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のあとの数字は,中3文法編のまとめのぺージのチエツクの番号に対応しています。
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グレード1・2 の復習テト(1)

問川教える②話す(3)仕事

④建物,ビル(ディング)⑤親

⑥助言,忠告⑦遅い,遅く

(8)本当に⑨ Understand

(10) dream (11) address

(12) student (13) slowly ⑭ feel

⑮ toni宮ht (16) fly (17) remember

(18) coffee

③ 5 複数形のParentSで「両親」の意味
問(1) sea ② thoU目ht (3) 1ife

④ dead (5) be廿er (引 French

圃① You wi" have to go to the party

tomorrow.

(2) My sister went to ltaly to study music.

③ l have[has]t0の未来形はMⅡhave
t0 で表す

2 目的を表す副詞的用法の不定詞。

囲 a) famnies

②彼らは 2,3 か月前に日本から(アメリカ)

合衆国へやって来ました。

③ in ④イ(5)ウ

⑥ took ⑦ heard

考え方③ 1 <子音字①十y>で終わっているので,
y を iにかえて, eS をつける。

(3) be interested in ~で「~に興味が

ある」。

④形容詞的用法の不定詞。

(5) popular は more, most で比較級・

最上級を作る。

P.4 ・ 5
ここでは,野球とフットボールではどちらが人気

があるんだい」

「フットボールだよ見ててとてもおもしろい

よ。太郎,きみは今までフットボールの試合を見

たことあるの?」とボブが言いました

「テレビでだけなんだ」

「じゃあ,来週ほくのお父さんがきみをフット

ボールの試合に連れて行ってくれるよ。彼はフッ

トボールが大好きなんだ」とボブは言いました。

それを聞いて太郎はとてもうれしくなりまし

た

グレード1・ 2 の復習テスト(2)

囲川野菜②~なしで

③お金④海⑤辞書

⑥去る⑦乗客,旅客

⑧道路⑨ enjoy ⑩ food

(11) send (12) reach[arrive]

(13) find ⑭ animal (15) open

U6) tomorrow (17) room (⑧ Visit

問① easily ② Se11

(3) daughter ④ Sat ⑤ P.m.

太郎は合衆国の中学校に通っています。彼は二

ユーヨーク市の近くの小さな町で,家族と住んで

います彼らは2,3か月前に日本から合衆国へ

やって来ましたお父さんはニューヨーク市にあ

る日本の会社に勤めています。

日本にいたとき,太良Ⅲまテレビでフットボール

の試合を見ましたとてもわぐわくしました彼

は今フットボールに興味があります

この前の水曜日,カフェテリアで太良Ⅲよいちば

んの友だちのポプに話しかけました

「ボブ,ちょっと質問したいことがあるんだ。

驚いて逃げてしまいました。ああ,うまくいった。

ほかの動物を驚かすのは最高だ」と,その若いオ

ウムは思いました。彼の声はますます大きくなっ

ていきましたそれで,山の動物たちはみんなそ

の声からいっしょに逃げました。ちょうどそのと

き,若いオウムはライオンの声を聞きました。大

きいライオンが彼のほうに向かって来ているのだ

と彼は思いました「ああ,ライオンがおれをつ

かまえに来る助けて!助けてU。でも,彼を

助けてくれるような友だちはいませんでした。彼

はひとりぽっちでしたそれでそのオウムは山か

ら飛んで逃げました。

あとになって,若いオウムはその話を年寄りの

オウムに話しました。年寄りのオウムはほほえん

で舌いました。「おまえは自分自身の声のこだまを

聞いただけだよ。いいかい,ほかの動物たちを驚

かしてはいけないよ。そんなことをするのをやめ

ないと,友だちはみんないなくなっちゃうよ」と。

グレード1・ 2 の復習テスト(3) P.8 ・ 9

⑥ late

問川 I was not lookin目 at your picture

then.

(2) There waS Ⅱttle snow on the 宮round

a few days a宮0.

考え方③①過去進行形の文。thenなどの副詞
は,特に強調する以外は文末に置く。

②(a)1ittle は数えられない名詞に,

(a)feWは数えられる名詞に使う。 aが

ないと「ほとんど~ない」の意味になる

問 a) old ② think

(3)もしそんなことをするのをやめないと,友

だちはみんな去ってしまいますよ。

④アXイX ウ0 IX

考え方③ 3 Stop ~ingで「~するのをやめる」。
4 ウ第2段落の最後の4行の内容。

全訳

考え方《1) a 「何人の日本の生徒たちがブルーレ

ーク高校の生徒たちの家族のところに滞

在していますか」が質問の意味。英文2

イテ目参旦買

山)「真由美はその町についてどう感じ

ていますか」が質問の意味第2段落の

後半部分参照。

(C)「日本人生徒はブルーレーク高校で

の特別授業で何をするつもりですか」が

質問の山、味第3段落の第2文参照。

(d)最後の文参照

昔,山に若いオウムがいました。彼は動物の声

をまねるのが大好きでした。

ある日,彼はライオンの声をまねました彼の

周囲にいた何匹かの動物は,これを聞いてとても

囲川教育②安全な

(3)ふれる,さわる④選ぷ

⑤衣服⑥まちがった⑦信じる

⑧十分な⑨ Chance (10) world

(11) part ⑫ health (13)目arden

(14) money (15) invite (16) pond

(17) problem (18) daU宮hter

問① knoW ② earlier

(3) broke ④ far ⑤ Woman

(6) hour

考え方《》(2) early の比較級は earlier
⑥ 60秒は 1分で,60分は 1時問

囲① She didn't look happy this

mornln8.

(2) 1 Was surprised to hear that.

考え方《》①形容詞(happy)は10okのあとに。
②この文のto~は「~して」の意味で,

原因や理由を表す副詞的用法。

圃(a)ア(b)ウ

(C) They wiu[They'川 talk about their

Scho011ife in Japan.

(d)(ブルーレーク高校に)電話をかけて,問い

合わせる。

(至亟)

2

みなさん,こんにちは今日は,日本から来て

いる高校生についてお話ししましょう。1人の先

生と13人の生徒たちが私たちの町を訪れていま

す彼らがアメリカに来るのは今回が初めてです

生徒たちは,ブルーレーク高校の何人かの生徒た

ちの家族のところに滞在しています。プルーレー

クでは,午前中は英語を勉強します午後は,ス

ポーツをしたり,町の人たちと日本の文化につい

て話したりしています。

さて,その日本の生徒たちの1人,真由美さん

について話しましょう。彼女は,サリ ベイカ

ーと彼女の両親のもとに滞在しています。私たち

は昨日,私たちの町の生活についてたずねるため

に彼女を訪ねました。「ここに来たとき,私の生

活は楽なものではありませんでしたでも,今は

すぱらしいものですこの町のすべてのものに私

はとても興奮しています!ここの人たちはみな

私にとてもよくしてくれます私を見かけると,

いつもほほえんでやあとかこんにちはと言っ

てくれますそんなときは私もほほえみ返してこ

んにちはと言います。私はこの町が大好きなの

です」

明日,ブルーレーク高校で特別授業があります

日本の高校生たちがその授業に参加して,日本で

の彼らの学校生活について話す予定です。その授

業に参加したけれぱ,ブルーレーク高校に電話し

てたずねてください。

全訳



^(i)対話文①
0包今度の日曜日

S証PI・3の解説 .... ......

haveto ~:主語が3人称・単数のときはhas

to ~となる。

Worry : Don't worry.で「心配しないで」の意

味でよく使われる。

. be going to ~: be は,主語に合わせる。

athome:この表現ではhomeの前にa も the

もつけない。

Ihope ~: hopeのあとに接続詞の thatが省

かれてぃる「~であることを望む」→「~だと

いいな」ということ。

1'd は Iwould の短縮形rd love to ^

Would Ⅱke to ~とほぼ同じ意味で, wantto

~の控え目な表現になる。

See you then.:「そのときに(また)お会いし

ましょう」ということ。 then の代わりに on

Surldayなどの具体的な日にちなどがきてもよい

その他

●game:ここでは「試合」の意味だが,遊びなどの

「ゲーム」の意味にも使うことができる。

● little sister:欧米では必要なとき以外は

Sister, brother だけではっきりと言わないが,

区別するときは,「妹,弟」は Sjster, brother

の前に「小さい」を意味する little をつける

● Then l'11Come to y0Ⅱr house at one o'clock.:

自分が相手の人のところに「行く」場合は,ふつ

う g0 ではなく Come を使う

こんにちは,太郎昨日は何をしたの?

S証PI・3の解説.

<)get up :getの過去形がgot
early:時問的に「早い」の意味で,スピードが

「速い」には fast を使う。 early, fast ともに副

詞にも形容詞にも使うことができる。

after:本文では前置詞としての用法だが,接

続詞としても使うことができる。

have a 痕ood time : good の代わりに nice や

WonderfU1が使われることもある。

You are ri宮ht.:right は「正しい」の意味の形

容詞。

(HOW) did yoU 宮o to the park(?)囲①

@ a expect) you had a 宮ood time(.)

②@クキ ウオ コ

劃劉刻③ a) O HOWのあとに, 般動,可過去

の疑問文の語順を続ける。

@ had a good time がひとまとまり

had はhave[has]の過去形。

Some ~ others._の構文。(2)

公園がきれいでなかったので「悲し

い」と考える。

否定文の「~も」は e北her。

Ithink so.で「そう〔そのように〕考

えます」の意味。英文12行目の oh,isthat

SO?も同じょうに考える。

Somethingを修飾する形容詞的用法

の不定詞にする

耕司は日本の高校生です。彼は電話でジョンと

話しています。ジョンは,ニューヨークの高校生

で,昨年3か河問耕司の学校で勉強しました。

ジョン:もしもし?

耕司:もしもしこちらは耕司です。ジョンさん

をお願いしたいのですが。

やあ,耕司。ジョンだよ。わあ昨年日ジョン

本を雛れてからずっと話してないね。どうかした

の?

耕司:いい知らせがあるんだニューヨークを訪

ねるつもりなんだ。

本当に?いつだい?ジョン

耕司:今度の夏だよ。ニューヨークで英語を勉強

するんだ。

ぼくの家はニューヨークの近くだよ。ぽジョン

くの家に来られる?

耕司:ああ。学校へ通うまでに少し自由時問があ

るんだきみの家に泊まっていいかい?

ジョン:ええ,どうぞまた会うことを楽しみに

していますよ。

ということ。

④(田英文9行目参照。

化)英文10行目参照。

トム:なお子,今度の日曜日の午後の予定は何か

ありますか。

なお子:日曜日の午後ですか?いいえ,ないわ。

トム:ええと,野球の試合のチケットが2枚ある

んだぽくといっしょに来てくれるとうれしいん

だけど

なお子:ぜひそうしたいわでも,午前中は妹の

世話をしなけれぱいけないの

トム:心配ご無用ですよ。その試合の開始は2時

ですから。

なお子:カンペキね。それなら行けるわよ。

トム:よかった。試合の前にいっしょにお昼を食

べられるかな?

なお子:ごめんなさいお昼は家で妹と食べる予

定なの

トム:わかった。それじゃ,1時にきみの家に行

くよそれでいいかい?

なお子:ええ。ありがとうじゃあね (至亟)

(至亟》

P.14 ・ 15

囲① todo

②しかし私は午前中妹の世話をしなけれぱいけません。

(田その(野球の)試合は(午後の)2時に始まるから。

④{a}(she wi" have lunch) At home[At her

house].

(b)(He w"1 目o there) At one (0'clock).

到劉刻③(1)今度の日曜日の午後の,1画〔予定〕
は何かありますか」→「今度のU曜Πの午

後に何かすべきことがありますか

③試合は21時に始まるので,午前中は

妹の世話をしていいから,心配しないで,

その他

●he110:電話で使うと「もしもし」の意味

● Yes, please.:「ええ,どうぞ」「はい,お願い

します」の意味。どちらの意味になるかは,前

後関係による。

R13の解答

圃川工

② 2 1e什@宮oin宮

(3)イ

劃劉刻但)①かかってきた電話の受話器を取り上
げたジョンに「ジョンさんをお願いしま

す」と言っている場面。直後のThisis

John'にも注意しておこう。

継続の現在完了形の接続詞Since②

内の時制は過去になる。 be going to

~のgoing を補う。

③アジョンと耕司は今年話をしてい

ない。イ「耕司はこの夏のニューヨー

ク訪問について,ジョンに伝えるために

彼に電話をした」ウニューヨーク訪

問の目的は家族に会うためではない

その他

●What did y0Ⅱ do yesterday?: did は疑問文

を作るためのものだが,あとのd0は一般動詞

で「する」の意味

●bybus:byは交通手段を表すものあとに続く

乗り物にはa も the もつけない。

●the park was notso clean:この文のS0は「そ

んなに,それほど」の意味の副詞。

● the places people visit : people visit という

文がうしろからPlaceSを修飾している人々

が訪れる→場所」となる。0回電話で

....... SI PI・3 の解説 ......

くDThis is ~.:電話で「そちらは~さんですか」
にも thiS を使い,1Sthis ~?とする。

くDsince:接続詞としても,前置詞としても使う。
接続詞の場合はあとに主語と動詞がくる。

<Ξ>news:発音に注意。「ニュース」ではない。
<亘>before :since と同じように,接続詞にも前

置詞にも使う。本文は接続詞としての用法

】o on the phone :前置詞に on を使うことと,

the をつけることに注意する。

11 May lspeak to ~?: Mayの代わりに Can

を使うこともある

13 Stayat ~:at を使うのはあとにホテルや家

などの建物がくる場合で,人がくる場合には

Mth を,地名がくる場合はin を使う

10ok foNard to ~:t0 は不定,可を作るため

のものではなく,前置詞なので,~に動詞がく,

る場合は動名詞にして使うなお,この表現は

進行形にして使うことが多い。

全訳

P.12 ・ 13

メアリー

0回きれいな公園



太郎:朝早く起きて,1時間英語を勉強して,そ

のあと家族と公園にピクニックに出かけたんだ

メアリー:公園にはどうやって行ったの?

