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１ ⑴ 語形変化の問題は文法問題としても，長文の中でもよく問われるよ。 

① I have many good (memory) of my stay in China.

★many「たくさんの」に着目。複数形の memories にすればいいね。〈子音字＋y〉で終わる名詞を

複数形にするときは，y を i にして es をつけるよ。 

意味「私は中国に滞在したときの良い思い出がたくさんあります」

② Last year, I (choose) a blue tie as a birthday present for my father.

★Last year「去年」があるから，過去形 chose にするよ。choose
現在形

-chose
過去形

-chosen
過去分詞

の活用も覚えておき

たいね。

意味「去年，私は父への誕生日プレゼントに青いネクタイを選びました」

③ I have two older brothers.  I am the (young) of the three.

★直前に the があり，直後に〈of＋the three
複数を表す語句

〉があるから，最上級 youngest にすればいいね。 

〈the＋最上級＋of＋複数を表す語句〉で「(複数を表す語句)の中で最も…だ」を表す。

意味「私には兄が２人います。私は３人の中で最も年下です」

⑵ 適語補充は，熟語や文法の知識を問う問題もあれば，文の意味から考える問題もあるよ。

① 文の意味から考えよう。「週末には，公園中を遊びまわっているたくさんの犬がいます」という文

にすればいいね。「公園中を遊びまわっているたくさんの犬」は〈playing
現在分詞

＋all over
語句

 the park〉で 

現在分詞と語句がうしろから名詞(＝dogs)を修飾する形で表すよ。だから現在分詞のウだね。 

② 文の意味から考えよう。Ａ「明日，カフェテリアで会議がありますね。(  )始めるべきか，教

えてください」→Ｂ「会議は，午後３時に始めるべきですね」の流れだから，(  )には時を尋ね

る疑問詞のウが入るね。when to ~「いつ～するべきか」以外にも〈疑問詞＋to ~〉「何を／どこで

／どのように／どれを～すべきか」などを使う問題をよく見かけるよ。 

③ 熟語の知識を問う問題だね。〈such a＋形容詞＋○○
名詞

〉「こんな…な○○
名詞

」より，イが入るね。  

Ａ「あなたは初めてこの神社を訪れますか？」→Ｂ「はい。こんな美し 

い神社は見たことがありません」の流れだね。 

⑶ チラシと地図を参考にして，適語を補充する問題だね。

⒜ チラシより，イベントの開催月は４月(＝April)だね。ここで前置詞

に注意するよ。「○月に」は〈in＋月〉で表すけど，「○月△日に」の場

合は〈on＋月＋日〉で表すから，on April。 

⒝ 直後にＡが金額を答えたから，金額を尋ねる表現の〈How much ~?〉

が適切。 

⒞ 直前に When you get to the bank,「銀行に着いたとき」があるか

ら，地図の銀行を見よう。「左折する」(＝turn left)だね。 
⑶⒞ここに

注目！

⑶⒜ここに

注目！ 
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 【１⑶ 本文の要約】   【重要表現】 

Ａ：あ，エマ。うちの部は⒜４月 20 日に(＝on April 20th)※１市役所で 

イベントを行うの。※２手作りキャンドルを作るんだ。材料費がかかる

けど，きっと楽しいよ。

Ｂ：⒝いくら(＝How much)かかるの？

Ａ：200 円かかるけど，※３参加する？ 

Ｂ：ええ。市役所※４までの道を教えて。 

Ａ：うん。地図で教えるね。駅から，この道沿いに※５まっすぐ進むの。 

銀行に着いたら⒞左折して(＝turn left)ね。※６もう１区画歩くと市役 

所は※７右側にあるわ。 

Ｂ：ありがとう。そのイベント※８を楽しみにしているわ！ 

２ 問題にあるグリーン先生の情報をすべて用い 

 て，グリーン先生を紹介する文を書こう。次の 

①～④を英文にするよ。

① 出身はカナダであること

② 好きなことは映画を見ること

③ 好きな食べ物はリンゴ

④ 日本でやってみたいことは日本中を旅行

 すること 

これらを英文にしよう。出身は from を使えばいいし，好きなことや好きな食べ物は like，やってみたいこ 

とは want to ~で表現できるね。「日本中」は around Japan だよ。 

出身はカナダであること→She is from Canada.  

好きなことは映画を見ること→She likes watching movies. (watching は to watch でもいいね) 

好きな食べ物はリンゴ→She likes apples. 

日本でやってみたいことは日本中を旅行すること→She wants to travel around Japan. 

３ 図に書かれている町の紹介の中で，メモの中に書かれていない 

内容を選んで英語で書く。 

  I really like my town.  It has some good points.  First, my town 

is rich in nature.  Here，(1)       .  Also, the stars  

are beautiful at night.  Second, the food is delicious.  My town is 

famous for its rice.  Third, (2) .  I’m sure you will 

like my town. 

(1)「水や空気がきれい」water and air are clean，(2)「親切な人が多い」many people are kind だね。

※１city hall「市役所」

※２handmade candles「手作りキャン

ドル」

※３Would you like to come?「参加する？」 

※４the way to ~「～までの道」

※５go straight「まっすぐ進む」

※６one more block「もう１区画」

※７on your right「右側に」

※８looking forward to ~「～が楽し

みだ」

自然が豊か

夜は星が美しい 食べ物がおいしい 

米が有名

きっと私の町が気に入る
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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 未習単語を，意味を類推して解く問題だよ。前後の内容から判断しよう。

直前の文で彼女(エレン)は決して手を振り返したり微笑み返したりしなかったことから，エ「無関心

である」を選ぼう。

⑵ 英文を読みながら解いていこう。これも前後の内容から判断できる問題だよ。

  選択肢はア「間違い」，イ「計画」，ウ「夢」，エ「音」だね。直前の文より，お向かいの家宛てのもの

だとわかるので，配達の人がア「間違えた」＝made a mistake だね。 

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，そこ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の問題や，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。また，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。 

Then, Tomoki’s mother came into his room with a letter in her hand.  She said, “The  

post office made a (     ).  This is for the house across from us.  Can you take it there tomorrow? ” 

その時，智樹の母が，手に１通の手紙を持って部屋に入ってきました。彼女は言いました。「郵便配

達の人が(   )の。これはお向かいの家宛てよ。明日届けてくれない？」 

From his room, Tomoki sometimes saw her at her window.   

He waved at her, but she never waved or smiled back at him.  She looked ⒜indifferent to him.   

He thought, “She likes to be alone and it is hard to become friends with her.” 

智樹は自分の部屋から時々窓際にいる彼女を見かけました。彼は彼女に手を振りましたが，彼女は

決して手を振り返したり微笑み返したりはしませんでした。彼女は彼に対して⒜(   )に見えま

した。彼は「彼女は一人でいるのが好きなんだ，友達になるのは無理だな」と思っていました。 
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⑶ 英文を読みながら解いていこう。選択肢の内容を見ておくことも大切だね。ア「エレンのクラスメー

トだけが誕生日会にいた」，イ「たくさんのエレンの友達が誕生日会に来ていた」，ウ「エレンにはたく

さんの難しいことがあった」，エ「エレンの友達の中には，誕生日会で音楽を楽しまないものもいた」だ

ね。 

誕生日会の出席者の１人が言った言葉から，エレンはみんなから好かれていることがわかるね。だか

ら，答えはイだね。 

⑷ 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。下線部(b)の that の直後の内容から，

that は「よりよい友情を築くために必要なこと」だとわかるね。直前の文からこの内容にふさわしい

部分を探していこう。important「重要な」に着目。その直前の it は to 以下を指す形式主語だね。

つまり to 以下が重要ってことだね。この部分を日本語にしたものが答えだよ。

“Everyone here knows that Ellen can’t see.  But she plays the piano for little children or for  

elderly people on holidays.  She tries a lot of things and makes many people happy.  We like her.”  

Tomoki could understand why [   ]. 

「ここにいるみんなは，エレンが目が見えないことを知っています。でも彼女は休日に，小さい子

どもたちやお年寄りのためにピアノを弾いているのです。彼女はたくさんのことに挑戦していて，

多くの人を幸せにしているのです。私たちはエレンが大好きです」智樹はなぜ[ ]かを理解し

ました。 

From the friendship between Ellen and her friends, Tomoki learned that it’s important to spend time 

with other people and try to understand them.  He believed ⒝that is necessary to make a better 

friendship. 

