
英英語語 NONO..3535
〈解答〉
１　Ａ　１　エ　　２　イ
　　Ｂ　１　ア　　２　エ
　　Ｃ　１　ウ　　２　ア　　３　エ
　　Ｄ　①　Saturday　　②　eleven　　③　forget
　　　　④　〔例〕she wants to sing Japanese songs

配点　１Ｄの④は２点，他各１点　　１２点満点

〈解説〉
１　英文は次の通り。
　Ａ１　Yoko feels cold now.  She will use this.  What is it?
　　２　Yoko will take the 10:15 train.  She has ten minutes before it leaves.  What time is 

it now?
　　〈英文和訳〉
　Ａ１　陽子は今，寒いと感じています。彼女はこれを使います。それは何ですか？
　　２　陽子は10時15分の電車に乗るつもりです。彼女はそれが発車するまでに10分あ

ります。今，何時ですか？
　Ｂ　（M：男性　F：女性）
　　１　M  ：You weren't at home yesterday, Junko.
　　　　F  ：I visited my grandfather.  It was his birthday.
　　　　M  ：Oh, good.  How old is he?
　　　　F  ：（チャイム）
　　２　F  ：Excuse me.
　　　　M  ：Yes.  What can I do for you?
　　　　F  ：Could you take our picture?
　　　　M  ：（チャイム）
　　〈英文和訳〉
　Ｂ１　男性 ：あなたは昨日，家にいませんでしたね，順子。
　　　　女性 ：私は祖父の家に行っていたの。彼の誕生日だったの。
　　　　男性 ：おお，よかったですね。彼は何歳ですか。
　　　　女性 ：（チャイム）
　　２　女性 ：すみません。
　　　　男性 ：はい。何をしましょうか。
　　　　女性 ：私たちの写真を撮っていただけますか。
　　　　男性 ：（チャイム）



　Ｃ１　Yoko ：Did you have breakfast this morning, Jim?
　　　　Jim  ：Of course.
　　　　質問します。 Did Jim have breakfast today?
　　２　Jim  ：Yoko, what do you want to do in the future?
　　　　Yoko ：I want to work in America.  So I study English hard. 
　　　　Jim  ：Oh, it's my country.  I hope to have a Japanese restaurant in America.
　　　　質問します。 What is Yoko's dream?
　　３　Jim  ：Yoko, I want to read some easy Japanese books.  But I can't get them in the 

school library.
　　　　Yoko ：I see.  I think you can get some at the city library.  Shall I take you there?
　　　　Jim  ：Yes, please.  Is tomorrow good for you?
　　　　Yoko ：OK.  I'll come to your house at one.
　　　　Jim  ：Thank you, Yoko.
　　　　質問します。 What will Yoko do tomorrow afternoon?
　　〈英文和訳〉
　Ｃ１　陽子  ：今朝，朝食を食べましたか，ジム？
　　　　ジム  ：もちろん。
　　　　質問します。 ジムは今日，朝食を食べましたか？
　　２　ジム  ：陽子，あなたは将来何がしたいですか？
　　　　陽子  ：私はアメリカで働きたいです。だから英語を一生懸命に勉強します。
　　　　ジム  ：おお，それはぼくの国です。ぼくはアメリカで日本食のレストランを持

ちたいと願っています。
　　　　質問します。 陽子の夢は何ですか。
　　３　ジム  ：陽子，ぼくは何冊かのやさしい日本語の本を読みたいのです。でも学校

の図書館ではそれらを手に入れられません。
　　　　陽子  ：わかりました。市立図書館でいくつか手に入ると思いますよ。そこへ連

れて行ってあげましょうか。
　　　　ジム  ：はい，お願いします。明日はいいですか。
　　　　陽子  ：いいですよ。１時にあなたの家へ行きましょう。
　　　　ジム  ：ありがとう，陽子。
　　　　質問します。 明日の午後，陽子は何をしますか？
　Ｄ　Mary:  Hello, everyone.  I am Mary.  I have sad news to tell you.  I am going to leave 
Kumamoto and go back to my country this Saturday.  When I came to this school from 
Australia eleven months ago, I didn't know anything.  I felt sad at that time.  But all the 
students were very kind to me.  I want to say“Thank you”to all the students of this 
school.  I was in the music club and I liked Japanese music.  I want to sing Japanese songs 
better, so I will study Japanese more.  Again, thank you very much.  I'll never forget you 
and this school.



　　質問します。Why will Mary study Japanese more?
　　〈英文和訳〉
　　　みなさん，こんにちは。私はメアリーです。あなたがたに伝えなければならない悲

しいニュースがあります。私は今度の土曜日に熊本を離れて，自分の国に帰る予定で
す。11か月前にオーストラリアからこの学校に来たとき，私は何もわかりませんでし
た。私はその時，悲しかったです。しかし，すべての生徒はとても親切でした。この学
校のすべての生徒に「ありがとう」と言いたいと思います。私は音楽クラブにいて，日
本の音楽が好きでした。日本の歌をうまく歌いたいので，もっと日本語を勉強します。
あらためて，本当にありがとうございました。私はあなたがたとこの学校を決して忘
れません。

　　質問します。メアリーはなぜ，もっと日本語を勉強するつもりなのですか？


