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１ 比較表現を正しく読み取ろう。 

【本文の要約】 [重要表現]  

※１私達のクラスの生徒がどうやって学校へ来ているか知っていま

すか？私達のクラスには 40 人の生徒がいます。４通りの登校手段が

※２あります。クラスメートに尋ねる前，私は多くの生徒は歩いて登

校すると思っていました。しかし，それは正しくありませんでした。

歩いて登校する生徒の数は一番少ないです。最も多くの生徒は自転車

で登校します。バスよりも電車を使う生徒の方が多いです。 

※１間接疑問文。

※２There is/are＋○○「○○がある」 

 上の英文の の部分を参照。 

ヒント１ The number of students
生徒数

 who
（関係代名詞）

walk to school
歩いて登校する

/ is
=（イコール）

/the smallest
最も少ない

. 

ヒント２ Most students
最も多くの生徒

/come to school
登校する

/by bike
自転車で

. 

ヒント３ More students
より多くの生徒

/use
使う

/trains than buses
バスよりも電車を

. 

自転車＞電車＞バス＞徒歩の順である。 

２ (  )の前後の単語，または，文全体の意味から判断しよう。 

⑴ 文意「リョウはコンピューターを使おうとしたが，父親が使っていた。それで彼は読書を始めた」 

(  )の後が予想される以外の結果だから，逆接の接続詞 but が適切である。 

⑵ 文意「明日はあなたの滞在の最終日ですね。何時に東京へ向けてシドニーを出発する予定ですか？」 

・leave＋場所＋for＋目的地「(目的地)へ向けて(場所)を出発する」

⑶ 文意「私は渋谷駅で電車を降りて，そこから病院まで歩きました」 

there は前に出てきた場所を指す代名詞である。ここでは Shibuya Station を指す。and 以降は「渋

谷駅から病院まで歩いた」という意味だから，「電車を降りた」とわかる。

・get off＋乗り物「(乗り物)を降りる」

⑷ 文意「この食べ物を英語で何と呼びますか？」

「英語で」とあるから，「呼び方」を尋ねたとわかる。呼び方を尋ねる表現は What do you call ~?で

ある。なお，say を使って呼び方を尋ねるときは，How do you say ~ in English?と言う。

⑸ 文意「窓のそばで眠っている少年はマサキです」

文の最後が is Masaki だから，The boy (   ) by the window までが主語である。したがって，直前の

名詞を修飾できるような動詞の形を選べばよい。ここでは「眠っている少年」とすればよいから，現

在分詞の sleeping を入れる。

⑹ 文意「エレンが帰宅したら，私からの伝言を渡してください」

時を表す When や条件を表す If に続く文では，未来のことでも現在形で表す。
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３ 代名詞が指す内容に注意しながら読み進めよう。 

⑴① 主語が you(生徒達を指す)で，直前に were があるから，「～していた」という意味の過去進行形

の文である。~ing 形にする。

② 過去の出来事だから過去形にする。

③ every に続く名詞は単数形にする。・every month「毎月」

なお，every には every four years「４年ごとに」のように「～ごとに」という使い方もある。

⑵⒜ 質問「生徒達は毎日町を清掃しますか？」

生徒達が毎日清掃するのは学校であり，町の清掃は sometime「時々」である。

⒝ 質問「もし来年そのホテルを訪ねたら，生徒達は支配人から何をもらいますか？」

最後の段落より「特別な帽子」をもらえる。・give＋人＋もの「(人)に(もの)を与える」

⑶ 上記英文の 部を読み取る。Ａ．in June「６月に」 Ｂ．for three days「３日間」

Ｃ．near the hotel「ホテルの近く」 Ｄ．The students did「生徒達が(計画)しました」

【本文の要約】日付，送り主の名前等は省略します。 [重要表現] 

生徒のみなさんへ 

６月に当ホテルに※１滞在してくださってありがとうございました。

みなさんはグアムに３日間しかいませんでしたが，※２修学旅行中に 

※３楽しい時を過ごされたことと思います。

最後の日，みなさんはホテルの近くのビーチを清掃してくれました

ね。※４最初，みなさんは清掃をしたくないものと思いました。しかし，

ビーチで見かけた時，みなさんはその活動を楽しんでいらっしゃいま

したね。驚きました。 

※１Thank you for ~ing「～してくれ

てありがとう」

※２during＋名詞「～中に」

※３have a good time「楽しい時を過

ごす」

※４at first「最初」

⑶A ⑶B

⑶C

⑶D

⑵⒜町の清掃は every day「毎日」じゃなくて

sometimes「時々」だよ。

⑵⒝生徒達がもらうもの＝支配人がくれるもの＝特別な帽子 と考えよう。
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「誰が清掃の計画を立てたのですか？」と，私は※４先生のひとりに

