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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。 


