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１ 文法問題，特に語形変化の問題はパターンが決まっているから，確実に解けるようにしておこう♪ 

⑴ 語形変化の問題。

【１⑴ 本文の要約】 

⑵ 適語補充＋語形変化の問題。

連語表現を覚えよう。

【１⑵ 本文の要約】

くまモンについてお話します。彼は 2011 年３月 12 日に生まれ，それ以来ずっと大人気です。

彼は熊本を紹介するため，東京，大阪，さらにはアメリカやフランスなどの外国へ行くことさ

えあります。彼の旅について書かれた本が何冊かあり，書店で購入することができます。私は，

彼がもっと多くの人々を幸せにすることを願っています。

この絵を見てください。こちらは僕の父のシゲルです。父はいくつかの外国語を話します。

父はギターをとても上手に弾くことができます。父はサッカー，テニス，バスケットボールな

どの様々なスポーツをして楽しみます。僕は父が大好きです。

・be born「生まれる」主語が He で

時制が過去だから，was にしよう。 

someがあるから複数形 countriesに
しよう。語尾が[子音字＋y]の名詞

だから，yを iにして esをつけるよ。 

There is/are＋○○
名詞

＋場所「(場所)に○○
名詞

がある」

の文だね。is/are の部分は，時制と○○
名詞

の数に合

わせるよ。時制が現在でsome books
名詞の複数形

だから are に

しよう。 

able 

languages 

playing 

speaks「～を話す」がヒント！ 
some foreign languages にしよう。 
some があるから複数形にするのを忘れないで

直前の be 動詞，直後の to がヒント！ 

be able to ~「～することができる」 

・play sports「スポーツをする」

enjoy の後の動詞は ing 形にするよ。
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⑶ 一見どれも大丈夫そうだけど…よく見ていこう。 

 

 

①ア○「山田先生は僕たちの学校で英語を教えています」…・teach＋ものごと「(ものごと)を教える」 

 イ×…このままだと「山田先生は英語に  私を教えています」という文で意味が通らないね。Mr. Yamada 

teaches English to me.あるいは Mr. Yamada teaches me English.ならば意味が通るよ。 

 ウ○「山田先生は彼らに理科を教えています」…・teach＋人＋ものごと「(人)に(ものごと)を教える」 

 エ○「山田先生は生徒に理科を教えています」…・teach＋ものごと＋to＋人「(人)に(ものごと)を教える」 

 

 

 

②ア○「私は病気の人々を助けるために医師になりたいです」…目的を表す to 不定詞の文。「～するために」 

 イ○「私は病気の人々を助けられる医師になりたいです」…関係代名詞 who 以下が後ろから a doctor

を修飾する文。 

 ウ○「私は医師になって病気の人々を助けたいです」…・and ~「そして～」 

 エ×…I will be a doctor who helps sick people.ならば意味が通るよ。 

 

 
  

ついでに，よくでる語形変化を確認しておこう 
 

★名詞を複数形にする。(country⇒countries，child⇒children) 

★be 動詞を正しい形にする。(主語とのセットを覚えよう) 

★主語が三人称単数，時制が現在の文の動詞に(e)s を付ける。（teach⇒teaches，have⇒has） 

★動詞を過去形にする。(buy⇒bought，think⇒thought，make⇒made，go⇒went) 

★動詞を過去分詞にする。(受動態，現在完了，後置修飾) 

★動詞を ing 形にする。(前置詞の後，enjoy や finish の後，進行形，動名詞，後置修飾) 

★形容詞・副詞を比較級/最上級にする。 

(easy
原級

⇒easier
比較級

⇒easiest
最上級

，important
原級

⇒more important
比較級

⇒most important
最上級

) 
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２ 英文と図表から読み取る問題は多くの都道府県で増加傾向！ 

⑴①

③ 

⑵ ・ask＋人＋to ~「(人)に～するよう頼む」 ・during the activities「活動中は」

⑶ 英文から，教室配置図を読み取ろう。

てがかりその１…赤線部分より，英語教室はコンピュータ室と図書室の間にある！

てがかりその２…青線部分より，教子の教室はコンピュータ室の隣にある！

【２ 本文の要約】

みなさん，こんにちは。私は岩田教子です。英語部の部員です。私たちの部についてお話しします。

英語部は様々な活動を行います。英語で話したり，ゲームをしたり，歌を歌ったり，英語のスピーチコ

ンテストに参加したりします。英語教師の鈴木先生が私たちと一緒に活動してくださっています。

私たちの部では３つの大切なポイントがあります。１つ目，英語だけで話してください。部活動中，

英語で話すようお願いします。２つ目，英語のスピーチコンテストに出場することができます。３つ目，

全ての活動を楽しむことができます。 

活動は毎週火曜日と木曜日に英語教室で行います。それ(＝英語教室)は３階のコンピュータ室と図書

室の間にあります。

もしこの部に入りたければ，私の教室へ来てください。それ(＝教子の教室)はコンピュータ室の隣で

す。新しい部員と様々な活動をしようと思います。簡単な英語を使います。私たちと一緒に，楽しい時

間を過ごしましょう。 

カンマ(,)に囲まれた部分は，カンマの前の語句 (ここでは，Mr. Suzuki)を説明する役割

があるよ。【スライド】に「顧問：鈴木先生」とあるから，teacher を入れればいいね。

【スライド】に「活動日：毎週 火曜日と木曜日」とあるから，Tuesday を入れればいいね。 

 

正解はイでした♪ 
選択肢がある問題は，わかるところから○や×

を書き入れて情報を整理するといいよ。 
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３⑴ 【３ 本文の要約】参照。

帽子を失くしたというマイクに，店員が Which floor did you visit?と尋ねた場面。 

⑵ ②・I’m sure (that)＋主語＋動詞「～だと確信している」「～なのは確かだ」

③・Sure.「はい」「もちろんです」(質問や依頼への返答)

⑶ マイクの物とおぼしき帽子を確認している場面。「もし内側に名前があれば，この帽子は( ④ )

です」に入るものだから mine「僕の物」が適切。「英語１語」という条件があるから，my cap「僕

の帽子」は×だよ。 

主格 所有格 目的格 所有代名詞 

～は(が) ～の ～を(に) ～のもの 

I my me mine 

we our us ours 

you your you yours 

he his him his 

she her her hers 

it its it ― 

they their them theirs 

ア ×「帽子を買うために訪れた階を覚えています」

イ ○「買った物は覚えています」

ウ ×「自分が買った物を知りたいです」

エ ×「自分がどこで帽子を買ったのかを知りたいです」 

前後にある yours「あなたのもの」が大ヒントになるね。

ちなみに，「～のもの」を表す語を，所有代名詞というよ。 
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⑷ 対話と落とし物一覧表を見比べてマイクの帽子を探そう。「発見日」と「色」は共通だから，「発

見時刻」「発見された階」「備考」の３点に着目しよう。

てがかりその１…マイクの６回目の発言 The letter C is on the front of my cap.「帽子の前の部分に C

の文字があります」より，イ，ウ，オに絞る。

てがかりその２…店員の６回目の発言に It was found in the restaurant「これはレストランで見つか

りました」とある。

てがかりその３…店員の４回目の発言に We have restaurants on the fifth floor「レストランは５階に

あります」とある。イ，オに絞る。

てがかりその４…マイクの４回目の発言に I also had lunch in the restaurant in this department store 

from noon to one in the afternoon.「それと，12 時から１時までこのデパートのレ

ストランで昼食をとりました」とあるから，イは合わないとわかる。⇒オが正答

⑸① 質問「マイクは弟のために何を買いましたか？」…マイクの４回目の発言に，I bought a T-shirt

for my brother とあるから，He bought a T-shirt (for his brother).と答えよう。 

② 質問「マイクは５階にあるレストランで昼食をとりましたか？」…⑷の問題のてがかり３と４

参照。Did ~?の質問には，〈Yes, 主語＋did〉.または〈No, 主語＋didn’t.〉で答えるから，ここで

は Yes, he did.と答えよう。 
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【３ 本文の要約】

４ 条件作文は，まず，英語にしやすい日本語に変換してから英語にしよう。 

⑴ 「あなたはどこへ行くつもりですか？」という疑問文を作る。where「どこ」を使った be going to

~や will ~の疑問文にする。疑問詞の後は疑問文の語順にすることに注意しよう。

⑵ 「あなたは電車で伊勢に早く着くことができる」という文を作る。「～することができる」＝can ~

／be able to ~，「電車で」＝by train 「電車を使うと～」の部分に接続詞 if や when を使って，You 

can get to Ise soon if you take a train.という文にしても良い。

⑶ 「三重での旅行を楽しんでください」という文を作る。「楽しむ」＝enjoy ~／have a good time

ここでは「旅行を楽しむ」だから，Have a nice trip.「よい旅を」と表すこともできる。

マイク：こんにちは。ここは案内所ですか？

店員 ：こんにちは。はい，そうです。何かお困りでしょうか？ 

マイク：はい。昨日，こちらのデパートで帽子をなくしてしまったようです。

店員 ：わかりました。お客様の帽子は何色でしょうか？ 

マイク：黒色です。

店員 ：では，落し物一覧表を確認いたします。昨日，５月３日には，このデパートで６つの黒い帽子

が見つかりました。今，私たちがいるのは１階です。お客様はどちらの階に行かれましたか？ 

マイク：うーん，行った階は覚えていませんが，①買った物は覚えています。午前中に弟のための T

シャツを買い，午後は自分用にペンを何本か買いました。あ，それと，12 時から１時までこ

のデパートのレストランで昼食をとりました。 

店員 ：ありがとうございます。レストランは５階にあります。ペンは４階，男の子の服は３階に売

り場があります。最後に帽子を見たのはいつですか？ 

マイク：弟のための T シャツを買った時はまだ帽子をかぶっていました。その後レストランに行き，

窓際の席に着いた時，近くの座席に帽子と買い物袋を置きました。レストランを出た時，買

い物袋を持っていたのは②確かですが，帽子のことはよく覚えていません。 

店員 ：そうですか。お客様の物と思われる帽子が３つあります。帽子に何か特徴はありますか？ 

マイク：帽子の前の部分に C の文字があります。

店員 ：よかったです。まさにそういった物があります。レストランで見つかって，こちらに届けら

れました。お持ちしますので少々お待ちいただけますか？ 

マイク：③わかりました。 

店員 ：お待たせしました。これがその帽子です。お客様の物でしょうか？ 

マイク：内側に小さく Mike と記名してあります。名前があれば④僕の物です。名前はありますか？ 

店員 ：あります！これはお客様の物ですね。どうぞお持ちください。 

マイク：ありがとうございました！

店員 ：どういたしまして。 



高校入試模擬テスト 第２回  1 / 7 

超 ナ ビ 

スーパー

１⑴ 語形変化の問題はだいたいパターンが決まっているよ。 

①

( which/that
省略された関係代名詞

)I ①buy there で後ろから a T-shirt を修飾して，T シャツを紹介する文。買わなかったら

今持っていないから，T シャツを買ったのは過去のこと。したがって，過去形 bought にしよう。 

②

「それ(＝T シャツ)に書かれたメッセージ」という意味になるから，過去分詞 written にしよう。 

③

直前に the があるから，最上級 happiest にしよう。happy など，語尾が[子音字＋y]の形容詞を最上級

にする時は，y を i にして est をつけるよ。 

【１⑴ 本文の要約】 

この夏，私は家族でニューヨークへ行きました。これは私がそこで①買ったＴシャツです。Ｔシャツ

に②書かれたメッセージが気に入っています。そのメッセージとは，『人生を楽しもう』です。私たちは

野球の試合を観戦し，コンサートにも行きました。すてきな時間を過ごしました。この旅は，夏休みの

③一番幸せな思い出になりました。

ついでに，語形変化でよく出る単語を確認しておこう 

【動詞】 

原形 過去形 過去分詞 ing 形 三人称単数現在 

go went gone going goes

have had had having has

come came come coming comes

get got got getting gets

make made made making makes

write wrote written writing writes

【形容詞/副詞】 

原級 比較級 最上級 

easy easier easiest

big bigger biggest

difficult more difficult most difficult 

good / well better best 

【名詞】 

単数形 複数形 

child children

country countries

woman women
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⑵ 会話文への適語補充問題は「話の流れに合うか」や，「正しい文になるかどうか」で判断していこう。 

