
　高校の授業では，この問題の内容が理解できているものとして授業が始まりま
す。中学内容を復習しないまま入学すると，あっという間に授業についていけな
くなります。そうすると，定期試験では追試にかかったり，その結果２年後には
受験学力がない自分に愕然とすることになります。（実際そういった先輩たちも
いましたよ！）

　新しいクラスメイトや先生たちとの出会い，クラブ活動や授業，学校行事が心
の底から楽しめる人は勉強に不安のない人たちです。あなたも武田高等学校で更
に英語力を身に着け，世界へ飛び出せる人になりましょう。

英語科教科主任より

　課題への取り組み，お疲れ様でした。この模範解答を参考にしながら採点され
た解答を見直して，自分が理解していない中学校内容の英文法事項を確認して，
復習しておきましょう。



1 You have played tennis for two hours.

2 あなたは2時間（ずっと）テニスをしている。

3 Have you played tennis for two hours?  No, I haven't. (No, I have not.)

4 He has lived in Osaka for ten years. 　彼は10年間ずっと大阪に住んでいます。

5 Kumi has wanted a new bag since last month. 　クミは先月から新しいバッグを欲しがっている。

6 We have been friends for a long time.  私たちは長い間ずっと友達です。

7 He has lived in Osaka for ten years. 　彼は10年間ずっと大阪に住んでいます。

8 Masao has been in Osaka since last month.　マサオは先月から大阪に住んでいる。

9 It has been rainy in Tokyo since last week.　東京では先週からずっと雨が降っている

10 Have you used the bike for two years?  No, I haven't ( No, I have not.)

11 How long have you used the bike?  どれくらい（の間・長く）その自転車を使っていますか。

12 How long has he lived in Kyoto?   He has lived there for ten years.

13 How long have you played soccer?

14 I have played soccer since ( I was ) ten years old.

15 I ( read ) the book last Sunday.

16 I ( have )( read ) the book once.

17 ( Have ) you ( ever ) read the book?   No, I ( have )( not ).

18 I ( have )( never )( read ) the book.

19 ( Have ) you ( ever )( met ) his brother?  Yes, ( I )( have ).

20 I ( went )(  to ) Canada last month.

21 I ( have )( been )(  to  ) Canada before.

22 ( Have ) you ( ever )( been ) to Canada?   No, I ( haven't ).

23 私は昨日テレビを観た。

24 私は２時間（ずっと）テレビを観ている。

25 私はちょうどテレビを観終えたところです。

26 彼はもう(彼の・自分の）車を洗い終えました。

27 あなたは2時間（ずっと）テレビを観ていますか。　はい，観ています。　いいえ，観ていません。

28 あなたは昨夜テレビを観ましたか。　はい，観ました。　いいえ，観ませんでした。

29 あなたはもう昼食を終えましたか。　はい，終えました。　いいえ，終えていません。

30 ユミはもうケーキを食べ（終え）ましたか。　はい，食べ(終え)ました。いいえ，食べ（終え）ていません。　

31 彼女は3年間北海道にいます。

32 彼は一度北海道に行ったことがあります。

33 あなたはどれくらい（の間・長く）この鞄を使っていますか。

受験番号             中学校名              氏名              



34 私はちょうどこの本を読み終えたところです。

35 私は以前にこの本を読んだことがあります。

36 私は一度もあなたのお母さんに会ったことがありません。

37 私にはやらなくてはならない宿題がたくさんあります。

38 私は何か書くものが欲しい。

39 これはテニスをするためのラケットです。

40 私にはテレビを観る（ための）時間がありません。

41 副詞

42 名詞

43 形容詞

44 名詞

45 副詞

46 形容詞

47 私はそれを(そのことを)聞いてうれしい。

48 彼は由美にまた会えてうれしかった。

49 私たちはその知らせを聞いて，とても悲しい。

50 あなたはそれを見て，驚きましたか。

51 あなたのお父さんによろしくお伝えください。

52 I was sad ( to )( hear / know ) the news.

53 He ( was )( happy ) to get the letter.

54 ( Were ) you happy ( to ) meet Yumi?

55 Please ( say )( hello )( to ) your mother.

56 ( Thank ) you ( for ) your letter.

57 I was glad ( to ) meet you, ( too ).

58 彼は黒いボールを手に持っています。

59 彼は何か黒いものを手に持っています。

60 彼は何か黒いものを手に持っていますか。

61 向こうに大きな車があります。

62 向こうに何か大きなものがあります。

63 She has a red pen in her hand.

64 She has something red in her hand.

65 Does she have anything red in her hand?

66 There is an old bag on the desk.

67 There is something old on the desk.

68 私はギターを弾きたい（演奏したい）。



69 私はマサオにギターを弾いて（演奏して）もらいたい。

70 （私の）父は私に本を読むように言いました。

71 私はユミに手伝ってくれるよう頼みました。

72 クミさんをお願いします。

73 I told her to buy ( some / a bottle of / a pack of ) milk.

74 I want him to help me.

75 Do you want him to help you?   Yes, I do.

76 He asked me to close the door.

77 ケーキの作り方

78 何をするか（するためのもの）

79 そこにいつ行くのか

80 彼にどこであうのか

81 何と言うのか（言うべきこと）

82 He ( knows )( it ).

83 He knows ( how )( to )( use ) the computer.

84 I ( don't ) know ( where ) to ( buy ) it. 

85 ( Do ) you ( know )( what ) to read in the library?

