
英英語語 NONO..4545
〈解答〉

１　Ａ　１　ウ　　２　イ

　　Ｂ　１　エ　　２　イ

　　Ｃ　１　ウ　　２　エ　　３　ウ

　　Ｄ　①　teacher　　②　Forty　　③　favorite

　　　　④　〔例〕She wants them to speak only English .

２　Ａ　１　エ　　２　ア

　　Ｂ　１　ウ　　２　エ

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　Tom likes Japanese food.  He uses these to eat it.  What are they?

　　２　Today is January 31.  Mary came to Japan two days ago.  When did she come to 

Japan?

　　〈英文和訳〉

　Ａ１　トムは日本食が好きです。彼はそれを食べるのにこれらを使います。それらは何

ですか？

　　２　今日は１月31日です。メアリーは２日前に日本へ来ました。彼女はいつ日本へ来

ましたか？

　Ｂ　（M：男性　F：女性）

　　１　F ：It's very cold today.

　　　　M ：Yes.  I don't like the cold season.

　　　　F ：Which season do you like?

　　　　M ：（チャイム）

　　２　M ：Excuse me.  Where is the station?

　　　　F ：Oh, it's far from here.

　　　　M ：Really?  How long does it take to walk there?

　　　　F ：（チャイム）

　　〈英文和訳〉

　Ｂ１　女性：今日はとても寒いですね。



　　　　男性：はい。ぼくは寒い季節が好きではないです。

　　　　女性：どの季節が好きですか。

　　　　男性：（チャイム）

　　２　男性：すみません。駅はどこですか。

　　　　女性：まあ，ここから遠いですよ。

　　　　男性：ほんとうですか。そこまで歩いてどのくらいかかりますか。

　　　　女性：（チャイム）

　Ｃ１　Yoko   ：Does your sister play the piano, Jim?

　　　　Jim    ：Yes, she's a good piano player.

　　　　質問します。Can Jim's sister play the piano?

　　２　Yoko   ：What did you do last night, Jim?

　　　　Jim    ：I ate a good okonomiyaki at a restaurant.  I liked it very much.  Will 

you teach me how to make okonomiyaki ?

　　　　Yoko   ：I'm sorry.  I don't know how, but I can ask my mother to teach you.

　　　　質問します。 What will Yoko do for Jim?

　　３　Jim    ：Yoko, what are you doing?

　　　　Yoko   ：I am looking for my pen.  It's my favorite one, but I can't find it in my 

bag.

　　　　Jim    ：That's too bad.  When did you use it last?

　　　　Yoko   ：I used it during the music class.

　　　　Jim    ：OK.  Let's go to the music room.

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

　　〈英文和訳〉

　Ｃ１　陽子　　　：あなたのお姉さんはピアノを弾きますか，ジム？

　　　　ジム　　　：はい，彼女はピアノが上手ですよ。

　　　　質問します。ジムのお姉さんはピアノを弾けますか？

　　２　陽子　　　：昨夜は何をしたの，ジム？

　　　　ジム　　　：お店でお好み焼きを食べたんだ。とても気に入ったよ。お好み焼き

の作り方を教えてくれる？

　　　　陽子　　　：ごめんなさい。私はどうするかわからないの，でもあなたに教えて

くれるように，母に頼めるわ。

　　　　質問します。陽子はジムのために何をするでしょうか。

　　３　ジム　　　：陽子，何をしているの？

　　　　陽子　　　：ペンを探しているの。お気に入りのものなのだけど，バッグの中に



見つからないの。

　　　　ジム　　　：それは気の毒に。最後にそれを使ったのはいつ？

　　　　陽子　　　：音楽の授業中にそれを使ったわ。

　　　　ジム　　　：オーケー。音楽室へ行こう。

　　　　質問します。陽子とジムは次に何をしますか？

　Ｄ　Kate: Welcome to our English camp.  I'm Kate Brown, your English teacher.  Call me 

Kate.  There are thirty students and ten teachers at this camp.  Today, all the students 

will make a speech in the morning.  Please talk about your favorite things.  And then, we 

will cook curry and rice for lunch.  In the afternoon, we will play volleyball together.  

You have to speak only English during the camp.  We want all the students to do that.  

OK?  Thank you.

　　質問します。What does Kate want all the students to do during the camp?

　　〈英文和訳〉

　　　イングリッシュキャンプにようこそ。私はケイト・ブラウン，あなたたちの英語の先

生です。ケイトと呼んでください。このキャンプには，30人の生徒と10人の先生がい

ます。今日は，生徒は全員，午前中にスピーチをします。あなたたちの大好きなことに

ついて話してください。そしてそれから，私たちは昼食としてカレーライスを作りま

す。午後には，一緒にバレーボールをします。キャンプの間，あなたたちは英語だけを

話さなければなりません。私たちは生徒全員にそうしてもらいたいです。いいです

か？　ありがとう。

　　質問します。ケイトはキャンプの間，生徒全員に何をしてほしいと思っていますか？

２

　Ａ１　head は［e］の発音。

　　　エ　breakfast が［e］の発音で同じ発音。ア eat　イ sea　ウ clean は［i 杓］の発音。

　　２　abroad は［ɔ 杓］の発音。

　　　ア　caught が［ɔ 杓］の発音で同じ発音。イ open　エ bothは［ou］，ウ cloudy は

［au］の発音。

　Ｂ１　Ａは「夕飯に何を食べたいですか」とたずねているので，食べ物の部分のウを強く

読む。

　　２　Ａは「あなたはカナダの出身ですか，マイク？」とたずねているが，Ｂは「いいえ，

オーストラリアの出身です」と答えているので，国の名前の部分のエを強く読む