① 意味 Ａ：今日パーティーをするんだよね？

Ｂ：そうよ。カップをあのテーブルに並べてくれる？

Ａ：わかった。カップはいくつ必要かな？

Ｂ：11 個よ。お願いね。

② 意味 Ａ：サラダはどうかしら？

Ｂ：すごくおいしいよ。

Ａ：ありがとう。庭で育った野菜を使ったの。

Ｂ：それはすてきだね。

 

③ 意味 Ａ：スミス先生，どうされましたか？

Ｂ：それが，図書館でこのお弁当箱を見つけたの。

  これが誰のお弁当箱か知ってるかしら？

Ａ：それはトムのものです。 

Ｂ：そう，ありがとう。

④ 意味 Ａ：家族でアメリカを訪れる予定だよ。

Ｂ：それはすごいね。君の犬も一緒に行くの？

Ａ：いや，連れて行かないよ。

でも，もう祖父に飼い犬の世話をしてくれるよう頼んであるよ。

Ｂ：なるほどね。

ついでに，よくでる How を使った疑問文を確認しておこう 

★How many(＋ ○○
名詞（複数形）

)~?「いくつ(の ○○
名詞（複数形）

)～？」…数えられるものの数を尋ねる表現。

★How much ~?「どれくらいの量～？」…数えられないものの量を尋ねる表現。

★How long ~?「どれくらいの長さ～？」…時間やものの長さを尋ねる表現。

★How often ~?「どれくらいの頻度～？」…頻度や回数を尋ねる表現。

最後にＢが個数を答えたから，Ａの

２回目の質問は必要なカップの個

数を尋ねたとわかるね。

vegetables in our garden が「庭で育った野菜(＝庭で育てられた野菜)」という意味

になるから，grown
過去分詞

が適切。〈grown
過去分詞

 in our garden
語句

〉で後ろからvegetables
名詞

を修飾する文。 

２回目にＡが It’s Tom’s.と答えたから，持ち主を尋ねる

疑問文にしよう。

家族旅行に連れて行かないという発言から，「世話を頼んだ」

と判断する。正答以外の熟語の意味も確認しておこう。

・take off「離陸する」

・take care of ~「～の世話をする」

・look for ~「～を探す」

・look forward to ~「～を楽しみにする」
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２⑴ 【２ 本文の要約】参照。挿入する文は「それ(＝その本)はすばらしい自然とそこ(＝徳島)に暮らす人々

を紹介するものでした」という意味。代名詞 It や there が何を指すかを考えよう。 

⑵ ○については【２ 本文の要約】参照。

ア ×「テヒョンさんは×高校を訪れるため，友達と一緒に東京へ行った」

イ ×「テヒョンさんは京都へ行き，×そこに住む親友に会った」…正しくは「奈良に住む親友」

ウ ×「テヒョンさんは有名な寺や神社を見るために奈良へ行った」…本文にない内容。

エ ○「テヒョンさんは北海道へ行き，降り積もった雪の中でのスキーを楽しんだ」

⑶ テヒョンさんの質問は「すみません。僕はバスでかずら橋へ行きたいです。２種類のバスがあると知

っています。どちらのバスに乗ったらよいでしょうか？」というもの。現在の時刻(＝午前 10 時 30 分)

や，バスの料金，所要時間など，【表】の情報をふまえて，自分の考えを英語にしよう。 

(Bus A を選んだ場合の例文) 

You should take Bus A.  If you take it, you don’t have to wait long here and you can get there before noon. 

「Ａのバスに乗るといいですよ。それに乗れば，ここで長い間待たずに済み，そこにお昼前に着くこ

とができます」 

(Bus B を選んだ場合の例文) 

You should take Bus B.  Bus B is not as expensive as Bus A.  And it takes just thirty minutes to get to 

Kazura Bashi. 

「Ｂのバスに乗るといいですよ。ＢのバスはＡのバスほど(料金が)高くありません。それに，かずら

橋までたった 30 分しかかかりません」 

【２ 本文の要約】 

今，僕は４回目の訪日計画を立てています。僕は 2002 年に高校の修学旅行で初めて日本を訪れました。

僕は友達と一緒に東京へ行き，日本最大の都市での滞在を楽しみました。３年後には京都へ行きました。

そこの大学で３ヶ月間勉学に励みました。京都にある寺や神社をすごく気に入りました。週末に奈良に住

んでいる友達に会ったこともありました。⑵エ去年は北海道でスキーを楽しみました。降り積もった雪の中

でスキーができてとても幸せでした。４回目の訪日では今まで訪れたことのない場所に行ってみたいです。

僕は徳島に関する本を読みました。エそれ(＝その本)はすばらしい自然とそこ(＝徳島)に暮らす人々を紹

介するものでした。僕はかずら橋の前で撮られた美しい写真に感動しました。徳島ですばらしい自然と

人々を見るが楽しみです。 
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３ 長文読解問題は限られた時間で速く，正確に読み進める必要がある。最初は時間がかかってもいいから，

数をたくさんこなして読解力とスピードを身につけよう。代名詞の指示内容を意識しながら読み進めてい

こう。 

⑴ 【３ 本文の要約】参照。

①

④

⑵②

⑤

⑶ 【３ 本文の要約】参照。代名詞が指すものは近くの文（多くの場合，前）にあることが多い。ここで

はthey
複数形

が指すものだから，〈複数形の名詞〉を探そう。２文前にある Water clocks を指す。ちなみに，

１文前の they も，Water clocks を指すよ。 

Don’t waste your time!「時間を無駄にしてはいけない！」を聞いて思い出

したことだから，Time is money.「時は金なり」にすればよい。 

but soon people could buy them「しかしすぐに買えるようになった」より， 

ア「初めは」が適切。イ「今でも」，ウ「次回に」，エ「毎回」は不適切。

文頭の A long time ago「昔」や文末の the sun に着目しよう。大昔は時を

知るために太陽を観察したことから，watch「観察する」が適当。直前に

by
前置詞

があるから，watch を ing 形のwatching
動名詞

にする。 

「先月父が僕にくれた電波腕時計」という文にすればいいね。 

give の過去形 gave が適切。 

the radio wristwatch (which/that
省略された関係代名詞

) my father gave me last month 

（省略された関係代名詞以下の部分が後ろから the radio wristwatch を修飾）
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⑷ 代名詞は名詞ではなく，文を指すこともあるよ。ここでは直前の文の that 以下を指すよ。「内容」を答

える問題だから，語尾が「～こと。」になるようまとめよう。 

⑸ 最後の段落では，時空を移動することについて述べられている。these questions
これらの質問

にだれも答えられない

のは，実際に時空を移動した人がいないから。したがってエが適当。 

ア×「時間は世界で最も大切だ」

イ×「現在は過去よりも時間が経つのが早い」

ウ×「私たちは世界中のすべてのものを変えることができる」

エ○「私たちは時空を移動したことがない」

⑹ 〇については【３ 本文の要約】参照。正誤問題の選択肢は，本文と同じ順番で，本文と少し違う表現

で書かれていることが多いよ。 

ア×「英太は，家で英語を勉強することはとても重要であると考えている」

イ×「ろうそく時計は×くもりの日や夜には使えなかった」

ウ〇「日本の人々は時を知るために水時計を作って使った」

エ×「機械式の時計は×歴史的に水時計より早く発明された」

オ〇「クオーツの腕時計は 1927 年に世界で販売されていなかった」

カ×「今日
こんにち

では，原子時計はそれほど×高価ではないので，購入することができる」 

キ×「浦島太郎は×竜宮城に戻
もど

って来た時には 300 歳だった」 
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【３ 本文の要約】 

 先週末，僕はたくさん宿題がありましたが，大好きなコンピューターゲームで遊んでいました。母は

怒って，「今すぐ宿題をやりなさい！時間を無駄にしてはだめよ！」と言いました。その時，僕は「時

は①ウ金なり」という言葉を思い出しました。この言葉は，時間はとても大切だという意味です。僕たち

はこの言葉を先月，英語の授業で習いました。 

 昔，人々は太陽を②観察することで時間を知りました。6000 年前に日時計が発明されました。それは歴

史上最も古い時計の 1 つです。くもりの日や夜にはそれを使うことはできません。それで人々は時間を

知るために，別のものを使い始めました。例えば，ろうそく時計や砂時計は多くの人たちに使われまし

た。ろうそくは，時計としては 1 回だけしか使えませんでした。しかし，砂時計は中の砂をもう一度利

用するので何回も使うことができました。 

 水時計も世界各地で多くの人々に使われました。水時計がいつ，どこで発明されたかはわかりません。

3400 年前にエジプトで使われたと言う人たちもいます。また，中国の人たちは独自の水時計を開発しま

した。そのアイデアは日本にももたらされました。それで７ウ日本でも水時計が作られ，人々が使い始め

ました。約 700 年前には，ヨーロッパで機械式の時計が発明されました。 

 時が経ち，人々はより正確でより小さな時計を開発しました。1927 年にアメリカでクォーツ時計が発

明されました。そして７オ1969 年には世界で初めて，クォーツの腕時計が日本で販売されました。クォー

ツの腕時計は④ア当初とても高価でしたが，まもなく人々は買うことができるようになりました。外出時

には多くの人がクォーツの腕時計を着けました。ウ今では，私たちの周りでたくさんの時計や腕時計を見

ます。例えば，朝起きたとき，日曜日に友人と会うとき，サッカーをするときに，私たちは時計を見ま

す。現在，世界で最も正確な時計は原子時計です。それは標準時を決めるときに使います。原子時計は

とても高価なので手に入れるのは困難です。標準時を告げる電波信号をとらえる電波時計を使うことも

できます。電波信号は日本各地でとらえることができます。それで電波時計は原子時計と同じくらい正

確です。今，僕は先月父が僕に⑤くれた電波腕時計を使っています。 

 僕たちは毎日時計を使うので，普通は同じ時の流れの中で生活していると考えます。それは本当でし

ょうか？あなたは浦島太郎の話を知っていますか？彼は竜宮城から自分の世界へ戻った時，自分の世界

では 300 年が過ぎていました。彼は海ではなく，他の星に移動したのだと信じる人たちもいます。もし

光と同じくらいの速さで移動するなら，年はとらないそうです。 

 時間は映画で人気のあるテーマです。過去を変えるために時空を移動したり，あるいは人々を救う

ため未来に移動したりする映画もあります。中には時間を止めてしまうものさえあります。いつの日か，

本当に時空を超えて移動することができると信じる人たちもいます。もしそうなら私たちは歴史を変え

ることができるでしょうか？そうなっても時間は大切だと思うでしょうか？今はこの質問には答えられ

ません。時間だけがその答えをくれることでしょう。 
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４ 英作文の問題で一番大事なこと＝減点されないこと！