太郎:ええと,バスで行ったんだ。

昨日はいい天気だったから,きっと楽メアリ

しかったでしょうね

太郎:そう昼食後に,妹とバドミントンをした

んだお父さんとお母さんは木の下にすわって,

ぽくたちを見ていたんだ公園にはほかの人もい

つぱいいたんだお昼を食べている人もいれぱ,

スポーツを楽しんでいる人もいたよ。でも,公園

がそれほどきれいでなかったので,とても悲しか

つたんだ。公園中がごみくずでいっぱいだった

メアリー:あら,そうなの。アメリカの公園にも

きれいでないのがあるわ。

太郎:本当?みんなが訪れる場所は大事にしな

いといけないね

メアリー:私もそう思うわ

太郎:公園をきれいにするためにはぼくたち一人

一人が何かをすべきなんだね

その通りだわメアリ

Sunday(S).のこと。

●What do you do?:直訳すると「あなたは何を

しますか」となるが,ふつうこの表現は相手の

職業をたずねる言い方になる。

R19の解答

囲(1) 0 私の上司が私に,明日の朝(会社に)来

てくれと頼みました

2 そこに着くにはどれくらい(の時問が)かかりま

すか。

I would [should]I have②

(b) Yes,is(3)(a) NO, doesn't

劃劉あ③ 1 ~ to ._で「~に・・・するようask

に頼む」の意味

③(a)「緑さんは日曜日はたいてい働

いていますか Notusua11y.とある。

化)「緑さんはジャーナリズムに興味が

ありますか」。・で始まる文の内容

から考える。

え,試しましたよ」となる。

●f0Ⅱnd :find(見つける)の過去(分詞)形。

●' 1.J▲

圃 a)イ②目et ③イ

④でも彼は,お母さんが洗濯口ープにかけた洗っ

た衣服に向かっていつも跳びはねるんです。⑤ア

劃劉方1③(2) get-got-got[gotten]と変化する。
③ butがあることと,次の行で「彼女

〔お母さん〕にほえるのですか」とあるの

で,「母はそうではない」となる doesn't

のあとに like Nm (very much)が省略

されている

(4) washed は ClotheS を修飾する過去

分詞。省略されている関係代名詞の先行

詞がthe washed clothes。

⑤このあとの最後の行までの内容か

ら,よくない状況を読み取る

7

0回犬の訓練 P.16 ・ 17

.... slfpl・3 の解説●.. ..

2 fa11:葉が落ちることから,名詞で「秋」の意味

にも使う.

7 train :「列車,電車」のtrain とつづりも発音

も同じ。

8 What'sthe matter Mth ~?: Mth ~が省

略されることもある

12 Clothes : cloth だけだと[k1δ:田の発音で,意

味も「布」になるので注意

その他

●oneday:ふっう過去の「ある日」に使われるが,

未来の「ある日,いつか」の意味にも使われる

● bark at,jump at, shout at:at はいずれも「~

に向かって」の意味で,方向や目標を表す。

●try [trai]:「試す,やってみる」の意味。

Yes,1 did.● Didn't you try my idea?

否定疑問文の答えは,答える内容が肯定なら

Yes,答える内容が否定なら N0 を使う。日本

語の「はい」「いいえ」とは一致しない。「私のア

「し、し、イディアを試さなかったのですか」

P.18 ・ 19
たのお仕事は何なの?

ナンシー:記者よ。東京イプニングニュース社に

勤めているの。

緑:あら,ほんと?手厶はずっとジャーナリズム

を勉強したいと思ってたのよ。いつかそれについ

てあなたと話したいわね

ナンシー:いいわよ

緑:では,帰りたくないけど,遅くなってきてい

るし,明日仕事もあるし。

ナンシー:日曜日に働くの?

緑:いつもじゃないのよ上司が明日の朝来てく

れって頼んだのよ。月曜日に重要な会議があるん

だって

ナンシー:あら,帰らなければいけないなんて残

念だわところで,あなたのお仕事は何なの?

緑:成田空港近くの商事会社に勤めているのよ。

ナンシー:本当?ここからはずいぶんあるわね。

どうやって行くの?タクシー?

緑:いいえ,バスよ。

ナンシー:どれくらいかかるの?

緑:ううんと,1時問くらいよナンシー,あな

ぐ室原入

ホワイト氏は犬の訓練が得意です。ある日トム

がホワイト氏を訪れます。

トム:ひと河前に犬を手に入れましたぼくはそ

の犬が大好きなんですが,お母さんはそうではあ

りません

ホワイト氏:どうして?きみの犬がどうかした

の?彼女に向かってほえるの?

トム:いいえでもお母さんが洗濯口ープにかけ

る洗った服にいつも跳びつくんです。それで洗濯

物が落ちちゃうんです。お母さんが犬にどなると

いうわけです

ホワイト氏:いい考えがあるよ。とても簡単。バ

スタオルを洗濯口ープにかけて待つんだきみの

犬がバスタオルに跳びついたらしかるんだ。

トム:とてもいい考えですねやってみます。

2,3日後,トムは再ぴホワイト氏に会いにや

つて来ます

ホワイト氏:うれしそうじゃないね私の考えを

試さなかったのかい?

トム:いいえ,試しましたとても厳しくしつけ

たんですでも今日,また服が地面にあるのをお

母さんが見つけたのですバスタオルだけが洗濯

ロープに残っていたんです。

P.20 ・ 21

0伺髞

全訳

S作 1-3の解説...

くDlate:ここでは形容,可 getlate で「遅くなる」
の意味で,1ate は補譜になっている

n would liketo ~:英国では Would の代わり

に Should も使う

15 Sometime : some time と 2言吾でもイ吏う。

その他

● Not usua11y.:1 do not usua11y work on

{n}まとめのテスト①
囲御会議,集会②会社

③落ちる④考え,アイディア

⑤衣服(6)~の下に〔の,を,ヘ〕

⑦切符,チケット⑧難しい

⑨ t0目ether (10) important

(11)宮round (② a宮ain (13) clean

(14) shout (伺 Worry 46) visit

⑰ free ⑱ Plan

考え方《》(9)アクセント together に注意。
(16)「訪問」の意味の名詞にも使う。

乞問御 early ②容ot (3) sunny

④ hour (5) think (6) near

考え方③①・(6)反対の意味を表す形容詞。
③名詞形と形容詞形 Sunnyはnが重

なることに注意。

⑤動詞の過去形と原形。

3囲(1) 1 had to take care of my sister

yesterday.

② Did you have a 目ood time in New

York?

考え方@) 1 ~しなけれぱならなかった」は
haveto ~の過去形を使う。「~の世話を

する」は take care of ~。 yesterday は

文頭でもよい。

(2) have a good time(楽しい時を過ご

す)の過去の疑問文になる。

'圃御 力ア

②⑧(can) you cook(?)

⑥(vvhat) do you wantto eat(?)

⑥(1S) it near here(?)

③(1) 0 次の行のlt's not so popular
を参考にする。@ 2行あとのlhearで

始まる文を参考にする

(2)④次の行のIcan't cook weⅡを



参考にする。①次の行のI want

を参考にする。①次の行でeat

いて行ける」とあることから考える

たくや:おなかがすいたけど,お母さんは外出中。

ボプ:ぼくもおなかがすいた料理できるの?

たくや:ああ,でもうまくないよ出かけて何か

食べようか何が食べたい?

ボブ:ラーメンかピザが食べたいなきみはどう?

たくや:ぼくはラーメン

ボブ:わかったそれはよさそうだね。

たくや:ラーメンは日本でとても人気があるんだ

アメリカではどう?

ボブ:それほどじゃないねぽくの町には1軒だ

けしかラーメン店はないよ

たくや:日本にはラーメン店が何軒あるか知って

るかい?

ボブ:いや,知らない。きみは知ってるの?

たくや:ああ日本には4万軒ほどのラーメン店

があると聞いてるよ。

ボプ:わ~おそんなに多いの?どこかおいし

いラーメン店知ってる?

たくや:うん,知ってる先週いいのを見つけた

んだ

ホブ:この近くかい?

たくや:そうそこへは歩いて行けるよ。そこへ

行ってみるかい?

ボブ:ああおなかすいたさあ,行こうぜ!

(至璽)

(至璽》

to

「歩

すのにも役に立つ」からほぼ同じ内容を

言っていると考えて,「私もそう思いま

す」がよい。

④期間の長さをたずねるにはhow

10ng。「雄太の家族は正月にはこたつに

どれくらいの問いますか」「ほとんど1

日中います」

(5)関係代名詞が省かれている。you

Should remember がone thing を修飾

する形にする。

⑥英文19~21行目の内容をもとにする

マイクと雄太は学校から家に向かって歩いてい

ます。

マイク:今日は寒いね。

雄太:そうだね。冬が来ましたね。今日の授業は

どうでしたか。

マイク:だれかが授業中にこたつについて話しま

したぼくはそれに興味があります

雄太:こたつですか?今日私の家で見られます

よ

マイク:本当ですか?それはすごいやわくわ

くしちゃう

マイクと雄太は家に帰り着きます

雄太:これがわが家のこたつですよ,マイク。

マイク:わあこたつを見るのはこれが初めてで

す使い方を教えてください

雄太:簡単ですよスイッチを入れて,中に入る

だけマイク,こっちに来て

マイク:ああ,暖かいですね,それに床にすわる

のはすてきですね

雄太:それはきみには特別のことなんですか。

マイク:そうですふつうアメリカ人はそんなこ

とはしませんー・それで,こたつではどんなこと

をするのですか

雄太:すわって話すだけ。それに,タ食後にはい

つもここでお茶を飲みます。

マイク:ほかには?

雄太:そうですね,お正月にはこたつに入ってー

日中いっしょにテレビを見ます。また大いにおし

やべりもします

マイク:なるほど家族の人たちと話すのは大切

ですからねこたつでは家族の人たち同士の会話

0}まとめのテスト②
囲①③イ⑥工

ア四ウ②

(3)〔伊」〕 This is my first time to see a

k0始tsu./ 1 haven't seen a k0始tsu before.

④ How long

(5) one thin合 you should remember

(6) communication amon宮 family members

考え方@)(1)④ be interested in ~で「~に興
味がある」⑥ thatは床にすわること

を指す。 usuaⅡyで始まる文の内容と合

わせて考える。

② 0 「本当ですか?」と言っている場

このあとの「こたつはもっと話面。

く至璽)

が簡単にできるのですね

雄太:そう思いますこたつはもっと多く話すの

に役立つのですああ,もうーついいことがあり

ますここで宿題をすると,私を手伝ってくれる

だれかを必ず見つけることができます

マイク:それはいいね家族全員がお互いに助け

合うことができるというわけですね。

雄太:そうですね。こたつについていいことを見

つけてきました。でも,マイク,あなたが党えて

おくべきことが1つありますここで眠るとかぜ

をひいてしまうということです

(乞')対話文②
@イi]宇宙と人工衛星 P24 ・ 25

P22 ・ 23

.. S証PI-3の解説....

<1>C011ege : go to scho01 と同じように,「大学
に行く」は go to c011ege a は不要

くDsame:反対の意味を表すのはdifferent
<1>sometimes :sometime(いつか)とi昆同しな

秋夫:音楽ですでも,ぼくが子どものころ父が

宇宙について話してくれたことがありました。彼

は,ぼくたちが科学を勉強するのは大切なことだ

と言っていました

ジョン:ぽくもそう思いますぼくの理科の先生

も同じことを言ってましたぽくはときどき空を

見て宇宙について考えます宇宙にはほくたちが

理解できないことがいっぱいあります。今,宇宙

にはたくさんの人工衛星が飛んでいます。

秋夫:それは知っています。でも,そこでどんな

ことをしているのですか。

ジョン:ぽくたちをいろんな而で助けてくれてい

ます。たとえば,人工衛星がすばやくニュースを

送信してくれるので,家にいて外国のニュースを

見朋きできます。ほくたちは人工衛星を世界平和

のために使うべきだと思います

^タクシー P26 ・ 27

Waitin宮 for a taxi.

ア(3)イ

(1)「~を待つ」は Waitfor ~。

②ア「本当ですか?」イ「あなたはど

うですか」ウ「お手伝いしましょうか」

エ「それはどんなことでしたか」

③過去の開始時点を表すのはS血Ce

その他

● lthink so.:S0 は「そのように,そう」の意味で,

目的語のように使われている。

●forexample :「たとえば」の意味。

●Should :「~すべきである」の意味の助動詞。

R25の解答

圃① Children ② for

(3)(1t has) many thin目S we can't

Understand(.)

④人工衛星はとても速くニュースを送ってくれる

ので,手厶たちは家にいて外国からのニュースを聞い

たり見たりすることができます

(5) He wants to study science (at c011e容e).

劃劉あ③ 2 1tis._ to ~.の構文。不定詞の意
味上の主語は, for 一を to ~の前に。

⑤英文1~2行目参照。

秋夫:大学に行ったら何を勉強したいですか。

ジョン:ええと,科学を勉強したいと思っていま

す宇宙に味があって,それについての本をた

くさん読んできました。きみは何に興味がありま

すか

ブラウン:やあ,小川さん。お出かけですか。

小川:ええ。タクシーを待っているところです

駅へ行くんですよ

プラウン:あ,そうなんですか 2,3週問前に

タクシーに乗るとき新しい経験をしました

(至亟)

S荘PI・3の解説. ......

Station : police station で「警察署」, fire

Station で「消防署」の意味になる。

a few ~:a feWのあとには,数えられる名

詞の複数形が続く。

● hit :過去(分詞)形も同じ hit。

その他

●曹o out:「出かける,外出する」の意味。

●Did you?:直前の文を受けて, Did you (have

a new experience when ...)?ということ。

●nexttime :「今度(は),この次に(は)」の意味

,'..,'.

圃(1) 1 am[1'm]

②@エ

劃劉刻@)

こ、
つよ ι、し



小川:そうでしたかどんなことですか。

ブラウン;タクシーのドアを開けようとしたとき

びっくりしました私がさわる前にドアが開いた

んですもう少しで脚にぶつかるところでした

小川:本当ですかでも,どうしてそれが新しい

経験なんですか

ブラウン:アメリカのタクシーには自動ドアがつ

いていないのです私たちは手でタクシーのドア

を開けます

小川:ああ,知りませんでした

ブラウン:英国でもタクシーのドアは同じです

小川:タクシーのドアでさえほかの国では違うの

ですねブラウンさんは日本に来てから多くのこ

とを学んだのですね私のタクシーが来ました

今度あなたの経験を聞かせてくださいではまた

ブラウン:それでは

トム:ラーメンは日本人に人気があるの?