尋ねました。先生は「生徒達ですよ」とおっしゃいました。後に，み

なさんの中の何人かが日本の学校について教えてくれました。みなさ

んは毎日学校を清掃しているのですね。時々，住んでいる町も清掃し

ているそうですね。 

ビーチを清掃してくださって本当にありがとうございました。とて

も感動しました。今では私達も毎月ビーチを清掃し，その活動の際に

は特別な帽子をかぶります。※５もしも来年いらしたら，その特別な帽

子を差し上げますね。※６再会できるのを期待しています。 

※４〈one of＋名詞の複数形〉は複数あ

るものの中の１つ(１人)を表す。

※５If＋主語＋動詞「もし～なら」

※６see you again「再会する」

４ 物語文の読解問題は登場人物を整理し，代名詞が指す内容に注意しながら読み進めよう。

⑹⒜質問と同

じような

表現だよ。

⑶袋を落としたと言う人物が２人現れたことを読み取ろう。

know の後に疑問詞が来たら，〈疑問詞＋to ~〉か，間接疑問の可能性が高いよ。

⑸直前の五平の主張を認める内容が入るよ。
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⑴Ａ．「袋を落とした人がそれを探している」とすればよいから，for が入る。look for ~「～を探す」の

現在進行形〈be 動詞＋~ing〉の文。

Ｂ．市兵衛が硬貨の枚数を尋ねたが，茂助も五平も具体的な数を答えなかったから，「数えたことがな

い」とすればよい。現在完了“経験”〈～したことがある〉の否定文にするため not か never を入

れる。 

⑵ 大金の入った袋のことを聞いてすぐに来る人だから，袋を落とした人である。

⑶ 第３段落の内容と，下線部②の後の市兵衛の発言から考える。理由を答えるときは，文末を「～か

ら。」，「～ので。」，「～ため。」にする。 

⑷ 間接疑問文だから，know の後を〈疑問詞＋主語＋動詞〉の語順にする。whose bag は１つのまと

まりとして考える。 

⑸ 直前の五平の発言より，茂助のつぼは 2000 枚用で五平の 1000 枚用のつぼより大きい。

⑹ 英問英答は，本文中から質問と同じような表現を見つけるのがポイント。

⒜ 質問「市兵衛は千代にその古い袋の中の硬貨を数えるよう頼みましたか？」

…第２段落５～６行目から読み取る。Did ~?の質問には〈Yes, ~ did.〉か〈No, ~ didn’t.〉で答える。

⒝ 質問「２人の男達に正しくない硬貨の枚数を告げることで，千代は何を知りたかったですか？」

…第７段落最後の市兵衛の発言を引用して答える。 

⑺ ア「道で見つかった古い袋にはお金がたくさん入っていたので，市兵衛はそれを×千代のものだと

思った」…正しくは落とし主を探そうと思った。

イ○「五平は袋の中の硬貨の正しい枚数を知らず，市兵衛の家に 1000 枚用のつぼを持って来た」

…第４段落と一致。

ウ「千代は全ての硬貨を×五平のつぼに注ぎ，そのつぼが硬貨でちょうどいっぱいになったことが

わかった」…正しくは茂助のつぼである。

エ「茂助のつぼは千代によって見つけられた硬貨の×半分でいっぱいになったので，彼はお金を持

って家へ帰った」…正しくは全ての硬貨を入れたときいっぱいになった。

【本文の要約】 

昔，ある村に千代という賢い少女が※１いた。 

ある日，千代は道で古い袋を見つけた。それは※２たくさんの硬貨で

いっぱいだった。彼女は「誰がこの袋を落としたんだろう？持ち主を

探すために村長さんに※３届けなきゃ」と思った。村長の市兵衛は「あ

りがとう，千代。これには大金が入っているから，落とした人物は探 

※１There is/are＋○○「○○がいる」 

※２a lot of ~「たくさんの～」

※３have to ~「～しなければならない」 

⑹⒝質問と同じような表現だよ。
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していると思う。私が村中に知らせればその人物はじきにここへ来る