ほとんど全ての都道府県で出題される英作文は，多くの場合が減点方式で採点されるよ。例えば，配点が

５点の英作文では，「単語のミス１件につき，１点減点」「文法のミス１件につき，１点減点」というふう

に，ミスをすればするほど減点されてしまうんだ。逆に，どれほど難しい単語と文法を使っても６点以上

はもらえない。つまり英作文は「無理に難しい表現を使わなくてもよい。ミスをしないことが大事」だよ。

条件作文では，英語にしなければならない日本語を，まず，「自分が英語にできる日本語にする」といいよ。

「ちょっとした贈り物」→「小さなギフト」→a small gift

「彼らは何を気に入るだろうか」→What will they like? 

「何が彼らを幸せにできるだろうか」→What can make them happy?
「どのようなものが喜ばれるか」
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１ ⑴① th の発音は，音が濁
にご

る場合の[ð]と，音が濁らない場合の[θ]の２種類がある。Those は音が濁るか 

ら，ウの together が同じ発音である。ア，イ，エは音が濁らない発音。 

② 文末に yesterday があるから，過去の文。read の過去形は[red]と発音するから，エの weather

[weðәr]が同じ発音である。ア great[greit]，イ Korea[kәriә]，ウ speak[spi:k]はいずれも違う発音。 

⑵ 10年前と現在の写真の違いをよく見て解答しよう。

① 10 年前の写真では，慎がカナダ(国旗 に注目！)で，英語(黒板の文字に注目！)を「勉強し

ている／学んでいる」ことがわかる。 

He ( ① ) English in Canada ten years ago. 

①には study や learn の過去形を書けばいいよ。

② He ( ② ) back to Japan in 2010

( ② )の直後に back to Japan があるから，come の過去形を書けばいいよ。  come→came

・come back to ~「～に帰る，戻る」

ここから過去の文だとわかるね！ 

ここから過去の文だとわかるね！ 

間違えやすい過去形のつくり方 

★study のように〈子音字＋y〉の動詞の過去形は，y を i にして ed をつける。

(例) study→studied 

★play のように〈母音字＋y〉の動詞の過去形は，y のあとに ed をつければよい。

(例) play→played 

★learn の過去形は，ed をつければよい。 (例) learn→learned
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③ 現在の写真では，慎は生徒たちに英語(黒板の文字に注目！)を「教えている」。

He ( ③ ) English every day. 

英語の動詞は主語と時制に合わせる。主語が三人称単数，時制が現在だから teach のあとに es をつ

ければいいよ。 teach→teaches 

【１⑵ 本文の要約】

２ ⑴ 「残念に思った」という直接の表現はないけれど，本文中にヒントが隠されているよ。 

【２⑴ 本文の要約】 

英太へ 

こんにちは。私はこのメールをグアムのホテルから送信しているの。私は休暇で家族とここにいるわ。

私たちのホテルはとても素敵なのよ。毎朝，おいしい食事を食べることができるわ。ただ一つ問題がある

のよ。 

ここの天気があまりよくないの。昨日は土砂降りだったわ。それにまだ雨が降っているのよ。姉と私は

休暇中に泳ぎたかったけど，できそうにないわ。宿題をやるか，テレビを見ているだけなんてね。 

「毎日」がつくと時制は現在だよ！ 現在の習慣だから， 

進行形にはしない！ 

これらは私の兄，慎の写真です。彼は 10 年前にカナダで英語を（①勉強しました／学びました)。 

彼は 2010 年に日本に（②戻
もど

り），今は西高校で働いています。彼は毎日そこで英語を（③教えています）。 

キャロルが残念に思っていることはここ！

エの「旅行先で泳げていないこと。」が適切。 

やりたかったけれどできなかった＝残念

と考えよう。 

主語が三人称単数，時制が現在の場合の動詞の変化 

★語尾が o，ch，sh，s で終わる動詞は es をつける。

(例) go→goes，catch→catches，wash→washes，guess「推測する」→guesses

★語尾が〈子音字＋y〉の動詞の現在形は，y を i にして es をつける。

(例) study→studies，try→tries

★play のように〈母音字＋y〉の動詞の現在形は，y のあとに s をつければよい。

(例) play→plays
y を i に変えちゃダメ！
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 あなたは夏休みに何をする予定なの？ 

じゃあ，またね！ 

キャロル

⑵ 【２⑵ 本文の要約】参照。

⑶ 文章の並べかえ問題は文の流れを意識しよう。代名詞が何を指すかに着目しよう。

【２⑶ 本文の要約】 

私はタロウという名前の犬を飼っています。私は毎朝太郎と散歩します。犬を世話することはとても楽

しいです。しかしペットに関する残念な話を聞いたことがあります。日本では世話ができないという理由

でペットを捨てる人がいるのです。その数がどのくらいか，わかりますか？④このようなペットの数は約

３万匹です。③とても大きな数です。①アメリカに目を向けると，このようなことができるアメリカの人

はほとんどいません。②ペットは家族だと考えているからです。私はこの考えが好きです。人とペットは

共に住み，幸福を分かち合います。私たちはペットの命が尽きるまで世話をするべきです。ペットを飼う

前にその命について考えるべきなのです。 

先週，父が私にとても興味深い話をしてくれました。日本では，毎日きれいな水を飲むことがで

きます。しかし外国では，きれいな水を飲むことができない国もあります。こうした人々を助ける

ために，汚れた水をきれいな水に変えようと努力している日本のエンジニアがいます。アフリカで

は，特に河川が汚れています。河川の周囲に多くの工場があるからです。工場は川を汚染します。

日本のエンジニアは水をきれいにする方法を考える努力しています。彼らは水をきれいにする特別

な機械を造っています。この機械のおかげで，きれいな水を飲めるようになったアフリカの人々が

います。彼らは日本人に対して親近感を感じています。これは素晴らしいことです。お互いのこと

をより理解できるからです。これは一つの例に過ぎません。日本の人々は世界の多くの地域で人々

を援助しよう努力しているのです。  
ここからこの英文の主題はウ「海外で活躍する日本人」が
適切だと判断できるね。 

話の流れから判断しよう！ 

how many は数を尋ねる表現。次は具体的な数が来るよ。 

this idea「この考え」って何

を指すのかな？ 

その内容が直前に来るよ。 

This number は④の 300,000 を指しているから，④→③の順になるね。 

They は①の most American people を指しているから，①→②の順になるね。
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３ ⑴ 【３ 本文の要約】参照。英太の最初の発言から，適切な日本語を書く。

① It looks as big as you. ・as … as ~「～と同じくらい…」

② Oh, you are holding something like a big cracker in your arms. ・hold ~ in your arms「両腕

に～を抱える」

⑵ 【３ 本文の要約】参照。直後の but 以下の内容から，アが適切。

  ⑶ 

⑷ 【３ 本文の要約】参照。英問英答は主語と時制に注意。

① 「シュールテューテとは何ですか？」…It’s a new present for a new (elementary school) student.

② 「だれがニコルに写真のシュールテューテをあげましたか？」…Her grandmother did.

gave ではなく did で答えることに注意。英語は一度出てきた単語の重複を嫌う言語だからである。 

【３ 本文の要約】

ニコル：こんにちは，英太。私の小学校の最初の日の写真を見て。それは 10 年前に撮られたのものだと思

うわ。この写真の女の子が私よ。 

英太 ：ニコラ，とてもかわいいね。おっ，⑴君は大きなクラッカーのようなものを両腕に抱えているね。

君と同じくらい大きいね。これは何なの？ 

ニコラ：それはシュールテューテよ。クラッカーじゃないわ。その中にはおもちゃやチョコレートやペンや

他にもいろいろのものがたくさん入っているのよ。 

ドイツでは，小学校の新入生は，周囲にいる多くの人々からシュールテューテを 

①もらう（get）。 また，人々は新入生が学校での日々を②楽しむ(enjoy)ことを

願っている。 

こういうところが 

日本語と違うね！

⑵特別な日＝その日はチョコやおもちゃを持って行っていい

⑵but の後と逆の内容が入るよ。

⑷ここから引用しよう。質問にある名詞は代名詞に，逆に文中の代名詞は具体的

な内容に書きかえよう
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英太 ：へえ！学校でシュールテューテをもらうの？ 

ニコラ：いいえ，そうではないの。

英太 ：それなら，⑷②だれがそれをくれたの？ 

ニコラ：⑷②私の祖母よ。家族や近所の人からもシュールテューテをもらったわ。

英太 ：ああ，⑷①シュールテューテは新入生へのプレゼントなんだね！それはすごいな。 

ニコラ：その通りよ。それはドイツの習慣なの。新入生は小学校の最初の日にシュールテューテを一つ持

って行くの。だから新入生はわくわくするのよ。 

英太 ：本当に？生徒が学校におもちゃやチョコレートを持って行って大丈夫なの？ 

ニコラ：⑵もちろん，いけないわ，でもその日はドイツの人々にとって特別な日なのよ。式では，教師や生

徒が新入生を歓迎するために歌ったり，踊ったりするのよ。その後，新入生はシュールテューテを

開けることができるの。 

英太 ：おもしろそうだね！その式はパーティーみたいだね！ 

ニコラ：ええ。人々は新入生が最初の日を楽しんで，学校は楽しいと思って欲しいの。学校生活に不安を抱

えている新入生もいるから。 

英太 ：そうだね。シュールテューテを開けてチョコレートを頬張れば，たくさんの愛を感じるんだね。 
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４ 【４ 本文の要約】参照。英作文はまず状況をしっかり理解し，ふさわしい英語を，自信のある表現で書

くこと。スペルミスをしたり，a や the を忘れたりしないように。 

a…男の子の返事の内容から，行き方を尋ねたことがわかる。 

b…「ホテルまで徒歩 20 分」と聞いた男性がどのように答えたか，男の子の返事をヒントにして答えよ

う。男性がどういう状態であるかも考えるといいね。

【４ 本文の要約】

男性 ：①すみませんが，a(例文１)グリーンホテルはどのように行けばよいですか？／a(例文２)グリー

ンホテルへの道を教えてくれませんか？

男の子：②わかりました。この道に沿って行って，３つ目の角で右に曲がってください。あなたの左側に

それを見つけるでしょう。歩くと約 20 分かかります。 

男性 ：③20 分？b(例文１)遠いから，歩きたくないですね。／b(例文２)私は大きな荷物を持っています。

それにとても疲れています。 

男の子：④それなら，バスに乗れますよ。 
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道案内でよく使われる表現を覚えよう！ 

★「～への行き方を教えてくれませんか？」

＝Will you tell me the way to ~? 

