
英語 NO.１９
〈解答〉
1　Ａ　 １ 　ウ　 ２ 　イ　 ３ 　ア
　　Ｂ　 １ 　イ　 ２ 　ウ
　　Ｃ　 １ 　ア　 ２ 　イ
　　Ｄ　（ア）　 Monday　　（イ）　 talked　　（ウ）　 seeing
　　　　（エ）　〔例〕enjoy speaking it
2　 １ 　hotter　　 ２ 　children　　 ３ 　him　　 ４ 　went

配点　1 D（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 　 This is something to eat.  On a hot day, people like to have it because it is cold. 

What is it?
　　 ２ 　 There is a swimming pool.  We can swim there from June to September.  Every 

Friday, we can swim there at night.  Which picture shows this?
　　 ３ 　 Mari has two cats.  One is big and black, and the other is small and white.  Which 

picture shows this?
　　〈英文和訳〉
　Ａ １ 　 これは食べるためのものです。それは冷たいので，人々は暑い日にそれを食べる

のが好きです。それは何ですか。
　　 ２ 　 スイミングプールがあります。私たちは ６ 月から ９ 月までそこで泳ぐことができ

ます。毎週金曜日，私たちは夜にそこで泳ぐことができます。どの絵がこれを示
していますか。

　　 ３ 　 マリは猫を ２ 匹飼っています。 １ 匹は大きくて黒色で，もう １ 匹は小さくて白色
です。どの絵がこれを示していますか。

　Ｂ １ 　Tom  ：Kaori, what are you doing?
　　　　Kaori ： Hi, Tom.  I’m doing my homework.  I have to write about my dream in 

English.
　　　　Tom  ：Can I help you?
　　　　Kaori ：（チャイム）
　　 ２ 　Kaori ：Tom, do you like cakes?
　　　　Tom  ：Yes, Kaori.  I sometimes buy one.  Why do you ask?
　　　　Kaori ：Please try this cake.
　　　　Tom  ：Oh, thank you.  Well, it’s very good.  Did you make it?
　　　　Kaori ：（チャイム）
　　〈英文和訳〉
　Ｂ １ 　ト　ム：かおり，何をしているのですか。



　　　　かおり： こんにちは，トム。宿題をしています。私は自分の夢について英語で書
かなければなりません。

　　　　ト　ム：手伝いましょうか。
　　　　かおり：（チャイム）
　　 ２ 　かおり：トム，ケーキは好きですか。
　　　　ト　ム：はい，かおり。ときどき買うことがあります。なぜ尋ねるのですか。
　　　　かおり：このケーキを食べてみてください。
　　　　ト　ム： わあ，ありがとう。うん，とてもおいしいです。君がそれを作ったので

すか。
　　　　かおり：（チャイム）
　Ｃ １ 　Kevin ：Hi, Emi.  How did you come to school this morning?
　　　　Emi  ：Hi, Kevin.  I usually come to school by bike, but I took the bus today.
　　　　Kevin ：I see.  It was raining this morning, so I walked to school.
　　　　Emi  ：Let’s take the bus together when we go home.
　　　　質問します。Did Emi come to school by bus this morning?
　　 ２ 　Emi  ：Hi, Kevin.  How is your life in Kumamoto?
　　　　Kevin ： It’s a lot of fun, Emi.  But I sometimes feel sad because I miss my family 

in Canada.
　　　　Emi  ： Please come to my house when you miss your family.  My family will be 

happy to see you.
　　　　Kevin ：Oh, that’s so kind of you.  Thank you, Emi.
　　　　質問します。Why is Kevin sad?
　　〈英文和訳〉
　Ｃ １ 　ケビン：やあ，絵美。今朝はどうやって学校へ来ましたか。
　　　　絵　美： こんにちは，ケビン。私はふだん，自転車で通学していますが，今日は

バスに乗りました。
　　　　ケビン：なるほど。今朝は雨が降っていたので，僕は歩いて学校へ来ました。
　　　　絵　美：家に帰るときは一緒にバスに乗りましょう。
　　　　質問します。今朝，絵美はバスで学校へ来ましたか。
　　 ２ 　絵　美：こんにちは，ケビン。熊本での生活はどうですか。
　　　　ケビン： とても楽しいですよ，絵美。でも，カナダにいる家族に会いたくてとき

どき悲しいです。
　　　　絵　美： 家族に会いたいときは私の家に来てください。私の家族はあなたに会え

たら喜ぶでしょう。
　　　　ケビン：わあ，君はとても親切ですね。ありがとう，絵美。
　　　　質問します。ケビンはなぜ悲しいのですか。
　Ｄ　英文は次の通り。
　　 　Hello, everyone.  I’ll leave Japan next Monday.  I enjoyed teaching you English for 

three years.  I couldn’t speak Japanese well when I came to Japan, but I tried to speak 
Japanese with many people.  People around me were always nice to me.  I enjoyed 



talking with them in Japanese and my Japanese is much better now.  So, when you 
learn English, please enjoy speaking it.  Don’t think it’s too difficult.  You can speak in 
easy English.  I was always happy when you talked to me in English.

　　 　I enjoyed doing and seeing many things in Japan.  When I go back to America, I’m 
going to tell many people about Japan.  Thank you.

　　　質問します。What does Ms. White hope when her students learn English?
　　〈英文和訳〉
　　 　こんにちは，みなさん。私は来週の月曜日に日本を離れます。三年間，私はあなた

たちに英語を教えて楽しかったです。日本に来たとき，私は日本語がじょうずに話せ
ませんでしたが，たくさんの人々と日本語で話そうとしました。まわりの人々はいつ
も私に親切にしてくれました。私は彼らと日本語で話すことを楽しみ，今では私の日
本語はとても上達しました。ですから，あなたたちは英語を学ぶとき，英語を話すこ
とを楽しんでください。それは難しすぎると思わないでください。あなたたちは簡単
な英語で話すことができます。あなたたちが英語で話しかけてくれたとき，私はいつ
もうれしかったです。

　　 　私は，日本でたくさんのことをしたり，見たりするのを楽しみました。アメリカに
帰ったら，たくさんの人に日本のことを話すつもりです。ありがとうございました。

　　　質問します。ホワイト先生は，生徒たちが英語を学ぶときに何を望んでいますか。
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 　In Australia, it is （ hot → hotter ） in January than in August.
　　　「オーストラリアでは， １ 月は ８ 月よりも暑いです」という意味。
　　 　than があるので，形容詞を比較級に変える。hot の比較級は hotter と語尾の t を

重ねるので注意。
　 ２  　This movie is for small （ child → children ）, so I want to see another movie.
　　　「この映画は小さい子どもたち向けなので，私は別の映画が見たいです」という意味。
　　　a がないので名詞を複数形にする。child の複数形は children。
　 ３ 　This is my favorite tennis player.  Do you know（ he → him ） ?
　　 　「こちらは私のいちばん好きなテニス選手です。あなたは彼を知っていますか」とい

う意味。
　　　「彼を」という意味になるよう，he を目的格の him にする。
　 ４ 　Ms. Green （ go → went ） to a mountain last weekend and enjoyed the view there.
　　　「グリーンさんは先週末，山へ行き，そこで景色を楽しみました」という意味。
　　 　last weekend と過去を表す語句があるので，動詞を過去形に変える。go の過去形

は went。


