
英英語語 NONO..2323
〈解答〉

１　Ａ　１　エ　　２　ウ　　３　イ

　　Ｂ　１　イ　　２　エ　　３　ア　　４　ウ

　　Ｃ　ア　４　　イ　先月　　ウ　泳ぐ　　エ　〔例〕meet her old friends

２　①　September　　②　hundred　　③　rains　　④　start

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　Ken goes to this place to take a train.  Where is it?

　　２　Ken has two cats.  The black one is on the table and the white one is under the table. 

Which picture shows this?

　　３　Ken's favorite subject is English.  He asked his classmates,“What subject do you 

like best?”  In his class, math is the most popular.  English isn't as popular as math. 

But English is more popular than science.  Which shows this?

　〈英文和訳〉

　Ａ１　ケンは電車に乗るためにこの場所へ行きます。それはどこでしょうか？

　　２　ケンは２匹のネコを飼っています。黒いネコはテーブルの上に，白いほうはテー

ブルの下にいます。どの絵がこのことを表していますか？

　　３　ケンの大好きな教科は英語です。彼はクラスメートたちに「どの教科が一番好きな

のか」を尋ねました。彼のクラスでは，数学が最も人気があります。英語は数学ほ

ど人気がありません。でも英語は理科よりも人気があります。どれがこのことを

表していますか？

　Ｂ１　Jim ：Yoko, is that your book?  I hear it is interesting.

　　　　Yoko：Right.  It's a really interesting story.

　　　　Jim ：Where did you buy it?

　　　　Yoko：（チャイム）

　　２　Jim ：Hi, Yoko.  Where are you going?

　　　　Yoko：I'm going to go shopping.

　　　　Jim ：Oh, I have something to buy, too.  Can I go with you?



　　　　Yoko：（チャイム）

　　３　Jim ：It's sunny.  Let's play tennis today, Yoko.

　　　　Yoko：I want to, but I can't.  I have to stay at home.

　　　　Jim ：How about tomorrow?

　　　　Yoko：（チャイム）

　　４　Jim ：Yoko, why are you so late?

　　　　Yoko：I'm sorry.  I couldn't use my bike this morning. My brother was using it.

　　　　Jim ：Then, how did you come here?

　　　　Yoko：（チャイム）

　〈英文和訳〉

　Ｂ１　ジム：陽子。それはあなたの本？　それはおもしろいと聞いているよ。

　　　　陽子：そのとおりよ。ほんとうにおもしろい話よ。

　　　　ジム：どこで買ったの？

　　　　陽子：（チャイム）

　　２　ジム：やあ，陽子。どこへ行くの？

　　　　陽子：買い物に行こうと思っているの。

　　　　ジム：ああ，ぼくも買わなければいけないものがあるんだ。一緒に行ってもいい

ですか？

　　　　陽子：（チャイム）

　　３　ジム：いい天気だね。今日テニスをしようよ，陽子。

　　　　陽子：したいけれど，できないの。家にいなければいけないの。

　　　　ジム：明日はどう？

　　　　陽子：（チャイム）

　　４　ジム：陽子，どうしてそんなに遅かったの？

　　　　陽子：ごめんなさい。今朝，自分の自転車を使えなかったの。兄がそれを使って

いたの。

　　　　ジム：それでは，どうやってここへ来たの？

　　　　陽子：（チャイム）

　Ｃ　英文は次の通り。

　　　Hello, everyone.  I'm Tomomi.  This is a picture of my family.  There are four people 

in my family.



　　　This is my father.  My father had a dream to have his own restaurant.  His dream came 

true last month!  He was very happy when his own restaurant opened. This is my brother. 

 My brother really likes swimming.  His dream is to swim in the beautiful sea in 

Australia.  So he studies English hard.  This is my mother.  When she was young, she 

went to Canada to study English.  She hopes to meet her old friends in Canada.  Thank 

you for listening.

　　　質問します。What is Tomomi's mother's dream?

　　〈英文和訳〉

　　　みなさん，こんにちは。私は友美です。これは私の家族の写真です。私の家族は４

人です。これは私の父です。父は自分自身のレストランを開くという夢を持っていま

した。先月，彼の夢は実現しました！自分のレストランが開店したとき，彼はとてもう

れしかったです。これは私の兄です。兄は水泳がほんとうに好きです。彼の夢はオー

ストラリアの美しい海で泳ぐことです。それで彼はいっしょうけんめいに英語を勉強

しています。これは私の母です。若い時に，彼女は英語を勉強するためにカナダへ行

きました。彼女はカナダのむかしの友人に会うことを願っています。聞いてくださっ

てありがとう。

　　　質問します。友美のお母さんの夢は何ですか？

２　〈空所補充〉

　　英文を読み，日本語で書かれたポスターの，どの部分を指しているのかをすばやく見つ

け出すことが大切。

　①　『９月（15日）』        September（15）

　②　『（5）00（円）』        （five）hundred（yen）

　③　『雨（天決行）』        （even if it）rains

　　if や when などを用いた時や条件を表す副詞節中では，未来の内容も現在形で表す。

　④　『スタート（地点　みどり公園）』  start（at Midori Park）


