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１⑴ (  )の前後の内容から，あてはまる単語を考えよう。単語の頭文字が書かれていることに注意。 

ジム「やあ，英太。君は昨日，調子が悪くて早退したらしいね。おとといサッカーをやりすぎた(＝played soccer too 

hard)んだと思うな。今日の調子はどう？」→英太「昨日よりも調子がいいよ。病院(＝hospital)に行って薬を飲ん

だからね」→ジム「そういうことならよかった(＝glad)よ」 

  ① 「サッカーをする」＝play soccer だね。過去形だから play→played と変化させること。「練習した」

という意味の practicedでもいいね。 

  ② 病気になった時に行く所で，h から始まる単語だから，hospital「病院」だね。 

  ③ be glad to ~「～してうれしい」より，gladだね。 

 

 

 

 

 

 

 

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

アキコ：ポール，これは私たちのクラスの時間割よ。  

ポール：ありがとう。でもなぜ英語と日本語で書いて 

       あるの？僕のために作ってくれたの？ 

アキコ：実は違うの。英語の鈴木先生から 

      アもらったわ(＝got it)。彼は私たちにそれぞれの教科の英語での言い方を学んでほしいと思っているのよ。 

 ⑶ 所要時間，交通手段，金額について，会話から読み取ろう。 

メアリー：鹿児島に行くのがとても楽しみだわ。そこに行くプランをいくつか見つけたわ。これを見て，由香。 

    由香  ：どれどれ。このプランはとても安いけど，そこに着くまでにとても時間がかかるわね。 

    メアリー：その通りよ。10 時間以上もバスに座っていたくないわ！ 

    由香  ：私は飛行機で旅行するのが好きよ。ああ，飛行機で行くには２つの方法があるわね。えっと，これは私に

とって最良のプランだわ。だって鹿児島に最短時間で行けるもの。→イメアリー，どう思う？ 

メアリー：それはいいけど，私はこれが最良だと思うわ。飛行機で行くより安いもの。→ウ 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

空欄の直後の from Mr. Suzuki「鈴木先生から」より， 

ア「もらったわ」が適切だね。イ「送ったわ」，ウ「作ったわ」，

エ「あげたわ」は入らない。 

６時間 

４時間 

５時間40分 

15 時間 30 分 

飛行機 

飛行機 

飛行機 

２番目に安い

１番安い 

１番早く着く
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２ グラフの問題では，読み取って計算する問題が出やすいよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ グラフのタイトルを引用し，[ ① ]に合う形 

 で答える。文中に疑問詞を含む間接疑問文だから  

 how many books
疑問詞のかたまり

の後は〈people
主語

 read
動詞

〉の語順にす 

 る。直後の( ② )percent of peopleより，主語 

 は people にする。Japanese people でもよい。 

⑵ ②…グラフから「１か月に３冊以上本を読む

人」の割合を読み取ろう。 

8.6＋3.2＋3.2＝15(％)となる。   

③…グラフから「まったく本を読まない人」の

割合を読み取ろう。47.3％だからほぼ半数(＝

half)だね。 

⑶ 直後の but I think they can find time for reading「しかし私は読書の時間を見つけられると思います」か

ら判断する。多くの人が本を読まない理由だから，エ「忙しすぎて本が読めない」だね。 

・too … to ~「…すぎて～できない」 ア「本を読む必要がない」・don’t need to ~「～する必要はない」 

イ「本を読むための十分な時間がある」 ウ「何を読むべきかわからない」・what to ~「何を～すべきか」

は入らない。 
【本文の要約】 

  
読書は好きですか？あなたは＊何冊の本を読んでいますか？今日は読書について話した

いと思います。 

私は読書が好きで，＊ふつう１か月に３冊か４冊本を読みます。これを見てください。これは

人々が①１か月に何冊本を読むかを示しているグラフです。このグラフによると，約②15 パ

ーセントの人が１か月に３冊＊以上本を読んでいます。私は約③半数の人がまったく本を読

んでいない＊とわかっ＊て驚きました。多くの人が④エ忙しすぎて本が読めないと言います

が，私は読書の時間を見つけられると思います。例えば，電車に乗っている＊時間や誰かを

待っている間などに本を読むことができます。 

私は，本から＊多くのことを学べるし，しかも読書は楽しい，と信じています。一緒に読書を

楽しみましょう！ 

＊How many books~?： 

何冊の本を～？ 
＊usually：ふつう 

 
＊more than~：～以上 
＊find that ~：～とわかる 
＊be surprised to ~：～して驚く 
＊while~：～する(時)間に 
＊a lot of ~：たくさんの～ 

  Do you like reading books?  How many books do you read?  Today I will talk about 

reading. 

