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１　（１）gave me　　（２）makes me　　（３）animals seen

2 　（１）オイウエア　　（２）ウアエイオ　　（３）イオアエウ

3 　（１）① イ　　② エ　　（２）ウ

4 　（１）I am interested in Japan and Japanese〔its〕 culture. 

　　（２）I've learned Japanese from him for a〔one〕 year.  

　　（３）I am going to visit Japan next summer.

【解説】

【解答】

●  「人」に「もの」をあげる

●  A を B にさせる

●  「～された…」と人やものを説明する

My brother gave a CD to me ～　→　My brother gave me a CD ～

Listening to music makes me happy.

「音楽を聴くと楽しくなる」　　　　　「音楽は私を楽しくさせる」

Animals which are seen ～ .　　　～ animals seen ～ .

give ＋ 人 ＋ ものgive ＋ もの ＋ to ＋ 人

make ＋ A ＋ B 

過去分詞が名詞を修飾する形

toを取ると　

第５文型の文に

主語が動名詞 ３人称単数現在形の S

修飾 修飾

注意！

㉔Ｖ３－６
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　〔解　説〕
1Ａ　リスニングテスト
1Ｂ　⑴　ア　catchは〔æ〕，smallは〔ɔː〕，faceは〔ei〕　　イ　どれも〔ai〕　　ウ funとbutは〔ʌ〕，studentは〔（j）uː〕
　　　　エ　どれも〔e〕　　オ　rainとgreatは〔ei〕，pleaseは〔iː〕
　　　⑵　ア　decíde　　ウ　convénience　　オ　expérience　　キ　understánd
2　⑴ 　継続している期間の長さを言うときはfor。sinceは継続している期間の始まりの時点を表す。　　⑵　buy

は〈buy＋もの＋for＋人〉の形をとる。
3　⑴　It ... for ― to ～. の形。　　⑵　「本」bookを「あなたが読んでいる」you are readingが修飾する形に。
　　⑶　「男の子」boyを「～と呼ばれている」という〈過去分詞＋語句〉が修飾する形に。
4　⑴　①　直前の文で「漢字があまりよく読めない」と言っているので「日本語の新聞を読むことは難しい」と考える。
　②　新聞についてのミカの話を聞いたあと，「あなたはどうですか」とケンジの話を聞こうとしている。

　　　 ③　新聞を読んであげたことで祖母に感謝されたが，実際には「たくさんのことを新聞から学んだ」から，自分
のほうが感謝すべきだと思っている。　　④　同じ話題について，人それぞれ意見が同じだったり違ったりす
ることを「とてもおもしろい」と感じている。　　⑵　①　ミカは「朝，新聞を読む」と言っている。つまり「学
校へ行く前」のこと。　　②　ケンジは「この夏休みの間」に祖母に毎日，新聞を読んであげた。

5　⒜は目的格の関係代名詞。先行詞が「人」だから，ここではthatを使う。　　⒝　「この自転車と（　）自転車，ど
ちらの自転車があなたのものですか」　this one「この自転車」とthat one「あの自転車」を並べている。　　⒞　天
気を表す文では主語にitを使う。　　⒟　I hear that ～「～だそうだ」

6　⑴ 　〈give＋もの＋to＋人〉を〈give＋人＋もの〉の語順に書きかえる。　　⑵　「音楽を聞くと楽しくなる」→「音
楽は私を楽しくさせる」と考え，第５文型の文に。主語が動名詞で始まる語句の場合，３人称・単数として扱
うことにも注意。　　⑶　関係代名詞がanimalsを修飾している。関係代名詞以降が受け身なので，過去分詞
が名詞を修飾する形で表すことができる。

7　⑴ 　①　次の段落の１文目にThey went to the mountains.とある。　　②　「きれいな空気や水」などは，私た
ちにとって「大切な」ものと考えるのが自然。　　③　食物連鎖について述べている部分なので，その鉄分は植
物プランクトンや海草が成長するのに「役立つ」ものと考えられる。　　④　ここまでの説明から，山（の森）で
作られた鉄分などの栄養分が川を通して海に運ばれ，日本の周りの「海」を豊かにしていることがわかる。