健:そう,日本ではとても人気があるんだよ。

トム:きみは毎日ラーメンを食べるの?

健:いいや,ときどきだよ気に入ったかい?

トム:ああ,すぱらしくおいしいよ

健:もっとほしい?

トム:ああ,ラーメンは大好きだよ 10杯だって

食べられるよ。

健:本当に?じゃあ,もっと食べようよ

トム:そうしよう。でも,お金は足りるの?

健:だいじょうぶ。

トム:ぼくはあまり持ってないよ。

健:心配しなくていいよ。お金はいらないよ。

トム:どうして?

健:この店には特別なルールがあるんだラーメ

ン5杯食べれぱ,お金は払わなくていいんだ

@回ラーメンは好きですか

... S証PI・3の解説.....

more:この文のmore は代名詞としての用法

で, wantの目的語になっている。

Ca11:<CaⅡAB>で,「A をB と呼ぶ」の意味

' pay :過去(分詞)形は Paid

その他

●amon宮:「~の間で」の意味の前置詞。ふつう3

人〔3つ〕以上について使う

●don't have to ~: have to ~が「~しなけれ

ぱならない」の意味で,その否定文になる「~

しなくてもいい」の意味になる

R29の解答

圃0工@キ@ア オ

5 イ

劃劉あ③ア「はい,それはすぱらしいです」
イ呼厶は十分なお金を持っていません」

ウ「あなたは今朝朝食を食べましたか」

エ「私たちはそれをラーメンと呼んで

います」オ「それではもっと食べまし

よう」カ「いいえ,私はラーメンは好

きではありません」キ「あなたは毎日

ラーメンを食べるのですか」

S証PI・3の解説........

4 eluoy ~ing : enjoy の目的語に不定,可はなれ

ないので,~ing形(動名詞)を使う

5 丘Sh :複数形も同じ形のfish

6 hour:発音に注意 h は発音せずに, our(私

たちの)と同じ発音になる

11 Why don't you ~?:「~しませんか,~し

てみてはどうですか」の意味。

14 Seal:「アザラシ」の意味に使うことも多い。

R33の解答

圃①ウ② Why

(3)(順不同)ペンギン,アシカ

劃劉あ③ 1 ジャックが,アシカの最初のふれあ
いタイムを見たと言って,それが11:00

に始まっていること。その後昼食を食べ

Π

P28 ・ 29 e伺それはゆかたです P.30 ・ 31

........ slfpl・3 の解説... ....

hope :1hope (that)~で「~だといいな」の

意味を表すことが多い。

Here you are.:何か物を手渡すときの表現。

ほぼ同じ意味でHereitis.とも言う。

May l ~?: Mayの代わりの Can を使うとや

やくだけた言い方になる

a Mndof~:kind は名詞で「種類」の意味。

その他

●Thank y0Ⅱ for having me, Mr. Davis.

thank you for ~ing で「~してくれてありが

とう」の意味。

P.31 の解答

囲①0力@イ@エク

② Ca11ed

劃刻あ③ a) O Niceto meetyou.と言われた
ら, Nice to meet you(,) too.で応答

する。@「ちょっと待ってください」→

「プレゼントがあります」→「はいどうぞ」

(至璽》

B>の形になる。この文ではAがthiSで,

B がa "vukata"になる。

デイビス氏:やあ,直美さん。はじめまして

直美:こちらこそはじめまして私を受け入れて

くださってありがとうございます,デイビスさん。

デイビス氏:どういたしまして合衆国へは今回

が初めての訪問になりますか

直美:いいえ。今回は2 回目になります。ああ,

デイビスさん,ちょっと待ってくださいあなた

へのプレゼントがあります。はい,どうぞ

デイビス氏:おお,ありがとう。開けていいかい?

直美:ええどうぞ。気に入ってくださるといいの

ですが。

デイビス氏:ああ,着物ですね。私は日本の着物

が大好きなんです。

直美:デイビスさん,これは「ゆかた」と呼ぱれま

す暑い季節向けの着物の一種です。

デイビス氏:これはいいや。今の季節にピッタリ

ですね着てみましょう。

直美:ええ,もちろんです。

数分後

デイビス氏:直美さん,どう見えますか?

直美:とてもすてきですよあなたの写真を撮り

ましょうか?

デイビス氏:ええ,そうしてください

P32 ・ 33

トム:健,

健:ラーメ

{a}まとめのテスト①

C室顧一)

P.36 ・ 37

これの名前をもう一度教えて。

ンて吾うんだよ

(至亟》

川本当に②必要とする

いっしょに④親しい,友好的な

最初の,一番目の⑥払う,支払う

十分な⑧特別の

Popular ⑩ Wonderful

Station (12) C011e目e[university]

Sky (14) understand

World (16) sometimes

たり魚を見て約1時問。これからイルカ

のふれあいタイムに行くという場面。そ

のイルカのふれあいタイムがあと10分

で始まるのだから,現在は13:30の10分

前の13時20分ごろになる

③ジャックは,午後3時30分に水族館

を出るので,イルカの15時30分は間に合

わないほかの2つは,14:30と15:00か

ら始まり,約20分続くのだから問に合う

という流れ。@「暑い季節向けの着物

の一種」→「いいですね。この季節にピッ

タリです。着てみましょう」の流れ。

0 「写真を撮りましょうか」→「はい,

お願いします」の流れ。

②<CaⅡAB>の受動態は,くA iscaⅡed

ジャック:すみませんが,どこでイルカのふれあ

いタイムに参加できますか。

和雄:イルカですか?ほくもそこに行くところ

です。始まるまで10分ありますいっしょに行き

ましょう。

ジャック:ああ,ありがとうございます

和雄:どういたしましてところで,ほかの動物

のふれあいタイムには参加したのですか

ジャック:ええ,アシカの最初のふれあいタイム

に参加しましたそのあと昼食を食べたり魚を見

て 1時問ほど楽しみました。ですから,ほかの2

つはまだ参加していません。

和雄:それらはおもしろいですよ。ですから,ペ

ンギンのふれあいタイムも参加してみたらどうで

すか。

ジャック:もちろんですぺンギンのふれあいタ

イムに参加してみようと思、います・・・それともう

一度アシカのふれあいタイムにもでも,それが

参加できる最後のものになると思います。今日の

午後3時半にはここを出発しなければならないか

らです

和雄:そうなんですか。わかりました楽しい時

問を過ごせればいいですね。

0伺水趣で

問
3
5
7
9
"
袷
朽



⑰ fish ⑱ join

問① hour ② Children

(3) second ④ more

(5) countrieS ⑥ Worried

囲① Vvhere did you enjoy playin目

tennis?

(2)、Nhy don't you come to the party

toni号ht?

考え方③①「~して楽しむ」はenjoy ~ing
(2)「~しませんかはWhy don't you ~?

4囲(1) we ca11it a "hashioki"

②それは(値段が)いくらですか。

③① first ② name

③ Parents

考え方③①<SVOC>の文。 027
②値段をたずねるHowmuch

③鈴木さんのおかげで,私は買い物を

楽しむことができました。今日私は「は

し置き」を買いに行きました。先週ある

和食店で初めてそれに気がつきました。

私はその名前を知りませんでしたが,彼

女がそれは「はし置き」だと教えてくれま

した。私の親の2人ともそれを気に入る

でしょう。ありがとうございました

ジェニー:これはとても美しいわ,それに値段も

気に入ったわ。2つ買います。

鈴木さん:ありがとうございます。

{a}まとめのテスト②
圃(1)③ October b NO,isn't

②1オ 3ア 4工

(3)① money 2 you

④始め:many 終わり:Japan

⑤・英語が上達すること。

・英語を話すのが楽しくなること。

⑥ウ

考え方③①④英文3行目参照。①「美咲
はインターネットを使うことについての

スピーチを書いていますか」が質問。

② 0 オ「それは何ですか」@ア

「とても時問がかかります」 0 工「心

配しないで」

⑥対話文の最後で,

Can talk about that

ことに同意している。

その他

●the nextday:過去のある日から見た「その翌日」

は the next day と,ふつう the をつける。

,''.

囲① September ② Club @ first

④ Country

劃劉あ③問題文の訳文は次のようになる

あなたは①旦四_の第2週に私たちの宇校
へ来て,柔道部を訪れました私たち
@ンー

鈴木さん:いらっしゃいませ。

ジェニー:探しているのは・ー,あのう,テーブル

ではしを置くときに使われるものなのですが小

さくて役に立つものです。

鈴木さん:「はし置き」ですね

ジェニー:「はし置き」ですか?

鈴木さん:ええ,日本語ではし樋き」と呼んでい

ます

ジェニー:そう,わかりました先週和食店でテ

ープルの上にあるのに気づいたんです。それが何

なのかわかりませんでしたが,かわいいなと思い

ましたそれでいくつかを父と母にあげようと計

画しているんです

鈴木さん:それはいい考えですね。いくつかお見

せしましょうはいどうぞ。

ジェニー:まあ,これはすぱらしいわ。おいくら

ですか。

鈴木さん:700円です。

@{回さようなら, 日本

S 壬PI-3 の解説......

I smile :名詞で「ほほえみ」の意味にも使う。

better:副詞WeⅡ(上手に)の比較級にも使う。

became : become(~になる)の過去形。

Understood : understand は「理解する,わ12

かる」の意味

(至亘)

P38 ・ 39

ストに参加するのですか?

美咲:ええ。手厶は今ぺットについてスピーチを書

いているところよ。私はタマつてネコを飼ってい

て,彼女は私の家族の一員なの。でも,日本では

多くのぺットが捨てられて動物収容施設で死んで

いるのよそれが私を悲しませるの。それで私は

生徒のみなさんに自分たちのぺットについてもっ

と考えてほしいと思っているのです。

洋介:それは大事なことですね。スピーチを書く

のは大変ですか?

美咲:ええ。とても時間がかかるわ。本を読んだ

り,ペットに関する問題をネットで検索したりし

なければいけないの。でも,楽しみながらやって

るわ。

健:洋介君,もしきみにいい話題があったら,コ

ンテストに参加してみたらどうだい?

洋介:でも,ぼくの英語はよくないし。

ブラウン先生:心配しなくていいですよ。コンテ

ストのあとは,きみの英語がよくなっていて,英

語を話すのが楽しくなっていますよ。

洋介:わかりましたやってみましょう。ぽくは

毎月ボランティア活動をしていますから,それに

ついて話すことができます。洋介:こんにちは,ブラウン先生何をしている

んですか

ブラウン先生:やあ,洋介君健君のお手伝いを

してぃるんだよ彼は 10月にあるコンテストの

スピーチの練習をしているんだ。

洋介:健君,スピーチではどんなことについて話

すつもりなんだい?

健: TABLE FORTW0 つて知ってる?

洋介:いや。何ですかそれは?

健:もしレストランのメニューから TABLE

FOR TW0の食事を注文すると,いくらかのお

金が貧しい国々のおなかをすかせた子どもたちの

ための学校の昼食を買うのに使われるんだそれ

にまた,きみが注文する食事もカロリーが高くな

いんだ

ブラウン先生:今豊かな国の人の中には食べすぎ

の人もいますが,世界には十分な食べ物が手に入

らない人たちもとても多くいますそれで,こう

いった食事が豊かな国と貧しい国の両方で人々を

助けているわけです

洋介:わかりました美咲さん,あなたもコンテ

(至璽)

洋介が, S0 1
..,

と言って参加する

.......

劃刻あ③①英文2~4行目から④はmusic。4
~6行目から⑥は Sports。 6~ 8行目か

ら⑧は the lnternet。フ~ 9行目から①

は Tv and movies。最後の 2文から⑩)

はStudying。(⑧は該当するものがない)

②工「『音楽』は生徒たちの問で『スポ

ーツ』ほど人気がない」はまちがい。

12

ある中学校で,生徒たちが「あなたが最も興味

があることは何ですか」という質問に答えること

を求められました。グラフは彼らの同答を示して

います。音楽はすべての生徒たちの問で最も人気

があります。男子生徒と女子生徒のほぼ同数が,

音楽に興味があると言っていますスポーツも人

気のある回答ですしかし,男子生徒のほうが女

子生徒よりもスポーツに興味があります女子生

徒の11パーセントしかスポーツはおもしろいと答

えていません。男子生徒の同じハーセントの人た

ちがインターネットに興味があります。しかしな

がら,女子生徒の24パーセントがインターネット

はおもしろいと思っています。テレビと映画は男

子生徒に人気があります。男子生徒の18パーセン

トがテレビや映画に興味がありますが,女子生徒

は男子生徒ほど興味がありません男子生徒・女

子生徒ともにおもしろいと思う人が同数のものが

ーつありますそれは勉強です

セクション

@回何に懸ある?

...... slfpl・3 の解説..

くDpopular:比較級・最上級はmore, most を
使う。

丘nd:<findA B>の形で, rA がB だとわかる

not as ~ as ,.:否定文ではnotso ~ as

となることもある

Internet :ふつう the lnternet と the をつけ

て使う

学校・友だち

(至亟》

その他

● There is one thin菖 that the same number ...

thatは目的格の関係代名詞で,先行詞はone

thing 動詞 find の目的語で, interesting が

補語になる

●",ノ.