＝Can you tell me how to go to ~? ・how to ~「～する方法」

★「～へはどうやっていったらいいですか？」

＝How can I get to ~?

★「まっすぐ行く」＝go straight

★「この通り沿いに行く」＝go along this street

★「角で右に曲がる」＝turn right at the corner

★「最初の角で左に曲がる」＝turn left at the first corner

★「それは右側にあります」＝You will find it on your right.

★「それは左側にあります」＝You will find it on your left.

★「郵便局はレストランと本屋の間にあります」

＝The post office is between a restaurant and a bookstore.

・between A and B「A と B の間にある」

★「病院は花屋のとなりにあります」

  ＝The hospital is next to a flower shop. ・next to ~「～のとなりに」

★「私の家は図書館の向かいにあります」

＝My house is across from the library. ・be across from ~「～の向かいに」

★「私たちの学校は向こうに見えます」

＝You can see our school over there. ・over there「向こうに」

★「ここから学校までどのくらいかかりますか？」

＝How long does it take from here to the school? ・take「(時間)かかる」

★「そこまでは歩いて５分です」＝It takes five minutes to walk there.
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１ ⑴ 英語の音読は基本中の基本。どこで句切るのか，しっかり覚えておこう！ 

① A lot of people were very excited / to see the famous singer.

★理由を表す不定詞の前のウで句切る。

この文の意味「多くの人々が興奮していた／その有名な歌手を見て」からも判断できる。 

・be excited to ~「～して興奮する」

② The hat my grandmother bought me last week / is very nice.

★長い主部の終わりのエで句切る。動詞は is。hat と my grandmother の間に関係代名詞(which /

that)が省略された文。

意味「先週，祖母が私に買ってくれた帽子はとてもすてきだ」

③ My English teacher has lived in Tokyo / since he was six years old.

★接続詞 since の前のウで句切る。英文は，接続詞(when,before,after など)の直前で句切って読む。

意味「私の英語の先生は，６歳の時から東京に住んでいる」現在完了の“継続”の文。

⑵ 疑問文の答えとなる部分を強調して読む。

① A：How do you go to school? Do you take a bus?

B：No, I walk to school.

意味 A「学校へはどのように行きますか？バスに乗りますか？」 

B「いいえ，歩いて学校に行きます」 

② A：What do you want to eat for lunch?

B：Let’s see….  What do you want to eat? 

意味 A「昼食に何を食べたいですか？」 

  B「そうですね…。あなたは何を食べたいですか？」 

同じ質問を相手に切り返しているから， 

you を強く発音するんだよ！ 

①A はこの部分を一番知りたい！

①B はこの部分を一番伝えたい！

音読の基本：英文を読むときに，句切るところは？ 

★接続詞の前で句切る。（例）Many people like cheese, / but she doesn’t .

★接続詞が省略されているところで句切る。（例）I know /  she is a good doctor.

★関係代名詞の前で区切る。（例）She is the girl / who played the piano at that concert.

★to 不定詞の前で句切る。（例）I went to the hospital / to see a doctor.
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２ ⑴ 下の絵をよく見て答えよう！ 

① 「この図書館では一日に（10）時間いることができます」…絵の右側にある OPEN9:00，CLOSE19:00

から，ウが適切。

② 「２人の女の子たちは（彼女たちの）宿題をしています」…two girls の代名詞は they だが，直後

に homework があるから，they の所有格 their，イが適切。

・do one’s homework「～の宿題をする」 one’s は所有格を表す。

③ 「この部屋では（話す）のは禁止です」…絵の右側にある絵から，私語禁止だからエが適切。

なお，飲み物は禁止されていないから，アは不適。

・must not＋動詞の原形「～してはいけない」(強い禁止)

④ 「図書館で本を検索するのにコンピュータが（使われ）ます」…〈be 動詞＋過去分詞〉の受け身

の文であることと，絵の左側で男の子がコンピュータを使っている様子から，エが適切。

・look for ~「～を探す」

⑵ 並べかえでよく出題される問題。

① That news made me very happy.「そのニュースは僕をとても喜ばせた」・make＋人＋状態「(人)を

(状態)にする」 

② I think it is a nice place to go camping.「私はそれがキャンプにぴったりの場所だと思います」

・I think it is … to ~.「私はそれが～するのに…であると思う」

③ Why don’t we go out for dinner?「夕食に出かけるのはどう？」

・Why don’t we ~?「～するのはどうですか」…相手に提案する表現。・go out「外出する」

④ I like the watch my mother bought for me last year.「私は母が去年私に買ってくれた時計が気に入っ

ています」…the watch と my mother の間にある関係代名詞 which(that)が省略された文。 

・buy＋〇〇＋for ~「～に○○を買う」

①ここに注目！

③ここに注目！
④ここに注目！
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並べかえでよく出題される表現ベスト３を覚えよう！ 

№１ 動詞＋人＋to ~「(人)に～して…」 

・want＋人＋to ~「(人)に～して欲しい」

・ask＋人＋to ~「(人)にするよう頼む」

№２ 間接疑問

Do you know＋〈疑問詞＋主語＋動詞 ～〉? 

・Do you know when she will leaves Japan?「彼女はいつ日本を離れるかご存知ですか？」

・Do you understand who he is?「彼はだれなのか，わかりますか？」

I know＋〈疑問詞＋主語＋動詞 ～〉. 

・I know where she is from.「私は彼女がどこの出身かを知っています」

・I understand why he loves her.「私はなぜ彼が彼女を愛するのか，わかります」

疑問詞の前に来る動詞は know，understand，ask，tell など限られている。

№３ 後置修飾（後ろの語句が前の名詞を修飾する）

〈名詞＋現在分詞＋語句〉

・The baby
名詞

 crying
現在分詞

 on the bed
語句

 is my daughter.「ベッドで泣いている赤ちゃんは私の娘

です」

〈名詞＋過去分詞＋語句〉

・The pictures
名詞

 taken
過去分詞

 by my father in Paris
語句

 were wonderful.「父がパリで撮った写真

は素晴らしかった」

 

 

３ お父さんが「手伝っておくれ，ジャック」と 

言った時のジャックの状況から，手が離せない 

ことがわかる。それを指定された語数の英語で 

まとめよう。 

自信のある表現を使って，スペルなどのミスを 

しないことが大切。 

「今は手を離せない」＝I can’t help you now. 

「お父さんはたくさんの箱を運んでいる」

＝Dad is carrying a lot of boxes.

主語と動詞の語順に注意！ 
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４ 今後，長い英文を読み取る問題は，ますます増えていく！速く，正確に読み取れるようになるためには，

たくさんの英文を読んで問題をこなすことが一番。英語の長文読解力は読んだ英文と解いた問題の量に

比例する。制限時間内で，要領よく長文を読み取っていくためのコツを下にまとめてみたよ。

⑴ 英文を読みながら，解いていこう。

① 同じ文の because 以下と次の文を読むと，ドラえもんが多くの子どもたちから「愛されている」と

いう文にすればよいと推察できるね。選択する単語は love。

また，（ ① ）の前に is，後ろに by があるから，

受動態〈be 動詞＋過去分詞＋by ~〉「～によって…された」にする。love の過去分詞は loved。

② 子どもたちはドラえもんの世界を見ることを楽しんでいるのだから，選択する単語は watch。

enjoy に続く動詞は ing 形にするから，watching にする。

⑵ 英文を読みながら，解いていこう。

⒜ …直後の文の navigation system に着目する。車のナビと言えば，「道を教えてくれる」システム。

これだけでもウ a car which can tell you the right way「正しい道を教える車」とわかるけれど，

直後の文の when you want to know the way「道を知りたいときに」から，ウと確信できたね。 

⒝ …直後の文の You can go across a river から，エ a car which can go on land and water「陸地と

水上を行くことができる車(＝水陸両用車)」とわかるよ。

⒞ …後ろの文にある wings and a propeller に着目する。「翼」と「プロペラ」から，ア a car which 

can fly「飛ぶことができる自動車」とわかる。 

長い英文を要領よく読むコツ・・・・ 

① もし問題に，英語の単語や語句の日本語訳があったら，それからどんな話なのか，推

理してみよう。 

② 問題をざっと見てみよう。英文を読むときに注意するポイントを押さえておくこと。

文法や語形変化の問題があったら，読みながら解いていこう。文法問題は定番のものが

多い。語形変化は過去形・過去分詞の不規則変化，enjoy や finish に続く動詞を ing 形に

する問題がよく出題される。 

③ 長い英文は，起・承・転・結で構成されていることが多い。内容を読み取る問題は，

転や結の部分，つまり最後の２つの段落から出題されることが多い。 
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⑶ 英文を読みながら解いていこう。まず，与えられた英文が ㋐ などの上の段落をまとめたものなの

か，下の段落の見出しなのか，を判断する必要がある。英文の内容は以下の通り。 

英文の内容から， ㋐ などの上の段落をまとめたものではないから，下の段落の見出しと判断する。 

ならば，直後の文に，車に関係する大きな問題が述べられている段落を探せばいいね。 

 ㋐ …直後の文 One of our dreams is to go to many different places.「私たちの夢の一つは多くの様々な

場所に行くことです」と夢を語っているから，ここには入らない。 

㋑ …直後の文 One of them is global warming.「その一つは地球温暖化です」から，どうもここに入り

そうだね。英文を読み進めると，自動車メーカーは温室効果ガスを出さない電気自動車を開発

したが，まだクリアするべき問題があると述べられている。でもまだ確信できないかな。 

㋒ …直後の文 Another big problem is the number of traffic accidents.「もう一つの大きな問題は交通事

故の件数です」から，これで ㋑ が適切な場所だと確信できたね！ 

㋓ …一応確認。直後の文 People have had dreams since they were children.「人は子どもの頃から，夢

を持ち続けている」から，ここには入らない。 

キーワードがヒントになることが多い。難しいからと諦めずに読んでいこう。

⑷ such problems「そのような問題」は，この語句の前に述べられた文中にある。こういう問題や，that

などの代名詞を問う問題は，読みながら解いてしまおう。

「日本語で具体的に３つ書きなさい」という問題には，「ここが問題だとわかる英文が必ず３つあるから

ね」という出題者の意図があるんだ。だから落ち着いてこの段落を読めば，必ず解けるよ。 

  では，この段落の英文の内容を見てみよう。 

Cars are very useful to us.  More people in the world use cars in their lives.  But that 

gives us big problems to solve. 

