
英英語語 NONO..3131
〈解答〉

１　Ａ　１　イ　　２　エ　　３　ア

　　Ｂ　１　イ　　２　ウ　　３　ア　　４　ウ

　　Ｃ　（ア）　オーストラリア　　（イ）　13（歳）　　（ウ）〔例〕日本食

　　　　（エ）〔例〕next week.

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 likes sending e-mails to his friend in Canada.  What does he use?

　　２　Ken's birthday is October 20.  Today is Ken's birthday.  So Ken's sister bought a 

present for him.  Ken also bought a present for his sister because her birthday is 

the day after his.  When is Ken's sister's birthday?

　　３　Ken likes reading books in his room.  There are some books on his desk.  His room 

has one window and one picture.  But there is no computer in his room.  So he must 

go to his father's room when he wants to use a computer.  Which picture shows 

Ken's room?

　　〈英文和訳〉

　Ａ１　ケンはカナダに住む友人に電子メールを送ることが好きです。彼は何を使います

か？

　　２　ケンの誕生日は10月20日です。今日はケンの誕生日です。だからケンの姉（妹）

は彼にプレゼントを買いました。ケンの姉（妹）の誕生日は，ケンの誕生日の翌日

なので，ケンも彼の姉（妹）にプレゼントを買いました。ケンの姉（妹）の誕生日

はいつですか？

　　３　ケンは部屋で本を読むことが好きです。彼の机の上には数冊の本があります。彼

の部屋には窓がひとつと，絵が一枚あります。しかし，彼の部屋にはコンピュータ

はありません。だから彼がコンピュータを使いたいときは，父親の部屋へ行かな

ければなりません。どの写真がケンの部屋を示していますか？

　Ｂ１　Yumi   ：Can you speak Japanese, Tom?



　　　　Tom    ：No, I can't, Yumi.  But my sister can speak Japanese.

　　　　Yumi   ：Oh, I want to talk with her.

　　　　質問します。 Can Tom speak Japanese?

　　２　Tom    ：Hello, Yumi.  What are you doing here?

　　　　Yumi   ：Hello, Tom.  I'm waiting for a bus.  Today I'm going to visit Fukuoka 

to see my friends.

　　　　Tom    ：That's good.  I hope you enjoy your vacation.

　　　　質問します。 How will Yumi go to Fukuoka?

　　３　Tom    ：Yumi, do you know the new restaurant near the station?

　　　　Yumi   ：No, I don't.  When did it open?

　　　　Tom    ：Last Saturday.  Will you go there with me next Sunday?

　　　　Yumi   ：All right, Tom.  Let's have lunch together.

　　　　質問します。Will Yumi go to the new restaurant with Tom next Sunday?

　　４　Yumi   ：Hello, Tom.  Last summer I visited Kagoshima.

　　　　Tom    ：Did you visit any famous places, Yumi?

　　　　Yumi   ：No, I went there to meet my brother.  He teaches English there.  He 

can speak English very well.

　　　　Tom    ：Really?  I want to meet your brother.

　　　　質問します。 Why did Yumi visit Kagoshima last summer?

　　〈英文和訳〉

　Ｂ１　由美　　　：日本語を話すことができますか，トム？

　　　　トム　　　：いいえ，できません，由美。でも僕の姉は日本語を話すことができます。

　　　　由美　　　：あら，私は彼女と話してみたいですね。

　　　　質問します。トムは日本語を話すことができますか？

　　２　トム　　　：こんにちは，由美。ここで何をしているのですか？

　　　　由美　　　：こんにちは，トム。私はバスを待っています。今日は友達に会うた

めに福岡を訪れる予定です。

　　　　トム　　　：それはいいですね。あなたが休日を楽しめることを願っています。

　　　　質問します。由美はどのようにして福岡へ行くつもりですか？

　　３　トム　　　：由美，駅の近くの新しいレストランを知っていますか？

　　　　由美　　　：いいえ，知りません。いつ開店したのですか？



　　　　トム　　　：先週の土曜日です。来週の日曜日に，僕といっしょにそこへ行きま

せんか？

　　　　由美　　　：分かりました，トム。いっしょに昼食を食べましょう。

　　　　質問します。由美は，来週の日曜日に，トムと新しいレストランへ行くつもりです

か？

　　４　由美　　　：こんにちは，トム。昨年の夏，私は鹿児島を訪問しました。

　　　　トム　　　：有名な場所を訪問しましたか，由美？

　　　　由美　　　：いいえ，私は兄に会うためにそこへ行ったのです。彼はそこで英語

を教えています。彼は英語をとてもじょうずに話します。

　　　　トム　　　：本当ですか？　僕はあなたのお兄さんに会ってみたいです。

　　　　質問します。昨年の夏に，なぜ由美は鹿児島を訪問したのですか？

　Ｃ　英文は次の通り。

　　Hello, everyone.  My name is Alice.  I'm from Australia.  I came to Japan last week.  I'm 

going to study with you for three months.  I want to have Japanese friends and talk with you 

in Japanese.  I started to study Japanese in Australia when I was thirteen years old.  

Speaking Japanese is still difficult for me, but I study it every day.

　　I like Japanese food very much.  I sometimes go to restaurants to eat Japanese food.  I 

often tell my family about Japanese food. They are going to come to Japan next week.  

When they come here, I want to eat Japanese food with them.  Thank you.

　　質問します。When will Alice's family visit Japan?

　　〈英文和訳〉

　　こんにちは，みなさん。私の名前はアリスです。私はオーストラリア出身です。先週，

日本へ来ました。３か月間みなさんといっしょに勉強する予定です。私は日本人の友達

をつくって，みなさんと日本語で話をしたいです。私は13歳のときに，オーストラリア

で日本語の勉強を始めました。日本語を話すことは私にとってまだ難しいですが，それ

を毎日勉強しています。

　　私は日本食が大好きです。私はときどき日本食を食べるためにレストランへ行きます。

私はしばしば日本食について家族に話します。来週，彼らが日本へ来る予定です。彼ら

がここに来たとき，私は彼らと日本食が食べたいです。ありがとうございました。

　　質問します。アリスの家族はいつ日本を訪問するつもりですか？