囲①ウ

②工

P.42 ・ 43

P.如・ 41

4
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はいっしょに柔道をけいこして本当に楽

しかった「健太が日本人の@'壁翅里友
だちになった」と聞いてぼくはとてもう

れしかったですあなたは自分の国の
」」④_

カナダへ帰らなけれぱならないのでぽく

は悲しいてすまたすぐに会えれぱいい

ですね

みなさん,こんにちは。今日私はみなさんにさ

ようならを言わなけれぱなりません。日本を出発

する前に,私は日本の友だちについて話したいの

です

私は9月の第2週にこの学校に来ました。私は

日本のスポーツに興味を持っていました。それで,

ここでの最初の日に柔道部を訪れました。

部の数人の生徒たちが私にあいさつしたとき,

私は「こんにちは」と言いました。でも,そのあと

話を始めることができなくて,ただ彼らを見てい

るだけでした。

10分ほどあとに健太がやって来ました。彼はほ

ほえんで「ぼくの名前は健太です。あなたは柔道

が好きですか。いっしょに柔道をしましょう」と

言いました私はとてもうれしかったです

練習を通して健太は私の日本人で初めての友だ

ちになりましたクラブのあと私は健太に「日本

でもっと友だちを作るためにぼくは日本譜を話す

べきだろうか」とたずねました健太は「ええと,

きみはそんなことは心配しなくていいよ。よりょ

い意思、伝達のためにぼくはいつもほほえんでから

話を始めるようにしているんだ」と言いました

その翌日,私はほほえんでから人々と話を始め

るようにしました。彼らは私をよく理解してくれ

て,私はたくさんの友人を作りました。私は健太

から大切なことを学びました

明日,私は祖国のカナダへ帰らなけれぱなりま

せん。私は本当にこの地で楽しい時間を過ごしま

した。ありがとうございました

(至璽)

その他

●There are people ar0Ⅱnd you who can .,

先行詞(people)と関係代名詞(who)が離れ

ている。

●You wi111earn many thin痕S about yourself

Which you ,.:この文も先行詞(things)と関

係代名詞(which)が籬れている。

."!:'

囲①自分の将来を決めるときに,自分自身につ

いて知ることは大切なことです。

②あなたが何に興味があって,何が得意かという

ことと,自分自身についてどれだけ知っているかと

し、うこと。

(3)先生や(両)親や友だち。

④いろいろな方法で自分自身を見つめて,自分自

身について考えようとすること。

(至璽)

{愈}まとめのテスト①

高校を卒業したら,あなたは大学へ行きたいで

すか,それとも仕事につきたいですか

自分の将来を決めるときには自分自身について

知ることは大切なことですあなたは自分が何に

興味があり,何が得意かわかりますか自分自身

にっいてどれだけ知っていますか。これらの質問

に答えてみてください。それは自分自身をよりょ

く知るための手段のーつです。

自分自身をわかるためのもうーつの方法はほか

の人が言っていることを聞くことですあなたの

手助けになる人はあなたのまわりにいますたと

えぱ,先生や,両親や,友だちがいますあなた

が自分自身をわかるのに手助けとなるような役に

立つことを,彼らはあなたにたくさん話してくれ

るでしょう。自分ひとりでは見つけられないよう

な自分自身に関する多くのことを,あなたは知る

ことができるでしょう

最も重要なことは,いろいろな方法で自分自身

を見つめ,自分自身について考えようとすること

ですこうすることで,将来どう生きれぱいいか

わかってくるでしょう

(至亙)

. at that time : atthe tjme ともいう。

. reach:arrive と異なり, at も in もつかない。

' upstairs:この語自体が副詞であることに注意。

その他

●decide to ~:「~することに決めるは decide

to ~で,不定詞の代わりに動名詞は使えない

R47の解答

盛御 Spoke, spoken (2) at

(3)ルミが,イギリスと日本とでは,階数の表し方

が違うのを忘れていたこと〔イギリスでは1階のこ

とを first floor ではなく目round floor というのを

忘れていたこと〕。

④彼女に会うとすぐに,私は自分のまちがいにつ

いて話しました。

劃刻刻③③下線部に続く文に注目する。

^あなたの将来 P.44 ・妬

.. slfpl・3の解説............

' way :in this way (このようにして)という言

い方も覚えておこう。 1囲

③

15

P.48 ・ 49

川数,数字

着く,到着する

私もあなたと同じまちがいをしてしまったわさ

あ,行きましょうか」

あわただしい一日でしたが,とても楽しい時を

過ごしました

新しい英語の先生が私たちの学校にやって来ま

した彼女の名前はエレンで,ロンドンの出身で

すとてもすてきな人で,よく放課後私たちとテ

ニスをします

この前の日曜日に私が通りを歩いていると,だ

れかが私の名前を呼びましたそれはエレン先生

でした彼女は「おはよう,ルミ。こたつを買い

たいのでも日本語がうまく話せないから,いっ

しょに来てくれない」と言いました。私はこれを

聞いてとてもうれしくなりました。でも私はその

ときおじを訪ねなけれぱなりませんでしたそれ

で,11蒔にデパートの「ファースト・フロア」で,

のちほど会うことに決めました。

私は彼女より早くそこに着きたかったので,会

う約束の場所に12時50分に行きました私はいす

にすわって彼女を待ちました

1時15分になりました彼女がどうして遅いの

か不思議に思いましたしかし私が時,十を見てい

る問に,自分のまちがいに気がつきました大き

なまちがいです。イギリスでは 11塔のことはグラ

ウンド・フロアというのです。だから,ファース

ト・フロアというのはエレン先生には日本では2

階になるのです。

私は2階に走って行きました。彼女はそこにい

ました私を探していました。私は彼女に会うと

すぐに手厶のまちがいについて話しました。それか

ら彼女はほほえんで言いました。「ごめんなさい。

^新しい英語の先生 P.46 ・ 47

. S征PI・3の解説. ...........

' arrive :比較的広い場所にはarrivein ~,比

較的せまい場所にはarriveat ~とする。

②物,事

④まちがい,誤り

@{司図訟哘こう

(至璽)

Slfpl・3の解説. .........

dose :[k16UZ]の発音。[k16US]と発音すると

別の語になるので注意。

その他

●thatshows ,.:that は an lD card を先行詞と

する主格の関係代名詞。

●Where you live :「どこに住んでいるか」。問接

疑問の形.動詞ShowSの目的語になっている。

R49の解答

囲イ,オ

劃劉あ③ア日曜日の17時は,第2段落の最後の
2文を参照。イ第2段落の第2文の

内容ウ 2番受付ではなく1番受付。

工 19時ではなく17時オ第3段落

の第1文の内容力絵本についての

,己述はない

P.52 ・ 53

当図書館は,通常火曜日から日曜日まで開館し

ています。開館時問は9時から20時までです。月

曜日と正月のような休日には閉館します。

図書館から借りた本を家で読みたいときは,図

書館力ードを入手しなければいけませんまず,

あなたの名前,轟生日,どこに住んでいるかを示

す身分証明書を持ってこなけれぱいけません次

に,それらを申込用紙に記入しますそうしたら,

それを身分証明書といっしょに1番受付に持って

行きます。申込用紙は火晞日から上曜日までは19

時まで受け付けます。日曜日は17時までです。

家で読みたい本が見つかったら,図書館力ード

とともに3番受付に持ってきてください 2週問

5冊まで借りられます本を返すときは2番受付

まで持ってきてくださいそのときは図書館力ー

ドを見せる必要はありません
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⑤別の,もう1つの⑥決心する,決め

る⑦人気のある⑧~を通して

(9) holiday (10) same (11) show

(12) important (13) practice

(14) often (15) street (16) finish

(17) ansW引(18) useful

問① better ② di什icult[hard]

(3) understood (4) spoke

⑤ Should ⑥ yourself

囲① Vvhat do you wantto be in the

future?

(2) 1 am not interested in your story.

考え方③①将来(に)」はjn thefuture。
2 「~に興味がある」はbeinterested

In ^

問①オーストラリアの人々と会っていっし

よに音楽を演奏できると聞いてうれしいが,英

語をうまく話せないので心配であるというこ

と。(60字)

②0ウ@ア

(3) was excitin宮 for me to

考え方《》①直後の2文をまとめる
② enjoyの目的語は動名詞に

@理由を表す接続詞が入る。

(3) 1t ~ for - to __の構文にする

とを楽しめませんでした。私たちのバンドがうま

く演奏したとは私は思いませんでした。そのメン

バーと演奏したあとで,手厶たちはいっしょに練習

を始めました練習しているときに,彼らの 1人

が立ち上がりました彼は私に「こんなふうに忘、

継ぎをしてみたら」と言いました。ほほえみなが

ら彼は私にどのようにするかを見せてくれまし

たそのメンバーの人たちはとても親切で,音楽

にっいてほかにも多くのことを私たちに教えよう

としてくれました。私は彼らが何を言いたいのか

理解することができました彼らがときどき身ぶ

りを使ったからです緊張感はなくなりました。

私たちは30分間彼らと練習しましたそのあとも

う一度いっしょに音楽を演奏して,前よりうまく

いきました彼らといっしょに演奏するのはわく

わくすることでした

このことを通じて,音楽は人々をうちとけさせ

るということを私は学びました。音楽をいっしょ

に演奏することは外国の人たちと友だちになるよ

い方法だと私は思います.

私はプラスバンド部の部員で,トランペットを

吹いていますある日,私たちが練習を終えたと

き,青木先生が手厶たちに「オーストラリアのメル

ボルンが私たちの姉妹都市であることを知ってい

ますか。その市立プラスバンドが来刃私たちの市

にやって来ますそのうちの何人かのメンバーが

わが校を訪れて,いっしょに演奏してくれます」

と言いました外国の人たちといっしょに音楽を

演奏するのは私は初めてでしたそこで,私は2

つの述った気持ちを抱きました。彼らに会ってい

つしょに音楽を演奏できると聞いてうれしかった

のですでも,英語がうまく話せないので心配で

した

その日がやって来ました市立プラスバンドか

ら5人のメンバーが音楽室で私たちに加わりまし

た私たちが最初に彼らと音楽を演奏したとき,

私はとても緊張しました。トランペットを吹くこ

(至璽)

{a}まとめのテスト②

いて話しました。ジェーンは「なぜ日本の生徒は

学校をそうじするのですか。私には理解できませ

ん私の国では生徒はふつうそんなことをしませ

ん」と言いました。幸子は「そうね,2年前に私が

経験したことをあなたにお話ししましょう。そう

じにつぃて私がよく思っていなかったときに,あ

る先生が私に2つのことを話してくれましたま

ず,学校は学ぶための多くの機会を私たちに与え

てくれる場所であるということ。もう 1つは,そ

うじをすることはそういう機会を与えてくれたこ

とに対して学校に感謝する手段の1つであるとい

うことです。私はいつも彼女の言葉を覚えていま

す」と言いました。ジェーンは幸子に「あなたはそ

うじが好きなのですか」と言いました。幸子は「え

えその先生の言葉を聞いたあとには,私はしぱ

しぱそうじの時問に幸せになります。生徒たちが

そうじすることによって学校に感謝することは大

切なことだと私は現在考えています。だから,私

たちはそれをそうじすべきなのです」と言いまし

たジェーンは「あら,私はそんなことを考えた

とはなかったわ」と言いました。それから,ジ、^

エーンはそうじの時問中幸子と一生けんめい働き

ました

Ⅱ月に,幸子の学校では,生徒全員が学校のま

わりのごみを集めていました幸子は「ジェーン,

もっとごみを集めに向こうのほうに行きましょ

う」と言いました。ジェーンは「もちろんよ。あな

たからそうじについて新しいことを学んだから

ね今度は,ほかの場所もそうじしたいわ」と言

いました。幸子は「すばらしいわ!」と言いました。

ある金曜日の午後,ジェーンが学校から家に歩

いて帰るときに,通りに空き缶を見つけました

そのとき彼女は立ち止まってその缶を集め始めま

したジェーンを見つめていた老人が「こんなこ

とをしてくれてありがとう。あなたはいい生徒さ

んですね」と言いましたジェーンは「私はこの町

が好きだから,こういうことをしているのです」

と言いました。老人は笑顔を見せて彼女を手伝い

始めました。ジェーンは幸せな気持ちになり,ま

すます彼女の町が好きになりました

問(1) clean their scho01

②そうじすることで学校に感謝することは,

生徒にとって大切である。

(3)ほかの場所もそうじしたい。

④ア⑤ウ,カ

考え方⑬①第2段落の第2文を参照
②直前の文を参照。

③第3段落の最後から2つ目の文を参

"召

(4)老人はジェーンをほめているので,

「立ち止まって缶を集め始めた」にする。

⑤ウ第2段落にある内容。

力第4段落にある内容。

P.54 ・ 55

ジェーンは,この前の9月にアメリカから日本

にやって来た生徒です彼女は日本に1年問滞在

する予定です。現在彼女は福岡の中学校に通って

います。学校での初日に,同じクラスの幸子が彼

女に英語で話しかけて,彼女たちは友だちになり

ました。

2日後,ジェーンと幸子は日本の学校生活につ

セクシヨン

0包宿題をしたのはだれ? P.56 ・ 57

Slfpl・3 の解説...........

<亙>oneday:過去の「ある日」の意味に用いられる
ことが多いが,未来の「いつか」の意味にも使う。

14 help ~ with -.:~には人が,ー・には手伝う

ものがくる。

' 物語①

ジョンは10 てした彼はあまりいい生徒では

なく,宿題をするのか好きではありませんでした。

というのは,彼にはひまなときにするおもしろい

ことがたくさんあったからです。しぱしぱ彼は宿

題をしませんでした。また,彼が宿題をしたとき

は,いつもたくさんのまちがいをしました。

ある日,彼の数学の先生がジョンの宿題を見ま

した彼の計算のすべてが正解でした。先生はと

てもうれしくなりましたが,同時にとても驚きま

した彼はジョンを自分の机のところまで呼び出

して,彼に言いました。「今回は 1つもまちがい

がなかったよ,ジョン。どうしたんだい。きみの

お父さんが手伝ってくれたんだね」

「いいえ」とジョンは答えました。「いつもはお

父さんがぽくの宿題を手伝ってくれるのですが,

昨夜は忙しくて手伝ってくれませんでした。それ

でぼくが自分でしなければならなかったんです」

^私のパスボート! P.58 ・ 5

... S託PI-3の解説.. ......

