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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。 



高校入試模擬テスト 第４回     6 / 8 

超 ナ ビ 

スーパー

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。 


