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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。



高校入試模擬テスト 第７回  4 / 5 

超 ナ ビ 

スーパー

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」