くDleft:1eave は「去る,出発する」の意味。
found :find は「わかる,見つける」の意味

br0Ⅱght: bring は「持ってくる」の意味。

全訳

全訳

16

その他

● by myself : by oneself(自分で)の熟語。

丑57の解答

囲川ウ②ア③工

④ didn't ⑤ free

劃劉あ③①形容詞的用法の不定詞にする。
②ジョンの計算がすべて合っていたこ

とを考える。

④主文が一般動詞の過去形で,肯定文

なので,付加疑問には didn't を使う。



その他

●bytaxi:交通手段を表すbyのあとの乗り物の名

詞にはa も the もつけない。

"'!:J'

囲 a) o back @ where found

name

②イ→ウ→ア

劃劉方1③①@「それはどこにありましたか」
find の過去形が入る。

名前と住所を入手したと考える

ウィリアムさんは列車に乗るために,タクシー

でホテルを出ました。駅に着くと,列車が出発す

るまでまだ時問がいっぱいありました。そこで彼

は英,吾の新聞を買いに売店に行きました。そのと

き彼は自分のパスポートを持っていないことがわ

かりましたどうしていいかわからないので,彼

はホテルにもどって,そのことをそこで働いてい

る人たちに話しました。

それについて彼が話すとすぐに,彼らの1人が

ほほえんで言いました。「はい,ウィリアム様

あなたのためにパスポートをお預かりいたしてお

ります」。「どこにあったのですか」とウィリアム

さんがたずねました「タクシーの運転手さんが

自分の車の中で見つけてくれました。そしてそれ

を私どものホテルへ持ってきてくれたのです」

ウィリアムさんはとても喜びました。彼は,そ

の運転手さんに感謝の手紙を書くために彼の名前

と住所を入手しました。

^いい考え! P.60 ・ 61

(至璽)

昔ジョン・スミスという老人が大きな農場で

息、子たちと暮らしていました。ある日彼は重病に

なって,自分は問もなく死ぬのだということを知

り,忘、子たちを自分の部屋に呼びました

「息子たちょ」彼は言いました。「私はすでに 1

頭の馬をピートに,4頭をディックに,8頭をボ

ジムは馬を買いに友人の農場へ行きました。彼

は若い馬を見て,それに200ドルを払いました。

ジムは,その馬にたくさんの食料を与えて,と

てもやさしくしました物覚えがはやかったので,

彼はその馬に読むことを教えました

2年後,その馬はたいそうななまけ者になりま

した一日中寝ているのが好きで,働こうとしま

せんでした。ある朝,ジムは別の町に行きたかっ

たので,その馬に馬車を引くように叩いました

しかし馬は馬車を引きたがりませんでしたジム

はどうしていいかわかりませんでしたそのとき,

彼のお兄さんが家から出てきました

「よろしい。私にいい考えがある」と彼は言いま

した。彼は1枚の紙を手に取って,こう書きつけ

ました。

どなたかこの馬を買いたい人はいませんか。

犬のいいえさになりますよ

彼はその紙を馬に見せましたその紙を見ると

馬は馬車を引き始めましたそのあとは馬は二度

となまけることはありませんでした

全訳

S託"・3の解説 ......

8 Paid :原形Pay は「払う」の意味

9 a11 day : aⅡ day long ともいう

10 PU11:反意語は Push(押す)

.'::オ'

囲①(a) youn目(b) Yes,was

(C) 1azy (d) Jim'sbrother ②ア

劃刻あ③①仏)英文1行目参照 b 英文3
行目参照。①英文5行目参照。

(d)英文8~ 10行目参照。

②困っているようすを表すのはア「ジ

ムはどうしていいかわかりませんでした」

い男の人でした。彼はつりが大好きでしたが,そ

れを実行する時間がありませんでした。

そんなある夏,彼は休暇を 1週間,山の美しい

場所で過ごすことに決めました。そこにはたくさ

んの小川が流れていました。「そこならけっこう

いいつりができるぞ」と彼は心、の中で思、いました。

彼が着いてから最初の朝に,彼は最寄りの川に

歩いて行きました。水のそぱに年配の男性が立っ

てぃるのが見えました彼はその老人に「この川

で魚をつかまえたら罪になるでしょうか」と言い

ました「いやいや,罪にはならないよでも,

奇跡にはなるでしょうね」とその老人は言いました

0伺牛の醐のしかた P.64 ・ 65

S証PI・3の解説. ........

5 Cut:過去(分詞)形も同じ Cut。

10 die :名詞形は death[dee],形容詞形は dead

[ded]。

0刊罪か奇跡か

........ slfpl・3の解説. ....

I spend :過去(分詞)形は Spent。

9 Practice :名詞で「実行,練習」の意味にも使

われる

】2 beside:S をつけて besideS とすると「さらに」

という意味の副詞になってしまう。

その他

●be ableto ~:未来の文ではMⅡbeableto ~ ,

過去の文では Was[were] ableto ~となる。

,'!:J'

囲①イ②@エ ウ

(3) o holiday(S)@ a什er

@ catch"ver

劃きJあ③(1)先行詞が人なのでWhich は使えな
い。②アは原因を表す副詞的用法。

イは目的を表す副詞的用法。③

接続郡1のa丘er。@次の文のWater

やつりということから判断する

デービッドは大きな都市の会社で働いている若

18

{n}まとめのテスト①

P.62 ・ 63

囲①いっしょに,共に②すでに,も

う③馬④(め)牛{5}ヲK

⑥新聞⑦会社,事務所⑧休日,

休暇⑨ beautiful (10)river

(11) happen (12) farm (13) sick

⑭ Vi"a容e ⑮ Paper ⑯ food

(17) sleep (18) cut

2囲(1) r喰ht ② le什(3) cut

④ free ⑤ found ⑥ driver

3 囲(1) 1 have a friend who has been to

London.

(2) You went to the party, didn't you?

考え方《》① Wh0は主格の関係代名詞。 01
②付加疑問文。 29

問①ウ② from (3) see

④紙の(上)半分には何も描かれていなかった

と、、う点。

(5)ロイの体が小さくて,紙の上まで絵筆が届
(至亙)

ブに与えた。では,牛の2分の 1をピートに,3

分の 1 をディックに,9分の 1をボブに与えよう

その牛をおまえたちで分け合ってほしい。牛を切

断してはならぬ」

その翌日彼は亡くなりました

そのとき,息、子たちはみんなで17頭の牛を持っ

てぃました。彼らがその牛を分けるのはとても難

しいことでした彼らはいっしょに考えに考えま

したが,牛を分けることはできませんでした。そ

こで彼らは村の賢い人のところへ行って「牛の分

け方がわかりません。どうか助けてください」と

言いました。

「あなたたちのお父さんは私にとても親切でし

た」とその賢い人は言いました「私には2頭の牛

がいますそのうちの1頭をあなたたちにあげま

しょう」

息、子たちは賢者に礼を言い,その牛を家に連れ

て帰りました今や彼らは18頭の牛があるので,

牛を分けることができました。ピートが9頭,デ

イックが6頭,ボプが2頭取りました。彼らは牛

を分けた上に,それでもまだ1頭ありました。彼

らは賢者の牛を返すことができました。このよう

にして,だれも何も失いませんでした

ぐ室顧入

P.66 ・ 67

その他

●he was going to die :まわりの状況などから

みて「~しそうだ,~になりそうだ」というとき

にも begoingt0 を使うことができる

●now :過去の文で使うと「今や,そのとき」の意

味になる.

R65 の解答

圃①私はあなたたちにその牛を分けてほしいの

です。

②私たちは牛の配分のしかた〔牛の分け方〕がわか

りません。

two(3)@ nine SIX

劃劉左1③(1) want ~ to .,で「~に・ーしてほし
い」。(2) howto ~で「~のしかた」。

③ 17頭の牛に 1頭足して18頭。その 18

頭の 1/2の9頭をピートに, V3 の6頭

をディックに,ν9の2頭をボブに分け

たのである

19
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かなかったから。

《》④英文10行目参照。
⑤最後の文を参照。

ロイは3歳のときに絵を描き始めました。 5歳

のとき,年輩のおじさんが彼にイーゼルと絵の具

を少しあげましたその少年はとても喜んで,す

ぐに絵を描き始めました

その絵はとても美しくまたおもしろいものだっ

たので,おじさんは大いに気に入りました。彼は

この子はもう少し大きくなると有名になるぞ

そしてそのときには人々はたくさんのお金で彼の

絵を買いたがるだろう」と言いました。

ロイの絵はほかの人のとはかなり違っていまし

たロイは紙の半分にしか描かなかったのです

ある日,おじさんが庭でイーゼルに向かってい

るロイを見て言いました。「ロイ,教えてくれ。,

どうして絵の上半分は描かないんだ」

ロイは「ぽくは小さくて,絵筆があまり高いと

ころに届かないんだよ」と答えました。

全訳

ジェーンはお母さんの笑顔を見たかったので

すそれで彼女はお母さんの慮生日のためにこの

小さな粒を集めたのです

彼女が家に帰ったとき,お母さんは台所で忙し

くしていました。

「今はママにダイヤモンドのことを話したくな

いわ」と彼女は考えました彼女はバッグを持っ

ている大好きな人形を思い出しましたそこで彼

女は自分の部屋に入って,その人形のバッグを見

つけました。

「これはいい場所だわ」と考えました彼女はそ

のバッグの中にダイヤモンドを入れ始めました。

ジェーンがそれを終えたとき,お母さんがジェ

ーンの部屋に入ってきて「ジェーン,何をしてい

るの」と言いました。

ジェーンは驚きましたが,ほほえんで「別に」と

言いました。

「本当?とてもうれしそうな顔をしてるわよ。

どうしてかしら?」とお母さんが言いました

「知らない!」とジェーンは言いました彼女の

お母さんはそのときはそのプレゼントについては

何も知りませんでした

タ方になって,タ食が始まったとき,ジェーン

はそのプレゼントを両手に持ってお母さんのとこ

ろへやって来ました

「お轟生日おめでとう,ママ」と彼女は言って,

自分の手を広げました。「このダイヤモンドをマ

マのために集めたのよ!」

ジェーンのお母さんは,ジェーンの小さな手の

中の小さな粒を見ました。もちろんそれらは本物

のダイヤモンドではありませんでしたでもお母

さんは,それらは本物のダイヤモンドよりもきれ

いだと思いました。

「とってもうれしいわありがとう,ジェーン!」

とお母さんはほほえみながら言いました。

このほほえみのおかげで,ジェーンもとてもう

れしくなりました。

{0},まとめのテスト②
囲川 o ran @ makin容

②ジェーンは,母親のほほえみが見たかった

から。(3)ウ④ア

(5) mother knew nothin目 about the

Present

⑥ happy ⑦イ,エ

考え方③① 0 過去形。@過去進行形
④返答のNothing!に注目する。

ある日の昼食後,ジェーンはひとりで家の前の

公園に走って行きました。彼女は砂遊ぴを始めま

した山を作っている問に,彼女は砂の中にたく

さんの小さな粒を見つけました

「なんてきれいなんでしょう Uとジェーンは言

いました。「これはダイヤモンドだわ!」

彼女はそれらを集め始めました。でも簡単では

ありませんでした。それらはとても小さかったの

です。

「たくさん手に入れなきゃ」と彼女は言いまし

た。「今日はママの誕生日だから。ママにダイヤ

モンドをあげるのU

P.68 ・ 69

(至璽》

14 Wake (~) UP :wake ~ UP で「~を起こす」,

Wak・ UP で「起きる」の意味。

P.71 の解答

囲① 0 あなたにはしなけれぱいけない宿題が

たくさんあります。

@(手厶は)母に私を6時に起こすように頼みましょ

う〔頼んでみるつもりです〕②イ,オ

ヘンリーはつりが大好きで,よく家の近くの川

に行きますときどき夕方暗くなるまでつりをす

ることもあります。彼のお母さんはいつも「あな

たにはしなければいけない宿題がいっぱいあるで

しょうもっと一生けんめい勉強しなくちゃいけ

ませんよ」と言います

ある士曜日の午後,ヘンリーと友だちが家の近

くの川につりに出かけましたが,1匹も魚がつれ

ませんでした。彼らは話し合いましたへンリー

は「あすの朝早く別の川に行こうよ。お母さんに

6時に起こしてくれるように頼んでみる」と言い

ました彼が家に着くとすぐにお母さんが彼に「も

つと早く家に帰って勉強するようにって言わなか

つた?悪い子ね」と言いました。ヘンリーはひ

と言も言えなくて,自分の計画を母親に伝えませ

んでした。寝る前にへンリーは1枚の紙に次のよ

うに書きました。『お母さん,あすの朝6時に起

ヘンリーより彼はそれこしてください

をお母さんの部屋の小さなテーブルの上に置きま

した

翌朝へンリーが目を覚ますと,もう7時半でし

た彼のべッドの近くの小さなテーブルの上に,

1枚の紙を見つけました。彼はその園葉を読みま

した。ヘンリー,起きなさい。もう 6時ですよ。,

^母より

全訳

ビルがまちがっているのだということを,ビルに言

つてくれるようにお父さんに頼みました。

④早起きしたので彼は鳥にとらえられてしまいま

した〔つかまってしまいました〕。

劃刻左1③①妹がいることに注意

(豆)物三、②
@回 6時に起こして

....... SIEPI-3 の解説

Put:過去(分詞)形も Put。

ビルは10歳で,妹が1人いました彼女の名前

はメアリーで,8歳でした。彼女はよい生徒でし

た彼女はいつも学校から帰るとすぐに勉強して,

それから友だちと遊ぶために出かけました。ビル

もそうでした

しかし,少し前に彼は変わってしまいました

学校から家に帰っても全然勉強しませんでした

遊びに出かけることもせずに部屋でテレビを見て

いました。夜遅くに寝て,朝遅くに起きるのでし

た

20

(至璽》

P.70 ・ 71

...

② ei号ht hundred

ある日ビルが帰宅したときお母さんが彼に言い

ました「テレビを見る前に一生けんめい勉強し

て,夜は早く寝るようにしなきゃ」。しかし彼は

言うことを聞きませんでしたそこで彼女は,ビ

ルがまちがってぃるのだということを,ビルに言

つてくれるようにお父さんに頼みました。

ある日の夕方,お父さんは息、子に言いました「若

いころから一生けんめい勉強しないと人生でつら

い目にあうぞ夜遅くまでテレビを見てはいけな

いよ朝は早く起きなさい。古いことわざにも早

起きの鳥は虫をつかまえる〔早起きは三文の徳

とあるだろうわかったかい,ビル」

「でも,その虫はどうなの,お父さん」とたずね

ました。「彼は早起きしたからとらえられたんだ

よばかだったんだほく,まちがってる,お父,

さん?」「ビルよ」お父さんはほほえんで答えま

した。「あの虫は夜,寝なかったんだ家に帰る

途中だったんだ」

ビルは何も言うことができませんでしたそし

て,よい子になると約束しました

@{亙もしそうならぱ・・ P.フ・ 75

SⅡPI・3の解説● ...........

rich :反意語は Poor(貧乏な)。

10st:原形10se は「なくす」の意味

.