智樹は他の人と時間を過ごし，彼らを理解しようとすることが大切だということがわかりました。

彼はよりよい友情を築くにはそれが必要だと，強く思いました。 
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⑸ 文を本文の内容に合うように並べ替える問題では，選択肢の文を日本語に訳すことから始めよう。

ア「智樹は初めてエレンに話しかけた」，イ「智樹は手紙をエレンの家へ持って行った」，

ウ「智樹はエレンのようになりたいと思った」，エ「智樹はエレンの友達と一緒に彼女のために歌っ

た」次にそれぞれの選択肢に対応する文を本文から見つけよう。アとイは第３段落，ウは第８段落， 

エは第５段落にあるね。

③ The next morning, イ Tomoki visited the house with the letter and knocked at the door.  The girl

came out. She was using a white cane and didn’t look at his eyes.  He was surprised to know that

she couldn’t see.  He said, ア“Hello, I’m Tomoki. I live across from your house. I have a letter for your

family. It came to my house yesterday.” She smiled and said, “Thank you.  I’m Ellen.  You play the

guitar, right?  I like listening to your guitar.”  He was happy to hear that.

⑤ One day, Tomoki was invited to Ellen’s birthday party.  There were many people in her house.

Some of them were her classmates.  There were also some people who were much older than Ellen.

All of them were her friends.  She was liked by many people.  エ Tomoki and her friends sang for her,

and she played the piano.  They all enjoyed the music very much.

⑧ After Tomoki listened to Ellen’s speech, ウ he wanted to be like Ellen.  She always tried to share

time with people around her and make them happy.  Her friends knew that and supported her.

From the friendship between Ellen and her friends, Tomoki learned that it’s important to spend time

with other people and try to understand them.  He believed ⒝ that is necessary to make a better

friendship.

⑹ 本文の内容に合うものを選ぶ問題は，長文問題で最もよく出題されるよね。各選択肢について，長

文の該当箇所を見て，正しいのか間違っているのかを確認していこう。 

ア「智樹は英語を上達させるために，時々英語でその日の出来事を書いた」…第２段落の１～２行目

より，時々ではなくて毎日だから×だね。 

② One evening, Tomoki was writing about the day in English in his diary.  He did it every day to

practice English.  Then, Tomoki’s mother came into his room with a letter in her hand.  She said, “The

post office made a (   ). This is for the house across from us. Can you take it there tomorrow?”

Tomoki said, “OK.” He was excited, but he was nervous. He said to himself, “I have never talked

with the girl and her family.”

イ「エレンは友達と一緒に過ごすのが好きではなかったので，１人になりたかった」…本文と反対の

内容だから×だね。特に，第８段落の２行目「彼女はいつも周りの人と時間を共有し，その人たちを

幸せにしようと努力します」の内容に反しているね。 

⑧ After Tomoki listened to Ellen’s speech, he wanted to be like Ellen.  She always tried to share

time with people around her and make them happy.  Her friends knew that and supported her. 

From the friendship between Ellen and her friends, Tomoki learned that it’s important to spend time 

with other people and try to understand them.  He believed ⒝that is necessary to make a better 

friendship. 
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ウ○「智樹はエレンが自分のギターを聞くことが好きだと知ってうれしかった」…第３段落４～５行

目の内容と一致しているね。 

③ The next morning, Tomoki visited the house with the letter and knocked at the door.  The girl

came out. She was using a white cane and didn’t look at his eyes.  He was surprised to know that

she couldn’t see.  He said, “Hello, I’m Tomoki.  I live across from your house.  I have a letter for your

family.  It came to my house yesterday.”  She smiled and said, “Thank you. I’m Ellen. You play the

guitar, right? I like listening to your guitar.”  He was happy to hear that.

エ○「エレンの友達は智樹に誕生日会でエレンの長所について言った」…第６段落２～３行目の内容

と一致しているね。 

⑥ During the lunch after the music, Tomoki talked a lot with Ellen’s friends.  One of them said to

him, “Everyone here knows that Ellen can’t see.  But she plays the piano for little children or for 

elderly people on holidays.  She tries a lot of things and makes many people happy.  We like her.” 

Tomoki could understand why [   ].

オ○「エレンは誕生日会に来た人の前でスピーチをした」…第７段落の１～２行目がエレンのスピー

チの部分だね。

⑦ Before the party ended, Ellen said, “Thank you. I’m happy because all of you came today.  There

are a lot of difficult things for me, but you always support me.  I want to do my best for you.” 

⑺ 智樹が日記に書いた内容を日本語にしてみよう。

①は誕生日会でエレンの家を訪問したから，visited だね。過去形で答えよう。

②は昼食時にエレンの友達とたくさんのことを話したから，talked だね。

③は智樹がエレンからたくさんのことを学んだから，learned だね。

  【４ 本文の要約】 

智樹は約２週間前に学校が始まりました。彼は数人のクラスメートと 

※１友達になり，時々自分の家で彼らとギターを弾きました。家の向かい

側に，１人の女の子が家族と暮らしていました。彼女はピアノがとても

上手でした。智樹は自分の部屋から時々窓際にいる彼女のことを見かけ

ました。彼は彼女に手を振りましたが，彼女は決して手を振ったり笑顔

を返したりはしませんでした。彼女は彼に対して⑴エ無関心(＝indifferent)

９月 30 日，日曜日 

 誕生日会でエレンの家を( ① )。僕はそこでたくさんの彼女の友達に会いました。僕は昼食を食

べているときに，彼らとたくさんのことを( ② )。僕はたくさんの新しい友達ができました。 

僕はエレンはすごいと思います。僕はエレンからたくさんのことを( ③ )。彼女の友達になれて

うれしいです。 

※１become friends with ~「～

と友達になる」
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に※２見えました。彼は「彼女は１人でいるのが好きなんだ，友達になる

のは無理だな」と思っていました。 

 ある晩，智樹は英語で日記を書いていました。英語の練習のために毎

日していました。その時，智樹の母が，手に１通の手紙を持って部屋に

入ってきました。彼女は言いました。「※３郵便配達の人が⑵ア間違えた(＝

made a mistake)の。これはお向かいの家宛てよ。明日届けてくれないか

しら？」智樹は「いいよ」と言いました。楽しみだったけれど，緊張し

ました。「あの女の子とも，家族とも一度も話したことがない」と※４心の

中で思いました。 

 翌朝，智樹は手紙を持ってお向かいの家を訪ね，ドアをノックしまし

た。女の子が出てきました。彼女は白い杖を使っていて，彼の目を見ま

せんでした。彼は，彼女が目が見えないことを知※５って驚きました。そ

して言いました。「こんにちは。僕は智樹と言います。向かいに住んでい

ます。あなたの家族宛ての手紙を持ってきました。昨日僕の家に届いた

のです」彼女は微笑んで言いました。「ありがとうございます。私はエレ

ンと言います。あなたはギターを弾いていますよね。⑹ウあなたのギター

を聞くのが好きです」彼はそれを聞※６いてうれしくなりました。 

 次の日から，智樹とエレンは会うと※７挨拶するようになりました。彼

らはよく話をするようになり，友達になりました。 

※８ある日，智樹はエレンの誕生日会に招待されました。彼女の家には

多くの人がいました。彼女のクラスメートもいました。エレンよりもず

いぶんと年上の人たちもいました。みんな彼女の友達でした。彼女は多

くの人に好かれていました。智樹とエレンの友達はエレンのために歌を

歌い，エレンがピアノを弾きました。みんなその音楽を楽しんで聞きま

した。 

 音楽の後の昼食の間，智樹はエレンの友達と※９たくさん話しました。

その中の一人が彼に言いました。「ここにいるみんなは，エレンが目が見

えないことを知っています。でも彼女は休日に，小さい子どもたちやお

年寄りのためにピアノを弾いているのです。⑹エ彼女はたくさんのことに

挑戦していて，多くの人を幸せにしたいと思っているのです。私たちは

エレンが大好きです」智樹はなぜ⑶イたくさんの友達が誕生日会に来てい

るのかがわかりました。 

 誕生日会が終わる前に，エレンが言いました。「⑹オ今日はありがとう。

みなさんが来てくれて，私はとてもうれしいです。私にとって大変なこ

ともたくさんあるけれど，いつもみなさんが私を支えてくれます。私は

みなさんのために最善を尽くしたいのです」 

※２look ~「～に見える」

※３the post office 「郵便局(の人)」 

※４say to oneself「心の中で思う」 

※５be surprised to ~「～して驚く」

※６be happy to ~「～してうれしい」 

※７say hello to ~「～挨拶をする」

※８one day「ある日」

※９a lot「たくさん」
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 智樹はエレンのスピーチを聞いて，エレンのようになりたいと思いま

した。彼女はいつも周りの人※10と時間を共有し，その人たちを幸せにし

ようと努力します。彼女の友達はそのことをわかって彼女を支えていま

した。エレン※11と彼女の友達の間の友情から，智樹は⑷※12他の人と時間

を過ごし，彼らを理解※13しようとすることが大切だということがわかり

ました。彼はよりよい友情を築くにはそれが必要だと，強く思いました。   

  その夜，智樹は日記にエレンの誕生日会のことを書きました。 

※10share A with B「ＡをＢと共有

する」

※11between A and B「A と B の間に」 

※12spend A with B「A を B と過ごす」 

※13try to ~「～しようとする」
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１ ⑴ 会話文の補充問題だね。文法から判断する問題と意味から判断する問題があるよ。 