　　　 ⑵　先生の言ったことばを聞いて驚き，「私には理解できない」と言っていることから，「どういうことですか」
と先生が言ったことの意味を尋ねている。　　⑶　問いは「食物連鎖を壊したくないと思ったら，私たちは何
をしなければなりませんか」。答えは最終段落２，３行目の内容。「山の森の十分な世話をしなければ，食物連
鎖は壊れるだろう」とある。　　⑷　①　「エレンは生徒が13人だけいる学校で勉強した」第１段落最後の２文。 
②　「彼女は森を育てるために働いている人々を手伝った」　　③　「彼女は森が川を通して海と密接に結びつ
いていることを学んだ」最終段落でエレンは先生の説明を理解したと言っている。

8　⑴　Could you tell me about your idea?  Could you ～? 「～してくださいませんか」
　　⑵　I want to meet the man who wrote this book.　whoは関係代名詞と考え，人を先行詞にした文にする。
　　⑶　What is the language spoken in your country?　spoken in your countryがthe languageを修飾している文。
9　⑴ 　①　安い輸入の食料が入ってくることは，日本の農業従事者にとっては自分たちの作物を売るのが困難な状

況。　　②　直前のfarmersを修飾する現在分詞。　　⑵　ウ　第２段落１，２行目の内容と一致する。
�　⑴　「～に興味がある」be interested in ～　　⑵　「ずっと～している」と現在完了の継続用法で表す。語数の指
定からI haveは短縮形で表す。　　⑶　「～するつもり」はbe going to ～ で表す。

1Ａ　⑴　No.１　A　　No.２　A　　No.３　C　　⑵　 No.１　C　　No.２　B
1Ｂ　⑴　イ，エ（各２点）　　⑵　 イ，エ，カ（各２点）
2　⑴　for　　⑵　for　　3　⑴　It，to　　⑵　book you　　⑶　boy called
4　⑴　 ①　ウ　　②　キ　　③　ア　　④　オ　　⑵　①　before　　②　summer
5　it　　6　⑴　gave me　　⑵　makes me　　⑶　animals seen
7　⑴　①　エ　　②　ウ　　③　ア　　④　イ　　⑵　ア　　 ⑶　care
 ⑷　①　had　　②　helped　　③　learned
8　⑴　オイウエア　　⑵　 ウアエイオ　　⑶　イオアエウ　　9　⑴　①　イ　　②　エ　　⑵　 ウ
�　⑴　I am interested in Japan and Japanese［its］ culture.
　　⑵　I＇ve learned Japanese from him for a［one］ year.　　⑶　I am going to visit Japan next summer.

〔解　答〕（配点：1～4⑴　２点×14　　他　３点×24）
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（１）

（１）

（２）

（２）

（３）

【解説】

【解説】

●  「～してくださいませんか？」

●  人 ＋ Who（関係代名詞）

●  「～された…」と人やものを説明する（過去分詞形）

Could you tell me about your idea?　「あなたの考えについて教えてくださいませんか？」

安い輸入の食糧が入ってくることは，日本の農業従事者にとっては自分たちの作物を
売るのが困難な状況。

I want to meet the man who wrote this book.

第２段階１，２行目の内容と一致する。

If they eat local food, farmers（ ② ）in their town can make more money.

「私はこの本を書いた男性に会いたい」

「あなたの国で話されている言語は何ですか？」

What is the language spoken in your country?

（１つ前の文）
They are cheaper than ones from Japan.

Could you ～？

～ the man who ～

名詞（人・もの）＋ 動詞の過去分詞形

修飾

修飾

修飾

修飾

①

②

他の国から輸入されて
いる多くの野菜や肉

野菜や肉

※これらの
　　内容から
　　  　推測する

直前の farmers を修飾する現在分詞。（「住んでいる」farmers）
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（１）

（２）

（３）

【解説】

●  「 ～に興味がある」

●  「（ずっと）～しています」　現在完了形（継続用法）

●  「 ～するつもりです」　未来を表す表現

I am interested in Japan and Japanese〔its〕culture.　（８語）

I've learned Japanese from him for a〔one〕 year.　（８語）

I am going to visit Japan next summer.　（８語）

be interested in ～

主語 + have（has）+ 動詞の過去分詞形 ～ .

主語 + be going to + 動詞の原形 ～ .

指定語句の過去分詞形

指定語句

指定語句

継続期間

「８語指定」 「指定語句」あり
注意！


