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１ 語句を入れたり，並べかえたりする問題は文法や連語表現の知識が問われるぞ。 

⑴ 文の意味と(  )の前後の単語から判断しよう。 

① 「大きな窓があるこの家は 10 年前に建て(  )」という意味の文だから，〈be 動詞＋過去分詞〉

で「～される」という意味の受動態の文だね。この文の主語は直前の windows ではなく that house

で，文末の ten years ago「10 年前」より，過去の文だから，be 動詞はウ was を使うよ。

② 「英太は２人の兄弟がいて，３人の中で( )」という意味の文だから，〈the＋最上級＋of＋

○○
集団を表す複数形の名詞

〉「○○のうちで最も～」を使う文だね。young の最上級であるイ youngest が適切。

③ 「祖父はインドで( )シャツを私に送った」という意味の文。〈shirt
名詞

 made
過去分詞

 in India
語句

〉「インドで作られた

シャツ」の形で過去分詞と語句が後ろから名詞(＝shirt)を修飾する形にするよ。過去分詞のエmade が適切。

④ 「私たちはたくさんの人々と( )によって，新しいアイデアを得られる」という意味の文。直前に

前置詞があるので，動名詞のア talking が適切。

⑵ 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。

① 直後に spring or fall「春か秋」があり，B が「私は秋の方が好き」と答えているから，which do you

like better, A or B?「ＡとＢではどちらの方が好きですか？」を使うよ。完成した文は Eita, which do

you like better, spring or fall?で，不要な語は have だね。

② what to ~「何を～すべきか」を使うよ。あとは単語のつながりから答えを導くことができるね。Do you

know ~?「～を知っていますか？」の文で，as は a volunteer の直前に入れて「～として」という意味で

使うよ。完成した文は Do you know what to do as a volunteer this afternoon?「午後にボランティアとして

何をすべきか知っていますか？」で，不要な語は should だね。

③ want to の後ろは動詞の原形の try「挑戦する」しかないよね。次に，try 以外の語句を I have never

done のようにつなぎ，現在完了の経験〈have/has＋never＋過去分詞〉「一度も～したことがない」

の文にするとわかれば，残りは things か every だ。これらのうち，try の後ろに入れることができる

のは things だから，完成した文は things を後ろから〈(which/that)＋主語＋動詞〉で修飾する形の I

want to try things I’ve never done in junior high school.「私は中学校でやったことがないことに挑戦し

たい」で，不要な語は every だね。

④ 選択肢にhow があるから，文中に疑問詞を含む間接疑問の文だね。間接疑問の文では，疑問詞の後ろは肯

定文の語順になるから，完成した文はDo you know how the weather will be tomorrow?「明日の天気はどうか

知っていますか？」で，不要な語は isだね。 

◆特集１ 直後に続くのは to不定詞？ 動名詞(~ing)？

○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 to ~／like ~ing「～することが好き」 ・love to ~／love ~ing「～することが大好き」 

・begin to ~／begin ~ing「～し始める」 ・start to ~／start ~ing「～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」
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２ 対話文の空欄補充は，前後の内容から考えよう。 

