
英英語語 NONO..4141
〈解答〉

１　Ａ　１　エ　　２　ウ

　　Ｂ　１　ウ　　２　ア

　　Ｃ　１　エ　　２　イ　　３　ウ

　　Ｄ　①　four　　②　taking　　③　Friday　　④　〔例〕has visited Japan twice .

２　Ａ　１　ア　　２　エ

　　Ｂ　１　イ　　２　ア

配点　１Dの④は２点，他各１点　　１６点満点

〈解説〉

１　英文は次の通り。

　Ａ１　Yoko likes to study English.  She uses this to learn new words.  What is it?

　　２　Mika wants to go to the library, but it isn't open on Mondays.  She can't go there 

today.  What day will it be tomorrow?

　　〈英文和訳〉

　Ａ１　陽子は英語を勉強するのが好きです。彼女は新しい単語を学ぶためにこれを使い

ます。それは何ですか？

　　２　美佳は図書館へ行きたいですが，月曜日には開いていません。彼女は今日はそこ

へ行くことができません。明日は何曜日ですか？

　Ｂ　（M：男性　F：女性）

　　１　F 　：Do you like soccer, Ken?

　　　　M　：Yes.  I often watch soccer games with Makoto.

　　　　F　 ：Makoto?  Who is he?

　　　　M　：（チャイム）

　　２　M　：I want to go shopping.

　　　　F　 ：Oh, I want to go with you.

　　　　M　：OK.  When are you free?

　　　　F　 ：（チャイム）



　　〈英文和訳〉

　Ｂ１　女性：あなたはサッカーが好きですか，健？

　　　　男性：はい。ぼくはよく誠とサッカーの試合を見ますよ。

　　　　女性：誠？　彼は誰ですか。

　　　　男性：（チャイム）

　　２　男性：買い物に行きたいな。

　　　　女性：まあ，私はあなたと行きたいわ。

　　　　男性：いいよ。いつがひまですか？

　　　　女性：（チャイム）

　Ｃ１　Yoko   ：Have you finished reading this book, Jim?

　　　　Jim    ：Not yet, Yoko.

　　　　質問します。 Has Jim read the book?

　　２　Jim    ：Yoko, let's go to the park tomorrow.

　　　　Yoko   ：I think it will be rainy tomorrow.  How about seeing a movie?

　　　　Jim    ：Good idea.  I'll come to your house after lunch.

　　　　質問します。What will Yoko and Jim do tomorrow?

　　３　Jim    ：Yoko, I went to Mt. Aso last Sunday.  It was a really beautiful place.

　　　　Yoko   ：That's good.  I like that mountain, too.  Did you take pictures?

　　　　Jim    ：Of course.  I took a lot there.

　　　　Yoko   ：I'd like to see them.

　　　　Jim    ：OK.  I'll bring them tomorrow.

　　　　質問します。 What will Jim do for Yoko tomorrow?

　　〈英文和訳〉

　Ｃ１　陽子    ：あなたはこの本を読み終えましたか，ジム？

　　　　ジム    ：まだです，陽子。

　　　　質問します。ジムはその本を読んでしまいましたか？

　　２　ジム    ：陽子，明日は公園へ行きましょう。

　　　　陽子    ：明日は雨降りだと思います。映画を見るのはどう？

　　　　ジム    ：いいね。お昼ご飯のあとで君の家へ行くよ。

　　　　質問します。明日，陽子とジムは何をするでしょうか。



　　３　ジム    ：陽子，この前の日曜日，ぼくは阿蘇山へ行きました。ほんとうにき

れいな所でした。

　　　　陽子    ：それはいいですね。私もその山が好きです。写真を撮りましたか。

　　　　ジム    ：もちろん。そこでたくさん撮りました。

　　　　陽子    ：それらを見たいです。

　　　　ジム    ：いいですよ。明日，それらを持ってきます。

　　　　質問します。明日，陽子のためにジムは何をしますか？

　Ｄ　Sam: Hello, everyone.  My name is Sam.  I'm fifteen years old. I'm from America.  I 

live with my father, mother and brother.  This is my third visit to Japan.  I'm staying 

with the Hayashi family, and we're having a great time together.  I like to take pictures 

of animals.  I'm going to study at this school for five days.  I don't have much time, but I 

want to become good friends with you.  Thank you.

　　質問します。How many times has Sam visited Japan before this time?

　　〈英文和訳〉

　　　こんにちは，みなさん。ぼくの名前はサムです。15歳です。ぼくはアメリカの出身

です。ぼくは父と母と，兄と暮らしています。これは日本への３度目の訪問です。ぼ

くは林さんの家に滞在していて，ぼくたちはともにすばらしい時間を過ごしています。

ぼくは動物の写真を撮るのが好きです。ぼくはこの学校で５日間勉強する予定です。

あまり時間がありませんが，あなたたちとよい友だちになりたいです。ありがとう。

　　質問します。サムは今回の前に何回日本に来たことがありますか？

２　〈小問集合〉

　Ａ１　said は［e］の発音。

　　　ア　many が［e］の発音で同じ発音。

　　２　usually は［ju 杓］の発音。

　　　エ　cute が［ju 杓］の発音で同じ発音。

　Ｂ１　イ　án-swer は前の部分を強く読む。これ以外は後ろの部分を強く読む。

　　２　ア　sev-en-téen は最後の部分を強く読む。これ以外は最初の部分を強く読む。