車は私たちにとってとても役に立つものです。世界では生活する上で車を使う人がますます

増えています。しかし，そのことが私たちに解決するべき大きな問題を与えているのです。 
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⑸ 下線部(e)「自動運転の車」の特徴を，この段落の英文から答えよう。

① about to hit on something「何かに衝突しそうになる」がヒント。直前に is があるから，現在進行形

や受動態が考えられる。英文の内容から，ウの running が適切。 

② 英文の内容から考えよう。at the place がヒント。自動運転の車は，ただ乗っているだけで，目的地

に「着く」から，アの arrive が適切。・arrive at ~「～に到着する」 

③ 自動運転の車は，自分で運転する必要がないから，「簡単に」目的地に着く。したがって，エの easily

が適切。アの fast「速く」やイの soon「すぐに」は不適。 

One of them is global warming.  Cars emit greenhouse gases which bring global warming. 

Automakers have tried to make cars which don’t emit greenhouse gases. They have already 

developed an electric car.  It doesn’t emit greenhouse gases, but still has some problems.  ①We 

often need to recharge it.  ②We don’t have many places to recharge it.  And ③we need a long 

time to recharge it.  If we solve (d)such problems, we can reduce greenhouse gases by using an 

electric car. 

その内（私たちに解決するべき大きな問題）の一つは地球の温暖化です。車は地球温暖化をもたら

す温室効果ガスを出します。自動車メーカーは温室効果ガスを出さない車を作ろうとしています。自

動車メーカーはすでに電気自動車を開発しています。それは温室効果ガスを出しませんが，依然とし

て問題があります。①私たちはしばしば車を充電する必要があります。②車を充電する場所はあまり

多くはありません。それに③充電には，長い時間が必要です。もし，そのような問題を解決するなら，

電気自動車を使うことによって温室効果ガスを減らすことができます。 

ここに注目！このあとに電気自動車の問題点が

３つ，具体的に述べられているよ！ 

①～③の日本文を書けばいいんだ！！

Another big problem is the number of traffic accidents.  Automakers are developing (e)an 

autonomous car.  When a car is about to hit on something, the car can stop automatically before 

hitting on something.  And people don’t have to steer the car.  If they just sit in the car, it takes 

them automatically to the place they want to visit.  So people don’t feel very tired, and a trip by car 

becomes easy.  If automakers can develop such an autonomous car, traffic accidents will be reduced. 

もう一つの大きな問題は，交通事故の件数です。自動車メーカーは自動運転の車を開発しています。

車が何かに衝突しそうになると，その前に自動的に停止することができます。また，人が車を操縦す

る必要もありません。ただ車に座
すわ

っていれば，訪れたい所へ自動的に連れて行ってくれます。ですか

らあまり疲れることはありません。それで車での旅行が容易になります。自動車メーカーがそういう

自動運転の車を開発できるなら，交通事故は減ることでしょう。 
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⑹ 〇については【４ 本文の要約】参照。

ア「ドラえもんは，×子どもたちが夢を見つけるために，多くのおもしろい道具を作る」

イ〇「人々は多くの夢を実現させ，それが多くの問題を解決してきた」

ウ「私たちが将来，もっと多くの電気自動車を使えば，×交通事故は減るかもしれない」

エ〇「自動車メーカーは，温室効果ガスを減らすために電気自動車を開発している」

オ×「多くの人々は様々な場所に行くために自動運転の車を買った」

カ×「交通事故を減らすことは困難だが，温室効果ガスを減らすのは簡単だ」

キ「私たちは，もし夢を持って懸命に働くなら，×欲しいものは全て手に入れることができる」

【４ 本文の要約】 

 ドラえもんは日本で最も人気のあるキャラクターの１つです。彼は多くの子どもたちに（①愛されて）い

ます。それは彼が子どもたちの夢をおもしろい未来の道具で実現してくれるからです。空想の世界で夢を持

つことは，子どもたちにとってはおもしろいことなのです。子どもたちはドラえもんの世界を（②見ること）

を楽しんでいます。 

 子どもたちは現実の世界でも夢を持つことを好みます。彼らの夢は大きいもののあれば，小さいものもあ

るかもしれません。大きな夢は実現するのが簡単ではありません。しかし周囲を見渡すならば，⑹イ私たち

は多くの役に立つ道具を開発することで，多くの夢を実現してきています。そしてこれの夢を実現すること

は，世界の多くの問題を解決し，多くの人々を救っています。 

私たちの夢の１つは様々な場所に行くことです。この夢を実現するために多種多様な車を開発しています。

いくつか例を挙げてみましょう。まず，⒜正しい道を教える車です。これは道を知りたいときにとても役に

立つ誘導機能がついた車です。２つ目は，⒝水陸両用車です。この車があれば，川を渡ることができます。

３つ目は，⑶飛べる自動車です。あなたはこれを見たことがありますか？それには翼とプロペラがついてい

ます。その翼は，車が路上を走るときは折りたたまれていて，飛ぶときに伸ばされるのです。これらは人々

の夢の車ですが，この３種類の車はすでに開発されています。 

㋑車は私たちにとってとても役に立つものです。世界では生活する上で車を使う人がますます増えていま

す。しかし，そのことが私たちに解決するべき大きな問題を与えているのです。 

When the car is （①running）on a road and about to hit on something, it stops 

automatically.  People don’t need to steer the car to get to the place they want to visit. 

They just sit in the car, and then (②arrive）at the place (③easily） 

車が道路を（①走っていて），何かに衝突しそうになると，それは自動的に停止します。人が訪れ

たい所へ行くのに，車を操縦する必要がありません。ただ車に座
すわ

っていたら，（③簡単に）その場所

に（②到着する）ことができます。 
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その内（私たちに解決するべき大きな問題）の一つは地球の温暖化です。車は地球温暖化をもたらす温室

効果ガスを出します。自動車メーカーは温室効果ガスを出さない車を作ろうとしています。自動車メーカー

はすでに電気自動車を開発しています。それは温室効果ガスを出しませんが，依然として問題があります。

私たちはしばしば車を充電する必要があります。車を充電する場所はあまり多くはありません。それに充電

には，長い時間が必要です。もし，そのような問題を解決するなら，電気自動車を使うことによって温室効

果ガスを減らすことができます。 

もう一つの大きな問題は，交通事故の件数です。自動車メーカーは自動運転の車を開発しています。車が

何かに衝突しそうになると，その前に自動的に停止することができます。また，人が車を操縦する必要もあ

りません。ただ車に座っていれば，訪れたい所へ自動的に連れて行ってくれます。ですからあまり疲れるこ

とはありません。それで車での旅行が容易になります。自動車メーカーがそういう自動運転の車を開発でき

るなら，交通事故は減ることでしょう。  

人は子どもの頃から夢を持ちます。そして多くの夢が現実のものとなっています。夢を持ち，懸命に働く

なら，私たちの夢は将来，現実のものとなるでしょう。そしてそれが大きな問題を解決し，多くの人を助け

るかもしれないのです。私は人にとって良い車を開発するために自動車メーカーで働きたいと思っています。 
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１ ⑴最も強く発音する箇所に ● を付けた。下の[発音ルール]を覚えると便利である。 

[発音のルール] 

・with-や under-で始まる動詞は直後の母音を強く発音する。例：withou
●

t understa
●

nd  

・曜日を表す語は，最初の母音を強く発音する。例：Su
●

nday Sa
●

turday We
●

dnesday Thu
●

rsday  

・カタカナ語として定着している英単語のアクセントの位置は覚えておこう。

例：カレ
●

ンダー ca
●

lender  ホ
●

テル hote
●

l  ボラ
●

ンティア voluntee
●

r

⑵ 最も強く発音するのは，聞き手が一番知りたいことや話し手が一番伝えたいこと！

意味 教子 ：あなたの国で一番人気のあるスポーツは何？

ジェームズ：野球が僕の国で一番人気のあるスポーツだよ。

⇒教子がジェームズの国で一番人気のあるスポーツは何かを尋ねたから，その答えとなる

「野球」を強調する。

意味 教子 ：あなたはどうやって学校へ行くの？

ジェームズ：僕はいつも自転車でそこへ行くよ。

⇒教子はジェームズの登校手段を尋ねたから，その答えとなる「自転車」を強調する。

意味 教子 ：昨日，あなたはなぜ遅刻したの？

ジェームズ：昨日はとても調子が悪かったからだよ。

⇒教子はジェームズが昨日遅刻した理由を尋ねたから，その答えとなる「調子が悪い」を強

調する。 

● ● ● ●

● ● ● ●

●●●●

①教子はこの部分を一番知りたい！

①B はこの部分を一番伝えたい！

②ジェームズはこの部分を一番伝えたい！

②教子はこの部分を一番知りたい！

②ジェームズはこの部分を一番伝えたい！

③教子はこの部分を一番知りたい！ 
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スーパー

２ 対話文中の並べかえ問題は対話の流れを考え，単語のつながりを意識して解こう。問題を解くためには

連語表現を覚えることが重要。 

⑴ Ｂが「私の一番好きな食べ物はピザです」と答えたから，ＡはＢが一番好きな食べ物を尋ねたとわ

かる。〈What＋○○
名詞

〉は１つの疑問詞として考えること，その後を疑問文の語順にすることに注意。 

What food
どの食べ物

 / do you like
あなたは好きですか

 / the best
一番

? 

⑵ 主語 It はＢが持っているカバンを指す。( )内の語の並びから，「それ(＝カバン)は古いジーンズ

で作られている」という文にする。「(材料)から作られる」は受動態〈be 動詞＋過去分詞〉の〈be made 

of＋材料〉で表す。似たような表現の be made from＋原料「(原料)から作られている」，be made into＋

生産物「(生産物)に作りかえられる」もセットで覚えておこう。 

It
それは

/ is made of
から作られている

 / old jeans
古いジーンズ

. 

⑶ ＡがＢを来週の学園祭に誘い，Ｂはその誘いを受けた場面。( )のある文は「何を見ればよいか私

に教えてください」という意味になる。tell「言う」は〈tell＋人＋もの〉の形で使う。この問題では，

(もの)に当たる語句が what to see「何を見ればよいか」である。〈疑問詞＋to 不定詞〉は know や tell

などの目的語になることが多い。

Please
～してください

/ tell
教える

 / me
私に

 / what to see
何を見ればよいか

. 