⑴⒜ 直後の内容から判断する。直後にホワイトさんは平和公園までの道を尋ねているので，誰かに話し

かけるときに使うイ Excuse me.「すみません」だね。 

⒝ 直前の教子の発言「53 番のバスに乗ってください」と直後の教子の発言「そうです」より，ホワイ

トさんはバスを確認したと考えられるので，ク Take that bus?「あのバスに乗るのですか？」だね。

⒞ 直後の教子の発言「長くはかからないと思います」より，どれくらい時間がかかるか尋ねたと

考えられるので，期間を尋ねる How long ~?「(期間が)どれくらい～？」を使ったキだね。 

⒟ 教子がこれから平和公園を訪れるホワイトさんに対して別れ際にかけた言葉だから，オ Please enjoy

  your stay in Japan.「日本での滞在を楽しんでください」だね。 

⑵ 最も強く発音する単語を選ぶ問題では，相手が最も知りたくて，こちらが最も伝えたい情報を最も強

く発音するんだ。この場合，平和公園前のバス停で降りたときに，公園が「目の前」にあるってことを 

伝えたいから，エ front だね。

⑶ 問題文に日本語が書いてあるからどういう意味の単語を書けばいいかわかりやすいね。「静かな」は

quiet だよ。 

⑷① 質問「ホワイトさんはどうやって平和公園に行くつもりですか？」…how を使って交通手段を尋ね

る疑問文だから，ホワイトさんがバスで行くことを前置詞の by を使って書けばいいね。Ms. White と 

  Heiwa Park をShe
代名詞

とthere
副詞

に置き換えて She will go there by bus.と答えるよ。 

② 質問「ホワイトさんにとって何が面白いですか？」…ホワイトさんの最後から２回目の発言に

  interesting「面白い」が使われているよね。つまり，この文の文頭にある that の内容を答えればいい 

んだ。ホワイトさんは From a boat！「ボートから！」と言っているから，この内容はその前の教子の 

  発言の Seeing beautiful flowers and trees from a boat on the water「水上のボートから美しい花や木を見る 

こと」を指しているとわかるね。この質問はWhat is で始まる主語を尋ねる疑問文だから，〈○○
主語

＋is.〉の形 

 で答えるよ。Seeing beautiful flowers and trees from a boat on the water is.が答えだよ。 

【本文の要約】 ［重要表現］

ホワイト :⒜イすみません。平和公園へ※１行く方法を教えていただけ

ませんか。 

※１how to ~「～する方法」

教子 :※２いいですよ。あそこの 53 番のバスに乗ってください。 ※２Sure「いいですよ」 

ホワイト :⒝クあのバスに乗るのですか？

教子 :そうです。それから，平和公園前で※３降りてください。目

の※４前に公園が見えますよ。 

※３get off「降りる」

※４in front of ~「～の前に」

ホワイト 

教子 

:⒞キ※５どのくらい時間がかかりますか？ 

:そうですね。長くはかからないと思います。おそらく20分 

※５How long ~?「(期間が)どれく

らい～？」

 くらいです。 
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ホワイト :私は日本中を旅行する間にそこを※６訪れることに決めまし

た。平和公園はとても⑶静か(＝quiet)で美しいと聞きました。 

※６decide to ~「～することに決める」 

教子 :はい，本当にすばらしいですよ。公園の周りを歩いたり，

写真を撮ったり，水上のボートから美しい花や木を※７見て

楽しむこともできます。 

※７enjoy ~ing「～することを楽しむ」 

ホワイト 

 

教子 

:本当に？ボートから見えるのですか！※８面白そうです

ね！平和公園の行き方を教えてくれたうえ，新しい情報を 

※９教えてくれてありがとうございます。

:※10どういたしまして。⒟オ日本での滞在を楽しんでください。 

※８sounds interesting「面白そうで

すね」

※９thank you for ~ing「～してくれ

てありがとう」

ホワイト 

教子

:ありがとうございます。さようなら。 

:さようなら。 

※10 you’re welcome「どういたしま

して」

◆特集２ 助動詞を使った疑問文と，それに対する返答を覚えよう。

 

 

 

 

 

 

 

○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？」

…許可する返事→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 I can’t.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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３ 短い会話文の空欄を埋める問題。空欄の前後の内容から判断する。 