0回早起きは紋の徳 P.72 ・ 73

.... slfpl・3の解説..... .....

hard :英文8行目のhard は副詞で「一生けん

めいに」の意味。

13 Promise :「約束」という名詞としても使う

15 Worm :青虫やミミズのようなものを Worm

という昆虫はWormではない

,' 1:ノ.

囲佃 4人②イ(3)そこで彼女は, 囲
.
.



(3) for

劃刻あ③

④ウ

(2) 8,000の10パーセントになる

(3) waitfor ~で「~を待つ」

④中身が違うのだから,あなたのバッ

グではないと言っている

かつて,いつも大金をほしがってばかりいる金

持ちの男がいました。ある日銀行から家に帰る途

中で,彼は8,000ドルが入ったバッグをなくして

しまいました。その金持ちはとても悲しみました。

しかし,ある農家の人がそれを拾って警察署に持

つてきてくれました

警官は金持ちに電話で「親切な農家の人があな

たのバッグを拾ってくれましたよ。でも,あなた

はその農家の人にお金の10パーセントを払うべき

です」と言いました

金持ちはそのお金の10パーセントは800ドル

だ。そんなお金は払いたくない警官にはなくし

たのは9,000ドルだと言っておこう」ど心の中で思

いました。

金持ちが警察署に着いたとき,農家の人は彼を

待っていました。警官が農家の人にたずねました

「あなたが拾ったバッグの中にはいくら入ってぃ

たのですか」農家の人が「8,000ドルでした」と答

えました。

警官は金持ちにたずねました「あなたのバッ

グにはいくら入っていたのですか」。1皮は「9,000

ドルでした」と言いました。

少し考えたあとで,警官は金持ちに言いました。

そうなんですか?もしそうならぱ,このバッ

グはあなたのものではありませんよそのバッグ

には8,000ドルしか入っていないのですから」

^ポブと老婦人 P.76 ・フフ

(至璽》

て写真を返すこと。

④(a) took (b) standin宮

劃き」あ(③ 4 (a)英文4~5行目参照。
b 第2段落の最後の文を参照。

その日曜日は雨が降っていました。タクシー運

転手のポブはほとんど仕事がありませんでした。

午後になって,1人の老婦人が川沿いにやって来

ました彼女はボプを見て言いました「タクシ

私をパーク劇場まで連れて行ってくれませ

んか」。「もちろんいいですよ。歩くような日では

ないですからね」と彼は言いました。

途中でその老婦人は,自分の夫について語り始

めました。「手厶の夫はね」彼女は言いました。「音

楽が大好きだったのそれで私たちはよく日曜日

にはパーク劇場の音楽会に行ったのよ。でもこの

前の9月に夫は亡くなったの。今私はひとりな

の」彼女は彼に,彼女と夫が写っている写真を

手渡しました彼らは家の庭に立っていました。

その日の夕方にポプがタクシーのそうじをして

いるとき,うしろの座席でその写真を見つけまし

たこれは彼女にとって大切なものにちがいな

い」と彼は思いました「彼女を探して写真を返し

てやらなくちゃ」。それには名前も住所もありま

せんでした。彼は自分の考えをほとんどあきらめ

かけました。しかし,突然彼は写真に橋があるの

に気づきました。彼はその橋をとてもよく知って

いました。

ボブは車にとび乗って車をスタートさせまし

(亙璽)

. SIEPI-3の解説....... ......

Iittle ~:数えられない名詞の前について,「ほ

とんど~ない」の意味。 aⅡttle ~で「少し~」の

意味数えられる名詞にはfeWを使う。

複数形は Women[wimin]。^Olnan

husband :対になる語はMfe(妻)。

,' 1:ノ.

囲("雨の日だったから。②これは彼女にと

つて大切なものにちがいない。(3)老婦人を探し

囲(1) o workin号@ wrote

② la) Yes,theywere.(b) she sent

aletter.(3)手紙を書いて,りンゴの箱に

入れたから。④自分たちのトラックで都会

ポール少年はほかのへンギンのようではありま

せんでしたほかのぺンギンはみな寒い島での生

活を好みましたが,ポールはそうではありません

でしたみんなは氷の上でスキーやスケートを楽

しみましたが,彼はいつも家にいました彼の部

屋のかべには暖かい緑がいっぱいの島の写真がた

くさんはってありましたポールはそれらを見る

のが好きでした「そこに行って住みたいなあ」と

彼は写真を見るといつも思いました。

ある日彼は暖かい緑いっぱいの島に向けて家を

出る決心をしました彼がこの計画をほかのぺン

ギンに話すと,彼らはとても驚いて言いました。

「頭が変になったのかい,ポール。ここを出て行

くべきじゃないよ」

ポールは氷で大きなポートをつくり,出発しま

した彼はどんどん航海を続けましただんだん

暖かくなって,彼はとてもうれしくなりました。

しかし,ある日彼は困った状況にあるのがわかり

ましたとても暑いので,ボートがとけ始めたの

でしたとうとうかわいそうにもそのへンギン(ポ

ール)は海を泳がなけれぱなりませんでした彼

は必死に泳いで,問もなくぁる島に着きました。

その島は,彼が家に持っていた写真の1つとそ

つくりでした彼はその島での新しい生活がとて

も気に入りましたポールは変なぺンギンでした

ね.
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昔ある村に小さな湖がありましたその名前
あかぬま

を赤沼と言いました。そして近くには大きな石が

ありました。男の子がその石の上に立っていて,

そばを通る人たちに「力くらべをしよう」と言いま

した彼らの多くは立ちどまって,力くらべをし

ました。男の子はたいそう強かった。彼は彼らを

湖の中へ引き入れてしまいました。男の子はその

遊ぴを楽しみましたが,人々はうれしくはありま
せんでした。つぃに人々はその男の子は実際何者

なのか知りたいと思いました。「彼は湖に住んで

いる河童ではないか」という人たちもいました。

ある若い男がこれを聞いて言いました。「私は

どうすれぱいいかを知っています。その男の子と

力くらべをしましょう」。彼は馬に乗ってその石

のそぱを通りました。男の子がやって来て,力く

らべをしょうと言いました。若い男は「いいよ」と

言いました。彼はまだ馬に乗ったままでした。彼

は指を男の子とからみ合わせました。そのとき突

然彼は馬をけりました。馬は走り始めました。馬

はとても速く走ったので男の子は問もなく疲れて

しまいました。「止めてください」と彼は叫びまし

た「お願です。私は赤沼の河童です。どうか許

してください。決してみなさんを湖に引きいれる

ようなことは二度としません」

「よし。ただちにこの湖を立ち去れば許してや

ろう」と若い男が言いました。河童は立ち去り,

二度ともどって来ませんでした.こののち,人々

はその石を「力くらべの石」と呼びました

P.84 ・ 85

た

^ペンギンのボール

S荘PI・3の解説....... .... .

Sea : see(見える)と同じ発音。

その他

●Warmerand warmer:<比較級and 比較級>で

「ますます,だんだんの意味を表す

.' 11'.

{a}まとめのテスト①

(至亟)

昔,ある村に小さな湖がありました。②

馬は非常に速く走ったので,男の子は間

もなく疲れてしまいました。@おまえがた

だちにこの湖を立ち去るなら,許してやろう

考え方《》① b以下は「⑥空竺人々がその大きな
石に力くらべの石』という⑥多』!を匡き:
えたのか」という意味になる。

2)@ SO ~ that_.の構文。 018

囲①緑の,青々とした②計画

(田氷④考え,思いつき⑤橋

⑥そのような⑦農民,農場主

⑧約束する⑨ bank

(10) phone[telephone](11) rich

⑫ Sea (13) river ⑭ hand

価) name (16) television[TV]

(17) boat (18) seat

2囲① hot ② Sea (3) woman

⑥ Wron宮④ 10st ⑤ Women

3囲川 This is the book l read last

month.

② I could not sleep at a1Πast ni目ht.

囲御③キ⑥力⑥イ⑥工

囲① Wantt0 宮o and live there ②と

ても暑かったので,彼のボートがとけ始めました。

③その島は,彼が家に持っていた写真の1つと

そっくりでした。

(4) He had to swim in the sea.

P.78 ・ 79

P.82 ・ 83

{a}まとめのテスト②
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の人々のところにりンゴを運ぶこと。/お金

をもらわずに,人々にりンゴをあげること。

⑤イ⑥ウ→工→イ→ア(→オ)

考え方③ 2 山)「都会に住んでぃる女性は次郎
に何を送りましたかが質問の意味

③第2段落の最後の文参照⑤幸

せに感じた理由となるものを選ぶ。

50年ほど前,日本の小さな村にある家族がいま

したその家族はりンゴ園を持っていましたそ

の家族の男の子は,そこでいつも両親を手イェいま

した彼の名前は次郎でした

ある口,次郎は父親に「ぽくたちのりンゴはど

こへ行っているのですか」とたずねました次郎

の父親ははっきりとはわからないと言いました。

その夜,次郎は父親に「ぽくたちのりンゴについ

て手紙を書いて,それをりンゴの箱のーつーつに

入れていいですか」と言いました

数週問後に次郎は都会に住んでいる女性から手

紙を受け取りましたその手紙に彼女は「あなた

の手紙はとても興味深いですあなたはご両親を

手助けするために必死に働いているんですね私

はあなたがたのりンゴについてもっと知りたいと

思っています」と書いてありました。

10年ほどのち,次郎はまだ一生けんめいにりン

ゴ園で働いていました。その村に,やはりりンゴ

を栽培している友人がいました次郎と友人たち

はよくぉ互いに「ぼくたちのりンゴを人気あるも

のにするいちぱんいい方法は何だろう」と言って

いました

ある日,次郎は手紙を友人に見せて言いました。

「これは10年ほど前にある女性が私に書いてよこ

した手紙だよ」。彼の友人たちはそれを読んで,

そのうちの一人が「ぼくたちは自分たちのりンゴ

について人々に伝えるべきなんだよ」と言いまし

た。次郎はきみの言う通りだ。自分たちのトラ

ツクを使って都会の人たちにぼくたちのりンゴを

運んでいこういくらかのりンゴは彼らからお金

を受け取らないで分け与えてみてはどうだろう

か」と言いました

次郎と友人たちはトラックで多くの都会に行き

ました。彼らはりンゴを少し分け与えて自分たち

のりンゴについて人々に話しかけました。人々は

全訳

そのりンゴが気に入り「このりンゴはおいしくて

新鮮だきみたちのりンゴを買おうと言ってく

れました彼らはまた「私の家にきみたちのりン

ゴを送ってくれますか」と言いました

このあと,次郎と友人たちはとても忙しくなり

ました彼らはよいりンゴのために生けんめい

働きました彼らは,自分たちのりンゴが都会で

人気になりつつあったので幸せに感じました

科学,言語など①

0回よく眠れますか?

.... slfpl・3の解説....

<>1ight:形容詞で「軽い」の意味もある。
その他

●at night:「夜に(は)」の意味の熟語。

P.92 ・ 9^フードマイレージ

囲①夜よく眠れず,朝早く起きることができな

いこと。②朝起きたときに,日光を浴びること。

(3)約14時問後に眠くなる。④しかし,それぞ

れの活動をするのに適した時間があるということを

あなたは知っておくべきです。

P.86 ・ 87

をしなければいけません「朝に日光を浴びる」が

ポイントですさあ,毎朝早起きして日光浴を楽

しみましょう

あなたは夜よく眠っていますか毎晩何時問も

テレビゲームをしたりテレビを見る人もいるかも

しれませんね。最近,夜よく眠ることができずに

朝早く起きることができない人がいます。もしあ

なたが同じ問題を抱えているなら,この考えに耳

を傾けるべきです。

朝起きたときに太陽からの光田光〕を浴びるべ

きですこれは単純だとあなたは考えるかもしれ

ませんねしかし,こうするとあなたは夜よく眠

れるようになりますなぜかわかりますかあな

たの体内時計」が働いているからです朝起きて

日光を浴びると,あなたの体内時計があなたの脳

にあるものを送りますそれは,約14時間後にあ

なたを眠くさせるというメッセージですたとえ

ぱ,あなたが朝7時に起きて日光を浴びたとすれ

ぱ,夜の9時ごろには眠くなるということです
こ人にち

今日,昼も夜もすることがたくさんあります。

そしてしたいときによくそれをしますでも,そ

れぞれの活動をする適切な時間があるということ

を知っておくべきですさらに,規則正しい生活

0{互]まわりの空気

.

........ slf l-3 の解説.......

5 earth :「地球」の意味では the をつけて使う。

14 breathe :名詞は breath で[bre田の発音。

,.,゛ 1:J '

0ウ囲1ウ@エ ア

全訳

空気はあなたのまわりのいたるところにありま

す。そして,空気はまた地球のまわり全体にあり

ますそれはちょうどオレンジをおおっている皮

のようなものです地球上のすべてのものは空気

におおわれていて,見たりにおいをかぐことはで

きませんふつうはそれを感じることもできませ

ん動いているときだけ感じることができます。

動いている空気は風と呼ぱれます。

空気は水の中にでもあります。これは魚にとっ

ては幸運なことです。私たちが生きていくのに空

気が必要なのとまったく同じように魚も生きてい

くのに空気が必要となります彼らは水中に溶け

込んでいる空気を使いますこの手助けをするの

が彼らが持っているえらです私たちはえらを持

つてぃないので水に溶けている空気を吸い込むこ

とはできませんそこで水中に長時間とどまると

きは,私たちはいっしょに空気を持って行かなけ

れぱなりません宇宙飛行士が宇宙船から外に出

るときに背中に空気を持って行くのとまったく同

じです

水中の空気をふつうは見ることができません

が,時に見えることがあります。水の入ったコツ

プを部屋に 1,2時問置いておくと,コップの内

側に小さなあわが見つかることがありますそれ

は,水から出てきた空気の小さなあわなのです。

0伺外国語を学漣由 P.90 ・ 91

P.認・ 89

もまして」の意味。

. 4 1:ξ・

囲① Written ②外国語を話す人と話をす

ること。/外国語で害かれた本を読むこと。/そ

の言葉を理解する友だちに外国語で手紙を害く こ

と。(3)イ

(至亙)

....... SIEPI・3 の解説

この意味では,経験の現在完了の疑I ever

文に使われることが多い。

3 Send :過去(分詞)形は Sent。

R93の解答

囲①ウ②イ③力④工

劃劃あ③①英文4行目参照。②最後の文を参
③英文9~10行目を参照。§買。

④最後の2行を参照。

あなたは今までに,毎日食べている食料につい

て考えたことがありますか。それはどこから来て

いるのでしょうか。どのようにしてあなたのとこ

ろへ来ているのでしょうか。

多くの食料が多くの国から日本へ来ています。

(至亙)

工

日本では,ほとんどの人が10歳ころに外国語

を学び始めますどうして外国語を教科の1つと

して勉強するのでしょうか

外国語を勉強すると,それを話す人と話をする

ことができますまた,外国,吾で書かれた書物を

読んだり,その石葉を理解する友だちに手紙を書

くのにも使うことができます

このようにして外国語を使うと,その言語の背

後にある文化を理解することができます。たとえ

ぱ,他の生活様式や考え方について知ることがで

きます

他の文化についてさらに理解を深めることによ

つて,それらが自分たちの文化とはいかに違って

いるかということがわかりますそうすれぱ以前

にもまして自分白身の文化についてはっきりした

考えを持つことになります。

このように,外国語を勉強するということは自

分たちの文化をよりょく理解することに通じるの

です

全訳
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...slfpl・3の解説.●.....

