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英語解答解説
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例　Because we can learn more from school and our friends.
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have their own language.

ア エ

a language,  we’ll  know  other people 
I want to learn English more

know people from different countries.
better.
to

the girl sees the website, she
know more about traditional Japanese songs 

If
will

seeing pictures. She may like them
and want to visit Japan to

by
more

traditional Japanese songs in the future.learn

正答数
6 点 3 点

/1 /1 /1 /2 /20

14点 10点 5 点

＜解　説＞
１　リスニング

№ 1 　サキの発言で「昨日，バナナ 2 本とみかん 1 個を買いに行ったが，バナナがなかったのでリンゴ 3 個も
買った」とあるので，C が正解。

№ 2 　マイクの最後の発言で「ボクはそれ（ギター）をずっと弾いてみたかった」とあるので，B が正解。
２　リスニング

　「タカノ市はリンゴで有名です」（Takano is famous for apples.） とあるので，A はイが正解。「秋は多くの晴
天日があるが，夜は寒い」（In fall, there are many sunny days but it’s cold at night.） とあるので，Ｂはアが正解。

「タカノ市にはケーキ屋が 55 軒ある」（There are 55 cake shops in Takano City,） とあるので，Ｃはウが正解。
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３　リスニング
№ 1 　阿部先生の最初の発言で，「私はときどき新しい本を買うのにそれを使う」とあるので，イが正解。
№ 2 　ナタリーの最後の発言で，「ときどき私はインターネットで妹（姉）と話をするとき，他の大事なことを忘れ

てしまう」とあるので，アが正解。
№ 3 　阿部先生の最後の発言で「人々はインターネットを使用するとき，良いこと，悪いことについて知ってお

く必要がある」とあるので，エが正解。
４　リスニング

ジョージの母は「学校は週 6 日であるべきだ」と考えている。これに対して，なつみは「賛成する」と発言
している。なぜ同意するのか，適切な意見を提示するような文にする。例　Because we can learn more from 
school and our friends.  「なぜなら，私たちは学校や友人たちからもっと多くのことを学ぶことができるからです」
などとする。

（対話文の和訳）
ジョージ：ボクの母は学生は学校に 1 週間に 6 日行くべきだと考えているんだ。
なつみ　：私はその考えが好きです。同意します。
ジョージ：どうしてその考えが好きなの。
なつみ　：（　　　　　　　　　　）
ジョージ：そうだね。

５　適語補充・語形変化
ア stayed 「彼女は私の家に 3 か月滞在しています」現在完了形（継続）has stayed にする。
イ speaks 「ジュディは日本語を上手に話します」 Judy が主語なので三単現の s をつける。
ウ are 「ジュディと私は私の母から生け花を学んでいます」Judy と I が主語なので be 動詞は are にする。
エ show 「～が私たちに生け花の技術を教えてくれる予定です」 is going to + 動詞の原形にする。
オ wrote 「その芸術家は英語で何冊かの生け花の本を書きました」 write の過去形にする。

（英文の和訳）
次の日曜日に，私は友だちのジュディといっしょに花のイベントに行くつもりです。ジュディはこの春，ロン

ドンから来ました。彼女は私の家に 3 か月滞在しています。彼女は日本語を上手に話します。彼女は花が好きで
す。私の母は生け花の先生で，ジュディと私は母から生け花を学んでいます。花のイベントでは，有名な華道家
が私たちに生け花の技術を教えてくれる予定です。その芸術家は英語で何冊かの生け花の本を書きました。ジュ
ディは，イベントでその本を買うのを楽しみにしています。

６　対話文読解
⑴ Ａ 　 Ａ の前の会話では，デイビッドの紹介と彼が日本に留学していたことを述べているので，文脈より

「私はコウジからあなたのことを聞いていました。」が適切。イが正解。
　　Ｂ 　 Ｂ の直後に five months と 5 か月かかったことを述べているので，「それを作るのにどのくらいかか