  I like reading and I usually read three or four books in a month.  Look at this.  This  

is a *graph which shows how [   ①   ] in a month.  *According to this graph, 

about ( ② )percent of people read more than three books in a month.  I was 

surprised to find that almost ( ③ ) of people read no books. Many people say that 

      ④      , but I think they can find time for reading. They can read a book 

while they are on the train or while they are waiting for someone, for example. 

  I believe we can learn a lot of things from books and reading books is fun. Let’s  

enjoy reading! 

【教子さんのスピーチの内容】 

 【教子さんがスピーチに使った資料】 
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３ 空欄を埋める問題では，特に空欄の前後の言葉に注意して，英文を読もう。 

 ⑴ 直前の be 動詞 was，直後の by「～によって」より，受動態の文と判断する。ここでは influence

「影響を与える」を過去分詞 influenced にする。 

 

 

 ⑵ made と really famous に着目しよう。make A B「ＡをＢ（の状態）にする」より，made him really 

famous around the world「彼を世界中で有名にした」の順序が適切。after は接続詞なので，he
主語

 died
動詞

が続く。 

 

 

 

 

 ⑶ 宮沢賢治の職業は， ② の前では「教師」，後では「農夫」とあることから，ウ「彼は仕事を辞め，

新しい人生を歩み始めた」が適切。ア×「故郷に戻り，数百話の本を出版した」・hundreds of ~「数百の

～」 イ×「病気になり，１人で生きていくことを決心した」・decide to ~「～することを決心する」  

エ×「科学を学ぶために大学に入った」 

 

 

 

 

 ⑷ 第４段落最後の文から，エ「彼らは２人とも，病気の時でさえ，作品を創り続けた」が適切。  

・keep ~ing「～することを続ける」 ア「彼らは２人とも，×生前多くの作品を売った」  

イ「彼らは２人とも，×良い作品をつくるために教師になった」 ウ「彼らは２人とも，×優れた画家

になるために大勢の人々に出会った」 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑸ イ○「フィンセント・ファン・ゴッホは，いくつか他の仕事をした後に，画家になる決心をした」…

第２段落２～３行目と一致。  

 

 

 

カ○「もしあなたが努力し続けたら，将来，より良い結果を得るでしょう」…第５段落の内容と一致。 

 

  

(  Ａ  ) by them. So his painting style changed and his works got brighter, but his disease got worse again. 

He kept painting in the hospital.  ①His works【him / really famous / after / the world / he / made / around】 

died.  In fact, he left more than 2,100 works of art, but only a few works were sold in his life.  

In France he met a lot of painters and he was (  Ａ  ) by them.  

*agriculture and some other subjects in a school.  He also wrote poems, stories and *tanka. His first book was 

*published while he was working as a teacher.  When he was 30, he   ②  .  He became a farmer and 

lived with poor farmers.  

 Vincent van Gogh and Miyazawa Kenji had many things *in common.  Both of them met many people, 

experienced several jobs and got sick.  Perhaps, thanks to the people they met through their experiences, a lot of 

great works were created.  Perhaps, their works became wonderful because they experienced hardship.  Many 

people impressed with their works may understand their messages which the works show.  They had one more 

thing in common.  They never stopped their efforts to create their works.  They kept creating something special 

for themselves even in their bad condition. 

of the best dealers in the company but he had to stop his job because he got sick.  After he got well, he tried some 

other jobs. Then he decided to become a painter when he was 27.  In France he met a lot of painters and he was 

 If you are trying to do something, you should keep making efforts.  There is always someone around you 

who understands such efforts.  The efforts will bring you better results in the future. 
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ア「価値観は，世界中のどの時代であっても×同じである」 ウ×「フィンセント・ファン・ゴッホは

自分の画法を決して変えなかったので，再び病気になった」…本文にない内容。 エ「宮沢賢治は×詩

や物語や短歌を教えるために農夫になった」 オ「宮沢賢治はその生涯で×多くの本を出版し，それら

はよく売れた」  
【本文の要約】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊価値観は，場所，時代，人によって様々です。今でこそ人気のある人の中には，生前は有

