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スーパー

１ 絵をよく見て対話の内容を考えよう。 

⑴ コーヒーカップの中にコーヒーが入っている絵だね。

だから，cup「カップ」が正解。 

a cup of ~「１杯の～」は大事な表現だよ。覚えておこう。 

【対話の要約】 [重要表現] 

Ａ：コーヒーを１杯※１いかがですか？ 

Ｂ：はい。ありがとうございます。 

※１Would you like ~?「～はいかがですか？」

⑵ バッグの中にペンが入っている絵だね。

だから，bag「バッグ」が正解。 

この対話で，Ａが Do you know where my pen is?と言っているね。これは間接疑問で，where と my pen

から，Ａはペンのありかを聞いているってわかるね。 

【対話の要約】 [重要表現] 

Ａ：※１私のペンがどこにあるか知っている？ 

Ｂ：バッグを見てみなよ。 

※１Do you know where my pen is?

know の後が〈where
疑問詞

 my pen
主語

 is
動詞

〉の語順の

間接疑問。 

⑶ テレビを見ている絵だね。

「見る」って look at，see，watch があるけど，「テレビを見る」は watch TV と表現するよ。 

Ａの質問が現在形だから，それに合わせて現在形で答えよう。 

【対話の要約】 [重要表現] 

Ａ：あなたは夕食後に何をするの？ 

Ｂ：※１よくテレビを見るよ。 ※１often「よく／しばしば」…頻度が高いこと，

回数が多いことを表す。 

⑷ 男の子が自転車に乗っている絵だね。

「乗る」って take，ride，get on があるけど，「自転車に乗る」は ride a bike と表現するよ。 

Ａの質問が現在進行形〈am/are/is＋~ing〉だから，それに合わせて現在進行形で答えよう。 

ride の ing 形は riding。語尾の e をとって ing を付けるよ。 

【対話の要約】 

Ａ：男の子は今何をしていますか？ 

Ｂ：自転車に乗っています。 
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◆特集 似ている単語・表現の違い

２つの「１杯の～」(a cup of ~と a glass of ~)の違い 

動詞 意味 例 

a cup of ~ 熱い飲み物に使う 
a cup of coffee「熱いコーヒー」 

a cup of tea「熱いお茶」 a cup of water「お湯」 

a glass of ~ 冷たい飲み物に使う 
a glass of cola「冷たいコーラ」 

a glass of water「冷水」 

a cup of cola って言わないように注意してね。 

３つの「見る」の違い 

動詞 意味 例 

look at ～に視線を向ける 
Look at the car.「その車を見て」 

違うところを見ている人に注目させる。 

see 自然と見える 
You’ll see the office on your right.「右側にオフィスが見え

るだろう」 道案内の最後。特に注意しなくても見える。 

watch 動くものを注意して見る 
I watched TV last night.「昨夜テレビを見た」 

テレビなどの動くものを見る。

３つの「乗る」の違い 

動詞 意味 例 

take 交通手段として乗る 
I’ll take a bus to work.「仕事にはバスで行くよ」 
仕事に行く手段を表す。 

ride 
またがって乗る 

運んでもらうために乗る 

My son can ride a bike.「息子は自転車に乗れるよ」 
I had to ride a bus for an hour.「１時間バスに乗らなけれ

ばならなかった」 バスにまたがるわけじゃないよ。 

get on ~ ～に乗り込む 
We got on a train at the station.「駅で電車に乗った」 

「乗る」という動作を表す。 
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２ 比較的長い対話文。読み取りだけでなく，文法問題・語句の並べかえ問題も出題されているよ。 