りましたか」が適切。ウが正解。
⑵ デイビッドの最後から 2 番目の発言で，「ボクたちのロボットは多くのボールを集められる」，最後の発言で

は，「ロボットにはたくさんのボールを一度に取るために大きなシャベルがついていて，速く移動できる。」と
述べているので，ウが正解。

⑶ デイビッドの最初から 3 番目の発言で「いろいろな国からの 16 チームがある～」とあるので，イが正解。ま
た，コウジの最後の発言で，「ボクはロボット制作にプログラミングが使われているとは知らなかった」とあり，
デイビッドのプログラミングの話を聞いたあとにプログラミングが大切なものであることを知ったので，エも
正解。

（対話文の和訳）
コウジとサユリがイベントホールでの国際ロボットコンテストで，デイビッドと話をしている。

コウジ　　： サユリ，こちらはボクの友だちのデイビッドだよ。彼は，ここに国際ロボットコンテストのために来
たんだよ。彼はハワイのロボットチームメンバーの一人なんだ。彼は以前日本で勉強したことがある
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んだよ。
デイビッド： こんにちは，サユリ。ボクは 2 年前日本語を勉強するために日本に来て，コウジの家に 6 か月滞在

しました。
サユリ　　： こんにちは，デイビッド。あなたのことはコウジから聞いています。
デイビッド： そうですか。ここには他の国からのたくさんのロボットがあります。コンテストの前に行ってそれ

らを見てみましょう。

彼らはイベントホールを歩き回りました。

サユリ　　： まあ，どのロボットも異なって見えるんですね。
コウジ　　： 国際ロボットコンテストでそれらのロボットは何をするの？
デイビッド： ロボットには持ち時間が 3 分あって，ボールを集めて箱に入れるんだよ。異なる国からの 16 チーム

があって，それぞれのチームが独特なロボットを作ったんだよ。チームは自分たちのロボットが最
も多くのボールを集めると勝つんだ。それぞれのメンバーがすぐれたロボットを作るのに懸命にが
んばるんだ。

サユリ　　： すべてのロボットは異なるのね。見て！　中国のチームがそこにいるわ。彼らのロボットには 4 本
の足があるわね。とても独特ね。

コウジ　　： デイビッド，君は君たちのロボットを作るのに何をしたの？
デイビッド： プログラミングさ。ボクたちのロボットはプログラミングのおかげで，ボールを多く集められて，

速く走れるんだ。
サユリ　　：プログラミングですって？　私たちは学校で学びました。
コウジ　　： ボクはロボットを作るのにプログラミングが必要だとは知らなかったよ。それを作るのにどのくら

いの時間がかかったの？
デイビッド： ボクたちはロボットを作るのに 5 か月かかった。ボクたちのロボットを見てよ！　ロボットにはた

くさんのボールを一度に取るために大きなシャベルがついている。それは速く移動もできるんだ。
ロボット制作はとても楽しいよ。ボクたちは友だちと作業する仕方も学ぶことができるんだよ。

７　長文読解
⑴　第 2 段落では，鳥や動物たちも私たちのように彼らの言語を使って意思疎通が図れることが述べられているの

で，ウが最初にくる。第 3 段落，4，5 行目では，母鳥がヘビを見つけると，また違う音を発し，ヒナが巣から
飛び出すことが述べられているのでイが 2 番目にくる。第 4 段落では，シジュウカラが come here, dangerous, 
safe, food の意味を持つ異なった音を単音で，または組み合わせて使っていることが述べられているのでエが 3
番目にくる。よって野生動物による問題が発生していることが述べられている第 5 段落がアで最後にくる。

⑵　第 5 段落の 1，2 行目には，「私は父の話を聞いたとき，とてもおどろきました。シジュウカラは自分たちの
言語を使って意思疎通が図れる」とあるので，He was very surprised because he didn’t know that tits have 
their own language.  （彼はとてもおどろいた，なぜなら彼はシジュウカラが自分たちの言語を持っていること
を知らなかったからだ）などとする。

