
英英語語 NONO..3535
〈解答〉

１　Ａ　１　イ　　２　ア

　　Ｂ　１　エ　　２　ウ

　　Ｃ　１　ア　　２　イ　　３　ウ

　　Ｄ　ア〔例〕日本語を勉強する　　イ　月　　ウ　10　　エ　for eleven

配点　D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 is going to play baseball tomorrow.  What does he use to catch a ball?

　　２　This picture shows Ken's house.  His house is between the two houses.  One house is 

taller than Ken's house, but the other is not as tall as Ken's house.  Which picture 

shows the houses?

　　〈英文和訳〉

　Ａ１　ケンは明日，野球をする予定です。ボールをキャッチするために，彼は何を使いま

すか？

　　２　この写真はケンの家を示しています。彼の家は２軒の家の間にあります。ひとつ

の家はケンの家よりも高いですが，もうひとつの家はケンの家ほど高くありませ

ん。どの写真がこれらの家を示していますか？

　Ｂ（M：男性　　F：女性）

　　１　M ：Oh, you have a nice bag.

　　　　F ：Thank you.  I like this bag.

　　　　M ：How much was it?

　　　　F ：（チャイム）

　　２　M ：Last Sunday I went to Fukuoka for the first time.  Have you ever been there?

　　　　F ：Yes.  I have been there three times.

　　　　M ：When did you go there last time?

　　　　F ：（チャイム）

　〈英文和訳〉

　Ｂ１　男性：おや，あなたはすてきなかばんを持っていますね。



　　　　女性：ありがとうございます。私はこのかばんを気に入っています。

　　　　男性：それはいくらだったのですか？

　　　　女性：（チャイム）

　　２　男性：私はこの前の日曜日に，初めて福岡へ行きました。あなたは今までにそこ

へ行ったことはありますか？

　　　　女性：はい。私はそこに３回行ったことがあります。

　　　　男性：あなたが前回そこへ行ったのはいつですか？

　　　　女性：（チャイム）

　Ｃ１　Jim   ： It's raining now.  How will the weather be tomorrow?

　　　　Yoko  ： It will be cloudy in the morning, but sunny in the afternoon.

　　　　質問します。 Will it be cloudy tomorrow morning?

　　２　Jim   ： My sister will come to Japan to see me.

　　　　Yoko  ： That's good!  When will she come?

　　　　Jim   ： She will come next month.

　　　　質問します。 Why will Jim's sister come to Japan?

　　３　Yoko  ： Have you finished your homework yet, Jim?

　　　　Jim   ： Not yet.  I'll go to the library to do it after school today.  Can you 

come with me?

　　　　Yoko  ： I'm sorry, I need to practice tennis.

　　　　質問します。 What will Jim do after school today?

　　〈英文和訳〉

　Ｃ１　ジム   ： 今は雨が降っているね。明日の天気はどうなるの？

　　　　陽子   ： 午前中はくもりだけど，午後から晴れるわ。

　　　　質問します。 明日の午前中はくもりになりますか？

　　２　ジム   ： 姉が僕に会うために日本へ来るんだ。

　　　　陽子   ： それはよかったわね！　彼女はいつ来るの？

　　　　ジム   ： 来月に来るよ。

　　　　質問します。 ジムの姉は，なぜ日本へ来るのですか？

　　３　陽子   ： ジム，もう宿題は終わったの？

　　　　ジム   ： いや，まだだよ。今日の放課後にそれをするために図書館へ行くつ

もりなんだ。僕といっしょに来ない？

　　　　陽子   ： ごめんなさい，テニスの練習をしなくちゃならないの。

　　　　質問します。 ジムは今日の放課後に何をするつもりですか？



　Ｄ　英文は次の通り。

　　Hello, everyone.  Welcome to Midori City.  Today I'll tell you about our city.  Midori 

City has many people and many places to visit.  For example, you can visit Midori Museum 

and Midori Park and have a good time there.  In Midori City Library, you can read books 

about Japan in English.  There are many books to study Japanese in the library.  It opens at 

nine in the morning and closes at eight in the evening from Tuesday to Sunday, but it isn't 

open on Monday.  You can borrow ten books and keep them for two weeks.  I hope you'll 

enjoy your stay in Midori City.  If you have any questions, please ask me.

　質問します。How long is the library open from Tuesday to Sunday?

　　〈英文和訳〉

　　こんにちは，みなさん。みどり市にようこそ。私は今日，みなさんに私たちの市につい

てお伝えします。みどり市にはたくさんの人がいて，たくさんの訪れるべき場所があり

ます。例えば，みどり美術館やみどり公園を訪れて，そこで楽しい時間を過ごすことがで

きます。みどり市立図書館では，日本についての英語の本を読むことができます。図書

館には，日本語を勉強するための本がたくさんありますよ。図書館は，火曜日から日曜日

までは午前９時に開いて，夜の８時に閉まりますが，月曜日には開いていません。10冊

の本を２週間借りることができます。みなさんがみどり市での滞在を楽しんでくれるこ

とを願います。もし何か質問があれば，私にたずねてください。

　質問します。火曜日から日曜日に，図書館はどのくらい長く開いていますか？