名ではなかった人もいます。そのような人のいい例が，フィンセント・ファン・ゴッホと宮沢賢

治です。＊２人とも，生前は数多くのつらい経験をしたことを，あなたは知っているでしょう

か？ 

フィンセント・ファン・ゴッホは 1853 年オランダで＊生まれました。彼の最初の仕事は，ある

会社での美術商でした。彼はすぐにその会社で最も優れた＊美術商の 1 人になりましたが，

病気になって仕事をやめなければいけなくなりました。⑸イ病気が＊回復すると，彼は他の仕

事に就きました。そして 27 歳の時，画家＊になることを決心したのです。彼はフランスで多く

の画家と出会い，彼らのＡ影響を受けました。それで彼の画風は変わり，彼の作品は前より

も＊明るくなりました。しかし再び病気が＊悪化しました。彼は病院で＊描き続けました。その

死後，彼の作品により，彼は世界中で有名になりました。実際，彼は 2100 以上の芸術作品

を残しましたが，生前はほんの少ししか売れませんでした。今では，彼の作品は世界で 

＊非常に多くの人々によって愛されています。 

宮沢賢治は 1896 年岩手県で生まれました。彼は学生時代に様々な人々と出会い，様々

な本を読み，科学，農業，美術＊など＊に興味を持ちました。そして教師になり，学校で農業や

その他の教科を教えました。彼はまた，詩，物語，短歌を書きました。彼の最初の本は，教師 

＊として働いている時に出版されました。30 歳の時，②ウ彼は仕事を辞め，新しい人生を歩み

始めました。彼は農夫になり，貧しい農夫たちと一緒に暮らしました。彼らは賢治から効率

の良い米の作り方を教わりました。彼は農夫たちに幸せになってほしい，そして人生を満喫

してほしい，と思いました。２年後，彼は 病
やまい

＊を患いましたが，書くことを続けました。彼は約

800 編の詩，100 話の物語などを書きました＊が，生前に出版された本はたった２冊でし

た。今では私たちは，彼の作品を 200 以上見つけることができます。世界中の多くの人々が

彼の作品を愛しています。 

フィンセント・ファン・ゴッホと宮沢賢治には多くの共通点があります。２人とも多くの人々と

出会い，いくつもの仕事＊を経験し，そして病気になりました。おそらく，彼らが経験を通して

出会った人々＊のおかげで，多くの素晴らしい作品が生まれたのでしょう。おそらく，彼らが

苦難を体験したから，彼らの作品は素晴らしいものになったのでしょう。彼らの作品に感銘

を受けた多くの人々は，作品が表している彼らのメッセージがわかるのかもしれません。彼ら

にはもう１つ共通点があります。彼らは作品を創る＊努力を決してやめませんでした。⑷エ体

調が悪い時でさえ，代表作を創り続けたのです。 

 ⑸カもしあなたが何かに挑戦しているのなら，努力し続けるべきです。あなたの周囲には，

そうした努力を理解してくれる人がきっといます。努力によって，将来良い結果が得られるで

しょう。 

＊a sense of value：価値観 

 

＊both of ~：～の両方 

 

＊be born：生まれる 
＊art dealer：美術商 

＊get well：回復する 

＊decide to ~：～する決心をする 

 

＊get brighter：より明るくなる 

＊get worse：悪化する 

＊keep painting：描き続ける 

＊a great number of people： 

非常に多くの 

＊be interested in ~： 

～に興味を持つ 

＊and so on：など 

＊as ~：～として 

 

＊suffer from~：～を患う 

＊though ~：～だが 

 

 

 

＊experience～：～を経験する 

＊thanks to～：～のおかげで 

 

 

＊effort(s)：努力 
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４ 選んだ教科とその理由を答える問題では，条件を守ってミスのない文を書こう。 

   ランディ先生の質問「体育は１番人気があるので体育をやりましょう。音楽，家庭科，美術，英語も人気がある

ので，その中からもう１つ選びましょう。もう１つの授業にはどの教科がいいですか？なぜそう考えますか？それに

ついて書いてください」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「音楽＝music，家庭科＝home economics，美術＝art，英語＝English」から選び，最初にその科目を英

語で書こう。次のその教科を選んだ理由を 25 語以上で書こう。スペルや文法のミスをしないこと，内容

がぶれないことに注意して書こう。 

(音楽＝music を選んだ場合の例文) We can sing some easy Japanese songs with them.  They will enjoy 

singing with us and they can remember some Japanese words in the songs. 

「私は音楽を選びたいです。彼らと一緒に簡単な日本の曲を歌うことができます。彼らは私たちと一緒

に歌うことを楽しめますし，いくつかの曲中の日本語を覚えることもできます」 

(英語＝English を選んだ場合の例文)It is interesting to know about life in London.  I want to ask them about 

popular things there.  Through the lesson, we can talk about each other’s lives. 

「私は英語を選びたいです。ロンドンの暮らしを知ることはおもしろいです。私は彼らにそこで人気の

あるものについて質問したいです。授業を通してお互いの生活について話すことができます」 

(家庭科＝home economics を選んだ場合の例文)I want to make bentos with them because bentos are popular 

in the world now.  I hope they will enjoy making bentos and Japanese food. 

「今や弁当は世界中で人気なので，私は彼らと一緒に弁当を作りたいです。彼らが弁当と和食作りを楽

しんでほしいです」 

 

 

 

 

 


