
英英語語 NONO..1010
〈解答〉
１　Ａ　１　エ　　２　イ　　３　ウ
　　Ｂ　１　ウ　　２　イ　　３　ア　　４　ウ
　　Ｃ　（ア）　８（時）30（分）　　（イ）　日（曜日）　　（ウ）　宿題
　　　　（エ）　〔例〕　studies Japanese
２　１　found　　２　making　　３　classes　　４　taller

配点　各１点，１のC（エ）は２点　１６点満点

〈解説〉
１　英文は次の通り。
　Ａ１　It's very cold today.  Mariko wants something hot to eat.  What will she eat?
　　２　Maki has a brother.  He lives in Australia.  Next summer Maki will visit Australia 

with her father, but her mother can't go there.  Who will go to Australia next 
summer?

　　３　Yesterday afternoon Kenta went to a shop to buy some apples and oranges for his 
grandmother, but there were no apples at the shop.  So he bought five oranges.  
What did Kenta buy yesterday afternoon?

　　〈英文和訳〉
　Ａ１　今日はとても寒いです。マリコは何か温かい食べ物が欲しいです。彼女は何を食

べるでしょうか。
　　２　マキには兄がいます。彼はオーストラリアに住んでいます。マキは，今度の夏に

父親とオーストラリアを訪れるつもりですが，彼女の母親はそこへ行くことがで
きません。誰が今度の夏にオーストラリアへ行くでしょうか。

　　３　昨日の午後，ケンタは祖母のためにいくつかのリンゴとオレンジを買うためにお
店へ行きましたが，そのお店にはリンゴがありませんでした。だから彼は５個の
オレンジを買いました。昨日の午後，ケンタは何を買いましたか。

　Ｂ１　Yumi   ：This bag is very nice, Tom.
　　　　Tom    ：Thank you, Yumi.  I made it last year.
　　　　Yumi   ：Really?  That's great.
　　　　質問します。 Did Tom make a bag last year?
　　２　Yumi   ：Hello, Tom.  What are you doing?
　　　　Tom    ：I can't find my pen.  Did you see it?
　　　　Yumi   ：Yes.  I saw it on your desk.
　　　　質問します。 Where was the pen?



　　３　Tom    ：Is this your cat, Yumi?
　　　　Yumi   ：Yes, Tom.  I got it from my grandmother two weeks ago.
　　　　Tom    ：How old is it?
　　　　Yumi   ：It's three years old.
　　　　質問します。When did Yumi get the cat?
　　４　Tom    ：Hi, Yumi.  Do you want to go to the movies next Sunday?
　　　　Yumi   ：I'm sorry, Tom.  I have to stay home.
　　　　Tom     ：Are you going to clean your house?
　　　　Yumi    ：No.  I'm going to take care of my sister.
　　　　質問します。 What will Yumi do next Sunday?
　　〈英文和訳〉
　Ｂ１　由美　　　：このカバンはとてもいいですね，トム。
　　　　トム　　　：ありがとうございます，由美。去年，私がそれを作りました。
　　　　由美　　　：本当ですか。それはすごいですね。
　　　　質問します。去年，トムはカバンを作りましたか。
　　２　由美　　　：こんにちは，トム。何をしているのですか。
　　　　トム　　　：ペンが見つからないのです。それを見ましたか。
　　　　由美　　　：はい。あなたの机の上で見ましたよ。
　　　　質問します。ペンはどこにありましたか。
　　３　トム　　　：これはあなたのねこですか，由美。
　　　　由美　　　：はい，トム。２週間前に，私は祖母からそれをもらいました。
　　　　トム　　　：それは何歳ですか。
　　　　由美　　　：３歳です。
　　　　質問します。由美は，いつそのねこをもらいましたか。
　　４　トム　　　：こんにちは，由美。来週の日曜日に映画に行きませんか。
　　　　由美　　　：ごめんなさい，トム。私は家に居なければなりません。
　　　　トム　　　：家の掃除をする予定ですか。
　　　　由美　　　：いいえ。妹の世話をする予定です。
　　　　質問します。来週の日曜日に，由美は何をするつもりですか。

　Ｃ　英文は次の通り。
　　　I'll talk about our school library.  It is opened from eight-thirty in the morning to six 
o'clock in the evening.  There are many books in the library.  We can always read many 
books there, but it doesn't open on Sundays.  The library has a large room and a small 
room for students.  Many students do their homework in the large room.  I usually study 
Japanese there.  In the small room there is a computer.  You can use it to look for books.

　　質問します。What does Tom usually do in the large room?



　　〈英文和訳〉
　　　私たちの学校の図書館について話します。それは朝の８時30分から夕方の６時まで

開いています。図書館には多くの本があります。私たちはいつもそこで多くの本を読
むことができますが，日曜日には開きません。その図書館には，生徒用の大きい部屋と
小さい部屋があります。大きな部屋では，多くの生徒が宿題をしています。私はたい
ていそこで日本語を勉強しています。小さい部屋にはコンピュータが１台あります。
あなたは本を探すためにそれを使うことができます。

　　質問します。トムは大きい部屋でたいてい何をしますか。

２　〈語形変化〉
　　カッコ内の語を適切な形に変える問題では，特にカッコの前後の語句に注意しながら，
英文をよく読もう。
　１　I（ find → found ）a nice shop yesterday.
　　　「昨日，私はよい店を見つけました。」という意味。文末に過去を表す yesterday があ
るので，動詞を過去形に変える。find は不規則活用動詞で，過去形は found であること
に注意する。

　２　My mother was（ make → making ）lunch when I came home.
　　　「私が帰宅したとき，母は昼食を作っていました。」という意味。カッコの直前に be 

動詞の was があることと，動詞が make であることから，過去進行形だと判断する。
　　　make などのように，語尾が「-e」で終わる語の進行形は，「-e」をとって「-ing」を
付ける。

　３　How many（ class → classes ）do you have today?
　　　「今日は何時間授業ですか。」という意味。〈How many＋複数名詞 ～?〉は数をたず
ねる表現。よって，class を複数形にする。class などのように，「-s」で終わる語の複
数形は，「-es」をつける。

　４　Takuya is（ tall → taller ）than John.
　　　「拓也はジョンより背が高いです。」という意味。カッコの直後に than があることか
ら，比較級だと判断する。tall の比較級は，taller になる。