   ① 文法から判断できるね。〈 ~
比較級

＋than＋any other ○○
単数名詞

〉「ほかのどの○○よりも～」を使った文だか

らウ than だね。比較の問題でこの表現は非常によく使われるからおさえておこう。 

② 意味から判断しよう。Ａ「おお，今朝はもう来ているんだね。どうしたの？」→Ｂ「雨の日には

( )学校へ来るんだよ」だから，ア by bus「バスで」が選べるね。イ「12 時に」，ウ「犬と一緒

に」，エ「日曜日に」はどれも入らないね。 

③ 意味から判断しよう。Ａ「筆箱を忘れたよ」→Ｂ「( )。私の鉛筆を使っていいよ」だから，

イ You don’t have to worry about that.「心配しなくていいよ」が選べるね。〈don’t/doesn’t have to ~〉「～

する必要はない」と〈worry about ~〉「～を心配する」はいずれも重要な表現だね。ア「あなたは辞書

を使ってはいけないよ」，ウ「あなたはそれを探す必要はないよ」，エ「あなたは早く家に帰らなけれ

ばならないよ」はどれも入らないね。アの〈must not＋動詞の原形〉は強い禁止「～してはいけない」

を表す表現で，ウの〈look for ~〉「～を探す」も頻出の表現だよ。 

⑵ 並べかえの問題では単語のつながりを意識して，答えを作っていこう。

are / by / the books / him / written の中で，過去分詞の written に着目して，written by him「彼によって

書かれた」をつなげよう。ここで残りの単語も加えて①〈be 動詞＋過去分詞〉の受動態の形にすると，

the books are written by him「その本は彼によって書かれた」になる。②〈過去分詞＋語句〉が後ろか

ら名詞を修飾する形にすると，the books written by him are「彼によって書かれたその本は～です」に

なり，very popular に続く。I think の後ろには接続詞の that が省略されていて，その後に very popular 

among many people「多くの人々にとても人気がある」とあるから，①は不適切。この問題のポイント

は実は are の位置なんだ。②I think the books written by him are very popular among many people：「彼に

よって書かれた本は多くの人々にとても人気だと思います」が答えだね。 

⑶ 会話文の補充問題だね。前後の内容から適切なものを選んでいこう。Ａが子，Ｂが親の会話だね。

Ａ「明日映画に行ってもいい？」→Ｂ「 １ 」→Ａ「 ２ 」→Ｂ「わかったよ。 ３ 」→Ａ「は

っきりとはわからないよ。たぶん６時ごろだね」→Ｂ「了解。 ４ 」という会話の流れだね。 

１ と ２ は連続しているので，わかりやすい ３ と ４ から見ていこう。 ３ の直後に

Ａが時間を答えていることに着目するよ。Ｂは ３ で時間を尋ねたことがわかるから，ア When will 

you get home?「いつ帰ってくる？」だね。次に ４ はＡの発言を受けて，ウ But you should call me 

if you are late.「でも遅くなるなら電話しなさいよ」が入るね。 １ と ２ はイ My friends, Erika 

and Harry.「友達のエリカとハリーだよ」とエ Who will go with you?「誰が一緒に行くの？」のどちら

かが入るから，１がエ，２がイだね。 

I think (are / by / the books / him / written) very popular among many people.
後ろとのつながりを考えると，be 動詞 are の位置が決まる 

be 動詞 are の位置が重要 

I think の後ろは主語と動詞の文 
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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～してほしい」

・ask＋人＋to ~「(人)にするよう頼む」

№２ 間接疑問

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」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?「彼は誰なのか，わかりますか？」

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

すばらしかった」

２ 並べかえの問題だね。１⑵同様，単語のつながりを意識して解いていこう。 

⑴ 主格の関係代名詞 who 以下が後ろから名詞(＝ここでは man)を修飾する形と考えて，(The) man

who is taking の順につなげるね。また，〈take care of ~〉「～の世話をする」を使って， 

The イ man エ who ウ is オ taking ア care of the dog over there.：「向こうで犬の世話をしている男性」と

なるね。 

⑵ 〈not as … as ~〉「～ほど…ではない」を使った文。…には形容詞や副詞が入るから，ここでは

fast が入る。また，can not run の語順でつながるから，But he エ can ウ not ア run オ as イ fast as 

Keisuke.：「彼はケイスケほど速く走れない」となるね。  

⑶ 「何かあたたかい飲み物」を英語にするときは，〈to＋動詞の原形〉の形容詞的用法「～するため

の」を使って〈something hot
形容詞

 to drink
動詞の原形

〉の語順になるので注意。 

Do you エ want ウ something ア hot オ to イ drink?：「何かあたたかい飲み物はいかがですか？」となる

ね。なお，「何かあたたかい物を飲みたいですか？」ととらえ， 

Do you エ want オ to イ drink ウ something ア hot? としてもよい。 

 

主語と動詞の語順に注意！ 
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３ 補充作文は会話の流れを正確に読み取ることが大切。前後に〈質問＋答え〉の関係があれば，それが大

ヒントだよ。 

  ⑴ ナンシーの最初の発言「私は先週とても興奮したわ，英太」から，ナンシーはベストを尽くす高校

球児に心を打たれたと推測できるので「私は選手たちに感動した」の意味にするよ。 

「～に感動する」＝be impressed with ~を使って，was impressed が答えだね。 

  ⑵ 英太の質問「アメリカでも高校生の野球の試合を見るの？」に対してナンシーが「見るわ」と答え

た後，But.... と続けていることに着目。下線部②は「でも日本では初めてよ」と答えたと推測できる

ね。「初めて」＝for the first time を使って，first time が答えだね。 

  ⑶ 直前に英太が「その大会は日本の伝統的なスポーツイベントの１つだよ」と言い，直後にナンシー

が「わかったわ」と答えたことから，英太は「どうか試合を記憶にとどめておいてね」と言ったこと

が推測できるね。「～を記憶にとどめておく」＝keep ~ in mind を使って，in mind が答えだね。 

 

４ 選択肢の内容と本文の内容を照らし合わせて，正しいものを選ぼう。 

City Soccer Club for Students   

 Let’s play soccer together!  The motto of our club is ア×to enjoy playing soccer and make friends!   
イ×You don’t need any experience.  We practice from 8:00 a.m. to 11:00 a.m. ウ×on weekends at City Park.  
エ○If you would like to practice soccer with us, please call us first. Our office phone number is 1234–5678. 

ア「クラブで最も大事なのは，×サッカーの試合に勝つことだ」，イ「クラブに参加するには， 

×優秀なサッカー選手でなければならない」，ウ「クラブのメンバーは×毎日放課後に市立公園で

練習する」，エ○「クラブに参加したい場合，まず事務局に電話をする必要がある」より，正解は

エだね。 

【本文の要約】 [重要表現] 

学生向け，市のサッカークラブ 

 一緒にサッカーをしましょう！当クラブのモットーはサッカー 

※１をして楽しむことと※２友達を作ることです！経験は問いません。

週末の午前８時※３から 11 時まで，市立公園で練習します。我々と

サッカーを練習※４したければ，まず電話してください。事務局の 

※５電話番号は 1234-5678です。 

 

 

※１enjoy ~ing「～して楽しむ」 

※２make friends「友達を作る」 

※３from A to B「A から B まで」 

※４would like to ~「～したい」 

※５phone number「電話番号」 
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中国の新年 中国の新年

５ 英文を読んでタイトルを選ぶ問題。タイトルは本文の中で最も言いたいことであり，本文全体を通して

言っていることでもあるよ。 

⑴ まずは本文を読んで，それから選択肢を見ていこう。選択肢を日本語にすると次の通りだね。

ア「テストで正しい答えを予測する方法」 イ「あなたのクラスメートの勉強を助ける方法」

ウ「テストで良い点を取る方法」 エ「先生や友達に質問をする方法」

本文の１文目からテストの点数の話が出ているね。そして，最後の１文でテストで良い点を取ること

が述べられているから，ウが答えだね。

You may feel bad when you get a bad score on a test, but you don’t have to worry.  You should think about 

the reasons for your mistakes on the test and then try again to get the right answers.  If you need help, ask 

someone in your school.  Your teachers or classmates will help you.  These things will help you to get a 

good score.  