だろう」と言った。そして彼は※４数名の若者に，村人全員にこの袋の

ことを知らせるようにと言い，千代には袋の中の硬貨の枚数を数える

ように頼んだ。彼女が数えると硬貨は 2000 枚あった。 

程なく市兵衛の家に２人の男が駆け込んできた。※５どちらの男も

「俺が袋を失くした！」と叫んでいた。１人は茂助，もう１人は五平

だった。千代はすばやく袋を戸の後ろに隠した。 

市兵衛は驚いて「何てことだ！お前達どちらも袋をなくしたのか？こ

れが誰の袋なのか私にはわからない」と言った。彼は２人の男に袋の

中の硬貨の枚数を尋ねた。どちらも「俺は硬貨をつぼに保管していて

数えたことはない」と言った。そこで千代は「私が数えたところ，袋

の中の硬貨は 1000 枚でした。あなた方はどちらもお金をつぼに保管し

ていましたね。つぼは硬貨でいっぱいでしたか？」と言った。茂助も

五平もそうだと言ったので，千代は「つぼをここに持って来てくださ

い」と言った。 

茂助と五平はすぐに市兵衛の家へつぼを持って来た。五平は茂助の

つぼを見て，「お前のつぼは大きすぎるな！それは 2000 枚の硬貨にち

ょうど良い大きさだぞ。俺のは 1000 枚の硬貨にちょうど良い大きさ

だ」と言った。 

茂助は「うーん，俺のつぼはお前のより大きい。だが俺はこのつぼ

に金を保管していたんだ」と言った。 

千代は「ではみなさんのつぼにお金を※６入れてみましょう。硬貨は

1000 枚だと言いましたが，私は数える時に※７間違えてしまうんです。

まずは五平さんのつぼを試してみましょう。お金が五平さんのものな

ら，つぼはお金でちょうどいっぱいになるはずです。 

千代は※８２人の男にその古い袋を見せると，五平のつぼにお金を 

※９注ぎ始めた。硬貨を半分しか注いでいないのに五平のつぼは※10 い

っぱいになってしまった。市兵衛が「おや，なぜお前のつぼは半分の

硬貨でいっぱいになっているのだ？袋にはまだたくさんの硬貨が入っ

ているぞ」と言った。 

五平は震えて，「申し訳ありません。袋のことを聞き，お金が欲しかっ

たのです。すみません，すみません」と言った。そして五平は走って

※11市兵衛の家から外に出て行った。

※４tell＋人＋to ~「(人)に～するよう

言う」

※５both of ~「～のどちらも」

※６let’s ~「～しましょう」

※７make mistakes「間違える」

※８show＋人＋もの「(人)に(もの)を

見せる」

※９begin to ~「～し始める」

※10be filled with ~「～でいっぱいに

なる」

※11out of ~「～から外に」
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茂助のつぼは袋の硬貨を全部入れてちょうどいっぱいになった。市

兵衛は笑顔で「やっとわかったよ，千代。お前は硬貨の持ち主を知る

ために※12２人に正しくない枚数を伝えたのだな」と言った。 

千代も笑顔で「その通りです。茂助さん，これはあなたのお金です

ね。※13もう落とさないでくださいね」と言った。茂助は市兵衛と千代

に※14何度も※15感謝すると，硬貨を持って家に帰った。 

※12tell＋人＋もの「(人)に(もの)を伝

える」

※13Please don’t ~.「～しないでくだ

さい」

※14thank＋人「(人)に感謝する」

※15again and again「何度も」

５ 自由英作文は，文や語の数などの条件に合わせて書こう。スペルや文法のミスで減点されないように注

意しよう。 

(例文) I want to be★１ a doctor so★２ I study science and English very hard. 

I want to visit foreign countries and help sick people who can’t have enough care from doctors. 

★１ 夢は I want to be＋○○や My dream is to be＋○○で表す。

★２ 接続詞を上手に使おう。 ・so「だから」 ・because「なぜなら」 ・but「しかし」など。

この問題の採点基準は以下の通り

○形式について

・スペル，連語表現，語順のミス…１件につき２点減点

・語数が 20 語未満，または 36 語以上である…０点

・文の数が５以上である…０点

○内容について

・夢や努力について書かれていない…０点

・理由が書かれていない…５点減点

「医師になりたい」という夢を述べた。／ 夢を実現させるためにしていることとして「理科と英語を懸命に勉強している」と述べた。 

医師になったらしたいこととして「外国を訪れ，医師からの十分な手当てを受けられない病人を助けたい」と述べた。 




