
受験対策講座 英語 No21 

 

大問１ 次の問１から問９までの英文を最も適切な表現にするには，(   ) 内のどれを用いたらよいか。なお，

問６から問８は対話文である。（各 5 点×8=40 点） 

（１） We ( ア have イ had ウ give エ gave ) a lot of rain in July last year. 

（２） One of my friends ( ア lives イ lived ウ living エ live ) in Tokyo now. 

（３） This flower is (ア pretty イ as pretty ウ prettier エ the prettiest ) as that flower. 

（４） Many languages ( ア is spoken イ is speaking ウ are spoken エ are speaking ) in Australia. 

（５） Sachi asked her father ( ア go イ went ウ going エ to go ) to the museum with her next 

Sunday. 

（６）Ａ : Whose bag is this? 

 Ｂ : ( ア It’s Keiko’s. イ Keiko is. ウ Keiko does. エ She is Keiko. ) 

（７）Ａ : ( ア When イ Why ウ How エ Who ) did you go to the concert? 

 Ｂ : I went there by train. 

（８）Ａ : May I help you? 

 Ｂ : ( ア Speaking. イ I agree. ウ I’m just looking. エ You’re welcome. ) 

 

大問２ 次の英文を読んで，あとの問１～問７に答えなさい。（60 点） 

Shogo is a high school student.  He studies English hard because he hopes to go to college in Australia.  

He loves the country and the people there.  Two years ago, he visited Sydney and stayed with the Howell family.  

The family had three members, Mr. Howell, Mrs. Howell and their child, David.  David was as old as Shogo. 

On the first night of his stay, Shogo gave David a jigsaw puzzle.  He said, “This is a present for you.  Look 

at the picture on the package.  It’s a famous bridge in my town.”  David said, “Thank you, Shogo.  I like jigsaw 

puzzles very much.  Wow, the bridge looks very beautiful.  Is this a wooden bridge?”  Shogo answered, “Yes, 

it is.  It has five beautiful arches.  In spring, many people come to my town to enjoy looking at cherry blossoms 

and the bridge.  By the way, David, we’re going to visit the Sydney Harbour Bridge tomorrow.  You told me 

about it in the e-mail, right?”  David answered, “Yes.  Our bridge also has a beautiful arch but it’s made of 

steel.  It’s seventy-five years old this year, and we’ll have a special event tomorrow.  More than 200,000 people 

will walk across the bridge!  We’ll（  A  ）them.”  Shogo said, “Great!  I can’t wait!” 

The next morning, Shogo went to the Sydney Harbour Bridge with David, Mr. Howell and Mrs. Howell.  

They took a train because there were so many cars on the roads.  When they got off the train, they saw a lot of 

people.  All of them were walking to the bridge.  Shogo was surprised and said, “So many people!”  “Yes.  

People in Sydney love this bridge very much,” Mr. Howell answered.  Before walking across the bridge, everyone 

got a yellow cap as a present.  Each cap had a number “75” on it.  Shogo and the Howell family put their caps 

on and started to walk.  “①I ( visit  have  to  wanted  bridge  this  always ),” Shogo said.  “I’m glad to 

hear that,” David said.  Suddenly Mrs. Howell said, “Look, Shogo!  We’ll get a nice view here!”  Shogo said, 

“Wow, I know that famous building.  It looks really beautiful against the sea.”  Then Shogo asked in English 
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one of the people walking across the bridge to take a picture.  “Sure,” the person answered and took a picture 

of Shogo and the Howell family.  They started to walk again.  Some people around ②them were also taking 

pictures.  Other people were singing songs and dancing.  “Everyone is enjoying walking across the bridge,” 

Shogo said.  “Yes.  People in Australia enjoy life.  We like events very much,” David answered. 

Shogo stayed at the Howell’s home for a week, and it was too short for him.  Australia is a big country and 

he wants to       Ｂ      .  So he hopes to go to college in Australia.  He sometimes gets e-

mails from David.  They’re still good friends.  Shogo hopes to visit the Sydney Harbour Bridge again with 

David. 