⑷ 最初に動詞の原形 Come があるから，命令文である。語の並びから，「暗くなる前に家に帰ってきな

さい」という文にする。この before は「～する前に」という意味の接続詞として〈before＋主語＋動

詞〉の形で使う。before の後の主語 it は天気や気候を表すときの主語で日本語に訳さない。gets は「(状

態)になる」という意味である。

Come home
帰ってきなさい

 / before
～する前に

/ it / gets
～になる

/ dark
暗く

. 

３ 補充作文は対話の流れを正確に読み取ることが大切。前後に〈疑問文＋答え〉の関係があればそれが大

ヒント。資料があれば，資料を参考にして考えることができる。

⑴ 直後にある教子の答え「それは５

月 15 日に始まる」より，「それはい

つ始まるの？」と尋ねる文にする。

教子の答えにある，助動詞 will，動詞

start を使おう。  

⑵ 教子は直前に「私達は中学生よ」

と言ったから，それに続く文は「私達はお金を払う必要がない」にする。 

「～する必要がない」＝do not have to ~／don’t have to ~   

⑶ 直後にある教子の答え「それら(＝バス)は 10 分おきに来る」より，バスが来る頻度を尋ねる疑問文

にする。頻度は〈How often ~?〉で尋ねる。教子の答えが現在形だから，疑問文には do を使う。 

⑴ 

⑶ 

⑵
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４ 文全体の流れを正確に読み取ろう。語句補充問題のヒントは意外と近くにある。パスワードを決めると

きの注意点について書かれた文。読みやすい身近な話題から挑戦しよう。 

 

⑴ 「パスワードをあまりにも( )にするべきでない」＝「難しくする必要がある」の( )に入るものだ

から，difficult と逆の意味のア「単純な」が適切。make＋your passwords
もの

＋too simple
状態

は「パスワードを

あまりにも単純にする」という意味。読解の問題でも文法や連語表現の知識が大切。

⑵ 「( )ことが簡単である必要がある」＝「パスワードを忘れるとトラブルを抱える」の( )に入るも

のだから，forget と逆の意味のウ「思い出す」が適切。

【本文の要約】 [重要表現]

現在，多くの人々がコンピュータを使う※１ときにパスワードを使

う。他人があなたのパスワードを知って※２しまったら，あなたの(個

人)情報を取られたり，あなたのお金で何かを買われたりしてしまう。

だから，※３パスワードを単純すぎるものにしてはならない。それらは

※４他人にとって予想するのが難しいものである※５必要がある。Ａ，

Ｂ，Ｃのような大文字とａ，ｂ，ｃ※６のような小文字，１，２，３の

ような数字，そして！，＄，＆も混ぜるべきである。しかし，パスワ

ードはあなたにとって簡単に思い出せる必要がある。パスワードを忘

れてしまえば，※７トラブルを抱えることになるだろう。 

※１when＋主語＋動詞「～するとき」

※２if＋主語＋動詞「～したら」

※３make＋もの＋状態「(もの)を(状

態)にする」

※４○○＋is…for＋人＋to ~「○○は

(人)にとって～するのが…だ」

※５need to ~「～する必要がある」

※６like ~「～のような」(前置詞)

※７have trouble「トラブルを抱える」

( )のある文とその次の文が同じことを言っているんだ。
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５ 英問英答と内容真偽の問題。問題の内容と本文の内容を照らし合わせることが大切。人類の夢，宇宙旅

行についての文。近い将来，海外旅行感覚で宇宙へ行けるかも。 

⑴ここから読み取ろう。質問では see「～を見る」になっているね。

⑴ 質問の内容は「宇宙旅行の間，人々は何を見ることができますか？」である。本文に書かれている，

見ることができるものは a great view of the earth「地球のすばらしい景色」である。 

⑵ ウは上の英文参照。

アは本文にない内容。「今から 60 年前」はほとんどの人々が宇宙旅行を不可能だと思っていた時代で

ある。 

イは「数年前に初めて」が誤り。「数年後に」人々を宇宙へ連れて行くつもりである。

エは「建設中である」が誤り。宇宙ホテルの建設を「計画中」である。

【本文の要約】 [重要表現]

あなたはこれまでに宇宙に旅行することを※１考えたことがありま

すか？今から約 60 年前，ほとんどの人がそんなことは不可能だと考

えていましたが，今はいくつかの旅行会社が宇宙旅行を※２売り始め

ています。あるイギリスの宇宙旅行会社は※３今から数年後に※４人々

を宇宙へ連れて行く予定です。世界中で約 600 人がこのチケットをす

でに買っています。その内約 20 人が日本人です。たった※５２時間の

旅ですが，彼らは地球のすばらしい景色を楽しむことができます。宇

宙にホテルを建てることを計画している会社もあります。※６将来， 

※７生徒達が宇宙への修学旅行を楽しむことも可能になるでしょう。

※１現在完了“経験”の疑問文。Have
＋主語＋ever＋過去分詞 ~?「今ま

でに～したことがありますか？」

※２現在完了“完了”have＋過去分詞

「(すでに)～している」

※３in ~ years「(今から)～年後に」

※４take＋人＋to ~「(人)を～へ連れて

行く」

※５two-hour「２時間の～」

※６in the future「将来」

※７it is…for＋人＋to ~「(人)にとって

～することは…だ」

⑵ウ．この文と一致するよ。 
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６ 短めの文章の後は長い文章に挑戦しよう。物語文の読解問題は登場人物を整理し，代名詞が指す内容に

注意しながら読み進めよう。 

⑴ 上の英文参照。だれかの行動や出来事から登場人物の感情を想像する問題。ア「ボブは悲しくなっ

た」イ「ボブはうれしくなった」ウ「ボブは正しかった」エ「ボブは興味を持った」 

⑵ 上の英文参照。過去の出来事だから過去形にする。・become「～になる」・change「～を変える」

・fly「飛ぶ」・run「走る」

⑶ what happened は「何が起きたか」という意味。前段落の後半から読み取る。

⑷ アはサムがバットを振っている場面，イはサムが母親に何が起きたかを話している場面，ウはサム

が大好きな野球選手についての本を読んでいる場面。 

⑸ 上の英文参照。練習してもボールが捕れない少年を，サムは昔の自分に重ね合わせている。サムは

あきらめずにボブとの練習を続けた結果，ボールを打つことができた。このことを踏まえて，少年を

励ます言葉を英語で表現しよう。 

⑴ボブの思いはサムには通じなかったんだ…。

⑵②練習を嫌っていたサムが再び練習を始めた。つまり…。

⑵③サムがボールを打った。ボールはどうなった？

⑸練習しても上達しない。これってだれかに似ているね。
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【本文の要約】 [重要表現]

サムは９歳でした。彼は野球が好きでしたが，あまり上手ではあり

ませんでした。※１彼にとっては特にボールを打つことが難しいこと

でした。サムの親友はボブでした。彼はサムと※２同い年でサムの家族

の隣に住んでいました。彼は野球が上手でした。彼はよくサムに※３ボ

ールの打ち方を教えました。彼らは何日も練習しましたが，サムはボ

ールを打つことができませんでした。 

ある日，サムはボブに「僕は練習したくない。たくさん練習してき

たけれど，まだできないんだもん」と言いました。ボブは※４サムにボ

ールを打ってほしかったので，もっと練習するべきだと言いました。

しかし，サムは彼の言うことを聞き入れず，その日は家に帰ってしま

いました。ボブは悲しくなりました。 

２人の少年は何日も練習せず，野球の話もしませんでした。しかし

サムは野球が好きでした。ある晩，彼は大好きな選手の本を読みまし

た。彼の名前はジャッキーでした。サムはジャッキーがチームの中で

※５一番多く練習したことを知りました。「※６こんなに有名な選手でも

毎日練習しているんだ」と彼は思いました。その本がサムを変えまし

た。彼は立ち上がって家を出ました。彼はバットを振り始めました。 

その時，ボブは部屋にいました。窓の外を見ると，サムが見えまし

た。彼は家の前で何度もバットを振っていました。ボブは窓を開けて

「サム！ボールを打ちに行こう！」と言いました。サムはすぐには返

事をしませんでしたが，笑顔で「うん」と言いました。彼らは家の近

くの公園へ行きました。明かりが点
つ

いていたので，暗くはありません

でした。彼らは練習を始めました。ボブがボールを投げ，サムがそれ

を※７打とうとしました。何度やっても，それでもサムは打てませんで

した。彼らはやめませんでした。ボブはサムに「もう１度やろう。あ

きらめるな」と言いました。ボブがボールを投げました。その時，す

ばらしいことが起きました。ボールが彼の頭上を飛んで行きました。

サムが打ったのです！彼らはうれしさのあまり，※８泣き始めました。 

サムは家に帰り，※９母親に何が起きたかを話しました。母親はいつ

も彼を見守っていました。彼女は彼がボールを打つことを望んでいま

した。彼女は彼に「※10それを聞いてうれしいわ。がんばったわね」と

言いました。その夜，サムはほほ笑みながら眠りました。 

※１it is…for＋人＋to ~「(人)にとって

～することは…だ」

※２as ~ as＋○○
名詞

「○○
名詞

と同じくらい

～」

※３how to ~「～する方法」

※４want＋人＋to ~「(人)に～してほ

しい」

※５most は much「たくさん」の最上

級

※６such a ~＋○○
名詞

「こんなに～な

○○
名詞

」

※７try to ~「～しようとする」

※８begin to ~「～し始める」

※９文中に〈疑問詞(主語)＋動詞〉が

入る間接疑問文。

※10be glad to ~「～してうれしい」
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今，彼は 30 歳で，日曜日には※11子どもの野球チームの面倒を見て

います。彼は子ども達に野球を教えて楽しんでいます。※12 上手にプ

レーできる子どももいますが，できない子どももいます。チームには

ボールを捕れない少年がいます。彼は一生懸命練習していますが，と

ても苦労しています。サムはいつも彼に「(例)あきらめるな。何度もや

ればボールが捕れるぞ」と言っています。 

※11take care of ~「～の面倒を見る」

※12some ~, but some cannot.「～でき

る人もいるが，できない人もいる」 
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１ 単語と連語表現，そして文法を覚えよう。 

⑴① 主語と動詞の間に来るものは助動詞か頻度を表す副詞のどちらか。u で始まる単語だから，副詞

の usually「ふだん」が適切。Ａの質問「あなたはひまなとき何をしますか？」もヒントになる。

② look を使う表現は次の４つを覚えよう。・look at ~「～を(じっと)見る」・look for ~「～を探す」 

・look like ~「～のように見える」・look forward to ~ing「～することを楽しみにする」

③ Ｂの答え，It’s May.「それは５月です」に着目する。５月は１年の５番目の月である。序数(「～

番目」を表す語)で間違えやすいのは，次の５つ。four
４

：fourth
４番目

，five
５

：fifth
５番目

，eight
８

：eighth
８番目

， 

nine
９

：ninth
９番目

，twelve
12

：twelfth
12 番目

 u を抜かないように注意！！ 

⑵ 連語表現や文法を知っていれば，すぐに解ける語句の並べ替え問題。必ず正解しよう。

① for the first time で「初めて」という意味。first を使った連語表現は次の２つを覚えておこう。

・at first「最初に」・for the first time「初めて」

I
主語

/ played
動詞

 / it
目的語

 / for the first time
初めて

.

