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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。 

①Ａ: Your pen looks very nice. 

  Ｂ: Thank you.  My mother give it to me yesterday. 

文末に yesterday があるから，母親がペンをくれたのは過去のこと。したがって，過去形 gave だね。 

Ａ「あなたのペンはすてきね」→Ｂ「ありがとう。昨日母が私にくれたの」 

②Ａ: I hear you and Ken are good friends.

Ｂ: Yes.  I have know him since he was five years old.

have や since があるから，現在完了〈have/has＋過去分詞＋since＋○○〉の“継続”「○○以来ずっと

～している」の文。過去分詞 known だね。

Ａ「あなたとケンは仲がいいんですってね」→Ｂ「うん。彼が５歳の時からずっと彼のことを知ってるよ」

③Ａ: Spring will come soon.  It is my favorite season in Japan.

Ｂ: I like winter because I can ski well than any other student in my class.

直後に than があるから，比較〈比較級＋than＋○○〉「○○よりも…である」の文。比較級 better だね。

Ａ「すぐに春になるわ。日本での私のお気に入りの季節なの」→Ｂ「僕はクラスの他のどの生徒よりもスキーが

うまいから冬が好きだな」

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

gave 

known 

better 
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⑵ 会話文への適語補充問題は「空欄の前後の内容」や，「話の流れ」から判断していこう。

① 意味 ピーター：昨日テレビで野球の試合を見た？

ユウコ ：ええ。いい試合だったわね。私は明日スタジアムへ試合を見に行くつもりなの。

    あなたも一緒に行かない？ 

ピーター：ウもちろん行くよ。 

ユウコ ：それを聞いて嬉しいわ。楽しみましょうね。

② 意味 男性：マークのクリーニング店にお電話ありがとうござい 

    ます。ご用件をどうぞ。 

女性：こんにちは。ドレスの洗濯にはどれくらいの時間が 

 かかりますか？ 

男性：イ正午前に持ってきていただければ，本日の午後

 ６時にはお返しできます。  

女性：良かったです。今日中に受け取りたかったので。 

 では，11 時 30 分にうかがいます。 

２ 短い会話の空欄補充問題だね。(お知らせ)の内容を見ながら解いていこう。 

① (お知らせ)の「運転を見合わせております」より，The train has stopped

because of the heavy rain.「大雨で電車が止まっているよ」だね。

〈have/has＋過去分詞〉の現在完了の形だよ。

② (お知らせ)の「運転再開の見通しは立っておりません」より，so I don’t know

how long you should wait for the next train「次の電車までどれくらい(の時間)待

つべきかわからないよ」だね。文の途中に疑問詞を含む間接疑問文だよ。

③ (お知らせ)の「お急ぎの方はバスをご利用下さい」より，

Then, you can take a bus.「じゃあ，バスに乗って行くことができるよ」とアドバイスしたんだね。 

④ 現在の時刻が 12 時 10 分で，(お知らせ)より，「バスは 12 時から 30 分ごと」に出ているから，次のバ

スまでは 20 分(＝twenty minutes)あるね。 

 

  

空欄の前後より，ウ「もちろん行くよ」だね。ア「君

はそれを練習しなくちゃね」，イ「野球が好きだから

さ」，エ「ごめん，それはできないよ」は不適切。

ヒカリ：こんにちは，ボブ。心配そうだけど。＊どうしたの？

ボブ ：やあ，ヒカリ。今日はここに人がたくさんいるよ。何が起きているの？これは花山＊行きの

電車についてのお知らせかもしれないけど，僕は日本語が読めないんだ。何て書いて

あるか教えてくれない？ 

ヒカリ：わかったわ。その電車は大雨＊のため①止まっている(＝has stopped)よ。

ボブ ：本当に？いつ運転を再開するの？

ヒカリ：お知らせには書いてないから，次の電車を②どのくらい(＝how long)待つべきかわからないよ。 

ボブ ：ああ，困ったな!僕は今日，花山に行かなければならないんだ。

ヒカリ：じゃあ，③バスに乗って行くことができるよ。バスは５番＊乗り場から出るよ。今 12 時 10

分だから，次のバスが発車するまでに④20(＝twenty)分あるよ。 

＊What’s the matter?：どうしたの？
＊for ~：～行きの

＊because of ~：～のため

＊bus stop：バス停／乗り場

空欄の前後より，イ「正午前に持ってきていた

だければ，本日の午後６時にはお返しできま

す」だね。ア「もし午後，家にいらっしゃるな

ら，あとでまた電話します」，ウ「もし今朝返し

ていただけないなら，理由をお教えください」，

エ「もし３日間待てないなら，明日洗濯してみ

るべきです」は不適切。

よく出る 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。
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３ 生徒の返答に着目。先生の質問に使う疑問詞は何かな？ 