⑶　アは「シジュウカラは他の鳥にエサを取りに来るように知らせるためにＡとＤの音を使うことができる。」で，
第 4 段落に書かれている内容と一致する。イは「シジュウカラのひなは，彼らの天敵が巣にやって来たときに，
いつも巣に隠れ続けている。」で，第 3 段落に母鳥がヘビが来たことを知らせる音を出すとひなは巣を飛び出す
とあるので誤り。ウは「シジュウカラのひなは，母鳥によるＤ音を聞いたとき，巣を飛び出す。」で，第 4 段落
にはＤ音は「食べ物」を意味すると書かれているので誤り。エは「シジュウカラは，いくつかのいろいろな音
を使うので，危険なものを避けることができる。」で，第 3 段落に書かれている内容と一致する。オは「シジュ
ウカラはひなに互いに意思疎通をするために，10 の単語を教える。」で，シジュウカラがひなに教えるのは言
葉ではなく音なので誤り。

⑷　（When we understand） a language, we’ll know other people better.  I want to learn English more to know 
people from different countries.  「私たちが言語を理解するとき，他の人をよく知るでしょう。私はいろいろな
国々の人々を知るために，英語をもっと勉強したいです。」などが考えられる。
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（長文の和訳）
私が子供のころ，猫や犬を見に仕事をしている父を訪れるのが好きでした。父は獣医でした。父は猫や犬の世話

をするときにいつも彼らに話しかけていました。私は，「動物は自分たちの言葉がないから，人間の言葉は理解でき
ないよ」と言いました。すると父は私に「興味深い話をしてあげよう」と言ってくれたんですよ，リョウヘイくん。

「言語は私たちにとって大切な道具だ。科学者はいくつかの鳥や動物は，私たちのように彼らの「言語」を
使ってお互いに意思疎通が図れるということを学んできた。それらの鳥や動物は他のものと意思疎通を図るため，
単音や，いくつかの音の組み合わせを発生させるんだ。

シジュウカラも自分たちの言語を持っている。彼らは，他のシジュウカラに，気を付けるように知らせるため特
別な音を出す。彼らの天敵は猫，犬とヘビだ。特に，ヘビはとても危険なんだ。犬が巣にやって来ると，母鳥は気
を付けるようにと音を出す。シジュウカラのヒナは身動きせず，巣の中で隠れつづける。でも，母鳥がヘビを見つ
けると，また違う音を出す。すると，ヒナたちは巣から飛び出すんだよ！ヒナたちは，彼らの母鳥が「ヘビだ！」っ
て言うのが分かるんだね。ヒナたちは，その違う音を聞き，それが同じ意味ではないことも知っているんだよ。

シジュウカラは他の音も出して，いろいろな意味を持つ 10 以上の組み合わせを作る。例えば，シジュウカラが
他の仲間に，「ここにおいで」と言いたいとき，彼らは異なる音を出す。それを「A」音としよう。「B」音は「危
険だ」という意味だ。「C」音は「安全だ」で，「D」音は「食べ物」という意味だ。それぞれの音には単純な意味
があるが，シジュウカラはいくつかの音を組み合わせて使うことによって，長い文を作ることができるんだ。例
えば，シジュウカラは A 音と D 音を聞くと，エサを取りに来るんだ。」

私は父の話を聞いたとき，とてもおどろきました。シジュウカラは自分たちの言語を使って意思疎通が図れる
んです。他の鳥や動物はどうなのでしょう。私はそのことを知りたくて飼育員になりました。それで，私は動物
園で実習見習いとして働くことを決めました。言語はお互いを理解するのにとてもすぐれた道具です。私は鳥や
動物がお互いに意思疎通を図るやり方を知りたいと思います。今日では野生動物が町にやってきて多くの問題を
起こします。もし私たちが鳥や動物の言語を学んで，理解すれば，私たちは彼らと意思疎通を図ることができる
かもしれません。私はそのことについて何かを発見できるのを楽しみにしています。

