
英英語語 NONO..3131
〈解答〉

１　Ａ　１　ウ　　２　イ　　３　ウ

　　Ｂ　１　ウ　　２　ア　　３　エ　　４　ア

　　Ｃ　（ア）　映画を見る　　（イ）　中国　　（ウ）　金曜日

　　　　（エ）　talk about their favorite sports

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 is going to watch the stars this evening.  Which will he use?

　　２　Ken's mother likes flowers.  Ken gave her something yesterday.  She was happy and 

said, “Thank you, Ken.  I'll use this when I take care of the flowers.”  What did Ken 

give her?

　　３　Ken usually has six classes every day, but he has five classes today.  Students in his 

class eat lunch after the third class, and they are going to practice for the school 

festival after school.  Which plan does Ken's class have today?

　　〈英文和訳〉

　Ａ１　ケンは今夜，星を観察する予定です。彼はどれを使うでしょうか？

　　２　ケンのお母さんは花が好きです。ケンは昨日，彼女に何かをあげました。彼女は

喜んで，「ありがとう，ケン。花の世話をするときに，これを使うわ」と言いまし

た。ケンは彼女に何をあげましたか？

　　３　ケンはふだん，毎日６時間の授業がありますが，今日は５時間です。彼のクラスの

生徒は３時間目の後に昼食を食べます。そして彼らは放課後に文化祭のための練

習をします。今日ケンのクラスはどの予定ですか？

　Ｂ１　Jim ：Yoko, I went to the zoo last Sunday.

　　　　Yoko：Oh, Jim, did you?  How was it?

　　　　Jim ：I had a good time with my friends.

　　　　質問します。Did Jim enjoy last Sunday?

　　２　Jim ： Yoko, do you have time?



　　　　Yoko：I'm sorry, Jim.  I have to study now.  I have a test in the next class.

　　　　Jim ：OK.  I'll come to see you later.

　　　　質問します。Why is Yoko busy now?

　　３　Jim ：You have nice pencils, Yoko.

　　　　Yoko：Thank you.  I bought these yesterday.  My sister wanted some, so I gave her 

two of them.

　　　　Jim ： How many pencils do you have now?

　　　　Yoko： I have ten here.

　　　　質問します。How many pencils did Yoko buy yesterday?

　　４　Jim ：I'm hungry, Yoko.  What do you want for lunch?

　　　　Yoko：Well, how about ramen?  

　　　　Jim ：Great!  Let's finish our homework.

　　　　Yoko：Sure.  I'll borrow this book before leaving here.

　　　　質問します。Where are they talking?

　　〈英文和訳〉

　Ｂ１　ジム：陽子，この前の日曜日にぼくは動物園へ行ったよ。

　　　　陽子：まあ，ジム，そうなの？　どうだった？

　　　　ジム：友達といっしょに楽しく過ごしたよ。

　　　　質問します。この前の日曜日，ジムは楽しみましたか？

　　２　ジム：陽子，時間がありますか？

　　　　陽子：ごめんなさい，ジム。今，勉強しなきゃいけないの。次の授業でテストがあ

るの。

　　　　ジム：わかりました。後で会いにくるね。

　　　　質問します。なぜ陽子は今，忙しいのですか。

　　３　ジム：いい鉛筆を持っているね，陽子。

　　　　陽子：ありがとう。これらを昨日買ったの。妹が何本か欲しがったので，彼女に

それらのうち２本あげたのよ。

　　　　ジム：今，何本持っているの？

　　　　陽子：ここに10本あるわ。

　　　　質問します。陽子は昨日，何本の鉛筆を買いましたか？

　　４　ジム：お腹がすきました，陽子。お昼に何を食べたい？



　　　　陽子：ええと，ラーメンはどう？

　　　　ジム：いいね！宿題を終わらせよう。

　　　　陽子：もちろん。私はここを出る前にこの本を借りるわ。

　　　　質問します。彼らはどこで話していますか？

　Ｃ　Hello, everyone.  My name is Bob White.  I'm from Canada.  I'm 24 now.  I like playing 

tennis and watching movies. I also like visiting foreign countries.  I visited America and 

China last year.  I will teach English to you in this class on Tuesdays and Fridays.  If 

you join the English club, you can talk with me in English on Tuesdays and Thursdays 

after school.

　　　It is Tuesday, October 16 today, and I will see you in this class again this Friday.  

Please talk about your favorite sports in English this Friday.  I hope you will enjoy 

learning English with me.  Thank you.

　　質問します。What will the students do this Friday?

　　〈英文和訳〉

　　　こんにちは。私の名前はボブ・ホワイトです。カナダの出身です。今24歳です。私

はテニスをすることと，映画を見ることが好きです。外国を訪れることも好きです。

去年はアメリカと中国を訪れました。私はこのクラスでは火曜日と金曜日に英語をあ

なたたちに教えます。英語クラブに参加すれば，あなたたちは火曜日と木曜日の放課

後に私と英語で話すことができます。今日は10月16日の火曜日で，私がこのクラスで

あなたたちにまた会うのは今週の金曜日になるでしょう。今週の金曜日には，あなた

たちの大好きなスポーツについて，英語で話してください。あなたたちが私と英語を

学ぶことを楽しんでくれることを願っています。ありがとう。

　　質問します。今週の金曜日に，生徒たちは何をしますか。


