
英英語語 NONO..3232
〈解答〉

１　Ａ　１　ア　　２　エ　　３　イ

　　Ｂ　１　イ　　２　エ　　３　ア　　４　ウ

　　Ｃ （ア）　５　　（イ）　理科　　（ウ）　71　　（エ）〔例〕enjoyed listening to

２　１　took　　２　swimming　　３　earliest　　４　children

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 sometimes uses this when he listens to music.  Which picture shows this?

　　２　Ken has a brother and a sister.  Ken's brother, Taku is eighteen years old, and he is 

the tallest of the three.  Ken's sister, Naomi is ten years old, and she is the smallest 

of the three.  Which picture shows Ken, Taku and Naomi?

　　３　Ken usually gets up at 7:00 from Monday to Friday.  This morning he got up at 6:30 

because he had to go to school to practice soccer.  On weekends he gets up at 8:00 

because he doesn't have to go to school.  What time does Ken usually get up on 

Wednesday?

　　〈英文和訳〉

　Ａ１　ケンは音楽を聞くとき，ときどきこれを使います。どの絵がこれを示しています

か？

　　２　ケンにはひとりの兄と，ひとりの妹がいます。ケンの兄であるタクは18歳で，３人

の中で一番背が高いです。ケンの妹であるナオミは10歳で，３人の中で一番小さい

です。どの写真がケンとタク，ナオミを示していますか？

　　３　ケンは，月曜日から金曜日はふつう７時に起きます。彼は今朝，サッカーの練習の

ために学校へ行かなければならなかったので，６時30分に起きました。週末は学校

へ行く必要がないので，彼は８時に起きます。ケンは水曜日には，ふつう何時に起き

ますか？

　Ｂ１　Jim  ：Do you know that man?  Is he a teacher?

　　　　Yoko ：Yes.  He is Mr. Yamamoto.

　　　　Jim  ：What does he teach?

　　　　Yoko ：（チャイム）



　　２　Jim  ：What sports do you like?

　　　　Yoko ：Well, I like playing tennis.

　　　　Jim  ：Good.  How often do you play tennis?

　　　　Yoko ：（チャイム）

　　３　Jim  ：You look tired today.

　　　　Yoko ：I'm not tired, but it's very hot today.

　　　　Jim  ：OK.  I'll bring you something cold to drink.

　　　　Yoko ：（チャイム）

　　４　Jim  ：How was the movie?

　　　　Yoko ：I enjoyed seeing it, but it was a little long.

　　　　Jim  ：Really?  How long was it?

　　　　Yoko ：（チャイム）

　　〈英文和訳〉

　Ｂ１　ジム  ：あの男の人を知っていますか？　彼は先生ですか？

　　　　陽子  ：はい。彼は山本先生です。

　　　　ジム  ：彼は何を教えているのですか？

　　　　陽子  ：（チャイム）

　　２　ジム  ：あなたは何のスポーツが好きですか？

　　　　陽子  ：そうですね，私はテニスが好きです。

　　　　ジム  ：いいですね。あなたはどのくらいの頻度でテニスをするのですか？

　　　　陽子  ：（チャイム）

　　３　ジム  ：あなたは今日，疲れて見えますよ。

　　　　陽子  ：疲れてはいないのですが，今日はとても暑いですね。

　　　　ジム  ：分かりました。あなたに何か冷たい飲み物を持ってきますよ。

　　　　陽子  ：（チャイム）

　　４　ジム  ：その映画はどうでしたか？

　　　　陽子  ：私はそれを見て楽しみましたが，少し長かったです。

　　　　ジム  ：本当ですか？　それはどのくらいの長さだったのですか？

　　　　陽子  ：（チャイム）

　Ｃ　英文は次の通り。

　　Today I'm going to tell you about Ms. Kobayashi.  Last May I went to the mountain near 

my house with my family.  On the mountain, I found a beautiful flower, but I didn't know its 

name.  I asked my father, but he didn't know.  Then, an old woman came and talked to me.  

That was Ms. Kobayashi.  She told us the name of the flower.  She was a science teacher, 



so she knows a lot about flowers.  We enjoyed listening to her stories about flowers.  At 

that time Ms. Kobayashi was seventy-one years old, but she looked young.  I had a very 

good time with her.

　質問します。What did Jiro and his family enjoy on the mountain?

　　〈英文和訳〉

　　私は今日みなさんに，小林さんについてお話しします。私はこの前の５月に，家族と自

宅近くの山へ行きました。私は山で，きれいな花を見つけましたが，それの名前を知りま

せんでした。私は父にたずねましたが，父は知りませんでした。そのとき，ひとりのお年

寄りの女性が来て，私に話しかけました。それが小林さんでした。彼女は私たちに，その

花の名前を教えてくれました。彼女は理科の先生だったので，花についてよく知ってい

るのです。私たちは，彼女の花についてのお話を聞くのを楽しみました。そのとき小林

さんは71歳でしたが，彼女は若々しく見えました。私は彼女と楽しくすごしました。

　質問します。次郎と彼の家族は，山で何を楽しみましたか？

２　〈語形変化〉

　　カッコ内の語を適切な形に変える問題では，特にカッコ前後の語句に注意しながら，英

文をよく読もう。

　１　She（ take → took ）pictures of animals at the zoo yesterday.

　　　「彼女は昨日，動物園で動物の写真を撮りました。」という意味。

　　　文末に yesterday があるので，動詞を過去形に変える。take の過去形は took になる。

　２　My brother likes（ swim → swimming ）in the sea.

　　　「私の兄（弟）は海で泳ぐことが好きです。」という意味。

　　・〈like ～ing〉〈like to ＋ 動詞の原形〉「～することが好き」

　　　１語で書きかえるので，動詞を ～ing 形（動名詞）に変える。swim の ～ing 形は，

語尾を重ねて swimming にする。

　３　I got up the（ early → earliest ）in my family this morning.

　　　「私は今朝，家族で一番早く起きました。」という意味。

　　　カッコの直前に the があることから，最上級だと判断する。early などのように，〈子

音字 ＋ y〉で終わる語の最上級は，「y」を「i」に変えて「est」を付ける。

　４　There are some（ child → children ）in the park.

　　　「公園に子どもが何人かいます」という意味。

　　　カッコの直前に some があるので，名詞を複数形にする。child の複数形は children 

になる。


