
英英語語 NONO..2727
〈解答〉

１　Ａ　１　イ　　２　エ　　３　ウ

　　Ｂ　１　ウ　　２　エ　　３　イ　　４　ア

　　Ｃ　（ア）　数学　　（イ）　17　　（ウ）〔例〕有名な場所

　　　　（エ）〔例〕　cooked dinner for 

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　We use this to take pictures.  What is it?

　　２　Last Sunday Ken went to the park with his dog.  When he was walking with his dog, 

he found two cats near the big tree.  The black one was under the tree, and the white 

one was in the tree.  Which picture shows the two cats?

　　３　Last Saturday Ken went shopping.  He bought a book at a bookstore.  It was one 

thousand yen.  He also bought a birthday present for his sister.  He bought a bag and 

it was three thousand and five hundred yen.  His sister was happy to get it.  How 

much money did Ken use on his shopping last Saturday?

　　〈英文和訳〉

　Ａ１　私たちは写真を撮るためにこれを使います。それは何ですか。

　　２　先週の日曜日に，ケンは彼の犬と公園へ行きました。彼が犬と歩いているとき，大

きな木の近くで２匹の猫を見つけました。黒い猫は木の下にいて，白い猫は木の

上にいました。どの写真がこの２匹の猫を示していますか。

　　３　先週の土曜日に，ケンは買い物に行きました。彼は書店で本を１冊買いました。

それは1000円でした。彼は姉（妹）のための誕生日プレゼントも買いました。彼

はかばんを買い，それは3500円でした。彼の姉（妹）はそれをもらってうれしかっ

たです。先週の土曜日の買い物で，ケンはいくら使いましたか。

　Ｂ１　Yumi   ：Do you speak Japanese, Tom?

　　　　Tom    ：No, I don't.  But my sister does.



　　　　Yumi   ：Oh, I want to talk with her in Japanese.

　　　　質問します。 Does Tom's sister speak Japanese?

　　２　Yumi   ：I'm a member of the tennis club.

　　　　Tom    ：When do you practice tennis?

　　　　Yumi   ：I practice from Monday to Friday.

　　　　質問します。 How often does Yumi practice tennis?

　　３　Tom    ：Where were you last Sunday afternoon?

　　　　Yumi   ：I was in the library.

　　　　Tom    ： Oh, I see.  I visited your house, but you were not there.  Why did you 

go to the library?

　　　　Yumi   ：I went there to do my homework.

　　　　質問します。Was Yumi at her house last Sunday afternoon?

　　４　Tom    ：Hi, Yumi.  Did you see Kenta?

　　　　Yumi   ：Hello, Tom.  I saw him in the classroom about ten minutes ago.  He 

was reading a book there.

　　　　Tom    ：Thank you.  Where are you going?

　　　　Yumi   ：I'm going to the music room.

　　　　質問します。 Where did Yumi see Kenta?

　　〈英文和訳〉

　Ｂ１　由美　　　：あなたは日本語を話しますか，トム。

　　　　トム　　　：いいえ，話しません。でも私の姉（妹）は話します。

　　　　由美　　　：あら，私は彼女と日本語で話してみたいです。

　　　　質問します。トムの姉（妹）は日本語を話しますか。

　　２　由美　　　：私はテニス部の部員です。

　　　　トム　　　：あなたはいつテニスを練習するのですか。

　　　　由美　　　：私は月曜日から金曜日までそれを練習しています。

　　　　質問します。由美はどのくらいの頻度でテニスを練習していますか。

　　３　トム　　　：先週の日曜日の午後，あなたはどこにいましたか。

　　　　由美　　　：私は図書館にいました。

　　　　トム　　　：ああ，なるほど。私はあなたの家を訪ねたのですが，あなたはそこに

いませんでした。どうしてそこへ行ったのですか。



　　　　由美　　　：私は宿題をするためにそこへ行きました。

　　　　質問します。先週の日曜日の午後，由美は彼女の家にいましたか。

　　４　トム　　　：こんにちは，由美。ケンタを見ましたか。

　　　　由美　　　：こんにちは，トム。約10分前に教室で彼を見ました。彼はそこで本

を読んでいましたよ。

　　　　トム　　　：ありがとうございます。あなたはどこへ行っているのですか。

　　　　由美　　　：私は音楽室に行きます。

　　　　質問します。由美はどこでケンタを見ましたか。

　Ｃ　英文は次の通り。

　　　Hello, everyone.  My name is Minako.  I'm seventeen years old.  I went to Australia 

during summer vacation and stayed with a family for three weeks.  It was a family of 

three.  All of them were very kind to me.  Mr. Green is a doctor and Mrs. Green is a math 

teacher at a high school.  They have a son, and his name is Jack.  He is a high school 

student.  He is as old as I am.  I was happy to know Jack is interested in Japan.  I enjoyed 

talking about Japan with him.  On Sundays Jack and his mother took me to famous places 

in Australia.  Jack’ s father often cooked dinner for me.  I had a really good time in 

Australia with them.

　　質問します。What did Jack's father do for Minako?

　　〈英文和訳〉

　　　こんにちは，みなさん。私の名前はみなこです。私は17歳です。私は夏休みにオー

ストラリアへ行き，とある一家のもとに３週間滞在しました。彼らは３人家族です。

彼らはみんな私にとても親切でした。グリーン氏は医者で，グリーン夫人は高校の数

学の先生です。彼らにはひとり息子がいて，彼の名前はジャックです。彼は高校生で

す。彼と私は同い年です。ジャックが日本に興味があることを知って私はうれしかっ

たです。私は彼と日本について話すことを楽しみました。日曜日には，ジャックと彼

の母親が，私をオーストラリアの有名な場所に連れて行ってくれました。ジャックの

父親は，しばしば私に夕食を作ってくれました。私はオーストラリアで，彼らと本当に

楽しい時間を過ごしました。

　　質問します。ジャックの父親は，みなこのために何をしましたか。


