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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」