（注） college 大学 Sydney シドニー（オーストラリアの都市） 

 jigsaw puzzle ジグソーパズル package 箱 bridge 橋 

 wooden 木製の arch アーチ cherry blossom 桜の花 

 the Sydney Harbour Bridge シドニーハーバーブリッジ（シドニーにある有名な橋） 

 be made of～ ～でできている steel 鋼鉄 event 行事 

 put～on ～を身に付ける view 風景 against ～を背景に 

問１ 次の (1) ・ (2) に対する答えを，日本語で書きなさい。 

(1) デイビッドが省悟からもらったプレゼントの箱には，何の写真が印刷されていましたか。（10 点） 

 

(2) 省悟とハウエルー家は，シドニーハーバーブリッジヘ行くために，なぜ電車を使ったのですか。（10 点） 

 

問２ 本文中の （  A  ） にあてはまる最も適切な語を，次のア～エの中から選びなさい。（5 点） 

ア build イ carry ウ join エ use 

問３ 本文中の下線部①が意味の通る英文になるように（  ）内の語を並べかえなさい。（5 点） 

問４ 本文中の ②them はだれを指していますか。本文中から抜き出して書きなさい。（5 点） 

問５ 次の (1) ・ (2) に対する答えを，英文で書きなさい。 

(1) Why do many people visit Shogo’s town in spring?（5 点） 

 

(2) Did Shogo want to stay in Australia longer?（5 点） 

 

問６ 次のア～エの中で，本文の内容に合っているものを１つ選び，その記号を書きなさい。（5 点） 

ア David didn’t know how to enjoy doing jigsaw puzzles very much. 

イ The Howell family enjoyed looking at a picture of cherry blossoms. 

ウ It was exciting for Shogo to see many cars on the roads near the station. 

エ Shogo knew the Sydney Harbour Bridge was loved by the people in Sydney. 

問７ 本文中の       Ｂ       にどんな英語を補えばよいと考えますか。あなたが考えた英語を書

きなさい。（10 点） 

 

 

  



受験対策講座 英語 No21 解答 

大問１（１） イ （２） ア （３） イ （４） ウ 

（５） エ （６） ア （７） ウ （８） ウ 

大問２ 

問１ (1) 省悟の町にある有名な橋 (2) 道路は車で混雑していたから。問２ ウ 

問３ have always wanted to visit this bridge 問４ Shogo and the Howell family 

問５ (1) Because they enjoy looking at cherry blossoms and the bridge. (2) Yes, he did. 

問６ エ 問７ learn many things about it 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

解説 

大問１ 

（１） last year とあるので、過去形の had を選択する。 

（２） One of my friends は単数形、now で現在。動詞は３人称単数現在のため、s をつけるので lives. 

（３） as があるので、as・・・as「同じくらい」を考える。 

（４） 主語が複数なので、are を用いて「話される」の意味になるので、are spoken を用いる 

（５） ask には①尋ねると②の頼む、の意味がある。今回は②で ask 人＋to「人に~するように頼む」の意味。 

（６） 誰のバックですか？という問いに対して。所有者を表すのは所有格のため、“Keiko‘ｓ”を選択する。 

（７） 返答は by train「列車で」とあるので、手段を問う“How”を選択する。 

（８）May I help you？「いらっしゃいませ」に対する答え。ここでは I’m just looking.「見ているだけです」 

 