Speak : speak・spoke・spoken の変イヒ

Understand :過去(分詞)形は Understood

その他^^^^^^^^^

●than ever before :「これまでになく,以前に



また私たちは外国から食料を運んでくるときに多

量の燃料を使います。燃料を使いすぎることは環

境によくありません。

食料が移動する距雛はフードマイレージと呼ば

れています。フードマイレージは,食料を外国へ

送るときに燃料をどれくらい使うかを私たちに示

してくれますフードマイレージが高めであれぱ,

それは環境に悪いということです。下の表を見て

ください日本は他の国々からたくさんの食料を

買っています。日本のフードマイレージは他の3

国よりも高くなっています。つまり,日本は環境

にやさしくないということです。私たちはこのこ

とについて考える必要があります。

地元〔国内〕で生産される食料を買うというのも

環境を助ける 1つのいい方法です。そういうわけ

で,地元で生産された食料を食べるようにして,

環境にやさしくなりましょう

0伺昆虫とは何か P.94 ・ 95

彼らはあるいくつかの色は見ることができます。

たとえぱ,ある昆虫は自分たちが行きたいと思っ

ている花の色を見分けることができます。また,

青が好きな昆虫もいれぱ,赤が好きな昆虫もいま

す.

{n}まとめのテスト① P.98 ・ 99

圃(1)地球②数,数字

(3)理由,わけ④歴史⑤運ぶ

言葉⑦教科,学科⑥ ^妻五
^ロロ,

⑧送る,届ける⑨ Place

(10) world (11) C010r ⑫ Snow

⑬ anima1 ⑭ move

(15) discoV引[find](16) 1e廿er

(17) understand (18) blue

乞囲 U) dead ② found (3) sun

(4) car『ies (5) piece (6) thoU目ht

3圃(1) The station is not farfrom here.

(2) one of the boys was able to swim

across the river.

囲①(a)"1don'tknow"

(b) ca11ed it "scho01"

②ア X イ0 ウ0 IX

考え方③②ア英文5~6行目に注目。
工Ⅱ行目参照。

...... STfpl・3の解説.

insect :アクセント insect にt主意。

.,'!:ザ・

問川 discovered @ been

②昆虫はさまざまな場所に住めるということ。

(3)(a)クモは脚が8本だから山)遠くにあるも

のはよく見えないこといくつかの色はわかること。

0回色にっいて

SIEPI-3の解説......... ..

亘ereis ~.:~にくる語が複数形なら Here

are ~.となる。

Iight:tra丘ic lightS で「(交通)信号機」の意味。
. 1 ':.'・

囲 a)⑥② Used (3)ア④工

劃劉あ③住)疑問文が続いている個所

地球上には多くの昆虫がいます。昆虫の数は世

界のあらゆる動物の中で最大であり,多くの新し

い種類の昆虫が毎年発見されています。昆虫の中

には水の中にすむのもあれぱ,雪の中にすむ物さ

えあります昆虫はいろいろな場所にすむことが

できますこのことが彼らが非常に長い歴史を持

つ理由のーつになっています彼らは3億年以上

に渡って地上に存在し続けているのです。

昆虫とはどんなものかあなたは知っています

か昆虫というのは6本の脚を持つとても小さい

動物のことです。6本脚の小さな動物がいれば,

私たちはそれを昆虫と呼ぶことができます。クモ

は8本の脚を持つ小さな動物です。したがってク

モは昆虫ではありません

昆虫は自分たちから遠く籬れたところにあるも

のはあまりょく見ることができません。しかし,

1つ質問があります。赤,黄色それに緑の色は

何のためのものでしょうかそうです。それらは

交通信号のためのものです同じ色が世界中の交

通信号に使われています赤伝号を見たらあなた

は止まらなければいけません遠くからだとほか

のどの色よりも人々は赤が見分けやすいのだと科

学者は言っています。

もう1つ質問があります。日本語で緑の信号を

どう呼んでぃますか。多くの日本人は「青」と呼ん

でぃます「青」はふつう blueの意味ですが,「青」

は時に別な色,つまり緑を指すこともあります

こういったことはおもしろいと思いますかも

しそう想、うなら,あなたはこの本を読むべきです。

P.102 ・ 103

全訳

kangaro0という単語はその動物を指す名前とし

て今でも使われています

Scho01ははじめは自由時問」を意味していた

とはあなたは考えないかもしれませんでもそう

だったのです何年も前,ギリシアの何人かの若

者が彼らの自由時問を勉強のために使いました。

問もなく,勉強のための場所がギリシアで,

Scho01と呼ばれるようになりました。現在でも

そうですこれがScho01という英単語の歴史です。

すべての単語はそれなりの歴史を持っていま

す古い単語もあれば新しいのもあります。もし

英単語の歴史についてもっと勉強すれぱ,それら

につぃてのたくさんの新しくておもしろいことを

知り,英単語を覚えるのは以前よりも簡単だと思

うかもしれません.

あなたは英語が好きですか。多くの生徒ははい

と答えるでしょう。でも,英語の単,吾を覚えるの

は難しいと言う生徒がいるかもしれませんあな

たは,いくつかの英単,吾がどこから来ているのか

を自問してみたことがありますか 2つの英単語

の歴史を見てみましょう。

kangaro0 という単語がどのようにして英語の

中に入ってきたかを見るのは興味深いことです。

カンガルーはオーストラリアにいる動物です。ク

ツク船長と友人たちが1770年にオーストラリアに

来たとき,彼らはカンガルーを見つけました彼

らはオーストラリアの先住民に「この動物は何て

言うんだ」とたずねました先住民は Kangaroo

と答えました。クックと友人たちがのちにオース

トラリアの他の先住民と会って, kangaro0が彼

らの言語で本当はどんな意味かがわかりました。

それは「知りません」という意味でしたしかし

(至亟》

(至亙)

{n}まとめのテスト②

海のほとんどの部分には多くの魚がおり,植物

があります。海水面近くにすむものもいれぱ,海

深くにすむものもいます海中をただよう無数の

生き物もいますこれらの漂流生物はとても小さ

いのです。見ることは困難です多くの魚は, こ

うした小さい生き物を食べて生きています。

海のある部分はとても冷たくなります。海深く

にもぐるダイバーは,このことを知っています。

海水面近くでは海水は暖かいかもしれません。ダ

イバーがもぐるにつれて,海は次第に冷たくなり

ます。

別なことも起こります。ダイバーが深くもぐる

につれて,ダイバーにかかる水圧が増します。ダ

イバーは金属製の着衣を身に着けなけれぱいけま

せん。しかし,そのようなものを身につけてもあ

まり深いところへは行くことができません。ずっ
せ人すいていが人じ"

と深いところに行きたい人は非常に頑丈な潜水艇

を使わなけれぱなりません。

言語など②

囲川0イ@ウ 0工

② Ca11ed (3)海中へ深くもぐるにつれ

て水圧が増すこと。(20字)④工

⑤①力②イ③ア④工

考え方ぐ》(4)長い主語のあとで区切る.

2726

あなたは海についてどんなことを知っています

かあなたがたのほとんどはその中で遊んだこと

があります太陽がその上に繩いているときはと

てもきれいに見えることを知っていますねまた,

天候がひどいときは危険だということも知ってい

ますねそれについてほかにどんなことをあなた

は知っていますか

海はとても広いです世界地図を見ると,世界

の約75パーセントが海であるとわかります。陸地

よりも海のほうが広いのです。

海はまたある場所ではとても深くなっていま

す日本の近くの海で特別な地域があります。そ

こでは約Hキロメートルの深さがあります世界

で最も高い山は約9キロメートルですもしその

山を海のその場所に置けば,山の上にまだ2キロ

メートルの水があることになります。

海には塩分が含まれているということも知って

いますね死海と呼ぱれている海はあまりに塩分

が濃くて泳いでいる人は沈むことができません。

魚も死海にはすむことができません。

P.100 ・ 101

(至亟)
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この本はあなたに色についてたくさんのことを教

えてくれるでしょう。

^美にっいて

.....S証PI・3の解説 ..

natⅡral: nature(自然)の形容詞形。

beauty : beautiful(美しい)の名詞形。

. 1 ' 1.'

圃①アX イ0 ウX I

②工

私たちは毎日いろいろなものに美を見ます空

の月,庭の花,あなたが訪れる山や海,これらは

みな自然美です

昔から人問は美しいものを作ってきました 、...
ユ式

術にたずさわる人たちは私たちに書物,絵画,建

築,音楽の美を与えてきました決して古くなら

ない物語を私たちは読みます美しい絵画を楽し

みます。りっぱなビルを見上げます。いい音楽を

聞きます。美を作る人たちは私たちの生活にとて

も重要であると私たちは知っています。

私たちのまわりすべてに,家庭でも学校でも,

街でも,芸術家は私たちにいろいろと美を与えて

くれます乗る車,住む家,ほかに毎日使う非常

に多くのものを私たちは持っていますそれらは

みな,私たちの暮らしのために美を創造している

男性や女性によって作り上げられています。

私たちもまた美の製作者になることができま

すあなたたちの中には世界の美に何かを加える

人もいるでしょう。絵を描いたり,音楽を書いた

り,建物を建てたりできるようになる人がいるか

もしれませんあなたが芙しいものを作ろうとす

るとき,あなたのまわりに美しいものがあるとき,

あなたはあなたの生活に美を加えているのです

0回耕 P.106 ・ 107

P.104 ・ 105

あなたは今までにこんな話を聞いたことはあり

ますかある女性がネコといっしょに新しい町へ

引っ越します。数週問後に,かつての隣人がその

ネコが戸口のところにいるのを見つけて驚く。ネ

コは自分で家に帰る道程を見つけたのです。

トムほどの距籬を旅した動物は多くはいませ

んトムはオーストラリアの犬で,家に帰るのに

1,600キロを旅しましたアメリカのネコのサム

は 1991年にトムよりも800キロ多く旅しました。

日本では,犬のタローがサムの距離の半分を旅し

ました彼らは頭の中に,地図,羅針盤,あるい

はGPSを持っているのでしょうか。

ネコは体内に何か磁石のようなものを持ってい

ると科学者は信じています。また,伝書バトも同

(3)ウ

劃劉あ@)

全訳

アフり力や南アメリカの中央部を飛行機で横断

すると,何千キロにもわたる森林の上空を飛ぶこ

とになります。これらの広大な森林は木の海のよ

うなものです。ここは無数の種類の異なる植物や

動物たちでいっぱいです

しかし世界の森林は常に狭くなり続けています

木材が必要なので,またもっと農地が必要なの

で木を切り倒していますこういった森林はすぐ

にまったくなくなってしまうと言う人もいます。

森林が消えてしまったらどうなるのでしょうか。

もし私たちが森林を切り倒してしまうと,多く

の動植物がこの世から消えてしまいます多くの

場所で新しい農地は古い砂漠に似てくるでしょ

う。そこでは農作物は育ちません雨もそれほど

降りません。天気はとても暑くなり,世界の気候

は変化するでしょう。これは世界のだれにとって

も危険なことになります。ですから,私たちは森

林を大事にすることがとても重要なのです。

0剖難と仕事 P.108 ・ 109

29

ay(飛ぶ)とあるから飛行機。

10ok like ~「~のように見える」

0

ぐ至頑>

全訳

....... slfpl・3の解説 ......

' desert :アクセント d6Sert に注意。 deS6rt と

すると別の,吾になってしまう

その他

●Cutdown ~:「~を切り倒す」の意味。

, 1 ' 1.,'

問①工②@イ ウ工 '

いています医者や技師やアナウンサーになる女

性は増えていますまた,バスの運転手になる女

性もいます

しかし,結婚している女性にとっては,外で働

くということはいまだに難しいことです彼女た

ちは家でしなけれぱならないことがたくさんあり

洗たくや料理や子どもたちの世話でます

すしかし,女性にこうしたすべてのことや労働

を頼んでおいていいのでしょうか。

家庭で男性が女性のためにしてあげられること

はたくさんあります。台所で手伝うことができま

す小さな子どもたちの世話をすることもできま

すこのようにして,男性は結婚している女性が

外で働く手助けをすることができますまず最初

にしなければいけないことは,男性と女性が家庭

でお互いのため何ができるかを話し合うことです

0伺わが家へ P.110 ・ 111

.... slfpl・3の解説..

married : marry(結婚する)の過去分詞形を

形容詞として使ったもの。

その他

●each other :「お互い(に)」の意味

. 1":ノ'

囲川多くの人々が,女性は家にいるべきだと考

えていたこと。女性がつける職業はあまり多くな

かったということ。(2)@ woman

Child (3)洗たくや料理や子どもの世話を

すること。④男性と女性が家庭でお互いのため

に何ができるかを話し合うこと。

P.112 ・ 113

C室顧一)

全訳

{鱗},まとめのテスト①

28

圃 1 自然の②隣人,近所の人

③いろいろな④消える⑤仕事

⑥飛ぶ,飛行機で行く⑦森林,森

⑧(天体の)月⑨ Sky ⑩ ride

(11) question (12) C010r ゛3) map

⑭ kitchen ⑮ body ⑯ Plane

(17) plant ⑱ doctor

囲(1) children ② di什icult[hard]

(3) heard ④ Women ⑤"ies

⑥ C010r

囲(1) 1 Was surprised to see her at

the station.