【本文の要約】 [重要表現]

あなたはテストで悪い点を取ったら落ち込むかもしれませんが，心

配※１する必要はありません。あなたはテストで間違えた理由につい

て考え，それから※２正しい答えをもう一度出そうとするべきです。も

し助けが必要ならば，学校の※３誰かに頼みなさい。先生やクラスメー

トがあなたを助けてくれるでしょう。これらのことはあなたが良い点

数を取る助けとなるでしょう。 

※１don’t have to ~「～する必要はない」 

※２right answer「正しい答え」

※３someone「誰か」

⑵ ⑴と同様に，まずは本文を読んで，それから選択肢を見ていこう。

ア「いつ『春節』は始まるのか？」 イ「なぜ中国では赤色が幸運を意味するのか？」

ウ「中国の新年の間は，人々は何を食べるのか？」 エ「中国の新年とは何か？」

中国の話だね。本文全体を通して言っていることは何だろう。１文目から中国の新年の話で，その

後はずっと中国の新年の期間やすることなんかが書かれているね。だからタイトルとしてふさわし

いのはエだね。 

Chinese New Year called “Spring Festival” is one of the most important holidays in China.  It begins 

in January or February and continues for about seven days.  People usually spend time together with 

their family.  They put up red posters on the doors because they believe that red means good luck. 

【本文の要約】 [重要表現]

「春節(＝Spring Festival)」と呼ばれる中国の新年は中国で最も重要

な休暇※１の１つです。それは 1 月か２月に始まり，約７日間続きま

す。人々はふつう家族と一緒に過ごします。彼らは，赤色は※２幸運を

意味する※３と信じているので，玄関に赤いポスターを掲げます。 

※１one of ~「～の１つ」 

※２good luck「幸運」

※３believe that ~「～と信じている」

テストで悪い点を取る

テストで良い点を取る
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ｃ 

６ 短めの文章の後は長めの会話文に挑戦しよう。会話文は穴埋め形式になっているものが多いので，読み 

ながら解ける問題から解いていこう。 

Mr. Dew: Hi, Eita. The typhoon was very strong. Are you and your family OK? 
 Eita: Hello, Mr. Dew.   ①   We couldn’t use water and electricity at home for one 

night because of the terrible rain. 
Mr. Dew: That was very bad. How did you spend the night? 

Eita: We went to the gym of an elementary school and stayed there. 

Mr. Dew:   ②  

Eita: Yes, they did. I met some people that I didn’t see for a long time. 
Mr. Dew: For example? 

Eita:   ③   When I was a small kid, we often saw each other. He and his wife were 
always kind to me. 

Mr. Dew:   ④  

 Eita: At first he didn’t know who I was. He remembered me when I said my name. 
Mr. Dew: I understand. What did you talk about?  

Eita: We talked about our memories for a while. Then he asked me to help him and his 
 wife when something happened. 

Mr. Dew:   ⑤  

 Eita: I thought so too. Then I started to think what I could do for my neighbors. 
Mr. Dew: That’s great. The other day, I saw a graph. The graph showed what percent of 

junior high school students think about what to do for their community. 
Eita: I am very interested in that number. 

Mr. Dew: Me too. About 40 percent of the students in 2018 thought like you. 
Eita: Is the number in 2018 the largest? 

Mr. Dew: Yes. More and more junior high school students are interested in their community. 
 Eita: What should I do first? 

Mr. Dew: Anything is OK if it is for others. 
 Eita: I see. I will continue to say hello to my neighbors. 

⑴ このように会話文の空欄補充問題では，空欄の前後の内容に着目。これだけですぐに答えが見つか

る問題もあるよ。 ① からやっていこう。

① 直前の文でデュー先生が台風の話をして，「君と家族は大丈夫？」って質問しているね。だから， 

 ① にはその答えが入るんだ。イ We are fine now.「今は大丈夫です」が選べるね。 

② 今度は直後の文に着目しよう。英太が Yes, they did.「はい，そうでした」と答えているから， ② に

はこれが答えとなる質問が入るよ。オ Did your neighbors go there ?「あなたの近所の人もそこに行った

の？」が選べるね。 

③ 直前の文でデュー先生が「例えば？」って質問しているね。じゃあ何の例かというと，その前の

英太の発言にある「長い間会っていない人」の例だね。エ I met an old man who lived near my house.

「僕の家の近くに住んでいるおじいちゃんに会いました」を選ぼう。 

④⑤ 残っている選択肢はア Did he remember you?「彼はあなたのことを覚えていたの？」とウ He

thought you grew up enough, right?「彼はあなたが十分に大きくなったと思ったんだね？」だね。

君と家族は大丈夫？ 
台風 

はい，そうでした。

例えば？

長い間会っていない人に会った。 

最初，彼は僕が誰かわかりませんでした。 

2018 年

より多くの中学生が関心を持つようになっている

40％ 
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④ の直後の英太の言葉「最初彼は僕が誰かわかりませんでした」からアが選べるね。よって， 

 ⑤ はウだね。こんな風に，対話文の空欄補充問題は前後の内容から答えを選べるね。 

⑵ グラフを選ぶ問題だね。デュー先生の言葉に注目だ。最後から３番目の発言

「2018 年には中学生の 40％が君のように地域社会に関心を持っている」，最後か 

ら２番目の発言「より多くの生徒が地域社会に関心を持つようになっている」に

合うグラフを選べばいいね。2018 年に 40％になっているイとエのうち，関心を 

もつ割合が増加しているエを選べるね。

【本文の要約】 [重要表現]

デュー：こんにちは，英太。台風はとても強かったね。あなたと家族 

は大丈夫？ 

  英太：こんにちは，デュー先生。①イ今は大丈夫です。ひどい雨 

※１のために，一晩，※２家で水と電気を使うことができませ

んでした。

デュー：それはとても大変だったね。その晩はどのように過ごしたの？ 

  英太：※３小学校の体育館に行き，そこで過ごしました。 

デュー：②オあなたの近所の人々もそこに行ったの？ 

  英太：はい，行きました。※４長い間ずっと会っていなかった人にも 

会いました。 

デュー：※５例えば？ 

  英太：③エ僕の家の近くに住んでいるおじいちゃんに会いました。僕 

が小さい頃，よく※６お互いに顔を見ました。彼と奥さんはい

つも僕※７に親切でした。 

デュー：④ア彼はあなたのことを覚えていたの？ 

 英太：※８最初彼は僕が誰かわかりませんでした。僕が名前を言った 

時，僕のことを思い出しました。 

デュー：そうだったんだ。何※９について話したの？ 

 英太：※10しばらくの間，思い出話をしました。それから彼は僕に， 

何か起こったときには自分と妻を助け※11てくれと頼みました。 

デュー：⑤ウ彼はあなたが十分に※12大きくなったと思ったんだね？ 

英太：僕もそう思いました。それから，僕は近所の人々のために何 

ができるかを考え始めました。 

デュー：それはすばらしいね。※13先日，私はあるグラフを見たよ。そ

のグラフは自分の地域社会のために※14 何をすべきかを考えて

いる中学生の割合を示していたんだ。 

 英太：僕はその数※15にとても関心があります。 

デュー：私もだよ。2018 年には，約 40％の生徒があなた※16のように 

考えていたよ。 

 英太：2018 年の数が１番多いのですか？ 

デュー：うん。※17より多くの中学生が彼らの地域社会に関心を持つ 

ようになっているよ。 

英太 ：僕は最初に何をすべきでしょうか？ 

デュー：人のためになることであれば何でもしていいと思うよ。 

英太：わかりました。僕は近所の人に※18あいさつを※19し続けます。 

※１because of ~「～のために」

※２at home「家で」

※３elementary school「小学校」

※４for a long time「長い間」

※５for example「例えば」

※６each other「お互いに」

※７be kind to ~「～に親切である」

※８at first「最初」

※９talk about ~「～について話す」

※10for a while「しばらくの間」

※11ask＋人＋to ~「(人)に～するよう頼む」 

※12grow up「大きくなる／成長する」 

※13the other day「先日」

※14what to do「何をすべきか」

※15be interested in ~「～に関心がある」 

※16like ~「～のように」

※17more and more「より多くの」 

※18say hallo to ~「～にあいさつをする」 

※19continue to ~「～し続ける」

エ 

40 

増加 
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７ 20 語以上の英文を書く問題だね。何を書くかは の前後の文から判断するよ。一郎の言葉の 

の前後の内容から判断しよう。

  【一郎の言葉】「わかりました。私は町の最も良い場所の１つについて話します。  

私はこの場所がとても好きです。あなたもそこを気に入るでしょう。ありがとうございました」

 町の最も良い場所の１つについて書けばいいね。問題文の条件は，「20 語以上」，「２文以上になっても 

  ＯＫ」，「同じ表現を繰り返さない」だね。「同じ表現を繰り返さない」とあるので，「同じ動詞を２回以 

上使わない」ことと，「同じ名詞を２回使うときは，２回目には代名詞を使う」ことに気をつけよう。 

   １文目はまず場所を書こう。前の文を受けて，It’s ~.「それ(最もよい場所のうちの１つ)は～です」を 

  書くといいね。 

   ２文目はその場所のさらに詳しい説明を書くといいね。There are 〇〇 in the ~.「～には〇〇があり 

  ます」， It’s famous for 〇〇.「それは〇〇で有名です」，I like it because 〇〇「私は〇〇だからそこが好 

きです」などがいいね。これで 20 語にならなければ，３文目を書こう。 

３文目はその場所に行く頻度や，自分自身が実際にその場所に行った時の話などを書くといいね。例 

  えば I often go there with my friend.「私は友達と一緒によくそこに行きます」とか，I enjoy ~ing every  

  year.「私は毎年～をして楽しみます」，I see them every day.「私は毎日それらを見ます」などを書くとい 

  いよ。 
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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」 
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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。 