② 文中に疑問詞が入るパターンは間接疑問文と〈疑問詞＋to 不定詞〉の２つ。( )内に主語と動詞

があるから，間接疑問文になる。remember「覚えている」の後を〈疑問詞＋主語＋助動詞＋動詞〉

の語順にする。間接疑問文で使う動詞：know「知っている」，tell「言う」，learn「学ぶ，知る」など 

Do you remember when
疑問詞

 / she
主語

 / will
助動詞

 / come
動詞

 back? 

２ 資料を使った語句補充の問題。文章を一通り読み，( )に入る語句を資料から探そう。文章と資料を照

らし合わせることが大切。 

 

①東京で日本一のものを訪れたのはいつ？
②東京スカイツリーの高さは？

③東京国立博

物館には何

がある？

④東京国立博物館の後はどこを

訪れた？⑤最後はどこに帰った？

① 

⑤ 
② 

③
④
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【本文の要約】 [重要表現]

僕達は修学旅行の２日目に東京で日本一のものを訪れました。最初

は東京スカイツリーへ行きました。それは※１日本一高いタワーです。

高さは 634ｍです！次に上野にある東京国立博物館へ行きました。そ

こにはたくさんの国宝があります。それの数が日本一多いのです。そ

れから，日本で一番古い動物園を訪れました。※２様々な動物を見るの

は楽しいことでした。その後，僕達はホテルに帰ってその日のことを

話しました。日本一のものを見ることは興味深いと僕達は思いまし

た。 

※１the＋最上級＋○○
名詞

「最も～な○○
名詞

」 

※２It is…to ~「～することは…だ」

３ 対話文の並べかえ問題。代名詞が何を指すか，だれの発言か，疑問文と答えの文の関係に着目しよう。 

⑴ 疑問文と答えの文の関係に着目すれば，イ→ウ→アの流れがわかるよ。

⑵ 代名詞などが指す内容がわかればウ→ア→イの流れがわかるよ。

⑶ 疑問文と答えの文の関係に着目すれば，イ→ア→ウの流れがわかるよ。

↓ 

↓ 

↓ 

I heard ~.は聞いた内容(うわさ)を表す文だよ。 

最初にうわさの真偽をはっきりさせている。 

Ａの母国(＝カナダ)まで飛行機でどれくらいかかるかという質問に答えている。 

そこ(＝カナダ)で何をするつもりかという質問に答えている。 

↓ 

↓ 

↓ 

今，何を読んでいるかという質問に答えている。 

ウにある“The White Cat”を指すよ。

アにある a movie を指すよ。

↓ 

↓ 

↓ 
Ｂは実際に海へ行ったのだから，wanted to ~「～したかった」とするのはおかしい。

つまりアはＡの発言である。 

夏休みをどう過ごしたかという質問に答えている。

Did you ~?の質問には Yes, I did.か No, I didn’t.で答える。 
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４ 与えられた場面に適する英文を書く，英作文の問題。省略されている日本語を補い，どう表現するかを

具体的に日本語で考えると，解きやすくなる。 

⑴ 「アメリカで今，最も人気のある歌は何ですか？」という文を作る。「最も人気のある歌」は〈the＋

最上級＋○○
名詞

〉で表す。popular は長い形容詞だから，最上級は〈most＋原級〉になる。

⑵ 「あなたは(今までに)日本料理を食べたことがありますか？」という文を作る。「～したことがあり

ますか？」は現在完了“経験”の疑問文〈Have/Has＋主語＋(ever)＋過去分詞 ~?〉で表す。

⑶ 「放課後に英語を教えてもらえますか？」という文を作る。依頼の文は〈Can you ~?〉で，「(人)に

(もの)を教える」は〈teach＋人＋もの〉または〈teach＋もの＋to＋人〉で表す。

また，「私はあなたに放課後に英語を教えてほしい」という文でも正解となる。「(人)に～してほしい」

は〈want＋人＋to＋動詞の原形〉で表す。ただし，〈want＋人＋to＋動詞の原形〉は先生に対して使う

には少し失礼なので，実際の状況では注意しよう。

◆特集 こういう場面では，この表現を使おう。

 

○依頼する，頼む⇒「～してください」，「～してもらえますか？」

・Please ~.「～してください」

・Would you ~?／Will you ~?／Could you ~?／Can you ~?「～してもらえますか？」

○許可を求める⇒「～してもいいですか？」

・May I ~?／Can I ~?「～してもいいですか？」

・Do you mind if ~?「～したら気になりますか？」(教科書にはない表現)

○誘う，勧誘する⇒「～しましょう」，「～したいですか？」，「～しませんか？」

・Shall we ~?／Let’s ~.「～しましょう」

・Would you like to ~?／Do you want to ~?「(相手の意向を尋ねて)～したいですか？」

・Why don’t we ~?「～してはどうですか？」

○申し出る⇒「～しましょうか？」

・Shall I ~?「(私が)～しましょうか？」

○勧める⇒「～はいかがですか？」，「～してはどうですか？」

・Would you like ~?「～はいかがですか？」

・Why don’t you ~?／How about ~ing?「～してはどうですか？」

★覚えておくと，対話文読解やリスニングにも役立つよ！！



高校入試模擬テスト 第６回 4 / 6 

超 ナ ビ 

スーパー

５ 長文でよく出る話題のホームステイ。主人公の教子がどんな経験を経て，どんなことを学び，そし

てどんな風に変わったのかを意識して読み取ろう。 

⑴① 上記英文参照。Her host family’s way of living「ホストファミリーの暮らし方」と対比されて

いるから，Kyoko’s way of living「教子の暮らし方」を指す代名詞にする。「彼女のもの」という

意味の所有代名詞は hers。 

② 上記英文参照。・by ~ing「～することによって」

⑵ 上記英文参照。直前の文と同じ内容のエ「他人に自分のためのことをしてほしいと思うこと」

が適切。ホストファミリーが自分のために何かをしてくれるのを望むだけで，自分から彼らと打

ち解ける努力をしていなかったことに，教子が気づいた場面。 

⑶① 質問「教子の夢は何ですか？」…dream「夢」がある場所を探す。

② 質問「何が教子の考え方を変えましたか？」…教子の考え方が変わった場面を探す。

⑷ ホストマザーが，今の教子にはできていると言っていることだから，直前の文の to know the

differences and live together を日本語にする。 

⑸ ホームステイから帰って来た場面は最終段落に書かれている。その中から教子の発言を探し，

問題に合うようにまとめよう。 

⑴①語形変化は直前に着目！何との対比かを考えよう。

⑴②語形変化は直前に着目！

⑵教子が幼い子どものようだと思ったのはここ。主語 It が指す内容を探そう。

⑶②教子が変わった場面はここ。この前日には何があったかな？



高校入試模擬テスト 第６回 5 / 6 

超 ナ ビ 

スーパー

【本文の要約】 [重要表現]

教子は中学生です。彼女の夢は※１世界中の人々のために働くこと

です。昨夏，彼女はオーストラリアへ行き，そこで暮らす家族の家に

滞在しました。 

彼女が日本を離れる前，彼女の英語の先生のブラウン先生は「外国

人との暮らしは君にとって驚きになるだろう。それが良い驚きである

ことを願っているよ」と言いました。 

教子はたくさんの希望を胸にホームステイを始めました。しかし，

彼女にとって物事はうまく運びませんでした。彼女のホストファミリ

ーの※２暮らし方は，彼女の暮らし方※３と全然違ったのです。彼らは

早寝早起きで，晩の早いうちに夕食を終えてしまいました。教子は彼

らと話す時間が十分に持てず，一緒に夕食を食べられませんでした。

彼女は悲しくなり，日本に帰りたくなりました。 

ある晩，教子がシャワーを浴びた後，ホストマザーが彼女に「あな

たのシャワーは長すぎる。水を節約しなさい」と言いました。教子は

驚いて，自室に走って行きました。すると，ホストファザーが来て，

笑顔で彼女にこう言いました。「大丈夫かい，教子？彼女は怒ってい

るんじゃないんだよ。水を節約することは，ここではとても大切なこ

となんだ。彼女は家族のだれにも同じことを言っている。ここでは，

君は家族の一員なんだ。※４家族の一員として何ができるか考えてご

らん」教子は※５ホストファザーと話してうれしくなりました。彼の言

葉を聞いた後，彼女は「私はただ※６ホストファミリーに私のためのこ

とをしてほしいと思っているだけだった。それじゃあ幼い子どものよ

うだわ」と思いました。 

その翌日，教子は変わりました。彼女は早起きし，ホストファミリ

ーと一緒に夕食を食べるため早く帰宅しました。一緒に食べる食事は

※７ずっと良いものでした。彼女は彼らと※８話をすることで，オース

トラリアのことをたくさん学びました。また，彼女は新しいことに挑

戦しました。彼女は※９彼らに日本語と日本文化を教えたのです。彼女

のホストマザーは彼女の変化を見て喜びました。彼女は教子にこう言

いました。「※10 私はここで 30 年暮らしているわ。外国の文化で大切

なことは違いを知り，共生することよ。今，あなたにはそれができて

いるわ」 

※１all over the world「世界中」

※２way of ~ing「～する方法」

※３be different from ~「～と違う」 

※４think about の後に入る疑問文

は〈疑問詞＋主語＋動詞〉の

語順になる。

※５be happy to ~「～してうれしい」 
※６want＋人＋to ~「(人)に～し

てほしい」

※７much＋比較級「ずっと～」(比

較級の強調)

※８by ~ing「～することで」

※９teach＋人＋もの「(人)に(も

の)を教える」

※10〈have＋過去分詞〉の現在完了。

for thirty years「30 年間」があ

るから，継続「ずっと～して

いる」を表す。 



高校入試模擬テスト 第６回 6 / 6 

超 ナ ビ 

スーパー

教子は日本に帰った後，ブラウン先生に「私は※11 外国人を理解す

る方法を心配していましたが，考えるだけでは答えは出ませんでし

た」と言いました。ブラウン先生は「それで，君はどうしたの？」と

尋ねました。教子は「ええと，私は心配するのをやめて，※12私にでき

る小さなことすべてをしました。そうしたら，ホームステイはずっと

良いものになりました」と答えました。「良いホームステイだったね」

とブラウン先生は言いました。 

※11how to ~「～する方法」

※12every little thing と I could do
の間には関係代名詞 thatが省

略されている。
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１ 対話の流れと(  )の前後の単語から判断する。 

