
英語 NO.35
〈解答〉
1　Ａ　 １ 　ウ　　 ２ 　ウ
　　Ｂ　 １ 　ア　　 ２ 　エ
　　Ｃ　 １ 　イ　　 ２ 　イ　　 ３ 　エ
　　Ｄ　①　famous　　②　walked　　③　rainy　　④　〔例〕people’s life
2　Ａ　 １ 　ウ　　 ２ 　イ　　 ３ 　ウ
　　Ｂ　ア　→　エ　→　ウ　→　イ

配点　1 D ④，2 B は 2 点，他は各 １ 点　１7点満点

〈解説〉
1 　英文は次の通り。
　Ａ １ 　When you ride a bike, you must stop here.
　　 ２ 　In our class, summer is more popular than winter.  Eighteen students like summer.
　　〈英文和訳〉
　Ａ １ 　あなたが自転車に乗るときには，ここで止まらなければなりません。
　　 ２ 　私たちのクラスでは，夏は冬よりも人気があります。１8人の生徒が夏が好きです。
　Ｂ（M：男性　F：女性）
　　 １ 　M ：What are you going to do tomorrow afternoon?
　　　　F  ：I’m going to play tennis with my friends.
　　　　M ：That’s nice.  Who do you play with?
　　　　F  ：（チャイム）
　　 ２ 　F ：Wow, there are so many comics.  Are those yours?
　　　　M ：Yes.  I have fifty comics, and my brother has even more comics.
　　　　F  ：How many comics does he have?
　　　　M ：（チャイム）
　　〈英文和訳〉
　Ｂ １ 　男性：あなたは明日の午後，何をする予定ですか。
　　　　女性：私は友達とテニスをする予定です。
　　　　男性：いいですね。あなたはだれとするのですか。
　　　　女性：（チャイム）
　　 ２ 　女性： まあ，とてもたくさんのマンガがありますね。それらはあなたのものな

の？
　　　　男性：うん。僕は50冊のマンガを持っていて，兄はさらにもっと持っているんだ。
　　　　女性：お兄さんは何冊のマンガを持っているの？
　　　　男性：（チャイム）
　Ｃ １ 　Yoko ：Jim, do you have anything to eat?  I’m so hungry.
　　　　Jim    ：OK, Yoko.  Here you are.  I’m not hungry now.



　　　　質問します。Does Jim want to eat something?
　　 ２ 　Jim    ：Hi, Yoko.  Where are you going?
　　　　Yoko ： I’m going to the book shop near the station, Jim.  I want to buy a book about 

London.
　　　　Jim    ： It’s a nice city.  There are many things to see.  My brother lives there and 

I visited him last winter.
　　　　質問します。What does Yoko want to do?
　　 ３ 　Jim    ：What time do you usually get up, Yoko?
　　　　Yoko ：I usually get up at six thirty, but I get up earlier on weekends.
　　　　Jim    ：Oh, really?  Why?
　　　　Yoko ： Because I go to the park with my sister in the morning.  We run around 

there.  After that, I practice soccer with her.  I want to be a good soccer 
player like her.

　　　　質問します。Which is true about Yoko?
　　〈英文和訳〉
　Ｃ １ 　陽子：ジム，何か食べるものはある？　とてもおなかがすいているの。
　　　　ジム：いいよ，陽子。どうぞ。僕は今，おなかがすいていないんだ。
　　　　質問します。ジムは何か食べたがっていますか。
　　 ２ 　ジム：やあ，陽子。どこへ行くの？
　　　　陽子： 駅の近くの本屋さんへ行くのよ，ジム。ロンドンについての本を買いたい

の。
　　　　ジム： それはすてきな街だよね。見るべきものがたくさんある。僕の兄がそこに

住んでいて，僕はこの前の冬に彼を訪ねたんだ。
　　　　質問します。陽子は何をしたがっていますか。
　　 ３ 　ジム：きみはふつう，何時に起きるの，陽子？
　　　　陽子：私はふつう， ６ 時30分に起きるけれど，週末にはもっと早く起きるの。
　　　　ジム：へえ，本当に。どうして？
　　　　陽子： 朝に姉と公園へ行くからよ。私たちはそこの周辺を走るの。そのあと，彼

女とサッカーを練習するの。私は彼女みたいなじょうずなサッカー選手に
なりたいの。

　　　　質問します。 陽子について本当であるのはどれですか。
　Ｄ　英文は次の通り。
　　 　Last month, we had a school trip to Kumamoto for 3  days with １40 students from 

our school.  On the first day, we visited Kumamoto Castle.  It is a famous place in 
Kumamoto.  It was amazing.  On the second day, we went to Mt. Aso by bus and 
visited a museum there.  We learned about the history of Mt. Aso and the people’s life 
around there.  We walked around the mountain after lunch.  It was very exciting.  On 
the third day, we went to a big park in Kumamoto City.  The weather was fine on the 
first day and the second day, but it was rainy on the third day.  It was rainy, but I 
thought that the park was very beautiful.  I enjoyed the trip very much.



　　　　質問します。What did the students learn at the museum?
　　〈英文和訳〉
　　 　先月，私たちの学校の１40人の生徒と一緒に熊本へ 3 日間の修学旅行に行きました。

最初の日は熊本城を訪れました。熊本で有名な場所です。それは驚くべきものでした。
2 日目はバスで阿蘇山に行き，そこで博物館を訪れました。私たちは阿蘇山の歴史と，
その周辺の人々の生活について学びました。昼食後には，その山を歩きまわりました。
それはとてもわくわくしました。 3 日目は熊本市の大きな公園に行きました。最初の
日と 2 日目はよい天気でしたが， 3 日目は雨でした。雨でしたが，その公園はとても
美しいと思いました。私はその旅行をとても楽しみました。

　　　　質問します。生徒たちは，博物館で何を学びましたか。
2 　〈小問集合〉
　Ａ １ 　 B は「いいえ。私は今朝，何も食べませんでした」と答えている。ウの breakfast 

を入れると「あなたは今朝，朝食をとりましたか」という文になる。
　　 ２ 　 イの to practice を入れると「私は，あなたにとって毎日バスケットボールを練

習することが大切だと思います」という文になる。〈It is ... for ＋（人など）＋ 
to ＋ 動詞の原形〉で「（人など）にとって～することは…だ」という意味を表す。

　　 ３ 　 ウの as beautiful を入れると〈as ＋ 形容詞の原級 ＋ as〉の形になり，「あれら
はそれらと同じくらい美しいです」という文になる。

　Ｂ　ア「だから，私の名前は『色彩に富んだ花』を意味します」
　　　イ「彼らからこの話を聞いたとき，私はとてもうれしかったです」
　　　ウ 「彼らは自分たちの子どもが，色彩に富んだ花のように多くの人に愛されること

を願っています」
　　　エ「私の両親が私にこの名前を与えてくれて，それは彼らの願いを表しています」
　　　　 アの内容の理由にあたる文が So の直前にくる。またイ～エの文に含まれる this 

story, them, they, this name が何を指すかを考えると，ア→エ→ウ→イの順にす
るのが適当。


