
英英語語 NONO..1616
〈解答〉
１　Ａ　１　ア　　２　ウ　　３　ウ
　　Ｂ　１　エ　　２　イ　　３　ア　　４　エ
　　Ｃ　（ア）　２（週間）　　（イ）　動物園　　（ウ）〔例〕鳥
　　　　（エ）〔例〕a doctor 
２　①　Saturday　　②　morning　　③　together　　④　call

配点　１Cの（エ）は２点，他各１点　　１６点満点

〈解説〉
１　英文は次の通り。
　Ａ１　We use this when we want to know the time.  What is it?
　　２　It's cloudy and cold today.  It will be sunny and warm tomorrow morning, but it will 

be rainy and cold tomorrow afternoon.  How will the weather be tomorrow?
　　３　Last Sunday Kenta went to a park with his sister.  They got to the park at two 

o'clock.  They enjoyed playing tennis there.  After that, they enjoyed walking there.  
They stayed in the park for two hours.  What time did Kenta and his sister leave the 
park?

　　〈英文和訳〉
　Ａ１　私たちは，時間を知りたいときにこれを使います。それは何ですか。
　　２　今日は曇っていて寒いです。明日の午前中は晴れて暖かくなるでしょうが，明日

の午後は雨で寒くなるでしょう。明日の天気はどうなるでしょうか。
　　３　先週の日曜日に，ケンタは彼の姉（妹）と公園へ行きました。彼らは２時にその公

園に着きました。彼らはそこでテニスを楽しみました。そのあと，彼らはそこで
散歩を楽しみました。彼らは，その公園に２時間滞在しました。ケンタと彼の姉
（妹）は，何時に公園を去りましたか。

　Ｂ１　Tom    ：Is this your guitar, Yumi?
　　　　Yumi   ：No, it's my brother's.  He can play the guitar, but I can't.  How about 

you?
　　　　Tom    ：I can't play the guitar, but I can play the piano.
　　　　質問します。 Can Yumi play the guitar?
　　２　Yumi   ：What's your favorite subject, Tom?
　　　　Tom    ：I like science the best.  How about you, Yumi?
　　　　Yumi   ：My favorite subject is math.



　　　　質問します。 What's Tom's favorite subject?
　　３　Tom    ：Hello, Yumi.
　　　　Yumi   ：Hi, Tom.  How are you?
　　　　Tom    ：I'm fine, thank you.  I'm going to see your brother.  Is he at home now?
　　　　Yumi   ：Yes. He came home from school. He is reading a book in his room now.
　　　　質問します。Where is Yumi's brother now?
　　４　Tom    ：Hi, Yumi.  I went to Fukuoka with my friends last Sunday.
　　　　Yumi   ：Did you have a good time there, Tom?
　　　　Tom    ：Yes.  I visited some famous places.
　　　　Yumi   ：That's good.  I'm going to go there with my sister next Sunday.
　　　　質問します。 Who went to Fukuoka last Sunday?
　　〈英文和訳〉
　Ｂ１　トム　　　：これはあなたのギターですか，由美。
　　　　由美　　　：いいえ，それは兄（弟）のものです。彼はギターを弾くことができま

すが，私は弾くことができません。あなたはどうですか。
　　　　トム　　　：私はギターを弾くことができませんが，私はピアノを弾くことがで

きます。
　　　　質問します。由美はギターを弾くことができますか。
　　２　由美　　　：あなたのお気に入りの教科は何ですか，トム。
　　　　トム　　　：私は理科がいちばん好きです。あなたはどうですか，由美。
　　　　由美　　　：私のお気に入りの教科は数学です。
　　　　質問します。トムのお気に入りの教科は何ですか。
　　３　トム　　　：こんにちは，由美。
　　　　由美　　　：こんにちは，トム。お元気ですか。
　　　　トム　　　：私は元気です，ありがとうございます。私はあなたのお兄（弟）さん

と会う予定なのです。彼は今，家にいますか。
　　　　由美　　　：はい。彼は学校から帰ってきました。今，彼は自分の部屋で本を読

んでいますよ。
　　　　質問します。今，由美の兄（弟）はどこにいますか。
　　４　トム　　　：こんにちは，由美。私は先週の日曜日に，友達と福岡へ行きました。
　　　　由美　　　：そこで楽しく過ごしましたか，トム。
　　　　トム　　　：はい。私は数か所の有名な場所を訪問しました。
　　　　由美　　　：それはいいですね。今度の日曜日に，私は姉（妹）とそこへ行く予定

です。
　　　　質問します。先週の日曜日に，だれが福岡へ行きましたか。
　Ｃ　英文は次の通り。



　　I have a good friend in Canada.  Her name is Nancy.  Nancy will visit Japan next month. 
She will stay at my house for two weeks.  When she comes to Japan, we will go to a zoo in 
our city because she likes animals very much.  After that, we will go to a big park in our 
city and look at many birds there.  She feels happy when she is with animals.  She wants to 
be an animal doctor in the future.  If you want to talk with her, please come to my house to 
speak to her.  She will be happy.  Thank you.

　質問します。What does Nancy want to be in the future?

　　〈英文和訳〉
　　私にはカナダに親友がいます。彼女の名前はナンシーです。ナンシーは来月に日本を
訪問するつもりです。彼女は私の家に２週間滞在するつもりです。彼女が日本に来たと
きに，私たちは市内の動物園へ行くつもりです。なぜならば，彼女は動物が大好きだから
です。そのあと，私たちは市内の大きな公園へ行き，そこでたくさんの鳥を見るつもりで
す。彼女は動物といっしょにいるときに幸せを感じます。彼女は，将来は動物の医者に
なりたいと思っています。もし，みなさんが彼女と話したいならば，私の家に来て，彼女
に話しかけてください。彼女は喜ぶでしょう。ありがとうございました。
　質問します。ナンシーは，将来は何になりたいですか。

２　〈空所補充〉
　　英文を読み，日本語や数字で書かれた案内文の，どの部分を指しているのかをすばやく
見つけ出すことが大切。
　①　『土曜日』 Saturday
　②　『午前中に』 in the morning
　③　『いっしょに』 together
　④　『～に電話をする』 call


