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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！ 

高校入試模擬テスト 第３回



 2 / 8 

超 ナ ビ 

スーパー

 

 

 【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。 

高校入試模擬テスト 第３回



 4 / 8 

超 ナ ビ 

スーパー

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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