⑴  ① の直前に some famous pictures「数枚の有名な絵」，直後に Vincent van Gogh「ゴッホ」があるの

で，「ゴッホによって描かれた数枚の有名な絵」となるように〈過去分詞＋語句〉が後ろから名詞(ここ

では pictures)を修飾する形にするよ。drawn by が入るね。 

⑵ 直前の１文 You should keep the pamphlet「あなたはパンフレットを持っているべきです」より，パン

フレットを持っていることによる特典を答えよう。パンフレットの１番下の部分にある，このパンフレ

ットを美術館に持参すると，特別ポスターがもらえますに着目。これが特典だね。 

じゃあこの部分を英語にするよ。「もしあなたが～，…。」＝If you ~, …. の形を使おう。「持参する／

持ってくる」＝bring，「美術館に」＝to the museum，「～がもらえます」＝you can get ~，「特別ポスタ

ー」＝a special poster などを使って 10 語以上で書こう。 

【本文の要約】 ［重要表現］

英太 

外国人男性 

:すみません。※２何かお困りですか？ 

:はい，ありがとうございます。このパンフレットを※２見て 

ください。

※１Can I help you ?「何かお困りです

か？／お手伝いしましょうか？」

※２look at ~「～を見る」

英太 :おお，①ゴッホによって描かれた有名な絵を見るつもりですか？ 

外国人男性 :はい！でも私は日本語がわかりません。このパンフレット

でわかっていなければならないことがありますか？  

英太 :あなたはパンフレットを持っているべきです。②このパンフレ

ットを美術館に持参すると，特別ポスターがもらえます。 

外国人男性 :おお，本当ですか？私は家族への※３プレゼントにそれがほ

しいです！ありがとうございます。 

※３as a present「プレゼントに」
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４ 長文読解では，最初に本文を一通り読み，全体の内容を大まかに理解しながら，答えられる問題があれ

ばそこで答えてしまおう。それで答えられる問題も多いよ。 

⑴ his dream「彼の夢」の指す内容だね。指示語の内容は，それよりも前の部分に書かれていることがほ

とんどだ。この問題は，第１段落，第２段落の内容をある程度理解していれば解ける問題だよ。じゃあ

第１段落から見ていこう。 

１行目で，これは深良用水の話，２行目で江戸時代の話だとわかるね。そして，３～４行目にこの話の

主人公である大庭源之丞の名前が出てくるね。彼は深良村の名主なんだね。４行目に深良村は芦ノ湖の

近くにあるけど間に山があることが書かれていて，５行目で水が得られないから米を育てるのは難しい

っていう問題点があることがわかるね。次は第２段落だ。 

１行目に大庭がしたいことが出てきているね。want to ~「～したい」に注目だよ。これって大庭の夢っ

てことじゃない？to 以下の内容は「米を育てるために芦ノ湖からの水を使う」ってことだから第１段落

の内容とも合っているね。しかも９語だから，これが答えだね。その後も一応見ていこう。１行目から

２行目にトンネルを造ること，２行目にその方法がわからないこと。３行目にお金がないことが書かれ

ているね。この中で大庭の夢って言えるのはトンネルを造ることだけだね。to build a tunnel through the 

mountain to bring the water to his village「村に水をもたらすために山を通すトンネルを造る」は 14 語だ

から答えにはならないね。 

⑵ 空欄補充の問題だね。こういう問題は前後の内容から判断するよ。第４段落にある ② からやって

みよう。第４段落はトンネルを掘り始める話だね。２行目に仕事がつらくて時間がかかり，暗いなんて

ことが書かれているね。そして，３行目の最初に ② があって，その直後に機械はないこと，３～４

行目にノミやわらのかごを使ったことが書かれているね。これらの内容から，ぴったり合うのはエ「暗

いトンネルで，人々は手作業ですべてのことをしなければならなかった」だね。 

深良用水

江戸時代

大庭源之丞 深良村の名主

芦ノ湖の近く 山 村と湖の間

水があまり得られなかった 米を育てること 難しい 

～したかった 水

トンネルを掘り始めた

つらくて時間がかかる

芦ノ湖

暗い

米を育てる

機械

トンネルを造る

のみ

その造り方がわからなかった

あまりお金がなかった

わらのかご
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次は ③ ，前問と同じように，前後の内容から判断するよ。第５段落の１行目に，もう１つの困難な