⑴ 語句の並べかえ問題は文法の知識を応用しよう。そしてここでは不要な単語に注意しよう。

① [  ]の前の I が主語になるから，最初は動詞の listen か wanted だけど，want to ~
動詞の原形

「～したい」

と listen to ~「～を聞く」を使うと考えると，wanted to listen to ~「～を聞きたかったです」となる

ね。完成した文は I wanted to listen to your presentation.「君の発表を聞きたかったなあ」だよ。不要な

語は in だね。前置詞は前の動詞とセットで覚えておくと，こういう問題を解く時に役立つよ。 

③ [  ]の後に in the contest が続くから，最後は take part。take part in ~は「～に参加する」という

意味の連語表現だよ。glad，about，you’ll の３つ残った中で I’m の後に続き，後に〈主語＋動詞〉が来

るのは感情を表す形容詞 glad のみ。〈be glad (that)＋主語＋動詞〉は「～してうれしい」という意味に

なるよ。完成した文は I’m glad you’ll take part in the contest.「あなたがコンテストに参加してくれてう

れしい」だよ。不要な語は about だね。 

あ，そういえば，glad には「ほっとする」というニュアンスもあるんだよね。もしかしたら，英太が

参加を決意しなければ，教子がコンテストに参加させられていたのかも…。それを回避するために先

生を巻き込んで説得していたんだとしたら…女子って怖い…。 

⑵ 会話の内容から考える問題。会話の流れは次の通り。

  ②  は教子とホワイト先生が英太をコンテストに出るよう説得している場面だね。 

その前の教子の発言から，教子とホワイト先生は，英語より大事なことがあるってことを言いたいんだ。

直前の share は「分かち合う／共有する」という意味だから，分かち合うもの(  ②  に入るもの)

は，ホワイト先生が４回目の発言で That’s a great idea.「それはすばらしい考えだね」とほめたこと，つ

まり，英太の考えだね。英太に話しかけているのだから，your idea が入るよ。 

ホワイト先生に説明

する場面

英語が苦手であるこ

とを理由にコンテス

トの参加を迷う英太

を，教子とホワイト先

生が２人がかりで説

得する場面 

英太がコンテストの

参加を決意した場面 
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⑶ 資料を使った問題は，対話の内容をある程度理解してから，資料と問題をじっくり読んで答えよう。

① 知らない単語と同じ意味の語句を考える問題は，知らない単語の前後がヒント。

図中の virtues は Our town has many virtues,「僕たちの町にはたくさんの virtues があります」の形で

使われているね。だから，対話の中で英太が，町にたくさんあると言ったものがこの問題の答えなん

だ。英太の４回目の発言，It has a lot of good points.から抜き出そう。 

② これは資料の中だけで完結する問題。

前後の意味から考えよう。「次に，私たちは Ａ すべきです。そうすればお互いから新しい考えが

得られます」の Ａ に入るものだから，エの talk about our town with more people「もっと多くの人々

と町について話す」が適切。なお，アは「伝統はすばらしいと思う」，イは「他人を助けるために英語

を上手に話す」，ウは「おみこしのつくり方を理解する」という意味で，いずれも新しい考えを得るた

めの手段ではない。 

英語が苦手とか言っていたけど，英太はちゃんと発表を行ったみたいだね。めでたし，めでたし。 

【対話の要約】 [重要表現] 

ホワイト先生：こんにちは，英太，教子。何を話しているの？

英太 ：10 月の英語プレゼンテーションコンテストです。 

教子 ：これを見てください。 

ホワイト先生：おお，おもしろいね。君たちは参加するの？

英太 ：うーん，発表をするのは好きですが，※１英語を使うの

は難しいです。 

※１it’s…to ~「～するのは…だ」

教子 ：総合的な学習の時間の発表は良かったわよ。 

英太 ：ありがとう，でもあれは※２日本語でだったからね。 ※２in Japanese「日本語で」

ホワイト先生：君の発表を※３聞き※４たかったなあ。何を話したの？

英太 ：この町について話しました。町には良いところがたく

さんあります。それらを保つことが，僕たちが町のた

めにできる最善策の１つです。 

※３listen to ~「～を聞く」

※４want to ~「～したい」

教子 ：あなたは発表の中で，「僕たちは※５もっとこの町のこと

を※６知らなければなりません」と言ったわね。先週，

町の祭りで，オーストラリア人の生徒がおみこしにつ

いて私に質問しました。でも，私は答えられませんで

した。町の伝統について※７あまり知らなかった※８から

です。 

※５more「もっと」

※６must「～しなければならない」 

※７not ~ much「あまり～ない」

※８because「～だから」

英太 ：それらについてもっと※９知ることで，僕たちは町の良

いところをみんなに伝えられます。 

※９by ~ing「～することで」
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ホワイト先生：それはすばらしい考えだね。コンテストに出て，英語

でもっと多くの人に※10伝えるといいよ。 

英太 ：でも，僕は英語に自信がありません。 

※10この can は相手に何かをうな

がすときに使う can。命令文のよ

うに訳すと自然な流れになる。

教子 ：もちろん英語は大事だけれど，コンテストは英語だけ

(が評価されるん)じゃないわ。 

※11important のような綴
つづ

りの長

い形容詞の比較級は〈more＋
原級〉。 

※12give＋人＋もの「(人)に(も

の)を与える」

ホワイト先生：その通りだよ。英太，君の考えを分かち合うこと※11の

方が大事だよ。コンテストは※12君に発表でもっと多く

の人々とそれを分かち合う機会を与えてくれるよ。 

英太 ：そうか，わかりました。やってみることにします。 

教子 ：やったわ！あなたがコンテストに※13参加してくれてう

れしいわ。 

※13 take part in「～に参加する」 

ホワイト先生：君なら※14うまくできるよ。英語での発表を練習するの

に時間はたっぷりとある。私も手伝おう。 

※14 do well「うまくできる」 

英太 ：ありがとうございます。※15ベストを尽くします。もっ

と多くの人がこの町に興味をもってくれるといいで

す。 

※15 do my best「ベストを尽くす」 
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３ 対話の中での英作文の問題は，空欄の前後に着目するといいよ。単に言いたいことを言うのではなく，