大問２ 和訳 

 省悟は高校生です。彼はオーストラリアの大学に行くことを望んでいるので、英語を一生懸命勉強しています。

彼はその国とそこの人々が大好きです。2 年前に、彼はシドニーを訪れ、ハウエル家に滞在しました。その家族

は 3 名の家族がいました。ハウエル氏、ハウエル夫人、その子供のデイビットです。デイビットは省悟と同じ年

でした。 

 彼の滞在の初日に、省悟はデイビッドにジグゾーパズルを与えました。彼は言いました。「これは君へのプレゼ

ントだよ。包み紙の絵を見てごらん。それは私の町の有名な橋だよ。」デイビッドは言いました。「ありがとう省

悟。ぼくはジグゾーパズルが大好きなんだ。わぁ、その橋はとてもきれいに見えるね。これは木製の橋なの？」 

省悟は答えました、「そうだよ。それは５つの美しいアーチがあるよ。」と。春には、多くの人々が桜の花と橋を

見て楽しむために、私の町に来るんです。ところで、デイビット、僕たちはシドニーハーバーブリッジに明日行

く予定だよね。デイビットは答えました。「そうだよ。私たちの橋も美しいアーチがあるよ。でもそれは鉄ででき

ているんだ。今年で（作られて）75 年になり、明日特別な行事を予定しているんです。200,000 人以上の人々が

橋を歩いて渡る予定です。私たちは彼らに（A 参加する）のです。」省悟は言いました。「すごい！待ちきれない

よ。」 

 次の日の朝、省悟はシドニーハーバーブリッジにデイビッド、ハウエルさん、ハウエル夫人と共に行きました。 

道路にはとても多くの車があったため、彼らは列車に乗りました。列車から降りたとき、多くの人々を見ました。

彼らすべてが、橋に向かって歩いていました。省悟は驚いて言いました。「なんて多くの人なの。」「ああ、シドニ

ーの人々は、この橋がとても好きなんだ。」ハウエル氏は答えました。橋を渡る前に、全員に黄色い帽子がプレゼ

ントされました。各キャップには「75」という数字がありました。省悟とハウエル一家は帽子をかぶって歩き始

めました。「ぼくばいつでもずっとこの橋を訪れることを願っていたんだ。」省悟は言いました。「それを聞いて

うれしいよ。」とデイビッドは言いました。突然、ハウエル夫人が言いました。「省悟見て。ここならいい景色が
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見れれますよ！」省悟は「わあ、僕はあの有名な建物を知っているよ。海に映えて本当に美しく見えるね。」それ

から省悟は英語で、橋を渡っている人々の一人に写真を撮るように頼んだ。 「もちろんです」とその人は答え、

省悟とハウエル家の写真を撮った。彼らは再び歩き始めました。②彼らの周りに何人かの人々も写真を撮ってい

ました。他の人たちは歌を歌ったり踊ったりしていました。 「みんな橋を渡るのを楽しんでいます」省悟は言い

ました。「はい。オーストラリアの人々は人生を楽しんでいます。私たちはイベントが大好きです」とデイビッド

は答えました。 

 庄吾はハウエル家に一週間滞在しましたが、彼には短すぎました。オーストラリアは大きな国であり、彼は

（  B   ）したいと考えています。だから彼はオーストラリアの大学に行きたいと思っています。彼は時々 デ

イビット からメールを受け取ります。彼らは今でも良い友達です。 省悟 は、デイビットと再びシドニーハー

バーブリッジを訪れることを望んでいます。 

復習問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

次の日本語は英語に、英語は日本語に直しなさい 

① 訪れる（ visit ） ② 滞在する （ stay ）  ③ ３人家族でした。The （   ）（   ）three members. 

④ 贈り物（ present ） ⑤ 絵・写真 （picture）  ⑥ 有名な （ famous ）  ⑦ bridge （ 橋 ） 

⑧ ~に見える（ look ） ⑨ wooden （木製の） ⑩ 春 （ spring ） ⑪ cherry blossom （桜の花） 

⑫ ところで （ by  ）（ the ）（ way ） ⑬ 明日 （ tomorrow ） ⑭ tell の過去形 （ told ） 

⑮ 鉄でできている。 It’s（ made ）（ of ）steel．⑯ ~以上の （more ）（than ） 

⑰ get off （~を降りる）   ⑱ たくさんの （ a ）（ lot ）（of ）   

⑲ （人が）驚いて （surprised  ）  ⑳ 黄色の （ yellow ） 

㉑ 野球帽のような帽子（ cap ）   ㉒ それぞれの・各 （ each ） 

㉓ Suddenly （ 突然 ）    ㉔ view （眺め・景色） 

㉕ against （~に向かって・~に対して）  ㉖ around （周りの・周囲の） 

㉗ still （ 今でも・静止した ）   ㉘ もう一度 （ again ） 

＜長文記述問題の解答法＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

① 設問をよく読み、探すべき単語（キーワード）を見つける 

② 本文中からその単語を探す 

③ 下線部を引き、文法に忠実に直訳する。その際に、代名詞は名詞に直すこと（He→デイビットなど） 

④ 条件に合わせて解答する。（なぜか→~だから。/どんなことか→~なこと） 

 

問１（１）：答えの中心文の発見し、和訳する。※He が誰かを示すこと。 

 Look at the picture on the package.  It’s a famous bridge in my town. 

    →＜STEP１＞和訳 

     ＜STEP２＞解答作成 

  （２）：They took a train because there were so many cars on the roads. 

    →＜STEP１＞和訳 

     ＜STEP２＞解答作成 

 

① visit  ② stay  ③ The （ family ）（ had ）three members. ④ present ⑤ picture ⑥  famous 

⑦ 橋  ⑧ look ⑨ 木製の ⑩ spring ⑪ 桜の花 ⑫  by the way ⑬ tomorrow ⑭   told  

⑮ It’s（ made ）（ of ）steel．⑯ more than    ⑰ ~を降りる  ⑱  a  lot  of    

⑲ surprised   ⑳ yellow  ㉑ cap  ㉒  each  ㉓ 突然  ㉔眺め・景色） 

㉕ ~に向かって・~に対して ㉖ 周りの・周囲の ㉗ 今でも・静止した ㉘  again  



 

 


