sick, so I said to my father, 

“Can I take him to the animal hospital?” My father said,“OK, but are you going to keep 

it?  Having a dog as a pet isn't easy.  You need to take care of it every day if you want to 

keep it.” I said,“Of course, I will!”

　　Now he is one of the members of my family.  I take care of Hachi every day.  I walk with 

Hachi after school every day.  When I come home from school, Hachi runs to me.  I love 

Hachi!

　質問します。Where did Kyoko find Hachi?

　　〈英文和訳〉

　　みなさんはペットを飼っていますか？私は１匹の犬を飼っています。私は今日，私の

犬のハチについて話します。先月，私の父と私は，散歩のために家の近くの公園へ行きま

した。私たちが公園内を歩いていたとき，私たちは木の下で子犬を見つけました。彼は

疲れて病気を患っているように見えたので，私は父に，「彼を動物病院へ連れていってい

いかしら」と言いました。父は，「いいけど，それを飼うつもりかい？犬をペットとして

飼うことは簡単なことじゃないよ。もし飼いたいなら，お前が毎日それを世話する必要

があるぞ」と言いました。私は，「もちろん，そうするわ」と言いました。

　　今，彼は家族の一員です。私は毎日ハチの世話をしています。私は毎日放課後に，ハチ

と散歩しています。私が学校から帰ると，ハチは私へ駆け寄ってきます。私はハチが大

好きです！

　質問します。京子はどこでハチを見つけましたか？