相手の使っている言葉に合わせることも大事。 

⑴ 困っている人に対する呼びかけを英語で表現する。

解答例は What’s wrong?と What’s the matter?(両方とも「どうしましたか？」 

という意味)しか載せていないけれど，他にもこんなものが答えになるよ。 

・Shall I help you?「お手伝いしましょうか？」

・Is there anything I can do for you?「何か私にできることはありますか？」

・What is your problem?「何にお困りですか？」

・What happened (to you)?「何があったんですか？」

⑵ デイビッドの発言をしっかり読み取ろう。

Oh
おお

, / this guidebook says
このガイドブックの言うことには

 / sushi in this town
この街の寿司は

 / is / very good
とてもおいしい

, / so
だから

/ I came here
私はここに来た

. 

But
でも

 / there is
ある

 / a sign
標示が

 / on the door
扉に

.  I can’t read it
それを読めない

. 

says の意味がわかりにくいー！「(本などに)～と書いてある」という意味だ 

けど，「ガイドブックが～と言っている」と考えても問題ないね。 

１文目で，[標示]にある「本日休業」の意味を英語で教えてあげよう。 

解答例は This restaurant is closed
形容詞

 today.「この寿司屋は今日閉店しています」 

という意味。closed は形容詞。他にもこんなものが１文目として適切だよ。 

・This restaurant isn’t open
形容詞

 today.「この寿司屋は今日営業していません」…これも 

open は形容詞だね。・Today is a holiday for this restaurant.「今日はこの寿司屋の休業日です」 

２文目以降は，話したらデイビッドに thank you for your advice.「アドバイスをありがとうございます」

と言われるようなことを言おう。解答例では But there is another good sushi restaurant near here.  Why 

don’t you go there?「でも，この近くにもう１軒おいしい寿司屋があります。そこへ行ってみてはどうで

すか？」と，別の店を勧めているよ。 

他には，It will be open tomorrow.  You should eat maguro(tuna) here.「明日は営業するでしょう。ここで

まぐろを食べるべきです」のようにおすすめのメニューを伝えてもいいね。 

【対話の要約】 [重要表現] 

教子   ：こんにちは。  ①  

デイビッド：ああ，このガイドブックに，この街の寿司はとてもおい

しいと書いてあります。それでここに来たんです。しか

し，扉にこの標示が※１あります。私には読めません。 ※１There is＋○○＋場所「(場所)

に○○がある」 

※２Let’s see.「ええと」
教子 ：※２ええと。  ②  

デイビッド：アドバイスをありがとうございます。 

(営業中) 

ＯＰＥＮ 

ＣＬＯＳＥＤ 

(閉店しました) 
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４ 動物園に関する文章。動物園賛成派と反対派の意見が同じ形の文で表現されているよ。 

⑴ 下線部，wild animals can have a better life「野生動物はよりよい暮らしを送ることができる」には比較

級が使われている。さて，比較級とよく一緒に使われるものは何かな？ 

than「～より」だね。比較するものがないと比較級は使えないでしょ。 

では，何を比較対象にしているか考えよう。この文は動物園否定派の意見の一部，つまり「動物は動物

園にいるより野生にいる方がいい」と言いたいんだ。 

だから，than の後には「動物園にいる動物(animals in zoos)」が続くよ。 

⑵ 文章に書いてある主張をまとめる問題。このような問題はこれからよく出題されそうだよ。

動物園肯定派の意見は本文の第２段落。 に囲まれた People
名詞（先行詞）

 who
関係代名詞

 like
動詞

 zoos は「動物園が好きな人」

という意味だから，肯定派の意見だとわかるね。 

First「１つ目は」，そして Second「２つ目は」，に続く部分を日本語でまとめればいいんだ。 

動物園否定派の意見は本文の第３段落。 に囲まれた People
名詞（先行詞）

 who
関係代名詞

don’t like
動詞

 zoos は「動物園が好

きではない人」という意味で，第２段落と同様に First，そして Second，の形になっているから，それぞ

れを１文にまとめよう。 

【本文の要約】 [重要表現]

