
英英語語 NONO..3838
〈解答〉

１　Ａ　１　エ　　２　ウ

　　Ｂ　１　ア　　２　イ

　　Ｃ　１　イ　　２　エ　　３　ア

　　Ｄ　（ア）　10　　（イ）　３　　（ウ）〔例〕徒歩　　（エ）〔例〕does his homework

２　①　came　　②　been　　③　playing

配点　１Dのエは２点，他は各１点　　１５点満点

〈解説〉

１　英文は次の通り。

　Ａ１　You can usually see this in the music room at school.  You play it when you sing 

songs.  What is it?

　　２　Last Sunday was Yumi's mother's birthday.  Last Saturday Yumi went to a shop to 

buy a birthday present for her mother.  She bought a hat as a present.  There is a 

picture of a beautiful flower on it.  What did Yumi buy for her mother?

　　〈英文和訳〉

　Ａ１　みなさんはふつう，これを学校の音楽室で見ることができます。みなさんが歌を

うたうときにこれを弾きます。これは何ですか。

　　２　この前の日曜日はユミの母親の誕生日でした。この前の土曜日に，ユミは母親に

誕生日プレゼントを買うために，お店へ行きました。彼女は帽子をプレゼントと

して買いました。それにはきれいな花の 刺繍 があります。ユミは母親に何を買い
ししゅう

ましたか。

　Ｂ１　（Ｍ：男性　F：女性）

　　　　M ：What are you going to do next Sunday?

　　　　F ：I have a tennis game on that day.  Will you come to watch?

　　　　M ：Sure.  Where will you play?

　　　　F ：（チャイム）

　　２　M ：Hello.  How is your stay in Tokyo?

　　　　F ：It's really great.  I'm enjoying it.

　　　　M ：I'm happy to hear that.  The weather is fine in Kumamoto now.  How is the 



weather in Tokyo?

　　　　F ：（チャイム）

　　〈英文和訳〉

　Ｂ１　男性    ：今度の日曜日は何をする予定ですか。

　　　　女性    ：その日はテニスの試合があります。見に来てくれませんか。

　　　　男性    ：もちろん。どこでするのですか。

　　　　女性    ：（チャイム）

　　２　男性    ：こんにちは。東京での滞在はどうですか。

　　　　女性    ：とてもいいです。楽しんでいますよ。

　　　　男性    ：それを聞いてうれしいです。今の熊本の天気は晴れです。東京の天

気はどうですか。

　　　　女性    ：（チャイム）

　Ｃ１　Jim    ：Hi, Yoko.  I want to see your brother.  Is he in his room now?

　　　　Yoko   ：No, he isn't.  He is playing tennis with my father in the park.

　　　　質問します。Is Yoko's brother in his room now?

　　２　Yoko   ：There are five computers in the library.

　　　　Jim    ：That's great.  How often do you come here?

　　　　Yoko   ：I come here three days a week.

　　　　質問します。How many computers are there in the library?

　　３　Jim    ：Did you study science last night, Yoko?

　　　　Yoko   ：Yes.  I studied science and English last night, but I didn't study math.

　　　　Jim    ：Are you going to study math today?

　　　　Yoko   ：Yes, I am.

　　　　質問します。What subject is Yoko going to study today?

　　〈英文和訳〉

　Ｃ１　ジム    ：やあ，陽子。君のお兄さんに会いたいんだ。今，彼は部屋にいるかな。

　　　　陽子    ：いいえ，いないわよ。彼は公園でお父さんとテニスをしているわ。

　　　　質問します。今，陽子の兄は自分の部屋にいますか。

　　２　陽子    ：この図書館には５台のコンピュータがあるわ。

　　　　ジム    ：すごいね。君はどのくらいの頻度でここに来るの。

　　　　陽子    ：ここには週に３日来ているわね。

　　　　質問します。図書館には何台のコンピュータがありますか。

　　３　ジム    ：陽子，昨晩は理科を勉強したかい。



　　　　陽子    ：うん。昨晩は理科と英語を勉強したけど，数学は勉強しなかったの。

　　　　ジム    ：今日は数学を勉強するつもりなのかい。

　　　　陽子    ：ええ，そうよ。

　　　　質問します。陽子は今日，どの教科を勉強するつもりですか。

　Ｄ　英文は次の通り。

　　　Hello, everyone.  My name is Kenta.  I'm from Japan.  I came to America ten days ago. 

 I have an uncle.  He lives in America, so I'm staying at his house.  I'm going to stay in 

America for about three months.  Our school isn't near his house, so I have to walk for 

twenty minutes to come to school.  I speak English at school, and I talk with my uncle in 

Japanese.  I often go to the school library to do my homework after school.  I'm enjoying 

my stay very much.

　　質問します。What does Kenta do at the school library after school?

　　　〈英文和訳〉

　　　こんにちは，みなさん。私の名前は健太です。日本出身です。10日前にアメリカへ

来ました。私にはおじがいます。彼はアメリカに住んでいるので，彼の家に滞在して

います。約３か月間アメリカに滞在する予定です。学校は彼の家の近くではないので，

通学のために20分間歩かなければなりません。私は学校では英語を話しますが，おじ

とは日本語で話しています。私はしばしば放課後に，宿題をするために学校の図書館

へ行きます。私は滞在をとても楽しんでいます。

　　質問します。健太は放課後に，学校の図書館で何をしていますか。

２

　　①　come → came

　　　直後に〈to ＋ 場所〉が続いていることから，〈come to ＋ 場所〉が使われた文である

と判断する。

　　　ただし，過去の文であることに注意する。

　　②　be → been

　　　直前に have があることや，後に for nine years（９年間）があることから，〈have ＋ 

過去分詞〉の現在完了（継続）の文にする。

　　③　play → playing

　　　直後に with a ball「ボールで」があるので，play を入れて「ボールで遊ぶ」という

意味になると判断する。

　　　ただし，enjoy に続く動詞は，動名詞になることに注意する。


