
英語 NO.28
〈解答〉
1　Ａ　 １ 　イ　 ２ 　ウ　 ３ 　ア
　　Ｂ　 １ 　イ　 ２ 　エ
　　Ｃ　 １ 　ア　 ２ 　イ
　　Ｄ　（ア）　six　　（イ）　dancing　　（ウ）　December
　　　　（エ）〔例〕（Because he） learned about Japan（from Ryo.）
2　 １ 　classes　　 ２ 　busiest　　 ３ 　its　　 ４ 　cooked

配点　1D（エ）は 2 点，他各 １ 点　１6点満点

〈解説〉
1　英文は次の通り。
　Ａ １ 　Playing this sport is very exciting.  People use a racket for this sport. What is it?
　　 ２ 　 Last Sunday, it was sunny in Kumamoto.  In Tokyo, it was rainy and colder than in 

Kumamoto.  Which picture shows this?
　　 ３ 　 Mark goes to school by bike and usually leaves home at 7：40, but this morning he 

left home 30 minutes earlier and he walked to school.  Which picture shows this?
　　〈英文和訳〉
　Ａ １ 　 このスポーツをすることはとてもわくわくします。人々はこのスポーツのために

ラケットを使います。それは何ですか。
　　 ２ 　 先週の日曜日，熊本は晴れていました。東京は雨で熊本よりも寒かったです。ど

の絵がこれを示していますか。
　　 ３ 　 マークは自転車で学校へ行き，ふつう 7 時40分に家を出ます。しかし今朝，彼は

30分早く家を出て，歩いて学校へ行きました。どの絵がこれを示していますか。
　Ｂ １ 　Tom  ：Kaori, what’s your favorite subject?
　　　　Kaori ：I like music very much, Tom.
　　　　Tom  ：Oh, really?  Then, you like singing, right?
　　　　Kaori ：（チャイム）
　　 ２ 　Kaori ：Did you enjoy dinner, Tom?
　　　　Tom  ：Yes, thank you, Kaori.  The fish was so good.
　　　　Kaori ：How was the cake?
　　　　Tom  ：It was the best part of today’s dinner.
　　　　Kaori ：（チャイム）
　　〈英文和訳〉
　Ｂ １ 　ト　ム：かおり，好きな教科はなんですか。
　　　　かおり：私は音楽がとても好きです，トム。
　　　　ト　ム：ああ，本当ですか。それなら，あなたは歌うことが好きなのですね。
　　　　かおり：（チャイム）



　　 ２ 　かおり：夕食を楽しみましたか，トム。
　　　　ト　ム：はい，ありがとう，かおり。魚がとてもおいしかったです。
　　　　かおり：ケーキはどうでしたか。
　　　　ト　ム：それは今日の夕食でいちばんよいものでした。
　　　　かおり：（チャイム）
　Ｃ １ 　Emi  ：Hi, Kevin.  It’s time to clean.  Let’s go together.
　　　　Kevin ：Emi, which room should we clean?
　　　　Emi  ： We clean the science room this week.  Next week, we will clean our 

classroom.
　　　　Kevin ：I see.  Let’s go.
　　　　質問します。 Does Kevin clean the science room this week?
　　 ２   Kevin ：What do you want to be, Emi?
　　　　Emi  ：I want to be a doctor.  How about you, Kevin?
　　　　Kevin ： Well, when I was a child, my dream was to be a tennis player, but now 

I hope I’ll teach English at school.
　　　　Emi  ：That’s nice.  I hope your dream comes true.
　　　　質問します。 What was Kevin’s dream when he was a child?
〈英文和訳〉
　Ｃ １ 　絵　美：こんにちは，ケビン。掃除の時間です。一緒に行きましょう。
　　　　ケビン：絵美，どの部屋を掃除すればよいのですか。
　　　　絵　美：私たちは今週，理科室を掃除します。来週は，教室を掃除します。
　　　　ケビン：わかりました。行きましょう。
　　　　質問します。 ケビンは今週，理科室を掃除しますか。
　　 ２ 　ケビン：あなたは何になりたいですか，絵美。
　　　　絵　美：私は医者になりたいです。あなたはどうですか，ケビン。
　　　　ケビン： ええと，私が子どもだったとき，夢はテニスの選手になることでしたが，

今は学校で英語を教えたいと思っています。
　　　　絵　美：いいですね。あなたの夢がかなうことを願っています。
　　　　質問します。 ケビンが子どもだったときの夢は何でしたか。
　Ｄ　英文は次の通り。
　　 　Hello, my name is Paul, and I’m fifteen.  I’m from Australia, and I studied Japanese 

there for six months.  I can speak a little Japanese.  In my school in Australia, I had a 
friend from Kumamoto.  His name was Ryo.  I liked to talk with him because I learned 
about Japan from him.  One day, Ryo talked about a famous festival in Kumamoto, and 
he showed me some pictures.  In the pictures, he was dancing with his family, and he 
looked very happy.  I really wanted to join the festival.

　　 　Now I’m very happy because I am in Kumamoto.  I’m going to stay here from 
September to December.  I want to visit many beautiful places in Kumamoto.  Thank 
you.

　　　質問します。Why did Paul like to talk with Ryo?



　　〈英文和訳〉
　　 　こんにちは，私の名前はポール，１5歳です。私はオーストラリア出身で，そこで日

本語を 6 か月間勉強しました。私は日本語を少し話すことができます。オーストラリ
アの私の学校で，私には熊本出身の友達がいました。彼の名前はリョウでした。彼か
ら日本について学んだので，私は彼と話すのが好きでした。ある日，リョウが熊本の
有名な祭りの話をして，彼は私に何枚かの写真を見せてくれました。その写真で，彼
は家族と一緒に踊っていて，とてもうれしそうに見えました。私は本当にその祭りに
参加したかったです。

　　 　今，熊本にいるので，私はとてもうれしいです。私は ９ 月から１2月までここに滞在
する予定です。多くの熊本の美しい場所を訪ねたいです。ありがとうございました。

　　　質問します。なぜポールはリョウと話すのが好きだったのですか。

2 　〈語形変化〉
　　 　カッコ内の語を適切な形にかえる問題では，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  　How many （ class → classes ） do you have in the afternoon today?
　　　「今日の午後はいくつの授業がありますか」という意味。
　　 　How many のあとには名詞の複数形を続ける。class の複数形は classes と語尾に es 

をつける。
　 ２ 　My mother has a lot of things to do.  She is the （ busy → busiest ）in my family.
　　 　「私の母はすることがたくさんあります。彼女は私の家族の中でいちばん忙しいで

す」という意味。
　　 　直前に the，直後に in ～とあるので，形容詞を最上級にする。busy の最上級は語

尾の y を i にかえて busiest となる。
　 ３  　A big dog is running.  I know that dog, but I don’t know（ it → its ） name.
　　 　「 １ 匹の大きな犬が走っています。私はあの犬を知っていますが，その名前は知り

ません」という意味。
　　　「その」という意味になるよう，it を所有格の its にする。
　 ４ 　I’ve just （ cook → cooked ） lunch.  Let’s eat lunch together.
　　　「私はちょうど昼食を作ったところです。一緒に昼食を食べましょう」という意味。
　　 　I’ve は I have の短縮形。動詞を過去分詞にかえて現在完了形の文にする。cook の

過去分詞は cooked。