※１世界中にたくさんの動物園があります。

動物園が好きな人は動物園には良い点があると考えています。 

※２１つ目は，動物がどのように暮らしているか(生態)を学ぶことが

できることです。人と動物は地球で※３共生しているので動物につい

て学ぶことは重要です。※２２つ目は，動物園は動物を※４救うための

重要な場所であることです。動物園の動物は毛皮や牙を求めるハンタ

ーによって殺されることはありません。

動物園が好きではない人は違う意見を言います。１つ目は，動物園

は動物について学ぶのに適した場所ではないということです。動物園

は野生動物の生態を展示してはいません。２つ目は，彼らは動物園で

動物を飼うことは悪いことだと思っていることです。彼らは，野生動

物はもっとましな一生を送ることができると思っています。動物は独

自の※５生活様式(生き様)と自分自身の※６権利を持っています。

※１all over the world「世界中に」

※２First~．Second ….「１つ目は～， 

２つ目は…」 

※３live together「共生する」

※４save「救う」

※５way(s) of living「生活様式／生き様」 

※６right(s)「権利」
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５ バナナに関する文章。内容を理解しながら，文法問題や連語の問題も解いていこう。 

⑴① (  )の前にある one of ~に着目しよう。これって「～のうちの１つ」という意味で「～」の部分に

は必ず複数名詞が入るんだ。直前に the most popular「最も人気がある」がある最上級の文だから，日本

語で考えると直後の名詞を単数にしたくなるけど，英語では複数名詞を使うよ。正解は fruits だね。 

③ (  )の直前に名詞の bananas「バナナ」，直後に in Japan「日本で」があるよね。しかもその後は

are grown in this country「この国で育てられる」だね。これは〈be 動詞＋過去分詞〉の受動態の文だ

から，are の前までが主語なんだ。つまり(sell) in Japan が後ろから名詞 bananas を修飾する。sell を現

在分詞「～している○○」，過去分詞「～される○○」のどちらにするかは意味から判断するんだ。現

在分詞「バナナがものを売る」ことはなく，過去分詞「日本で売られるバナナ」が適切だから，正解

は sell の過去分詞 sold だよ。 

⑵ 代名詞などの指示語の指す内容は，直前にあることが多いよ。意味を理解してから，直前の文から順

に探していこう。下線部②の文より，It は「悪いニュース」だね。「悪いニュース」を探すよ。直前の文

は「例えば，それはフィリピンで広まっています」だね。これが「悪いニュース」だ。でも問題文に「具

体的に」ってあるから，「それ」の内容まで探すよ。さらにもう１つ前の文を見てみると「菌がバナナを

攻撃するので，たくさんのバナナが病気になっている」とあるじゃないか。これだ。「それ」＝「バナナ

を攻撃する菌」として文をまとめよう。 

⑶ 「～することができる」は１語だと can~，３語だと be able to ~だね。この場合，直前に助動詞の will

があるから，be 動詞は原形の be を使うよ。

⑷① 質問「昨日，何が教子を驚かせましたか？」…２行目の I was surprised「私は驚きました」に着目。 

じゃあ何に驚いたかというと，同じ文に It was about bananas 「それはバナナについてでした」とあり，

 「それ」は直前の文の the news「そのニュース」だね。だから正解は The news about bananas did.とな 

るよ。主語を問う疑問文の答えでは，最後に made を置き換えた did を付けることを忘れないでね。 

② 質問「教子は専門家に何をしてほしいですか？」…experts「専門家」という単語を探してみよう。

あった！６行目だ。じゃあこれ以降で教子がやってほしいことは，７行目 I hope~「～してほしい」 

 の「～」の部分だね。代名詞を使ってShe
Kyoko

 wants them
exparts

 to find a way to save bananas.が正解だよ。 

【本文の要約】      [重要表現]

バナナは世界で最も人気のあるフルーツ※１の１つです。毎朝，私は朝食にバ

ナナを食べます。

昨日，私はニュースを見ました。それはバナナについてで，私は※２驚きました。

※３最近，世界のある地域では多くのバナナの木が菌の攻撃によって病気になっていま

す。※４例えば，それはフィリピンで広まっています。日本で売られているほとんどの

バナナはこの国で育てられているので，それは悪いニュースです。この国からバナナ

を買えなくなります。私はそれを心配しています。菌は他の国にも広がっているかも

しれないそうです。専門家は菌の繁殖を防ごうとしていますが，まだ良い方法は見つ

かっていません。私は彼らがバナナを守る方法を見つけられることを願います。

※１one of ~「～の１つ」

※２was surprised「驚いた」 

※３these days「最近」

※４for example「例えば」 
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