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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。



 

高校入試模擬テスト 第１回     2 / 6 

超 ナ ビ 

スーパー 

 

 

 

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。 


