
英英語語 NONO..4040
〈解答〉

１　Ａ　１　ウ　　２　ア　　３　エ

　　Ｂ　１　エ　　２　ア　　３　エ　　４　ウ

　　Ｃ　（ア）〔例〕公園　　（イ）〔例〕日本語　　（ウ）　15

　　　　（エ）〔例〕will clean the river

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 and his friends are going to clean a computer room.  What will they use to clean 

computers?

　　２　Ken has one sister.  They live with their father and mother. Ken's sister is taller 

than Ken.  Ken's mother is as tall as Ken's sister.  Ken's father is the tallest of the 

four.  Who is the shortest of the four?

　　３　Ken has a dog and a cat.  The dog likes running and playing with a ball in the park. 

The cat likes sleeping and playing with a ball in the house.  Yesterday Ken took a 

picture of the dog when the dog was playing with a ball in the park.  Which picture 

did Ken take yesterday?

　　〈英文和訳〉

　Ａ１　ケンと彼の友達はコンピュータ室を掃除するつもりです。コンピュータを掃除す

るために彼らは何を使うでしょうか？

　　２　ケンにはひとりの姉がいます。彼らは両親と住んでいます。ケンの姉はケンより

も背が高いです。ケンの母の背は，ケンの姉と同じ高さです。ケンの父が４人の

なかで一番背が高いです。４人のなかで，だれが一番背が低いですか？

　　３　ケンは犬と猫を飼っています。その犬は公園内を走ることと，ボール遊びが好き

です。その猫は家のなかで寝ることと，ボール遊びが好きです。昨日，その犬が公

園内でボール遊びをしているときに，ケンがその犬の写真を撮りました。どれが

その写真ですか？

　Ｂ１　Tom   ：Hi, Yumi.  I was going to visit Fukuoka last Sunday, but I couldn't. I 

hear you went to Fukuoka last Sunday.  How was your stay in 



Fukuoka?

　　　　Yumi  ：Hello, Tom.  I went there with my sister.  We enjoyed shopping there.

　　　　質問します。  Did Tom visit Fukuoka last Sunday?

　　２　Yumi  ：Good morning, Tom.  Have you finished your homework yet?

　　　　Tom   ：Yes, I have.  I did it last night, and it took an hour to finish it.  How 

about you, Yumi?

　　　　Yumi  ：I finished it three days ago, but it took two hours.

　　　　質問します。　 How long did Tom do his homework last night?

　　３　Tom   ：Hi, Yumi.  Yesterday I didn't see you at school.  Did you come to 

school yesterday?

　　　　Yumi  ：No, I didn't.  My sister was sick yesterday, so I stayed home and took 

care of her.

　　　　Tom   ：Oh, that's too bad.  Did your sister get better?

　　　　Yumi  ：Yes.  She is fine, now.  Thank you, Tom.

　　　　質問します。  Was Yumi sick yesterday?

　　４　Tom   ：Yumi, what did you do during winter vacation?

　　　　Yumi  ：I went to the city library and read many books.  How about you, Tom?

　　　　Tom   ：I went back to Canada to ski with my father.  After we went skiing, my 

mother cooked us dinner.

　　　　Yumi  ：Oh, you had a very good time in Canada.  I am happy to hear that.

　　　　質問します。  Why did Tom go back to Canada?

　　〈英文和訳〉

　Ｂ１　トム　　　：こんにちは，由美。先週の日曜日，私は福岡を訪問する予定でしたが，

できませんでした。先週の日曜日，あなたは福岡へ行ったそうです

ね。福岡での滞在はどうでしたか？

　　　　由美　　　：こんにちは，トム。私は姉とそこへ行きました。私たちはそこで買

い物を楽しみました。

　　　　質問します。先週の日曜日，トムは福岡を訪問しましたか？

　　２　由美　　　：おはようございます，トム。もう宿題を終わらせましたか？

　　　　トム　　　：はい，終わらせました。昨晩にそれをやり，それを終わらせるのに

１時間かかりました。あなたはどうですか，由美？

　　　　由美　　　：私はそれを３日前に終わらせましたが，２時間かかりました。

　　　　質問します。昨晩，トムは彼の宿題をどのくらい（の時間）しましたか？

　　３　トム　　　：こんにちは，由美。昨日，学校であなたを見かけませんでした。昨日



は学校に来ましたか？

　　　　由美　　　：いいえ，来ませんでした。昨日，私の妹が病気だったので，家で彼女

のお世話をしていました。

　　　　トム　　　：おや，それはお気の毒に。あなたの妹さんはよくなりましたか？

　　　　由美　　　：はい。今，彼女は元気です。ありがとうございます，トム。

　　　　質問します。昨日，由美は病気でしたか？

　　４　トム　　　：由美，冬休みに何をしましたか？

　　　　由美　　　：市立図書館へ行ってたくさんの本を読みました。あなたはどうです

か，トム？

　　　　トム　　　：父とスキーをするために，カナダへ帰国しました。スキーをしたあ

と，母が僕たちに夕食を作ってくれました。

　　　　由美　　　：あら，カナダで楽しい時間を過ごしたのですね。それを聞けてうれ

しいです。

　　　　質問します。どうしてトムはカナダに帰国したのですか？

　Ｃ　英文は次の通り。

　　Last Saturday I went to a park and cleaned as a volunteer.  I cleaned the park for about 

an hour.  When I finished cleaning, I felt very tired.  But I was very glad to see the 

beautiful park.  Next Saturday I'm going to clean the river near my house.

　　Last Sunday I joined a speech contest and made a speech in Japanese.  My speech started 

at two forty-five and finished at three o'clock.  After the speech contest, our English 

teacher, Ms. Tanaka, said to me, “Your speech was very good.”  I was very happy to hear 

that.

　質問します。What will Jack do next Saturday?

　　〈英文和訳〉

　　先週の土曜日，僕は公園へ行き，ボランティアとして掃除をしました。僕はその公園を

約１時間掃除しました。掃除を終えると，僕はとても疲れました。でも，きれいな公園を

見てうれしくなりました。来週の土曜日には，自宅近くの川を掃除する予定です。

　　先週の日曜日，僕はスピーチコンテストに参加して，日本語でスピーチをしました。僕

のスピーチは２時45分に始まり，３時に終わりました。スピーチコンテストの後，僕たち

の英語の先生の田中先生が僕に，「あなたのスピーチはとてもよかったですよ」と言って

くれました。僕はそれを聞いてとてもうれしかったです。

　質問します。ジャックは来週の土曜日に何をするつもりですか？