８　英作文
例　If the girl sees the website, she will know more about traditional Japanese songs by seeing pictures.  She 

may like them more and want to visit Japan to learn traditional Japanese songs in the future.  「もしその女の子
（スミス先生の友人の娘）がウェブサイトを見たら，彼女は写真を見ることで日本の伝統的な歌についてもっと知
るでしょう。彼女はそれらをより好きになり，将来，日本の伝統的な歌を学ぶために日本を訪れたいと思うかも
しれません。」などとする。

「英語の放送を聞いて答える問題」台本

　ただいまから，放送を聞いて答える問題を始めます。問題は，1 番～ 4 番まであります。それぞれの問題の英文
や英語の質問は 2 度放送されます。

　1 番は，絵を見て答える問題です。これから，№ 1 と№ 2 について，それぞれ 2 人の対話と，対話に関する質問
が流れます。質問に対する答えとして最も適切なものを，それぞれＡ～Ｄの中から選びなさい。では，始めます。
№ 1

A: I saw you at the fruit shop yesterday, Saki.
B: Did you?  I went there to get two bananas and an orange yesterday.
A: Did you get them all?    
B: No.  There weren’t any bananas, but I got three apples, too.   

　質問します。  What did Saki buy at the fruit shop?  
　繰り返します。 



― 5 ―

L Ｇ3－1

№ 2
A: Hi, Mike.  What do you usually do on weekends?
B: Well, I usually play baseball on Saturdays.  I have played it for three years.  Do you like sports?  
A: Yes.  I played tennis last year, but I started learning the guitar this summer.  
B: Really?  I have wanted to play it for a long time.  Can you teach me next weekend?  
A: Sure.  I’ll be free next Sunday.  Let’s practice together.  

　質問します。  What will Mike do next Sunday?
　繰り返します。

　2 番の問題に移ります。次の図は，中学生の Akihiro が自分の町を紹介するために使ったものです。これから，
Akihiro が自分の町について英語で紹介します。それを聞いて，次の図の Ａ ～ Ｃ に当てはまるものとし
て最も適切なものを，それぞれア～エの中から選びなさい。では，始めます。 

　Hi, everyone.  Today, I’ll talk about our city, Takano City.  Takano is famous for apples.  Summer is not good 
for apples.  But, in Takano, it’s not so hot in summer.  In fall, there are many sunny days but it’s cold at night.  
Takano’s apples are good for making apple cake.  There are 55 cake shops in Takano City, and each shop has 
its own special apple cake.  Why don’t you find your favorite apple cake when you visit our city?

　繰り返します。

　3 番の問題に移ります。これから，ある中学校の阿部先生（Mr. Abe）と，留学生の Nataly の会話が流れます。そ
れに続いて，その内容について，№ 1 ～№ 3 の 3 つの質問が流れます。それぞれの質問に対する答えを，ア～エの
中から選びなさい。では始めます。

Nataly: Do you often use the Internet, Mr. Abe?  
Mr. Abe: Yes.  I sometimes use it to get new books.  It’s very useful.  
Nataly: I often use the Internet to talk with my family in Australia.   

Mr. Abe: The Internet is very useful, but we need to be careful.  We often use it for a long time.     
Nataly:  Yes, I think so.  Sometimes, when I talk with my sister on the Internet, I forget to do other 

important things.  My sister likes to watch movies on the Internet, but it’s not easy to stop.
Mr. Abe: People need to know about good things and bad things when they use the Internet.   

　質問します。
№ 1　What does Mr. Abe do on the Internet?
№ 2　Why does Nataly need to be careful when she uses the Internet?
№ 3　What do people need to know about the Internet?

　繰り返します。

　4 番の問題に移ります。これから，中学生の Natsumi と留学生の George の対話が流れます。Natsumi が 2 度目
に発言する部分で次のチャイムを鳴らします。（チャイム音）あなたが Natsumi なら，このチャイムのところで何と
言いますか。対話の流れに合うように内容を考えて，英語で書きなさい。では，始めます。

George: My mother thinks that students should go to school six days a week.  
Natsumi: I like the idea.  I agree.  
George: Why do you like it?  

Natsumi: （チャイム音）
George: That’s true.  

繰り返します。

以上で放送を終わります。適宜，次の問題に移ってください。