⑴ Ａが「このノート，誰のものか知ってる？」と尋ねたから，所有者を表す文にする。( )後に

notebook がないから，１語で「○○のもの」まで表す所有代名詞 hers「彼女のもの」が適切。

⑵ ( )の直前に keep があることに着目。・keep ~ing(動名詞)「～し続ける」

◆特集 直後に続くのは to不定詞？ ~ing(動名詞)？

⑶ Ｂの「はい，お願いします」という返答と文の流れからＡはＢに対して何かを勧める発言をしたと

わかる。・Would you like ~?「～はいかがですか？」…人に食べ物などを勧める表現。

◆特集 助動詞を使った疑問文と，それ対する返答を覚えよう。

○動名詞が続く動詞

・enjoy ~ing「～して楽しむ」 ・finish ~ing「～し終える」

・give up ~ing「～するのを諦める」

○to 不定詞が続く動詞

・want to ~「～したい」 ・hope to ~「～したい」 ・decide to ~「～することを決める」 

○to 不定詞でも動名詞でも意味が同じ動詞

・like「～することが好き」 ・love「～することが大好き」

・begin「～し始める」 ・start「～し始める」

○to 不定詞と動名詞で意味が変わる動詞

・stop to ~「～するために止まる」 ・stop ~ing「～するのをやめる」

・try to ~「～しようとする」 ・try ~ing「試しに～する」

○依頼の表現

・Would you ~?／Will you ~?／Could you ~?／Can you ~?「～してもらえますか？」

…引き受ける返事→Sure.／OK.／No problem.など

…断る返事→I’m sorry I can’t.／I’m afraid I can’t.など

○許可を求める表現

・May I ~?／Can I ~?「～してもいいですか？」

…許可を出す返事→Sure.／OK.／Go ahead.など

…禁止する返事→No, you can’t.／No, please don’t do that.など

○相手を誘う表現

・Shall we ~?／Let’s ~.「～しましょう」

…誘いにのる返事→Yes, let’s.／OK.／That’s a good idea.など

…誘いを断る表現→I’m sorry I can’t.／I’d love to, but…など

○申し出る表現

・Shall I ~?「(私が)～しましょうか？」

…頼む返事→Thank you.／Sure.／Yes, please.など

…断る返事→No, thank you.など
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２ 対話文中の並べかえ問題は対話の流れを考え，単語のつながりを意識して解こう。問題を解くためには

連語表現を覚えることが重要。 

⑴ Ｂが数字を答えたから，Ａは教師の人数を尋ねたと判断する。数を尋ねる表現〈How many＋名詞

の複数形?〉と，「(場所)に(名詞)がある」を表す〈there is/are＋名詞＋場所〉を組み合わせよう。

〈How many＋名詞の複数形?〉以下は疑問文〈are there＋場所〉の語順にすることに注意。

How many teachers
何人の先生

/are there
いますか

/in this school
この学校に

?

⑵ 〈make＋人＋状態〉「(人)を(状態)にする」の文だとわかれば簡単に並べかえられる。Ａが「私達の

お気に入りの野球チームが勝ったね」と言ったから，「あのニュースは私達をとても幸せにした」とい

う文にしよう。

That news
あのニュースは

/made
した

/ us
私達を

/very happy
とても幸せに

.

⑶ ものに対して使う関係代名詞 which があることに着目する。which は人を修飾しないから，先行詞

は watch である。(  )内に動詞が２つあるが，三人称の my mother と原形の like はつなげない。

よって I と like，my mother と bought という２つの〈主語＋動詞〉のセットをつくる。関係代名詞

以下が後ろから the watch を修飾し，「私は去年母が買ってくれた腕時計が好きです」という文にする。 

I like the watch
私は腕時計が好きです

 which
（関係代名詞）

 my mother
私の母

 bought
買った

 for me
私に

 last year
昨年

.

３ 長文読解問題は代名詞が指す内容に注意しながら読み進めよう。 

⑴ 代名詞の it「それ」は，前に出てきた単数形，または数えられない名詞を指す。ここでは人々が使い

始めたものだから，「木から作られた紙」を指す。 

⑵ their good points は段ボール箱の利点のこと。直前の２文の内容をまとめる。・it is easy to ~「～す

るのが簡単だ」＝「～しやすい」

⑶ 直前に strong があるから，エが適切である。・strong against ~「～に対して強い」

⑷ 第３段落３～４行目参照。・use＋○○＋as ~「○○を～として使う」

⑵ 

⑷
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⑸ 「この新しい種類の紙は便利で…」に続く文を選ぶ。本文の流れから判断しよう。

ア○「我々の生活をより良いものにしてくれるかもしれない」 イ「それらは箱を作るには柔らかすぎ

る」 ウ「それらには特別な点はない」 エ「それらは我々に紙を作る方法を示すだろう」 

【本文の要約】 [重要表現]

2000 年程前にある中国人が※１木から紙を※２作る方法を開発した。

それまで人々は★書き留めるための他のもの(下記参照)を使った。人々は

岩や動物の皮などの様々なものに※３書こうとした。後に人々は木か

ら作られる紙が※４書くのに最適だと考え，それを※５使い始めた。 

知っての通り，我々は紙を，本や新聞，紙コップに使用する。それ

を，段ボール箱を作るのにも使用する。紙は，※６箱を作るには柔ら

かすぎるから，プラスチックや金属を使う方が良い，と考える人もい

る。実際にそれらは紙よりも強度があるが，我々はたくさんの紙を重

ねれば※７紙を強くすることができる。段ボール箱は使い終わったと

きにリサイクルしやすいし，処分しやすい。また，それらは軽いので

運ぶのも簡単だ。これらは段ボールの利点である。 

『機能紙』を知っているだろうか？特別な紙のことである。世界に

は※８様々な『機能紙』が※９ある。例えば，水に対して強い紙がある。

雨の中でも水中でもそれに書くことができる。火に対して強い紙があ

る。それは住宅の壁紙として使われる。新しい種類の『機能紙』を開

発している企業もある。これらの新しい種類の紙は便利で，我々の生

活をより良いものにしてくれるかもしれない。 

将来，我々は『機能紙』※10を使って何ができるだろうか？ 

※１make A from B「B から A を作る」 

※２the way to ~「～する方法」

※３try to ~「～しようとする」

※４the best for ~ing「～するのに最適」 

※５start ~ing「～し始める」

※６too…to ~「～するには…すぎる」

※７make A B「AをB(の状態)にする」 

※８many kinds of ~「様々な～」

※９There is/are ~「～がある」

※10with ~「～を使って」

★write の直後に来る前置詞で意味が変わる。

(例)・thing to write「書く内容」 ・thing to write on「書くもの(紙など)」

・thing to write with「書く道具」 ・thing to write about「書くテーマ」

４ 英文から単語の意味を読み取る問題。知らない単語に出会ったとき，辞書で調べる前に周りの文章から

意味を推測する力をつけておくと本番に強くなる。 

⑴ ２文目「その日までにそれ(宿題)をやり終えねばならない」より「(宿題の)締め切りは３月 17 日」

だと推測できる。 

⑵ 文意「私達が 10 歳の時，私は初めてケビンに会った。彼は外で遊ぶのが好きで，私は家にいるのが

好きだった。私達は全く違っていた。しかしすぐに仲良くなった。それ以来よい友人だ」という文。 

( )のある文の文頭に But があるから，前文の We were different.
から予想できることと逆の内容だとわかる。そして直後に We have
been good friends since then.が続くから，エが適切。
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５ 対話文への適文補充は対話の流れをつかむことが大事。 

【本文の要約】 ［重要表現］

英太 :※１外へ行こうよ，ラルフ。たくさん雪が積もっているよ！ ※１go outside「外へ行く」

ラルフ :⑴何を※２するつもりなの？ ※２be going to ~「～するつもり」

英太 :雪合戦をするよ。 

ラルフ :それって大丈夫？ここでしていいの？

英太 :もちろんいいよ。何でそんなことを※３尋ねるの？雪で遊ぶ

話をしてるだけなのに。 

※３ask~「(～について)を尋ねる」 

ラルフ :ドイツの僕の学校で生徒は雪合戦をしてはいけないんだ。

英太 :※４本当に？⑵何が問題なの？ ※４Really?「本当に？」

ラルフ :危ないからだよ。

英太 :僕はそんなに※５危なくないと思うけどな。 ※５don’t think ~「～でないと思う」 

ラルフ :雪玉は人にケガをさせたり，ものに損害を与えたりするん

だよ。⑶氷が混じってることがあるからね。 

英太 :ああ，わかった。ドイツは冬すごく寒いから，氷がたくさ

ん※６あるんだね。 ※６there is/are ~「～がある」

ラルフ :※７その通りだよ。 ※７That’s right.「その通り」

英太 :それじゃあ。⑷君のために雪玉を作るよ。※８それを握って

みれば，日本の雪合戦は危険じゃないってわかるよ。 

※８if＋主語＋動詞「～すれば」

ラルフ :そうか。ここは※９そんなに寒くないから，ふつう君達の雪

玉には氷は入っていないってことだよね？ 

※９not so ~「そんなに～でない」 

英太 :そうさ。外へ※10行こうよ！ ※10let’s ~「～しましょう」

⑵英太はラルフの学校で雪合戦が禁止される理由を知りたかった。

⑴直後に英太が未来形でこれからすることを具体的に答

えたから，イの What are we going to do?が適切だね。

⑶雪玉が人を傷つけ，物に損害を与える理由が入るよ。

⑷直後の文より，英太がラルフに実際に雪玉を握っ

て確かめさせようとしていることを読み取ろう。
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６ 会話の流れをつかもう。会話によく使われる表現をマスターしよう。

⑴ 具合が悪そうな母親と，母親を心配する息子の会話。

Ａ．息子の発言①「どうしてベッドで横になっているの？」への返答だから，その理由となる文を考

えて書く。

・I don’t feel good「気分が良くない」

・I have a cold.「風邪をひいた」

・I feel sick.「体調が悪い」

・I have a stomachache.「腹痛がする」など。

Ｂ．息子の発言③「僕に何ができる？」への返答だから手伝いなどを依頼する文を書く。

・Could you go shopping?「買い物に行ってもらえる？」

・Can you make dinner?「夕食を作ってくれる？」

・Please bring me something hot to drink.「何か温かい飲み物を持ってきて」など

⑵ バスターミナルでの会話。Ｃには外国人の男性が女子学生に世田谷公園へ行くバスはどれか尋ねる

文が適切である。解答例以外には次のように表現できる。

・Which bus should I take?「どのバスに乗るべきですか？」

・Could you tell me which bus to take?「どのバスに乗るべきか教えてくれませんか？」

・Could you tell me which bus I should take?「どのバスに乗るべきか教えてくれませんか？」

・Please tell me the bus which goes there.「そこへ行くバスを教えてください」




