
英英語語 NONO..1010
〈解答〉
１　Ａ　１　ウ　　２　ア　　３　イ
　　Ｂ　１　ウ　　２　ア　　３　エ　　４　エ
　　Ｃ　ア　月曜日　　イ　５　　ウ　〔例〕走る　　エ　〔例〕to the library

配点　１C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 wants to take something to drink to school.  What does he take?
　　２　This is a picture of Ken's brother.  He is a good tennis player.  He usually uses his 

black racket when he plays tennis, but he doesn't have it in this picture.  Which is 
his picture?

　　３　You are going to Ken's house.  You are at the station now and you can see a book 
shop on your left.  Go straight and turn right at the school.  Then go straight and 
you'll see the park on your left.  Ken's house is by the park.  Which picture shows 
this?

　〈英文和訳〉
　Ａ１　ケンは学校へ何か飲むものを持っていきたがっています。彼は何を持っていくで

しょうか？
　　２　これはケンのお兄さんの写真です。彼はよいテニスの選手です。彼はふだん，テ

ニスをするときに彼の黒いラケットを使いますが，この写真ではそれをもってい
ません。どれが彼の写真ですか？

　　３　あなたはケンの家へ行くところです。あなたは今駅にいて，左側に書店が見えま
す。まっすぐ歩いて学校のところで右に曲がりなさい。それからまっすぐ行くと，
左側に公園が見えるでしょう。ケンの家は公園のそばにあります。どの絵がこの
ことを示していますか？

　Ｂ１　Jim ：Good morning, Yoko.  You look tired.
　　　　Yoko：I got up early to do my homework.
　　　　Jim ：Really?  What time did you get up?
　　　　Yoko：（チャイム）
　　２　Jim ：Look.  This painting is so beautiful.
　　　　Yoko：I think so, too.
　　　　Jim ：Can I take a picture of it?
　　　　Yoko：（チャイム）
　　３　Jim ：Are you going to go to Kagoshima this summer?
　　　　Yoko：Yes.  I'm going to stay with my grandfather.
　　　　Jim ：How long are you going to stay there?



　　　　Yoko：（チャイム）
　　４　Jim ：June thirteenth is Bill's birthday.
　　　　Yoko：Yes.  I want to do something for him.
　　　　Jim ：Me, too.
　　　　Yoko：（チャイム）
　〈英文和訳〉
　Ｂ１　ジム：おはよう，陽子。疲れているようだね。
　　　　陽子：宿題をするために早起きをしたのです。
　　　　ジム：ほんとう？　何時に起きたのですか？
　　　　陽子：（チャイム）
　　２　ジム：見て。この絵はとてもきれいですね。
　　　　陽子：私もそう思います。
　　　　ジム：それの写真をとってもいいですか？
　　　　陽子：（チャイム）
　　３　ジム：あなたはこの夏，鹿児島へ行く予定ですか。
　　　　陽子：はい。祖父のところに滞在する予定です。
　　　　ジム：どのくらいの間そこに滞在する予定ですか？
　　　　陽子：（チャイム）
　　４　ジム：６月13日はビルの誕生日です。
　　　　陽子：そうですね。彼のために何かしたいです。
　　　　ジム：ぼくもです。
　　　　陽子：（チャイム）
　Ｃ　英文は次の通り。
　　Hello.  My name is Mike.  I'm going to tell you about our basketball team.  We practice 
from Monday to Friday.  We usually get together at three thirty in the afternoon and 
practice for an hour and thirty minutes.  Every Friday we go to Green Park to run.  
Everyone on our team is nice.  If you want to join, please come to the library after school 
tomorrow.  Then, we will tell you more about our team.
　質問します。Where will Tomoya go if he wants to join the basketball team?
　〈英文和訳〉
　　こんにちは。ぼくの名前はマイクです。ぼくたちのバスケットボールチームについて
話しますね。ぼくたちは月曜日から金曜日まで練習します。ぼくたちはふだん，午後３
時30分に集合して，１時間30分練習します。毎週金曜日には走るためにグリーンパーク
へ行きます。ぼくたちのチームのだれもが，親切ですよ。もしもあなたが一員になりた
ければ，明日の放課後に図書館へ来てください。そのとき，ぼくたちはチームについて
もっと話してあげるでしょう。
　質問します。もしバスケットボールチームの一員になりたければ，智也はどこへ行きま

すか？


