
英語 NO.10
〈解答〉
1　Ａ　 １ 　イ　 ２ 　ウ　 ３ 　エ
　　Ｂ　 １ 　イ　 ２ 　ウ
　　Ｃ　 １ 　エ　 ２ 　ア
　　Ｄ　（ア）　April　　（イ）　food　　（ウ）　working　　（エ）　〔例〕heard many things
2　 １ 　boxes　　 ２ 　running　　 ３ 　us　　 ４ 　best

配点　1の D（エ）は 2 点，他各 １ 点　１6点満点

〈解説〉
1　英文は次の通り。
　Ａ １ 　 There are many rooms in Ken’s school.  He can borrow books in this room.  What 

is it?
　　 ２ 　 You can go to Midori Park by bus.  Take Bus No. １3.  It will take about 30 minutes 

from Midori Station.  Which picture shows this?
　　 ３ 　 Mari studied math and English for two hours last night.  She studied math longer 

than English.  Which shows this?
　　〈英文和訳〉
　Ａ １ 　 健の学校にはたくさんの部屋があります。彼はこの部屋で本を借りることができ

ます。それは何ですか。
　　 ２ 　 あなたはみどり公園へバスで行くことができます。１3番のバスに乗車しなさい。み

どり駅から約30分かかります。どの絵がこれを示していますか。
　　 ３ 　 真理は昨夜，数学と英語を 2 時間勉強しました。彼女は英語より長く数学を勉強

しました。どれがこれを示していますか。
　Ｂ １ 　Tom  ：Hi, Kaori.  Will you be free next Sunday?
　　　　Kaori ：Yes, Tom.  What’s up?
　　　　Tom  ：We are going to have a party.  Can you come?
　　　　Kaori ：（チャイム）
　　 ２ 　Tom  ：It’s already twelve thirty in the afternoon.  Are you hungry, Kaori?
　　　　Kaori ：Yes. How about you, Tom?
　　　　Tom  ：Me, too.  Let’s have lunch together.  Do you know a good restaurant?
　　　　Kaori ：There is a curry shop near the station.  It’s very popular.
　　　　Tom  ：（チャイム）
　　〈英文和訳〉
　Ｂ １ 　ト　ム：やあ，かおり。次の日曜日はひまですか。
　　　　かおり：はい，トム。どうしたのですか。
　　　　ト　ム：僕たちはパーティーをするつもりです。君は来られますか。
　　　　かおり：（チャイム）



　　 ２ 　ト　ム：もう午後の１2時30分です。君はおなかがすいていますか，かおり。
　　　　かおり：はい。あなたはどうですか，トム。
　　　　ト　ム： 僕もです。いっしょに昼食をとりましょう。君はよいレストランを知っ

ていますか。
　　　　かおり：駅の近くにカレー屋があります。それはとても人気があります。
　　　　ト　ム：（チャイム）
　Ｃ １ 　Emi  ：Kevin, how was your soccer game last Saturday?
　　　　Kevin ：Emi, we couldn’t play soccer that day because it was rainy.
　　　　Emi  ：Oh, really?
　　　　Kevin ：We will have the game this Saturday.
　　　　質問します。Did Kevin play soccer last Saturday?
　　 ２ 　Emi   ：Hi, Kevin.  What are you doing?
　　　　Kevin ： Hi, Emi.  I’m looking for Kenji.  I have something to talk about with him. 

Where is he?
　　　　Emi  ：Oh, he was in the music room.  I saw him there ten minutes ago.
　　　　Kevin ：I’ll go there.  Thank you, Emi.
　　　　質問します。What will Kevin do next?
　　〈英文和訳〉
　Ｃ １ 　絵　美：ケビン，この前の土曜日のサッカーの試合はどうでしたか。
　　　　ケビン：絵美，その日は雨だったのでサッカーができなかったのです。
　　　　絵　美：まあ，ほんとうですか。
　　　　ケビン：僕たちは今度の土曜日に試合をします。
　　　　質問します。 ケビンはこの前の土曜日にサッカーをしましたか。
　　 ２ 　絵　美：こんにちは，ケビン。何をしているのですか。
　　　　ケビン： やあ，絵美。賢二を探しています。彼と話すことがあるのです。彼はど

こにいますか。
　　　　絵　美： あら，彼は音楽室にいました。私は１0分前に彼をそこで見ました。
　　　　ケビン：そこへ行ってみます。ありがとう，絵美。
　　　　質問します。 ケビンは次に何をするでしょうか。
　Ｄ　英文は次の通り。
　　 　Hello, everyone.  I’m Alex Smith.  Nice to meet you.  I’m from America.  I came to 

Japan three weeks ago.  I’m fourteen.
　　 　I’m going to talk about my father.  He came to Japan in April in １995.  He studied at 

a high school in Tokyo for seven months.  He enjoyed a lot of Japanese food with his 
host family.  When he came back to New York, he began to work at a Japanese 
restaurant.  He is still working there.  He knows a lot about Japan.  I heard many 
things about Japan from him, so I wanted to come here.

　　　I hope I can enjoy my time with you.  Thank you. 
　　　　質問します。Why did Alex want to come to Japan?



　　〈英文和訳〉
　　 　みなさんこんにちは。私はアレックス・スミスです。はじめまして。私はアメリカ

出身です。 3 週間前に日本に来ました。私は１4歳です。
　　 　私の父についてお話しします。彼は１995年 4 月に日本に来ました。彼は東京の高校

で ７ か月間勉強しました。彼はホストファミリーといっしょにたくさんの日本食を楽
しみました。彼がニューヨークに戻ったとき，彼は日本食レストランで働き始めまし
た。彼は今でもそこで働いています。彼は日本についてよく知っています。私は彼か
ら日本についてたくさんのことを聞きました。だから私はここに来たかったのです。

　　 　私はあなたたちといっしょに自分の時間を楽しむことができることを願っています。
ありがとうございました。

　　　質問します。なぜアレックスは日本に来たかったのですか。

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

英文をよく読もう。
　 １ 　We need some （ box → boxes ） to put these books in.
　　　「私たちはこれらの本を入れるための，いくつかの箱を必要としています」という意味。
　　　直前に some があるので，box に es をつけて複数形にする。
　 ２ 　My favorite thing is （ run → running ） in the morning.
　　　「私の大好きなことは朝走ることです」という意味。
　　 　「～すること」という意味になるように，動名詞にする。run は語尾の n を重ねて 

ing をつけるので注意。
　 ３ 　Mr. Hill is going to have dinner with（ we → us ） this Friday.
　　　「ヒルさんは今週の金曜日に私たちといっしょに夕食をとるつもりです」という意味。
　　　前置詞 with に続けるので，we を目的格の us にする。
　 ４ 　I think this car is the （ good → best ） of the three.
　　　「私は 3 台の中でこの車がいちばんよいと思います」という意味。
　　 　直前に the があり，文末に of the three と範囲を表す語句があるので，形容詞を最

上級に変える。good の最上級は best。