ことが書かれていて，それは固い岩があったことだね。ほんの少しずつしか掘れなかったんだ。そして，

２行目の ③ の直前に，岩を割れなかったこと，直後にトンネルが曲がったことが書かれているよね。

これらの内容から，ぴったり合うのはア「彼らはその周りを掘らなければなりませんでした」だね。 

最後の ④ は，最終段落にあるね。１行目に深良用水は深良村などの人々を救ったことが書かれ

ているね。そして，２行目の ④ の直前に芦ノ湖の水をもたらしたこと，直後に人々が今もトン

ネルからの水で米を育てていることが書かれているね。これらの内容から，ぴったり合うのはウ「た

くさんの人々が米を育て始め，彼らの生活は良くなりました」だね。

⑶ 表に示された時期の出来事をそれぞれ答える問題。長文からそれぞれの時期の内容が書かれている部

分を見つけるよ。第４段落の最初に In August 1666，第６段落の最初に February 25, 1670，最終段落の２

行目に，表とは違う言い方だけどEven now「今でもなお」＝Today を見つけることができるね。

⒜ Until July 1666「1666 年７月まで」は第１段落から第３段落までの内容だから，エ「深良村の

米作りの方法を探していた」だね。

⒝ In August 1666「1666 年８月」は第４段落，第５段落の内容だから，ア「トンネルを造り始め

た」だね。

⒞ February 25, 1670「1670 年２月 25 日」は第６段落と最終段落の１～２行目の内容だから，ウ「ト

ンネルを造り終えた」だね。

⒟ Today「今日」は最終段落の２行目以降の内容だから，イ「たくさんの用途に水を利用してい

る」だね。 

【本文の要約】 ［重要表現］ 

 深良用水について聞いたことがありますか？今日，私はそのことに

ついて※１話したいです。それは，江戸時代※２の初期に造られました。

それができる前，ある男が村の人々のために芦ノ湖から水を引くこと

を考えていました。彼の名は大庭源之丞，深良村の名主でした。彼の

村は芦ノ湖の近くにありましたが，村※３と湖の間には山がそびえ立 

っていました。米を育てる十分な水が得られなかったので，村人はと 

※１I’d like to ~「～したい」

※２in the early ~「～の初期に」

※３between A and B「ＡとＢの間に」 

困難な 固い岩 ほんの少ししか掘れない

岩を割る できなかった トンネル

曲がった

深良用水 救った

芦ノ湖の水 米を育てている

水 トンネル
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ても貧しかったのです。

 大庭は米を育てるために芦ノ湖からの水を※４使いたかったのでし

た。それは，村に水をもたらすために山にトンネルを造るということ

でした。しかし，彼は※５その方法を知りませんでした。彼はあまり

お金がありませんでした。彼は※６何をすべきかわかりませんでした。 

ある日，大庭は友野与右衛門のことを聞きました。江戸に住む男で，

トンネルの掘り方を知っていました。大庭は友野に，深良村について

話し，彼の夢を手伝ってくれるように※７頼みました。友野は大庭の

話にとても感動し，「村人は本当に水を必要としている。彼らを助け

たい。我々はこのトンネルを造るべきだ」と考えました。友野と他の

出資者は，自身のお金でトンネルを造※８る決心をしました。 

 1666 年の８月，村側からトンネルを掘り始め，３か月後に，反対側

からも掘り始めました。その作業はとてもつらく，時間がかかりまし

た。トンネルの中では明かりが使われましたが，とても暗かったです。 

②エ暗いトンネルの中で，人々は※９手作業ですべてのことをしなけれ

ばなりませんでした。今日のような機械はありませんでした。彼らは

掘るためにノミを使い，わらのかごでトンネルから土を運びました。 

 もう１つ困難なこととして，固い岩がありました。とても固い岩の

ところに来た時は，※10 ほんの少しずつしか掘れませんでした。彼ら

は岩を割ろうとしましたが割れませんでした。③ア彼らはその周りを

掘らなければなりませんでした。これは頻繁に起こり，トンネルは曲

がりくねりました。トンネルを造るにはとても長い時間がかかりまし

た。彼らはお金をたくさん使いましたが，大庭と友野は※11 決してあ

きらめませんでした。彼らはトンネルを完成させることは，多くの人

にとってとても重要だと信じていました。 

 1670 年２月 25 日は深良村の人々にとってすばらしい日になりまし

た。その日，彼らはついに 1280 メートルのトンネルを完成させまし

た。人々は※12あまりに幸せだったので，※13お互いに抱き合って，泣

きさえしました。約３年半かかりました。 

 深良用水は深良村とたくさんの他の村の人々を救いました。それ

は，芦ノ湖の水を彼らにもたらしました。④ウたくさんの人々は米を

育て始め，彼らの生活は良くなりました。今でもなお，人々はトンネ

ルからの水で米を育てています。それは彼らの生活のたくさんの他の

用途にも使われ，人々に愛されています。今日でも，芦ノ湖からの水

は彼らの生活用水になっているのです。 

※４want to ~「～したい」

※５how to ~「～する方法」

※６what to ~「何を～すべきか」

※７ask＋人＋to ~「人に～するよう

に頼む」

※８decide to ~「～する決心をする」 

※９by hand「手作業で」

※10 only a little「ほんの少し」

※11 never gave up「決してあきらめ

なかった」

※12 so ~ that …「あまりに～なので…」 

※13 each other「お互いに」 