高校入試模擬テスト　第４回
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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。 

高校入試模擬テスト　第４回
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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 

高校入試模擬テスト　第４回
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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」

高校入試模擬テスト　第２回高校入試模擬テスト　第４回
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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」 

高校入試模擬テスト　第４回
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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) 

高校入試模擬テスト　第４回
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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」

高校入試模擬テスト　第４回
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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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１ 文法問題，特に語形変化の問題はパターンが決まっているから，確実に解けるようにしておこう♪ 

⑴ 語形変化の問題。

【１⑴ 本文の要約】 

⑵ 適語補充＋語形変化の問題。

連語表現を覚えよう。

【１⑵ 本文の要約】

くまモンについてお話します。彼は 2011 年３月 12 日に生まれ，それ以来ずっと大人気です。

彼は熊本を紹介するため，東京，大阪，さらにはアメリカやフランスなどの外国へ行くことさ

えあります。彼の旅について書かれた本が何冊かあり，書店で購入することができます。私は，

彼がもっと多くの人々を幸せにすることを願っています。

この絵を見てください。こちらは僕の父のシゲルです。父はいくつかの外国語を話します。

父はギターをとても上手に弾くことができます。父はサッカー，テニス，バスケットボールな

どの様々なスポーツをして楽しみます。僕は父が大好きです。

・be born「生まれる」主語が He で

時制が過去だから，was にしよう。 

someがあるから複数形 countriesに
しよう。語尾が[子音字＋y]の名詞

だから，yを iにして esをつけるよ。 

There is/are＋○○
名詞

＋場所「(場所)に○○
名詞

がある」

の文だね。is/are の部分は，時制と○○
名詞

の数に合

わせるよ。時制が現在でsome books
名詞の複数形

だから are に

しよう。 

able 

languages 

playing 

speaks「～を話す」がヒント！ 
some foreign languages にしよう。 
some があるから複数形にするのを忘れないで

直前の be 動詞，直後の to がヒント！ 

be able to ~「～することができる」 

・play sports「スポーツをする」

enjoy の後の動詞は ing 形にするよ。
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⑶ 一見どれも大丈夫そうだけど…よく見ていこう。

①ア○「山田先生は僕たちの学校で英語を教えています」…・teach＋ものごと「(ものごと)を教える」 

イ×…このままだと「山田先生は英語に  私を教えています」という文で意味が通らないね。Mr. Yamada 

teaches English to me.あるいは Mr. Yamada teaches me English.ならば意味が通るよ。 

ウ○「山田先生は彼らに理科を教えています」…・teach＋人＋ものごと「(人)に(ものごと)を教える」

エ○「山田先生は生徒に理科を教えています」…・teach＋ものごと＋to＋人「(人)に(ものごと)を教える」

②ア○「私は病気の人々を助けるために医師になりたいです」…目的を表す to 不定詞の文。「～するために」

イ○「私は病気の人々を助けられる医師になりたいです」…関係代名詞 who 以下が後ろから a doctor

を修飾する文。

ウ○「私は医師になって病気の人々を助けたいです」…・and ~「そして～」

エ×…I will be a doctor who helps sick people.ならば意味が通るよ。

ついでに，よくでる語形変化を確認しておこう 

★名詞を複数形にする。(country⇒countries，child⇒children)

★be 動詞を正しい形にする。(主語とのセットを覚えよう)

★主語が三人称単数，時制が現在の文の動詞に(e)s を付ける。（teach⇒teaches，have⇒has）

★動詞を過去形にする。(buy⇒bought，think⇒thought，make⇒made，go⇒went)

★動詞を過去分詞にする。(受動態，現在完了，後置修飾)

★動詞を ing 形にする。(前置詞の後，enjoy や finish の後，進行形，動名詞，後置修飾)

★形容詞・副詞を比較級/最上級にする。

(easy
原級

⇒easier
比較級

⇒easiest
最上級

，important
原級

⇒more important
比較級

⇒most important
最上級

)
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２ 英文と図表から読み取る問題は多くの都道府県で増加傾向！ 

⑴①

③ 

⑵ ・ask＋人＋to ~「(人)に～するよう頼む」 ・during the activities「活動中は」

⑶ 英文から，教室配置図を読み取ろう。

てがかりその１…赤線部分より，英語教室はコンピュータ室と図書室の間にある！

てがかりその２…青線部分より，教子の教室はコンピュータ室の隣にある！

【２ 本文の要約】

みなさん，こんにちは。私は岩田教子です。英語部の部員です。私たちの部についてお話しします。

英語部は様々な活動を行います。英語で話したり，ゲームをしたり，歌を歌ったり，英語のスピーチコ

ンテストに参加したりします。英語教師の鈴木先生が私たちと一緒に活動してくださっています。

私たちの部では３つの大切なポイントがあります。１つ目，英語だけで話してください。部活動中，

英語で話すようお願いします。２つ目，英語のスピーチコンテストに出場することができます。３つ目，

全ての活動を楽しむことができます。 

活動は毎週火曜日と木曜日に英語教室で行います。それ(＝英語教室)は３階のコンピュータ室と図書

室の間にあります。

もしこの部に入りたければ，私の教室へ来てください。それ(＝教子の教室)はコンピュータ室の隣で

す。新しい部員と様々な活動をしようと思います。簡単な英語を使います。私たちと一緒に，楽しい時

間を過ごしましょう。 

カンマ(,)に囲まれた部分は，カンマの前の語句 (ここでは，Mr. Suzuki)を説明する役割

があるよ。【スライド】に「顧問：鈴木先生」とあるから，teacher を入れればいいね。

【スライド】に「活動日：毎週 火曜日と木曜日」とあるから，Tuesday を入れればいいね。 

 

正解はイでした♪ 
選択肢がある問題は，わかるところから○や×

を書き入れて情報を整理するといいよ。 
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３⑴ 【３ 本文の要約】参照。

帽子を失くしたというマイクに，店員が Which floor did you visit?と尋ねた場面。 

⑵ ②・I’m sure (that)＋主語＋動詞「～だと確信している」「～なのは確かだ」

③・Sure.「はい」「もちろんです」(質問や依頼への返答)

⑶ マイクの物とおぼしき帽子を確認している場面。「もし内側に名前があれば，この帽子は( ④ )

です」に入るものだから mine「僕の物」が適切。「英語１語」という条件があるから，my cap「僕

の帽子」は×だよ。 

主格 所有格 目的格 所有代名詞 

～は(が) ～の ～を(に) ～のもの 

I my me mine 

we our us ours 

you your you yours 

he his him his 

she her her hers 

it its it ― 

they their them theirs 

ア ×「帽子を買うために訪れた階を覚えています」

イ ○「買った物は覚えています」

ウ ×「自分が買った物を知りたいです」

エ ×「自分がどこで帽子を買ったのかを知りたいです」 

前後にある yours「あなたのもの」が大ヒントになるね。

ちなみに，「～のもの」を表す語を，所有代名詞というよ。 
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⑷ 対話と落とし物一覧表を見比べてマイクの帽子を探そう。「発見日」と「色」は共通だから，「発

見時刻」「発見された階」「備考」の３点に着目しよう。

てがかりその１…マイクの６回目の発言 The letter C is on the front of my cap.「帽子の前の部分に C

の文字があります」より，イ，ウ，オに絞る。

てがかりその２…店員の６回目の発言に It was found in the restaurant「これはレストランで見つか

りました」とある。

てがかりその３…店員の４回目の発言に We have restaurants on the fifth floor「レストランは５階に

あります」とある。イ，オに絞る。

てがかりその４…マイクの４回目の発言に I also had lunch in the restaurant in this department store 

from noon to one in the afternoon.「それと，12 時から１時までこのデパートのレ

ストランで昼食をとりました」とあるから，イは合わないとわかる。⇒オが正答

⑸① 質問「マイクは弟のために何を買いましたか？」…マイクの４回目の発言に，I bought a T-shirt

for my brother とあるから，He bought a T-shirt (for his brother).と答えよう。 

② 質問「マイクは５階にあるレストランで昼食をとりましたか？」…⑷の問題のてがかり３と４

参照。Did ~?の質問には，〈Yes, 主語＋did〉.または〈No, 主語＋didn’t.〉で答えるから，ここで

は Yes, he did.と答えよう。 
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【３ 本文の要約】