生徒の１人が it’s mine「それは私の 

です」と言っていることから，疑問 

詞は Whose ~?「～は誰のもの？」 

だね。Whose notebook is it?のよう 

に疑問詞の後ろに名詞が続く形に注 

意しよう。 

４ 作文問題では，条件を守って，正しく書ける単語や表現を使って文を書こう。 

先生の言葉「みんなは将来どこで暮らしたいですか？黒板を見てください。１か所選び，理由を教えてください。ハル

トさん，あなたから始めてくれる？」「わかりました。         (ご清聴)ありがとうございました」→「なるほどね。ハ

ルトさん，ありがとう」

(例文１) I want to live near a hospital.  When my family and I get sick, we can go to the hospital quickly.  

「私は病院の近くで暮らしたいです。家族や私が病気になった時，すぐに病院に行くことができます」 

・get sick「病気になる」

(例文２) I want to live near a convenience store.  We can buy many kinds of things at a convenience 

store.  Also, I can go there early in the morning.   

「私はコンビニエンスストアの近くで暮らしたいです。コンビニエンスストアで多くの種類のものを買

うことができます。また，私は朝早くにそこに行くこともできます」 

(例文３) I want to live near a park.  It is fun to play with my family in a park.  I can enjoy walking there. 

「私は公園の近くで暮らしたいです。公園で家族と遊ぶのは楽しいです。私はそこで散歩を楽しむこと

ができます」 ・it is …＋to ~「～することは…である」 ・enjoy ~ing「～して楽しむ」 

ここに着目! 

I want to live ~「私は～で暮らしたい」

の形を使おう。 

I want to live ~「私は～で暮らしたい」に続く部分は 

黒板に書かれている 

①near a hospital「病院の近く」

②near a convenience store「コンビニエンスストアの近く」

③near a park「公園の近く」

の中から１つ選ぼう。 

＊質問 

条件(１つ選ぶ) 
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５ 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 英太の２回目の発言の最後の１文の「３分の２」に着目しよう。 ・two thirds of ~「～の３分の２」 

Eita : OK. Almost all of them answered that they 

listen to music. Only three college students 

answered that they don’t listen to music  

because they have other things they want  

to do, for example, playing games or reading  

books. About two thirds of the students listen 

to music when they go to college.

ただし，選択肢は少し表現を変えてあるので注意が必要だよ。 

when they go to college＝ア on the way to college「大学へ行く途中」だね。 

イ「テレビでスポーツを見ている間」，ウ「花の世話をしている間」，

エ「バスから降りた後」は不適切。

⑵ 道路上で，聞くことができないと危ない音だから，エ cars and bikes「車やバイク」だね。

ア「音楽」，イ「ゲーム」，ウ「テレビ」は不適切。

Judy : I often see college students still wear 

*earphones after getting off the bus.

It’s very dangerous because they can’t hear the

sound of        ②       on the street. We

must not do that.

⑶ 下線部③の直前の文の内容を「～選手」の形でまとめよう。「試合の前にイヤホンで音楽を聴く選手」

だね。 

Judy : Yes, but music also helps us in our lives. I often watch sports on TV. Many players listen to 

music with earphones before their matches. Have you ever seen ③such players on TV before? 

⑷ 下線部④の直後の文の内容を「～という効果」の形でまとめよう。「ある種の音楽を聴くとよく眠れ

るという効果」だね。 

Judy : That’s very interesting. I think it’s true. ④Music is also good for our health. For example, 

some kinds of music help us to sleep well. I sometimes listen to music before going to bed, too. 

