
英　語

　［解　答］

1
⑴　⒜　ア　　⒝　ウ　　⒞　イ　
⑵　tell her why you want to buy 
⑶　ウ
⑷　（例）目的を持って生活し，その目的のために努力すること。
⑸　①　Yes, there were.　　②　（He began to study English） At Sachiko,s school.
⑹　ⅰ　May［Can］ I help　　ⅱ　What color（s）
⑺　エ

2
⑴　who［that］ was born in  
⑵　⒜　ウ　　⒝　オ
⑶　think running for long hours made him very tired
⑷　had to
⑸　（例）・記念品にしたかったから
　　　　・西海岸まで走り終えたとき，その水を海に注ぎたかったから。
⑹　ⅰ　saw　　ⅱ　hope　　ⅲ　began［started］　　ⅳ　next

3
　　（例）　agree 　I think school lunch is good for us because we can eat the same food at 

school.  It,s also good for my mother.  In the morning, she has no time to 
make lunch for me.　（35語）

　英語リスニング
　　1　ウ　
　　2　イ
　　3　エ　　　
　　4　⑴　エ　　⑵　イ　　　
　　5　⑴　イ　　⑵　ア　　
　　6　エ

	［配　点］

1　⑴－各２点，⑵－３点，⑶－２点，⑷－６点，⑸－①２点②２点，⑹－ⅰ ２点ⅱ ２点，⑺－２点…計27点

2　⑴－２点，⑵－各２点，⑶－３点，⑷－３点，⑸５点，⑹－各２点…計25点
3　₈点
英語リスニング　₁－２点，₂－２点，₃－２点，₄⑴－２点，⑵－３点，₅－各３点，₆－３点…計20点

　［解　説］
1
⑴　⒜　「それ（花屋を続けること）は私にとってそれほど簡単ではありません」　⒝　「それ（花が好きであること）は

もっと大切です」　⒞　「それ（夢を持つこと）は簡単です」
⑵　疑問詞で始まる疑問文が文の中に入ると，〈疑問詞＋主語＋動詞〉の語順になる。従って「なぜ花を買いたいのか」

Why do you want to buy flowers?をwhy you want to buy flowersとしてPlease tell her ～に続ける。
⑶　この直後の文，I began to study about Japanese history and culture, too.「私は日本の歴史と文化について
も勉強し始めました」に注目する。「（英語をうまく話すことが）唯一の大事なことではない」というウが適切。
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⑷　この直後の文が，具体的な内容を表している。〈It is ～ to ….〉で「…することは～だ」という意味。
⑸　①　問いは「加藤さんが子どものころ，家には毎日きれいな花がありましたか」。　第２段落の加藤さんの言葉の

中に「母が毎日，部屋に花を飾った」と書かれている。
②　問いは「田中さんはどこで英語の勉強をし始めましたか」。　第３段落の田中さんの言葉の中の第３文に「私
はここ（幸子の学校）の生徒になったとき，初めて英語の勉強を始めた」とある。

⑹　ⅰ　加藤さんの花屋での最初の発言で，それに対して幸子がYesと答えているので，「いらっしゃいませ」にあたる，
May［Can］ I help you?が適切。

ⅱ　直後で幸子が「彼女は黄色と白が好きです」と答えているので，「何色が好きですか」とすると応答文が成立する。
⑺　ア　「今週，幸子の学校で社会人講師を招いたクラスがあったが幸子にはおもしろくなかった」　第２段落第３文

に「それ（加藤さんの話）にとても興味があった」とあるので不一致。
イ　「加藤さんは他のどの店でも働かずに自分の花屋を始めました」　第２段落の加藤さんの言葉の中の第５文に
「数年，花屋で働いてから自分の店を開いた」とあるので不一致。
ウ　「田中さんはいいツアーガイドになったので，今は英語の勉強をする必要はない」　第３段落の田中さんの言
葉の中の第８文に「今も勉強している」とあり，それに続け「そうしないと，いいガイドにはなれない」とあるので，
不一致。
エ　第４段落最後の文参照。

2
⑴　be bornで「生まれる」という意味。過去形の文なのでbe動詞はwasにし，「（カナダ）で」を意味するinを続ける。
⑵　⒜　この後ボブが，テリー・フォックスが高校生のとき毎日走っていたことなどを説明しているので，「彼はど

うやってそのようなことができたのか」とたずねているウが適切。
⒝　この後のボブの話の内容（テリー・フォックスが走るのをやめざるを得なかった様子）から考える。

⑶　「長時間走ることは彼をとても疲れさせた」と考え，〈make＋A（目的語）＋B（形容詞）〉「AをBの状態にする」の文
型を使う。従って主格の形のheが不必要。

⑷　直前に「彼は走るのをやめたくなかった」とありbut ～「しかし～」と続くので「やめたくなかったが，やめなくて
はならなかった」とすると文脈がつながる。have toの過去形のhad toを入れる。
⑸　直後のボブの言葉が答えとなっている。keep ～，pour ～という２つのことを言っている。
⑹　話の内容は「ぼくはテリー・フォックスについて話したいと思います。ぼくはビクトリア市の公園で彼の像を見
ました。彼は入院している人々のために，義足で毎日42キロを走りました。その人たちに生きるための希望を持っ
てほしかったのです。彼は1980年４月に走り始めました。その次の年，彼は亡くなりましたが，彼はカナダの人々
の心の中に生きています。」

3
①「賛成です」はI agree to ～. 「反対です」はI don,t agree to ～.で表す。
②自分の具体的な例をあげて書くと書きやすい。反対の場合の例，I don,t think school lunch is good for us 

because eating school lunch takes a lot of time.  If we bring lunch, we have more free time because 
lunch time will become shorter. （33語）など。

英語リスニング
₁　女性は「宿題がたくさんあって映画は見なかった」と答えているので，ウ「それは残念ですね」が適切。
₂　２人は「雨上がりにきれいで７色，または６色のもの」を見て話しているので，イの虹が適切。
₃　恵子が「午前中に山の近くの湖に行って，青空の下の湖がきれいだった。明日は曇りなので買い物をする」と話し
ているので，エが適切。
₄　⑴　マイクが「東京のコンサートは２時半に始まる」と言っているので，エの「音楽を聞く」が適切。
⑵　問いは「マイクは列車で駅弁を食べたことがありますか」。　マイクは「駅弁を食べるのは初めてだ」と言って
いるので答えはNo。Has ～ ?の問いに対しては，hasを使って答える。

₅　⑴　問いは「生徒たちの歌を聞きたいなら，何時に学校に着いていなければなりませんか」。　「歌は10時45分に
始まるので10時30分より前に来て下さい」とある。
⑵　問いは「生徒たちは学校祭で，なぜお金を得たいのですか」。　「得たお金はお金を必要としている子どもた
ちに送る」とあるので「お金を必要としている子どもたちにお金を送るため」のアが適切。

₆　ア　ポールは健の家を出てから公園に行ったので合わない。
イ　メアリーの誕生日は６月５日で，次の月曜日なので合わない。
ウ　文の意味は「ポールのお母さんはメアリーに誕生日プレゼントを買いました」。メアリーに誕生日プレゼント
を買ったのはポールなので合わない。
エ　ポールは最後に「たぶん公園にカメラを置いてきたから，公園に行きます」と言っているので，エが内容に合っ
ている。
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