４ 条件作文は，まず，英語にしやすい日本語に変換してから英語にしよう。 

⑴ 「あなたはどこへ行くつもりですか？」という疑問文を作る。where「どこ」を使った be going to

~や will ~の疑問文にする。疑問詞の後は疑問文の語順にすることに注意しよう。

⑵ 「あなたは電車で伊勢に早く着くことができる」という文を作る。「～することができる」＝can ~

／be able to ~，「電車で」＝by train 「電車を使うと～」の部分に接続詞 if や when を使って，You

can get to Ise soon if you take a train.という文にしても良い。

⑶ 「三重での旅行を楽しんでください」という文を作る。「楽しむ」＝enjoy ~／have a good time

ここでは「旅行を楽しむ」だから，Have a nice trip.「よい旅を」と表すこともできる。

マイク：こんにちは。ここは案内所ですか？

店員 ：こんにちは。はい，そうです。何かお困りでしょうか？ 

マイク：はい。昨日，こちらのデパートで帽子をなくしてしまったようです。

店員 ：わかりました。お客様の帽子は何色でしょうか？ 

マイク：黒色です。

店員 ：では，落し物一覧表を確認いたします。昨日，５月３日には，このデパートで６つの黒い帽子

が見つかりました。今，私たちがいるのは１階です。お客様はどちらの階に行かれましたか？ 

マイク：うーん，行った階は覚えていませんが，①買った物は覚えています。午前中に弟のための T

シャツを買い，午後は自分用にペンを何本か買いました。あ，それと，12 時から１時までこ

のデパートのレストランで昼食をとりました。 

店員 ：ありがとうございます。レストランは５階にあります。ペンは４階，男の子の服は３階に売

り場があります。最後に帽子を見たのはいつですか？ 

マイク：弟のための T シャツを買った時はまだ帽子をかぶっていました。その後レストランに行き，

窓際の席に着いた時，近くの座席に帽子と買い物袋を置きました。レストランを出た時，買

い物袋を持っていたのは②確かですが，帽子のことはよく覚えていません。 

店員 ：そうですか。お客様の物と思われる帽子が３つあります。帽子に何か特徴はありますか？ 

マイク：帽子の前の部分に C の文字があります。

店員 ：よかったです。まさにそういった物があります。レストランで見つかって，こちらに届けら

れました。お持ちしますので少々お待ちいただけますか？ 

マイク：③わかりました。 

店員 ：お待たせしました。これがその帽子です。お客様の物でしょうか？ 

マイク：内側に小さく Mike と記名してあります。名前があれば④僕の物です。名前はありますか？ 

店員 ：あります！これはお客様の物ですね。どうぞお持ちください。 

マイク：ありがとうございました！

店員 ：どういたしまして。 
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１⑴ 語形変化の問題はだいたいパターンが決まっているよ。 

①

( which/that
省略された関係代名詞

)I ①buy there で後ろから a T-shirt を修飾して，T シャツを紹介する文。買わなかったら

今持っていないから，T シャツを買ったのは過去のこと。したがって，過去形 bought にしよう。 

②

「それ(＝T シャツ)に書かれたメッセージ」という意味になるから，過去分詞 written にしよう。 

③

直前に the があるから，最上級 happiest にしよう。happy など，語尾が[子音字＋y]の形容詞を最上級

にする時は，y を i にして est をつけるよ。 

【１⑴ 本文の要約】 

この夏，私は家族でニューヨークへ行きました。これは私がそこで①買ったＴシャツです。Ｔシャツ

に②書かれたメッセージが気に入っています。そのメッセージとは，『人生を楽しもう』です。私たちは

野球の試合を観戦し，コンサートにも行きました。すてきな時間を過ごしました。この旅は，夏休みの

③一番幸せな思い出になりました。

ついでに，語形変化でよく出る単語を確認しておこう 

【動詞】 

原形 過去形 過去分詞 ing 形 三人称単数現在 

go went gone going goes

have had had having has

come came come coming comes

get got got getting gets

make made made making makes

write wrote written writing writes

【形容詞/副詞】 

原級 比較級 最上級 

easy easier easiest

big bigger biggest

difficult more difficult most difficult 

good / well better best 

【名詞】 

単数形 複数形 

child children

country countries

woman women
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⑵ 会話文への適語補充問題は「話の流れに合うか」や，「正しい文になるかどうか」で判断していこう。 

① 意味 Ａ：今日パーティーをするんだよね？

Ｂ：そうよ。カップをあのテーブルに並べてくれる？

Ａ：わかった。カップはいくつ必要かな？

Ｂ：11 個よ。お願いね。

② 意味 Ａ：サラダはどうかしら？

Ｂ：すごくおいしいよ。

Ａ：ありがとう。庭で育った野菜を使ったの。

Ｂ：それはすてきだね。

 

③ 意味 Ａ：スミス先生，どうされましたか？

Ｂ：それが，図書館でこのお弁当箱を見つけたの。

  これが誰のお弁当箱か知ってるかしら？

Ａ：それはトムのものです。 

Ｂ：そう，ありがとう。

④ 意味 Ａ：家族でアメリカを訪れる予定だよ。

Ｂ：それはすごいね。君の犬も一緒に行くの？

Ａ：いや，連れて行かないよ。

でも，もう祖父に飼い犬の世話をしてくれるよう頼んであるよ。

Ｂ：なるほどね。

ついでに，よくでる How を使った疑問文を確認しておこう 

★How many(＋ ○○
名詞（複数形）

)~?「いくつ(の ○○
名詞（複数形）

)～？」…数えられるものの数を尋ねる表現。

★How much ~?「どれくらいの量～？」…数えられないものの量を尋ねる表現。

★How long ~?「どれくらいの長さ～？」…時間やものの長さを尋ねる表現。

★How often ~?「どれくらいの頻度～？」…頻度や回数を尋ねる表現。

最後にＢが個数を答えたから，Ａの

２回目の質問は必要なカップの個

数を尋ねたとわかるね。

vegetables in our garden が「庭で育った野菜(＝庭で育てられた野菜)」という意味

になるから，grown
過去分詞

が適切。〈grown
過去分詞

 in our garden
語句

〉で後ろからvegetables
名詞

を修飾する文。 

２回目にＡが It’s Tom’s.と答えたから，持ち主を尋ねる

疑問文にしよう。

家族旅行に連れて行かないという発言から，「世話を頼んだ」

と判断する。正答以外の熟語の意味も確認しておこう。

・take off「離陸する」

・take care of ~「～の世話をする」

・look for ~「～を探す」

・look forward to ~「～を楽しみにする」
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２⑴ 【２ 本文の要約】参照。挿入する文は「それ(＝その本)はすばらしい自然とそこ(＝徳島)に暮らす人々

を紹介するものでした」という意味。代名詞 It や there が何を指すかを考えよう。 

⑵ ○については【２ 本文の要約】参照。

ア ×「テヒョンさんは×高校を訪れるため，友達と一緒に東京へ行った」

イ ×「テヒョンさんは京都へ行き，×そこに住む親友に会った」…正しくは「奈良に住む親友」

ウ ×「テヒョンさんは有名な寺や神社を見るために奈良へ行った」…本文にない内容。

エ ○「テヒョンさんは北海道へ行き，降り積もった雪の中でのスキーを楽しんだ」

⑶ テヒョンさんの質問は「すみません。僕はバスでかずら橋へ行きたいです。２種類のバスがあると知

っています。どちらのバスに乗ったらよいでしょうか？」というもの。現在の時刻(＝午前 10 時 30 分)

や，バスの料金，所要時間など，【表】の情報をふまえて，自分の考えを英語にしよう。 

(Bus A を選んだ場合の例文) 

You should take Bus A.  If you take it, you don’t have to wait long here and you can get there before noon. 

「Ａのバスに乗るといいですよ。それに乗れば，ここで長い間待たずに済み，そこにお昼前に着くこ

とができます」 

(Bus B を選んだ場合の例文) 

You should take Bus B.  Bus B is not as expensive as Bus A.  And it takes just thirty minutes to get to 

Kazura Bashi. 

