
英語 NO.15
〈解答〉
1　Ａ　 １　エ　　 ２　イ　　 ３　ウ
　　Ｂ　 １　エ　　 ２　イ　　 ３　ウ　　 ４　ウ
　　Ｃ　ア　（子）イヌ　　イ　 ５ 月　　ウ　色　　エ　has two brothers
2　 １　busier　　 ２　swimming　　 ３　third　　 ４　met

配点　1の Cのエは 2 点，他は各 １ 点　１6点満点

〈解説〉
1　英文は次の通り。
　Ａ １　Ken came here to buy a Japanese movie.  Where is he?
　　 ２　 Ken is going to go to Fukuoka this Saturday.  He will go there by train and it will 

take a long time.  So he is looking for something to read during his trip.  What is 
he looking for?

　　 ３　 It is August seventeenth today.  Ken got up at nine this morning because he went 
to bed late last night.  Yesterday was his birthday.  He is fifteen now.  He had a 
party with his family and they had a good time.  When is Ken’s birthday?　

　　〈英文和訳〉
　Ａ １　ケンは日本映画を買うためにここに来ました。彼はどこにいるでしょうか？
　　 ２　 ケンは今週の土曜日に福岡へ行く予定です。彼はそこへ電車で行くつもりで，そ

れは長時間かかります。それで，彼は旅行中に何か読むものを探しています。彼
は何を探していますか？

　　 ３　 今日は ８ 月１7日です。ケンは昨夜遅く寝たので今朝は ９ 時に起きました。昨日は
彼の誕生日でした。彼は今１５歳です。彼は家族とパーティーをして，彼らはとて
も楽しみました。ケンの誕生日はいつでしょうか？

　Ｂ １　Jim     ：Yoko, let’s go hiking tomorrow.
　　　　Yoko    ： No.  It’ll be too hot.  How about going to the sea?  We can swim 

there.
　　　　Jim     ：That’s nice.  Let’s go.
　　　　質問します 。Are they going to swim in the river in the mountain?
　　 ２　Jim     ：Yoko, what are you reading?
　　　　Yoko    ： I’m reading an e-mail from my friend Mary in Australia.  She will 

come to Japan.  I’m happy now.
　　　　Jim     ：That’s good.  I want to see her, too.
　　　　質問します。Why is Yoko happy now?
　　 ３ 　Jim     ：What time is it?
　　　　Yoko    ：It’s ３：20 now.  We have to wait for the next bus.
　　　　Jim     ：How long do we have to wait for?



　　　　Yoko    ：For ten minutes.
　　　　質問します。What time will the next bus come?
　　 ４　Jim     ：Do you know the new book shop?
　　　　Yoko    ：Yes.  I want to go there.  Can you go with me this afternoon?
　　　　Jim     ：I’m sorry, I can’t.  How about tomorrow morning?
　　　　Yoko    ：Sure.
　　　　質問します。When will they go to the book shop?
　　〈英文和訳〉
　Ｂ １　ジム　　　：陽子，明日，ハイキングへ行きましょう。
　　　　陽子　　　： いいえ。暑すぎます。海へ行くのはどうですか？　私たちはそこで

泳ぐことができます。
　　　　ジム　　　：いいですね。行きましょう。
　　　　質問します。彼らは山の中にある川で泳ぐ予定ですか？
　　 ２　ジム　　　：陽子，何を読んでいるのですか？
　　　　陽子　　　： 私はオーストラリアの友達のメアリーからのメールを読んでいると

ころです。彼女は日本に来るつもりです。私は今，うれしい気持ち
です。

　　　　ジム　　　：それはいいですね。ぼくも彼女に会いたいです。
　　　　質問します。なぜ陽子は今，うれしい気持ちなのですか。
　　 ３ 　ジム　　　：何時ですか。
　　　　陽子　　　：今， ３ ：20です。私たちは次のバスを待たねばなりません。
　　　　ジム　　　：どのくらいの間，待たねばならないのですか？
　　　　陽子　　　：１0分間です。
　　　　質問します。次のバスは何時に来るでしょうか？
　　 ４　ジム　　　：あなたは新しい本屋を知っていますか？
　　　　陽子　　　： はい。私はそこへ行きたいです。今日の午後，一緒に行ってもらえ

ませんか？
　　　　ジム　　　：ごめんなさい，行けません。明日の午前中はどうですか？
　　　　陽子　　　：いいですよ。
　　　　質問します。彼らはいつ本屋へ行くつもりですか？
　Ｃ　英文は次の通り。
　　 　I’ll tell you about my friend John.  One day last May, my grandmother called me.  She 

said, “Ami, my pet dog Momo will be a mother.  Baby dogs will come soon.”  Two 
weeks later, I visited her to see the baby dogs.  When I got to my grandmother’s 
house, she was watching the mother dog and her three babies.  I watched them with 
her.  The babies were small, and they were all boys.  I said to my grandmother, “I like 
that white one.  I like its color.”  She said, “I will give you the dog.”  A month later, 
the dog came to my house.  His name is John.  I feel happy when I am with him.  He is 
one of my best friends.

　　質問します。How many brothers does John have?



　　〈英文和訳〉
　　 　私は友達のジョンについて話します。この前の ５ 月のある日，私の祖母が私に電話

をしてきました。彼女は「亜美，私のペットのイヌのモモがお母さんになります。子
イヌたちがもうすぐやって来ます（生まれます）」と言いました。 2 週間後，私は子
イヌたちを見るために彼女を訪ねました。私が祖母の家に着いたとき，彼女は母イヌ
と ３ 匹の子イヌたちを見ているところでした。私は彼女と一緒に彼らを見ました。子
イヌたちは小さくて，みんなオスでした。私は祖母に「私はあの白いイヌが好きです。
その色が気に入りました」と言いました。彼女は「私はそのイヌをあなたにあげまし
ょう」と言いました。 １ か月後，そのイヌは私の家に来ました。彼の名前はジョンで
す。彼と一緒にいるとき私は楽しくなります。彼は私の親友の １ 人です。

　　質問します。ジョンには何匹の兄弟がいますか？

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

英文をよく読もう。
　 １　My father is（ busy → busier ）than my mother.
　　　「私の父は母よりも忙しい」という意味。
　　 　カッコの直後に than があるので，busy を比較級に変える。語尾が y なので，y を 

i に変えて er をつける。
　 ２　I was（ swim → swimming ）in the sea when it began to rain.
　　　「雨が降り出したとき，私は海で泳いでいました」という意味。
　　 　be 動詞のあとに一般動詞があるので，進行形の文になるが，内容から過去進行形に

する。swim の ～ ing 形は，m を重ねて ing をつける。
　 ３　The（ three → third ）month of the year is March.
　　　「 ３ 番目の月は ３ 月です」という意味。
　　 　「～番目」という序数にする。 １ 番目から ３ 番目までは，first, second, third となる

ので覚えておく。
　 ４　I（ meet → met ）an old woman at the library yesterday.
　　 　「私は昨日，図書館でお年寄りの女性に会った」という意味。文の最後に yesterday 

があるので，過去形にする。meet は不規則動詞なので注意。


