
英語 NO.４４
〈解答〉
1　 １ 　①　エ　　②　ア　　③　オ
　　 ２　Ａ　〔例〕　ourselves and today　　Ｂ　〔例〕　important to think
2　ａ　〔例〕　There are a lot of［many］things （that［which］） we can do around us.
　　ｂ　〔例〕　 I want to clean the park because I like walking there on weekends and I want 

to make people there happy. （21語）
　　　　　　　 ［Because I like walking in the park on weekends and I want to make people 

there happy, I want to clean the park. （23語）］

配点　2ｂは 3 点，他は各 2 点　1５点満点

〈解説〉
1　〈対話文和訳〉
　グリーン先生： この町について話しましょう。この町にいる人々にとってどのような種

類の場所が必要でしょうか。何か考えがありますか。
　晴美　　　　： 私は映画が大好きです。私はよく家で映画を見ますが，映画館で映画を

見るほうが好きです。①  今，映画を見るために隣の町へ行かなければな
らない  ので，この町には映画館が必要です。

　圭司　　　　： ええと，晴美さんの考えは悪くないと思います。僕はサッカーをするほ
うが好きです。僕はこの町のサッカーチームに所属しています。僕たち
はときどき，この町の競技場でサッカーの試合をしますが，それは少し
小さいです。だから，②  僕たちはサッカーの試合をするための広い場所
が必要  だと思います。

　グリーン先生： みなさん，私たちは，自分たちが好きなものについて話しているのでは
ありません。この町には，子どもたちや若い人，お年寄りがいますよね
…。私たちは，彼らのことをもっと考えるべきです。

　沙織　　　　： 大きな公園はどうですか。私は家族と，別の市の大きな公園を訪れたこ
とがあります。そこには森があって，さまざまな年齢のたくさんの人々
が歩いたり走ったり，そしてもちろん，きれいな花や木を見たりするの
を楽しんでいました。だから，③  たくさんの木がある大きな公園がこの
町にある  なら，だれでも楽しく過ごすことができると思います。

　グリーン先生： ありがとう，みなさん。私はあなたたちの考えを楽しみました。この町
に，ある場所を作ることを考えるときには，私たちは他の人たちのこと
や明日の世界のことも考えるべきです。私たちはふつう，自分自身のこ
とや今日のことをたくさん考えます。しかし，さまざまな人のことや将
来のことをもっと考えましょう。そのことはこの町をもっとよくするた
めに大切なことです。



　 １ ①　 晴美が，この町に映画館が必要であると考える理由として適当なものを選ぶ。エ
「今，映画を見るために隣の町へ行かなければなりません」が適当。

　　②　 圭司は，この町の競技場はサッカーの試合をするには少し小さいと言っている。
ア「僕たちはサッカーの試合をするための広い場所が必要です」が適当。

　　③　 沙織は別の市の森のある公園を訪れた経験を話している。沙織が「だれでも楽し
く過ごすことができる」と考える条件としては，オ「たくさんの木がある大きな
公園がこの町にある」が適当。

　 ２ Ａ　 空所を含む文の最初に As Mr. Green said, とあるので，グリーン先生の発言から
当てはまる内容をさがす。グリーン先生の最後の発言の最後から 3 文目に「私た
ちはふつう，自分自身のことや今日のことをたくさん考えます」とあり，空所に
はこの内容が入ると考えられる。ourselves and today とする。

　　Ｂ　 この空所には，グリーン先生の最後の発言の最後の 2 文の内容が入ると考えられ
る。important to think とする。

　　　　・〈it is ... ＋ to ＋動詞の原形〉＝「～することは…だ」

2　〈和文英訳〉
　　 　英作文の解きかたを確認しよう。まず，日本文をよく読んで，以下のポイントを押

さえよう。
　　　①「文の種類」を判断する。
　　　→　（肯

こう

定
てい

文，疑問文，否定文，命令文など）
　　　②「時制」を判断する。
　　　→　（現在，過去，未来の文など）
　　　③「主語」と「（助）動詞」を判断する。
　　　　このあとに，必要があれば，疑問詞や，修飾語句などを付け加える。
　　　　慣れないうちは，文頭から書こうとせずに，分かるところから書くようにしよう。
　　ａ　「私たちのまわりには，私たちができることがたくさんあります」
　　　①文の種類：肯定文「～があります」
　　　②時制：現在
　　　③主語：私たちができることが
　　　　動詞：あります
　　　 　「～があります」は There are ～ . と表す。「たくさんのこと」は a lot of［many］

things と表して，この things に「私たちができる」と後ろから説明を加える。説明
を加える際には，関係代名詞 that［which］を使ってもよい。「私たちのまわりに」
は，around us とする。

　　　　まとめると，
　　　→　There are a lot of［many］things（that［which］）we can do around us.
　　　となる。
　　ｂ�　解答例は，「私は週末に公園を歩くのが好きで，そこにいる人々に喜んでもらい

たいので，公園を掃除したいです」という意味。
　　　①文の種類：肯定文「～するのが好きです，～してもらいたいです，～したいです」



　　　②時制：現在
　　　③主語：私は
　　　 　動詞：好き，～を…したい，したい
　　　 　主語は I。まずやりたいボランティア活動を書き，その理由を because に続けて

表す。
　　　 　「～したい」は want to ～で表すことができる。「公園を掃除する」は clean the 

park と表す。
　　　 　「そこを歩くのが好きだ」は like のあとに walking there と続けて表すことがで

きる。to walk there としてもよい。「そこにいる人々」は people there と表す。
「喜んでもらいたい」は，「～をうれしくする」と考えて，〈make ＋人など＋形
容詞〉を want to に続けて使う。

　　　　まとめると，
　　　→ 　I want to clean the park because I like walking there on weekends and I want to 

make people there happy.
　　　となる。
　　　　because 以下の部分を前に出して，
　　　→ 　Because I like walking in the park on weekends and I want to make people there 

happy, I want to clean the park.
　　　としてもよい。