「Ｂのバスに乗るといいですよ。ＢのバスはＡのバスほど(料金が)高くありません。それに，かずら

橋までたった 30 分しかかかりません」 

【２ 本文の要約】 

今，僕は４回目の訪日計画を立てています。僕は 2002 年に高校の修学旅行で初めて日本を訪れました。

僕は友達と一緒に東京へ行き，日本最大の都市での滞在を楽しみました。３年後には京都へ行きました。

そこの大学で３ヶ月間勉学に励みました。京都にある寺や神社をすごく気に入りました。週末に奈良に住

んでいる友達に会ったこともありました。⑵エ去年は北海道でスキーを楽しみました。降り積もった雪の中

でスキーができてとても幸せでした。４回目の訪日では今まで訪れたことのない場所に行ってみたいです。

僕は徳島に関する本を読みました。エそれ(＝その本)はすばらしい自然とそこ(＝徳島)に暮らす人々を紹

介するものでした。僕はかずら橋の前で撮られた美しい写真に感動しました。徳島ですばらしい自然と

人々を見るが楽しみです。 
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３ 長文読解問題は限られた時間で速く，正確に読み進める必要がある。最初は時間がかかってもいいから，

数をたくさんこなして読解力とスピードを身につけよう。代名詞の指示内容を意識しながら読み進めてい

こう。 

⑴ 【３ 本文の要約】参照。

①

④

⑵②

⑤

⑶ 【３ 本文の要約】参照。代名詞が指すものは近くの文（多くの場合，前）にあることが多い。ここで

はthey
複数形

が指すものだから，〈複数形の名詞〉を探そう。２文前にある Water clocks を指す。ちなみに，

１文前の they も，Water clocks を指すよ。 

Don’t waste your time!「時間を無駄にしてはいけない！」を聞いて思い出

したことだから，Time is money.「時は金なり」にすればよい。 

but soon people could buy them「しかしすぐに買えるようになった」より， 

ア「初めは」が適切。イ「今でも」，ウ「次回に」，エ「毎回」は不適切。

文頭の A long time ago「昔」や文末の the sun に着目しよう。大昔は時を

知るために太陽を観察したことから，watch「観察する」が適当。直前に

by
前置詞

があるから，watch を ing 形のwatching
動名詞

にする。 

「先月父が僕にくれた電波腕時計」という文にすればいいね。 

give の過去形 gave が適切。 

the radio wristwatch (which/that
省略された関係代名詞

) my father gave me last month 

（省略された関係代名詞以下の部分が後ろから the radio wristwatch を修飾）
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⑷ 代名詞は名詞ではなく，文を指すこともあるよ。ここでは直前の文の that 以下を指すよ。「内容」を答

える問題だから，語尾が「～こと。」になるようまとめよう。 

⑸ 最後の段落では，時空を移動することについて述べられている。these questions
これらの質問

にだれも答えられない

のは，実際に時空を移動した人がいないから。したがってエが適当。 

ア×「時間は世界で最も大切だ」

イ×「現在は過去よりも時間が経つのが早い」

ウ×「私たちは世界中のすべてのものを変えることができる」

エ○「私たちは時空を移動したことがない」

⑹ 〇については【３ 本文の要約】参照。正誤問題の選択肢は，本文と同じ順番で，本文と少し違う表現

で書かれていることが多いよ。 

ア×「英太は，家で英語を勉強することはとても重要であると考えている」

イ×「ろうそく時計は×くもりの日や夜には使えなかった」

ウ〇「日本の人々は時を知るために水時計を作って使った」

エ×「機械式の時計は×歴史的に水時計より早く発明された」

オ〇「クオーツの腕時計は 1927 年に世界で販売されていなかった」

カ×「今日
こんにち

では，原子時計はそれほど×高価ではないので，購入することができる」 

キ×「浦島太郎は×竜宮城に戻
もど

って来た時には 300 歳だった」 
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【３ 本文の要約】 

 先週末，僕はたくさん宿題がありましたが，大好きなコンピューターゲームで遊んでいました。母は

怒って，「今すぐ宿題をやりなさい！時間を無駄にしてはだめよ！」と言いました。その時，僕は「時

は①ウ金なり」という言葉を思い出しました。この言葉は，時間はとても大切だという意味です。僕たち

はこの言葉を先月，英語の授業で習いました。 

 昔，人々は太陽を②観察することで時間を知りました。6000 年前に日時計が発明されました。それは歴

史上最も古い時計の 1 つです。くもりの日や夜にはそれを使うことはできません。それで人々は時間を

知るために，別のものを使い始めました。例えば，ろうそく時計や砂時計は多くの人たちに使われまし

た。ろうそくは，時計としては 1 回だけしか使えませんでした。しかし，砂時計は中の砂をもう一度利

用するので何回も使うことができました。 

 水時計も世界各地で多くの人々に使われました。水時計がいつ，どこで発明されたかはわかりません。

3400 年前にエジプトで使われたと言う人たちもいます。また，中国の人たちは独自の水時計を開発しま

した。そのアイデアは日本にももたらされました。それで７ウ日本でも水時計が作られ，人々が使い始め

ました。約 700 年前には，ヨーロッパで機械式の時計が発明されました。 

 時が経ち，人々はより正確でより小さな時計を開発しました。1927 年にアメリカでクォーツ時計が発

明されました。そして７オ1969 年には世界で初めて，クォーツの腕時計が日本で販売されました。クォー

ツの腕時計は④ア当初とても高価でしたが，まもなく人々は買うことができるようになりました。外出時

には多くの人がクォーツの腕時計を着けました。ウ今では，私たちの周りでたくさんの時計や腕時計を見

ます。例えば，朝起きたとき，日曜日に友人と会うとき，サッカーをするときに，私たちは時計を見ま

す。現在，世界で最も正確な時計は原子時計です。それは標準時を決めるときに使います。原子時計は

とても高価なので手に入れるのは困難です。標準時を告げる電波信号をとらえる電波時計を使うことも

できます。電波信号は日本各地でとらえることができます。それで電波時計は原子時計と同じくらい正

確です。今，僕は先月父が僕に⑤くれた電波腕時計を使っています。 

 僕たちは毎日時計を使うので，普通は同じ時の流れの中で生活していると考えます。それは本当でし

ょうか？あなたは浦島太郎の話を知っていますか？彼は竜宮城から自分の世界へ戻った時，自分の世界

では 300 年が過ぎていました。彼は海ではなく，他の星に移動したのだと信じる人たちもいます。もし

光と同じくらいの速さで移動するなら，年はとらないそうです。 

 時間は映画で人気のあるテーマです。過去を変えるために時空を移動したり，あるいは人々を救う

ため未来に移動したりする映画もあります。中には時間を止めてしまうものさえあります。いつの日か，

本当に時空を超えて移動することができると信じる人たちもいます。もしそうなら私たちは歴史を変え

ることができるでしょうか？そうなっても時間は大切だと思うでしょうか？今はこの質問には答えられ

ません。時間だけがその答えをくれることでしょう。 
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４ 英作文の問題で一番大事なこと＝減点されないこと！

ほとんど全ての都道府県で出題される英作文は，多くの場合が減点方式で採点されるよ。例えば，配点が

５点の英作文では，「単語のミス１件につき，１点減点」「文法のミス１件につき，１点減点」というふう

に，ミスをすればするほど減点されてしまうんだ。逆に，どれほど難しい単語と文法を使っても６点以上

はもらえない。つまり英作文は「無理に難しい表現を使わなくてもよい。ミスをしないことが大事」だよ。

条件作文では，英語にしなければならない日本語を，まず，「自分が英語にできる日本語にする」といいよ。

「ちょっとした贈り物」→「小さなギフト」→a small gift

「彼らは何を気に入るだろうか」→What will they like? 

「何が彼らを幸せにできるだろうか」→What can make them happy?
「どのようなものが喜ばれるか」
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１ ⑴① th の発音は，音が濁
にご

る場合の[ð]と，音が濁らない場合の[θ]の２種類がある。Those は音が濁るか 

ら，ウの together が同じ発音である。ア，イ，エは音が濁らない発音。 

② 文末に yesterday があるから，過去の文。read の過去形は[red]と発音するから，エの weather

[weðәr]が同じ発音である。ア great[greit]，イ Korea[kәriә]，ウ speak[spi:k]はいずれも違う発音。 

⑵ 10年前と現在の写真の違いをよく見て解答しよう。

① 10 年前の写真では，慎がカナダ(国旗 に注目！)で，英語(黒板の文字に注目！)を「勉強し

ている／学んでいる」ことがわかる。 

He ( ① ) English in Canada ten years ago. 

①には study や learn の過去形を書けばいいよ。

② He ( ② ) back to Japan in 2010

( ② )の直後に back to Japan があるから，come の過去形を書けばいいよ。  come→came

・come back to ~「～に帰る，戻る」

ここから過去の文だとわかるね！ 

ここから過去の文だとわかるね！ 

間違えやすい過去形のつくり方 

★study のように〈子音字＋y〉の動詞の過去形は，y を i にして ed をつける。

(例) study→studied 

★play のように〈母音字＋y〉の動詞の過去形は，y のあとに ed をつければよい。

(例) play→played 

★learn の過去形は，ed をつければよい。 (例) learn→learned
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③ 現在の写真では，慎は生徒たちに英語(黒板の文字に注目！)を「教えている」。

He ( ③ ) English every day. 