⑸ ア〇「数人の学生は他のことをするのが好きだから音楽を聴かない」…英太の２回目の発言内容と一

致しているね。→【本文の要約参照】

イ「×約半数の大学生は食事のときに音楽を聴く」…Ｄは 100 人中 15 人だから，約半数とは言えないね。

ウ×「英太は，勉強中にある種の音楽を聴くのが１番良いと考えている」…本文にない内容だね。

エ×「由紀の叔母はガーデニングをするときにイヤホンで音楽を聴く」…本文にない内容だね。

A と答えた人数(68 人)

は，全体(100 人)のおよ

そ３分の２にあたるね。 
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【本文の要約】 

 

 

 

 

ジュディ：ハイ。＊今日の最初の話題は音楽よ。英太，何か情報は得られた？ 

英太  ：はい。新聞で興味深い情報が見つかりました。僕の市の＊大学生100人が「あなたは

いつ音楽を聴きますか？」と言う質問に答えたものです。由紀，君はいつ音楽を聴く？  

由紀  ：走っているときよ。ねえ，彼らの答えが何なのか教えて。 

英太  ：うん。彼ら＊のほとんどは音楽を聴くと答えたんだ。問５アたった３人の大学生は他にや

りたいことがあるので音楽は聴かないと答えた。＊例えば，ゲームをするとか本を読む

とかね。問１ア学生たちの約＊３分の２が通学中に音楽を聴いているよ。 

由紀  ：毎朝，姉も通学のバスの中で音楽を聴いて楽しんでるわ。 

ジュディ：私は大学生たちがバス＊を降りても＊まだイヤホンを付けているのをたびたび見かける

わ。道路上の②エ車や自転車(＝cars and bikes)の音が聞こえないから，それはとても

危険だわ。絶対に＊してはいけないわ。 

英太  ：そうですね。勉強するときも音楽を聴く＊べきではないです。もし勉強中にうるさい音楽

を聴くと，勉強に集中できないと思います。 

ジュディ：そうね。でも音楽は私たちの生活の中で役立ってもいるの。私はテレビでスポーツをよ

く見るんだけど，多くの選手たちが試合前にイヤホンで音楽を聴いているの。これまで

にそういう選手たちをテレビで見たことはある？ 

由紀  ：ええ，あります。音楽は，私たちが＊何か重要なことに集中するのを手助けしてくれるの

かもしれませんね。 

英太  ：その通り。この資料にも，何人かの学生は試合の前に音楽を聴くと示されているよ。音

楽が＊僕たちの気分を高めて，そして僕たちは＊全力を出せるんだね。 

由紀  ：なるほど。音楽についてもう１つ興味深い話をするわね。私の叔母はガーデニングが

大好きなの。彼女は自分の庭で毎日，音楽を流すの。ある日，叔母になぜ音楽を流す

のか尋ねてみたら,叔母は「音楽を聴かせると植物がよく育つ」と答えたの。それって

本当だと思いますか？ 

ジュディ：それはとっても興味深いわね。私は，それは本当だと思うわよ。音楽は私たちの健康に

もいいのよ。例えば，ある種の音楽を聴くと人はよく眠ることができるのよ。私も時々 

＊寝る前に音楽を聴くわ。 

英太  ：そうなんですか？知らなかったな。 

ジュディ：ありがとう，英太。音楽についていろいろわかったわね。じゃあ，別の話題に移りましょ

う。２番目の話題は…。 

＊college students：大学生 

＊almost all of ~：～のほとんど 

＊for example：例えば 

＊two thirds：３分の２ 

＊get off ~：～を降りる 

＊still：まだ 

＊must not ~：～してはいけない 

＊shouldn’t~：～すべきでない 

＊something important： 

何か重要なこと 

＊makes us excited： 

私たちの気持を高める 

＊do our best：全力を出す 

＊go to bed：寝る 
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６ 25 語以上の条件を守って，正しく書ける単語や表現を使って文を書こう。 

質問「あなたは冬休みと夏休みのどちらが好きですか？」

このように好きなものとその理由を答えるときは，I like ○○ because ~「私は○○が好きです。なぜな

ら～」の形が使えるよ。

(冬休みの例文)I like winter vacation better because my parents buy a cake for me and my sister 

on Christmas Day.  And they give us some money called otoshidama on New Year’s Day.   

「私は冬休みの方が好きです。なぜならクリスマスに両親が私と妹のためにケーキを買ってくるから

です。そして，お正月に両親はお年玉と呼ばれるお金をたくさんくれるからです」 

(夏休みの例文)I like summer vacation better. I have two reasons. First, I can swim in the sea. 

Second, my birthday is in August. My mother makes a cake for me every year. 

「私は夏休みの方が好きです。２つの理由があります。１つ目は，海で泳ぐことができます。２つ目

は，８月に私の誕生日があり，母が毎年ケーキを作ってくれます」 