② I was so busy that l could not 宮o to

the party.

盛① 1840年に世界で最初の切手がイギリス

で作られたということ。②ア

③切手に描かれている美しい絵を見るのが楽

しいから。/たくさんのことを学ぶのが楽し

いから。(4) name

考え方③① thatは前の文全体を指す
②「切手はお金を払ったことを示すの

で」と理由を表すbecause

じようなものを持っていると信じています。いつ

も家に帰ることができるので「帰宅」バトと呼ぱれ

てぃます冬にそなえて南へ飛ぶとき,多くの鳥

は迷うことなく長い距雜を旅します。彼らは進む

道を見つけるのに地球の磁力線について行くので

す.

数週問後に,彼女の昔の隣人はそのネ問①

コがドアのところにいるのを見つけて驚きます。

@多くの鳥は冬にそなえて南へ飛ぶとき迷うこと

なく長い距雛を旅します

②(a)ウ(b)エ

何年も前には,女性が家庭の外で働くことは難

しいことでした。多くの人は,女性は家にいるべ

きだと考えていましたまた,女性がつける仕事

はそれほど多くありませんでした
こ人にち

今日では,女性はいろいろな種類の仕事につく

ことができます。ますます多くの女性が会社で働

私たちはふつう,手紙を送るのに切手を買って
け

貼りつけますしかし昔は切手がありませんでし

た手紙を送るときは,だれかに頼んで手紙を運

んでもらわなけれぱなりませんでした最後に手

紙を受け取った人がお金を払ったのです

世界最初の切手は1840年にイギリスで作られま

したそのあとは手紙を送ることがより簡単にな

りました。切手がすでに手紙を送るためのお金を

払ったということを示しているので,人々は手紙

に切手を貼りつけるだけでよかったのです。その

とき以来切手は世界中で普及しています。現在で

は多くの種類の切手が作られています。日本では

... S荘PI・3の解説. ....

half:<halfthe 十名詞>の語順になる。

<>map:本の形になっている地図は auas[記tlos]
という別の語を使う。

1
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好みの写真やメッセージつきの自分だけの切手を

作ることができます。

世界にはとても美しくて興味深い切手がありま

す切手収集が好きな人たちはおおぜいいます

そういう人たちは手紙を送るのにそういう切手を

使いません切手は絵本のようなものだと考える

人も彼らの中にはいます。彼らは切手の美しい絵

を見て楽しみますまた,有名人や特別な出来事

などの絵から多くのことを学んで楽しみます

ところで,切手についてのルールがいくつかあ

るということを知っていましたかその 1つは,

切手には国の名前が示されていなけれぱならない

ということです。そのため,日本では NゆPon

という語が切手についていますしかし,切手に

国名をこれまで書きこまれなかった国が1つあり

ます.それはイギリスです自分たちが最初の切

手を作ったので自分たちは特別だと,イギリスの

人たちは考えているのです

けません。この「時計」が食べるべき時問とか眠る

べき時間を決めているのです。あなたの腕時計の

時間を合わせるのはきわめて簡単ですが,体内時

計を合わせるにはしぱらく時問がかかります。

時差ぼけには強力なものもあれぱ,そうでない

ものもあります。なぜでしょうか時差ぼけを研

究している科学者は,時差ほけの要因はいくつか

あると言っています要因の1つに,横切る時問

帯の数があります。横切る時問帯が多ければ多い

ほど時差ぽけがひどくなります。さらにもう 1つ

の要因があります。西から東へ飛ぶよりも,東か

ら西へ飛ぶほうが簡単に体を調整することができ

ます東から西へ日付変更線を横切るとき,1日

先に進みます。西から東へ横切るときは,1日も

どります。

時差ほけは多くの人が経験していますが,それ

に対してどうすればいいかについて知る人はほと

んどいません。時差ぼけをなくしたいなら十分な

飲み物をとり,飛行機で1時問ごとに動きまわれ

ばいいでしょう。時差ぼけについてアドバイスし

てくれる本も見つけることができます時差ぼけ

に注意して,楽しい旅をしてください

{鱗}まとめのテスト②
囲(1){a}ウ(b)キ(C)オ

②工(3)ウ④イ

考え方《》①仏)西へ時問帯を4つ超えると,時
計を4時問もどす化)時問帯を 1つ

超えて東へ進むと,その分1時問時計を

進める。(の東へ進んで日付変更線を

越えると前日にもどる。

@イは第3段落第7文の内容。

P.114 ・ 115

長距雜を飛行機で飛んだあとには,具合が悪く

なったり,時には食事や睡眠に問題が起こること

があるかもしれませんこうした障害は時差ぼけ

に起因するものです時差ぼけは,いくつかの時

問帯を超えて,東から西へ行ったり,あるいは西

から東へ行くときに起こります北から南へ飛ん

だり,南から北へ飛んだあとには時差ぼけは起き

ません。

世界には24の時問帯があります。西へ行くとき

は,横切る時間帯ごとに 11埒間時計をもどします

東へ行くときは,11浮問進めます。どこかの国へ

旅行するときは,あなたはふつう新しい時問に腕

時計を調整しなけれぱなりません。同時にまた,

あなたの体の中にある「時計」も合わせなけれぱい

全訳

テルへ行く道をたずねました。彼は自宅へ帰ると

ころでしたが,親切にも私といっしょにホテルま

で行ってくれましたとてもうれしかったです。

日本人はとても親切なのだと私は思います。また

このすてきな国に来られたらいいなと思います」

昨日,同じ新聞で別の興味深い手紙を読みまし

た。それは日本語が話せない日系アメリカ人によ

つて書かれたものでした彼女は祖父母の国を見

るためにやって来たのでした手紙で彼女は次の

ように言ってぃます「私は二度と日本を訪れた

いとは思、いません。日本には初めてなので,頻繁

に道をたずねなければなりませんでした私が道

をたずねた人の中には私を助けてくれなかった人

もいます彼らは『どうしてあなたは日本語が話

せないのですかと言いました。これを聞いて私

は悲しくなりました日本人は外国人にとても親

切だと多くの人が言っています。でも,自分たち

と同じように見えない外国人だけに親切なのです」

私はこれらの手紙を読んで,「日本人は外国人

に親切なのだろうか,あるいは親切ではないのだ

ろうか」と考えました。この質問は難しすぎて私

には答えることができません。でも1つだけ私に

言えることがあります私たちはすべての外国人

に親切にしなけれぱいけません

総合テスト@ P.118 ・ 119

問 a) some people who are not interested

in ②工(3)たとえぱ,何かいやなこ

とが起きると,朝食をとらない人たちは朝食を

食べる人よりも頻繁に怒ることがあります。

④ built ⑤イ⑥工

⑦④ Without b time

考え方③(1) wh0 は関係代名詞。 be interested
in~で「~に関心がある」。(2)表の

SkiP 3-7 dayS に注目する。

総合テスト0
囲 a) wrote ②ア(3)イ

④イ⑤この質問〔問し、〕は難しすぎて私

は答えることができません。(6)ウ

⑦工⑧イ,オ⑨ウ

考え方《》⑥ everyなら単数形が続く
(フ) after dirιner, darkなどから考える

1週問ほど前私は新聞でおもしろい手紙〔投書〕

を読みました。それはアメリカ人の学生によって

書かれたものでしたその手紙で彼は次のように

言っています。「私はあなたがたの国でとても楽

しい時問を過ごしました。日本を訪れたのは今回

が初めてで,3週間滞在しました。日本では多く

のことを楽しみました。でも,日本の人たちが何

よりも好きになりました。みんなとてもやさしく

ていつも私を助けてくれました。ある日,タ食後

に出かけたとき,道に迷ってしまいました。もう

暗くなっていましたホテルへどうやって帰れぱ

いいかわかりませんでした。私は若い男の人にホ

P.116 ・ 117

(至亘)

つてぃる脳も活性化させます朝食を抜いたあな

たはガソリンの入っていない車のようなものでし

よつ。

グラフを見てください朝食はあなたの体の健

康に影智を与えます毎日朝食を食べる人たちの

50パーセント以上が元気だと感じています。そし

て1週問に4日かそれ以下しか朝食を食べない人

たちの約65パーセントが具合がよくないと答えて

います。

朝食はまた,あなたの心の健康にも影縛を与え

ています。たとえぱ,何かいやなことが起きると,

朝食をとらない人たちは朝食を食べる人よりも頻

繁に怒ることがあります朝食を抜いている人た

ちは長い時問にわたって1つのことを慎重に考え

ることが困難なことがときどきあります。あなた

の心の健康は朝食を食べることによって築かれる

のです。

朝食を食べるならその時問が必要となります

朝時問を作るには私たちは何をすべきでしょう

か最初にすべきことは早起きすることです。そ

して早起きするためには,テレビやコンピュータ

の前にすわるのをやめて,早く寝ることです。規

則正しい生活を送ると規則正しい食習慣が育ちま

す.また,あなたの体と心の健康は,規則正しい

食習慣から来るのです。あなたは今朝朝食を食べ

ましたか.

30 31

あなたは毎日朝食を食べていますか朝食に関

心を持たず,朝食をとらずに一日を始める人たち

がいますその中には「朝食を食べる十分な時間

がない」とか「起きたぱかりで食べたくない」と言

う人もいるでしょうでも朝食はとても大切なの

です朝食を食べるとあなたの体が温まって活動

的になるのです朝食を食べることであなたの眠

(至璽)

総合テスト圃
圃①④オ⑮ウ●工

(2) a smile (3) 1 ask my students a

question[some questions]

④工⑤ア,キ

考え方⑬ 4 これに続く文の内容から考える
5 ア英文2~4行目の内容

キ第4段落の,第1文と第2文の内容

ほほえみは人生でとても大切なことです。私た

ちはみなほほえみを必要とし,またみなほほえみ

を欲します。私たちはまたほほえみを与えるべき

ですが,時にそれを与えることがとても難しいと

きがあります疲れているとき,怒っているとき

や悲しいとき,ほほえむのは難しいことです

日本人は何を答えていいかわからないときに本

P.120 ・ 121
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当によくほほえみます。私が生徒たちに質問をし

て彼らが答えられないときに,彼らはほほえみま

す。ときどき私はデパートに行って店員に英語で

何かを頼むことがあります。店員はほほえむばか

りで答えはありません。

時には日本人がほほえまないときにアメリカ人

がほほえむこともあります。たとえば,日本のレ

ストランではウエイターやウエイトレスはほほえ

みません。日本のウエイターやウエイトレスはお

じぎをします,深くぉじぎをします。しかしアメ

り力では,ウエイターやウエイトレスはほほえみ

ます。彼らはほほえんで「いらっしゃい」と言いま

す。それからもう一度ほほえみます。

アメリカ人は知らない人にもほほえみます。こ

うしてほほえむことで,自分たちは友好的である

ことを示しているのです。ふつうは日本人は知ら

ない人にほほえみません。 H本人の友人とホテル

のロビーにすわって別の友人を待っていたとき,

アメリカ人の小さな集団がロビーに入ってきて私

たちに向かってほほえみました。私もほほえみま

したが,友人の日本人はほほえみませんでした。

彼は「あのアメリカ人たちを知っているのですか」

と言いました。私は彼に「一度も会ったことはな

いですよ」と言いました。友人は「何とも奇妙です

ね。それならなぜ彼らにほほえんだのですか」と

言いました。私は「アメリカではほほえむことは

よい作法の一部だからです」と答えました

の前半を参照。

④直後の文を参照。

(6)③ teⅡ~ to ._で「~に・ーするよう

に言う」の意味

100年以上前に,イギリスにチャーリーという

名前の少年が住んでいました。彼が5歳のとき,

彼はお母さんに劇場へ連れて行ってもらいまし

た。彼女は毎日舞台で踊ったり歌ったりしていま

した。

ある夜のこと,彼女は踊り終わって,歌い始め

ました。彼女はいい声をしていましたが,それほ

ど力強くありませんでした。「もっと大きな声で

歌え!」と観客が叫びました。彼女はそうしようと

しましたが,できませんでした。彼らは彼女をあ

ざ笑い始めました。彼女は歌うのをやめて泣き出

しました。

彼女の息、子は錘台の近くにすわっていました。

彼は母親を助けてあげたかったのですが,どうし

たらいいかわかりませんでした。突然,いい考え

が彼に浮かびました。彼は舞台の母親のところに
か

駆けよって,「ぼくがお母さんの代わりに歌いま

す」と叫びました。

観客たちは彼らの目の前にいる小さな子どもを

見て笑いました。でもその中の一人が「静かにし

てくれ。彼の歌を聞こうじゃないか」と言いまし

た。

少年は 1曲歌い,そして擬台を踊りまわりまし

た。観客たちは大いにそれが気に入りました。彼

らは舞台にお金を投げ入れました。少年はこれを

見ると,歌うのをやめて言いました。「まずお金

をいただきます。それからまた歌います」。彼ら

は笑い,さらに多くのお金が抵台に落とされまし

た。

その夜に,小さな少年と母親はたくさんのお金

を持って家に帰りました。彼のお母さんは二度と

舞台に立つことはありませんでした。しかし,後

年,チャーリーは偉大なスターになりました。
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総合テスト四 P.122 ・ 123

① BeatIn

0 10t

②④ but ⑩) 1ater

③④イ⑥ウ

④舞台に上がってお母さんの代わりに歌を歌

うこと。⑤オ

⑥① took

4 money

《》①

囲

32

1202RI

② Stron宮③ told

⑤ left ⑦ウ

10ok at ~で「~を見る」。

quietが形容詞なので, Be で始ま

る命令文になる。

(2) D 「あとの年に」の意味で,1ater

は形容詞lateの比較級。

③ 0 直前の文を参照。⑥同じ文