英語の動詞は主語と時制に合わせる。主語が三人称単数，時制が現在だから teach のあとに es をつ

ければいいよ。 teach→teaches 

【１⑵ 本文の要約】

２ ⑴ 「残念に思った」という直接の表現はないけれど，本文中にヒントが隠されているよ。 

【２⑴ 本文の要約】 

英太へ 

こんにちは。私はこのメールをグアムのホテルから送信しているの。私は休暇で家族とここにいるわ。

私たちのホテルはとても素敵なのよ。毎朝，おいしい食事を食べることができるわ。ただ一つ問題がある

のよ。 

ここの天気があまりよくないの。昨日は土砂降りだったわ。それにまだ雨が降っているのよ。姉と私は

休暇中に泳ぎたかったけど，できそうにないわ。宿題をやるか，テレビを見ているだけなんてね。 

「毎日」がつくと時制は現在だよ！ 現在の習慣だから， 

進行形にはしない！ 

これらは私の兄，慎の写真です。彼は 10 年前にカナダで英語を（①勉強しました／学びました)。 

彼は 2010 年に日本に（②戻
もど

り），今は西高校で働いています。彼は毎日そこで英語を（③教えています）。 

キャロルが残念に思っていることはここ！

エの「旅行先で泳げていないこと。」が適切。 

やりたかったけれどできなかった＝残念

と考えよう。 

主語が三人称単数，時制が現在の場合の動詞の変化 

★語尾が o，ch，sh，s で終わる動詞は es をつける。

(例) go→goes，catch→catches，wash→washes，guess「推測する」→guesses

★語尾が〈子音字＋y〉の動詞の現在形は，y を i にして es をつける。

(例) study→studies，try→tries

★play のように〈母音字＋y〉の動詞の現在形は，y のあとに s をつければよい。

(例) play→plays
y を i に変えちゃダメ！
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 あなたは夏休みに何をする予定なの？ 

じゃあ，またね！ 

キャロル

⑵ 【２⑵ 本文の要約】参照。

⑶ 文章の並べかえ問題は文の流れを意識しよう。代名詞が何を指すかに着目しよう。

【２⑶ 本文の要約】 

私はタロウという名前の犬を飼っています。私は毎朝太郎と散歩します。犬を世話することはとても楽

しいです。しかしペットに関する残念な話を聞いたことがあります。日本では世話ができないという理由

でペットを捨てる人がいるのです。その数がどのくらいか，わかりますか？④このようなペットの数は約

３万匹です。③とても大きな数です。①アメリカに目を向けると，このようなことができるアメリカの人

はほとんどいません。②ペットは家族だと考えているからです。私はこの考えが好きです。人とペットは

共に住み，幸福を分かち合います。私たちはペットの命が尽きるまで世話をするべきです。ペットを飼う

前にその命について考えるべきなのです。 

先週，父が私にとても興味深い話をしてくれました。日本では，毎日きれいな水を飲むことがで

きます。しかし外国では，きれいな水を飲むことができない国もあります。こうした人々を助ける

ために，汚れた水をきれいな水に変えようと努力している日本のエンジニアがいます。アフリカで

は，特に河川が汚れています。河川の周囲に多くの工場があるからです。工場は川を汚染します。

日本のエンジニアは水をきれいにする方法を考える努力しています。彼らは水をきれいにする特別

な機械を造っています。この機械のおかげで，きれいな水を飲めるようになったアフリカの人々が

います。彼らは日本人に対して親近感を感じています。これは素晴らしいことです。お互いのこと

をより理解できるからです。これは一つの例に過ぎません。日本の人々は世界の多くの地域で人々

を援助しよう努力しているのです。  
ここからこの英文の主題はウ「海外で活躍する日本人」が
適切だと判断できるね。 

話の流れから判断しよう！ 

how many は数を尋ねる表現。次は具体的な数が来るよ。 

this idea「この考え」って何

を指すのかな？ 

その内容が直前に来るよ。 

This number は④の 300,000 を指しているから，④→③の順になるね。 

They は①の most American people を指しているから，①→②の順になるね。
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３ ⑴ 【３ 本文の要約】参照。英太の最初の発言から，適切な日本語を書く。

① It looks as big as you. ・as … as ~「～と同じくらい…」

② Oh, you are holding something like a big cracker in your arms. ・hold ~ in your arms「両腕

に～を抱える」

⑵ 【３ 本文の要約】参照。直後の but 以下の内容から，アが適切。

  ⑶ 

⑷ 【３ 本文の要約】参照。英問英答は主語と時制に注意。

① 「シュールテューテとは何ですか？」…It’s a new present for a new (elementary school) student.

② 「だれがニコルに写真のシュールテューテをあげましたか？」…Her grandmother did.

gave ではなく did で答えることに注意。英語は一度出てきた単語の重複を嫌う言語だからである。 

【３ 本文の要約】

ニコル：こんにちは，英太。私の小学校の最初の日の写真を見て。それは 10 年前に撮られたのものだと思

うわ。この写真の女の子が私よ。 

英太 ：ニコラ，とてもかわいいね。おっ，⑴君は大きなクラッカーのようなものを両腕に抱えているね。

君と同じくらい大きいね。これは何なの？ 

ニコラ：それはシュールテューテよ。クラッカーじゃないわ。その中にはおもちゃやチョコレートやペンや

他にもいろいろのものがたくさん入っているのよ。 

ドイツでは，小学校の新入生は，周囲にいる多くの人々からシュールテューテを 

①もらう（get）。 また，人々は新入生が学校での日々を②楽しむ(enjoy)ことを

願っている。 

こういうところが 

日本語と違うね！

⑵特別な日＝その日はチョコやおもちゃを持って行っていい

⑵but の後と逆の内容が入るよ。

⑷ここから引用しよう。質問にある名詞は代名詞に，逆に文中の代名詞は具体的

な内容に書きかえよう
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英太 ：へえ！学校でシュールテューテをもらうの？ 

ニコラ：いいえ，そうではないの。

英太 ：それなら，⑷②だれがそれをくれたの？ 

ニコラ：⑷②私の祖母よ。家族や近所の人からもシュールテューテをもらったわ。

英太 ：ああ，⑷①シュールテューテは新入生へのプレゼントなんだね！それはすごいな。 

ニコラ：その通りよ。それはドイツの習慣なの。新入生は小学校の最初の日にシュールテューテを一つ持

って行くの。だから新入生はわくわくするのよ。 

英太 ：本当に？生徒が学校におもちゃやチョコレートを持って行って大丈夫なの？ 

ニコラ：⑵もちろん，いけないわ，でもその日はドイツの人々にとって特別な日なのよ。式では，教師や生

徒が新入生を歓迎するために歌ったり，踊ったりするのよ。その後，新入生はシュールテューテを

開けることができるの。 

英太 ：おもしろそうだね！その式はパーティーみたいだね！ 

ニコラ：ええ。人々は新入生が最初の日を楽しんで，学校は楽しいと思って欲しいの。学校生活に不安を抱

えている新入生もいるから。 

英太 ：そうだね。シュールテューテを開けてチョコレートを頬張れば，たくさんの愛を感じるんだね。 
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４ 【４ 本文の要約】参照。英作文はまず状況をしっかり理解し，ふさわしい英語を，自信のある表現で書

くこと。スペルミスをしたり，a や the を忘れたりしないように。 

a…男の子の返事の内容から，行き方を尋ねたことがわかる。 

b…「ホテルまで徒歩 20 分」と聞いた男性がどのように答えたか，男の子の返事をヒントにして答えよ

う。男性がどういう状態であるかも考えるといいね。

【４ 本文の要約】

男性 ：①すみませんが，a(例文１)グリーンホテルはどのように行けばよいですか？／a(例文２)グリー

ンホテルへの道を教えてくれませんか？

男の子：②わかりました。この道に沿って行って，３つ目の角で右に曲がってください。あなたの左側に

それを見つけるでしょう。歩くと約 20 分かかります。 

男性 ：③20 分？b(例文１)遠いから，歩きたくないですね。／b(例文２)私は大きな荷物を持っています。

それにとても疲れています。 

男の子：④それなら，バスに乗れますよ。 

高校入試模擬テスト　第７回
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超 ナ ビ 

スーパー

道案内でよく使われる表現を覚えよう！ 

★「～への行き方を教えてくれませんか？」

＝Will you tell me the way to ~? 

＝Can you tell me how to go to ~? ・how to ~「～する方法」

★「～へはどうやっていったらいいですか？」

＝How can I get to ~?

★「まっすぐ行く」＝go straight

★「この通り沿いに行く」＝go along this street

★「角で右に曲がる」＝turn right at the corner

★「最初の角で左に曲がる」＝turn left at the first corner

★「それは右側にあります」＝You will find it on your right.

★「それは左側にあります」＝You will find it on your left.

★「郵便局はレストランと本屋の間にあります」

＝The post office is between a restaurant and a bookstore.

・between A and B「A と B の間にある」

★「病院は花屋のとなりにあります」

  ＝The hospital is next to a flower shop. ・next to ~「～のとなりに」

★「私の家は図書館の向かいにあります」

＝My house is across from the library. ・be across from ~「～の向かいに」

★「私たちの学校は向こうに見えます」

＝You can see our school over there. ・over there「向こうに」

★「ここから学校までどのくらいかかりますか？」

＝How long does it take from here to the school? ・take「(時間)かかる」

★「そこまでは歩いて５分です」＝It takes five minutes to walk there.

高校入試模擬テスト　第７回