86 I ( didn't ) know ( how )( to ) go to the library.

87 彼女は私に切符の買い方（切符を買う方法）を教えてくれた。

88 彼は私に切符を買う場所を教えてくれた。

89 そこへどうやって行くのか（そこへの行き方）をあなたに教えてあげましょう。

90 あなたは彼にそこへどうやって行くのか（そこへの行き方）を教えましたか。

91 私に英語の勉強方法を教えてください。

92 I didn't know ( her name ).

93 I didn't know ( how to buy a ticket ).

94 He showed ( me his camera ).

95 He showed ( me how to use the camera ).

96 She taught ( Masao how to study English ).

97 She showed ( me how to make ) a cake.

98 テニスをすることは面白い。

99 テニスをするのは面白い。

100 テニスをするのは面白い。

101 英語を話すのは私には難しい。

102 英語を話すのは私には難しい。

103 英語を話すのは私には難しい。



104 英語を話すのは彼女には簡単だ。

105 英語を話すのは私にとっては簡単ではない。

106 英語を話すのはあなたにとって簡単ですか。

107 早起きをすることは私にとって難しかった。

108 私はその女の子を知っている。

109 私はピアノを弾いているその女の子を知っている。

110 その女の子は私の姉（妹）です。

111 ピアノを弾いている女の子は私の姉（妹）です。

112 あなたはその人を知っていますか。

113 あなたはマイクと話をしている男性を知っていますか。

114 a girl reading a book

115 a boy watching TV

116 I know the girl talking with Yumi.

117 この車は日本製です。

118 これは車です。

119 これは日本製の車です。

120 これは（私の）父によって撮影された写真です。

121 （私の）父によって撮影された写真は美しい。

122 She is a singer.

123 a game made in Japan

124 She is a famous singer.

125 (a)(piece of) cake made by my mother

126 She is a singer loved by many ( a lot of ) people.

127 She is a famous singer loved by my ( a lot of ) people.

128 This is (a)(piece of) cake.

129 This is (a)(piece of) cake made by my mother.

130 The cake made by my mother is very good ( nice / delicious / tasty ). 

131 She is interested in music.

132 Is she interested in music?   Yes, she is.

133 Ken and Kumi are interested in music.

134 This bag is made of cowhide.

135 The box is made of five (pieces of) paper.

136 Would you like a cup of coffee? / How about a cup of coffee?

137 このカバンは何でできていますか。

138 このカバンはどこで作られましたか。



139 私はピアノを弾いている女の子を知っています。

140 私はピアノを弾いている女の子を知っています。

141 ピアノを弾いている女の子はユミです。

142 私には英語を話すことができる友達がいます。

143 ケンと話をしている男の人を知っていますか。

144 I have a friend who likes sports. 私にはスポーツが好きな友達がいます。

145 The boy who is playing tennis is Takeshi.　テニスをしている男の子はタケシです。

146 She is a teacher who teaches us English.　彼女は私たちに英語を教える先生です。

147 Do you know the girl who is reading a book?　本を読んでいる（あの）女の子を知っていますか。

148 これはアメリカで作られた(アメリカ製の)車です。

149 これはアメリカで作られた(アメリカ製の)車です。

150 机の上にあるカバンは私のものです。

151 これは私の父によって撮影された写真です。

152 which

153 who

154 which

155 This is a train which goes to Osaka.　これは大阪行きの電車です。

156 These are animals which live in Africa.　これらはアフリカに住んでいる動物です。

157 The picture which was taken by Masao is beautiful.　マサオによって撮影された写真は美しい。

158 This is the bag which I bought. これは私が買った鞄です。

159 This is the bag which was made in China.　これは中国製の鞄です。

160 The bag which Yumi has is nice.　ユミが持っている鞄は素敵です。

161 私は母が作るケーキが好きです。

162 これは福岡へ行くバスです。

163 私が昨日会った男性はケンのお父さんです。

164 何かあなたが欲しいものを買ってあげましょう。（「私」の自発的な行動の場合は　「私は～してあげよう。」となる。）

165 私の父はアメリカで作られた(アメリカ製の）車を持っています。

166 その時彼が見ていたテレビ番組は何ですか。

167 彼は誰ですか。

168 あなたは彼が誰（だ）か知っていますか。

169 私はこの単語が何を意味するか知っています。

170 私は彼らがどこでテニスをしているのか知りません。

171 あなたは彼女の誕生日がいつか知っていますか。

172 私は，あなたがどこに行くのか（を）知りたい。

173 Do you know what he wants?



174 Do you know how old he is?

175 Do you know what time it is now?

176 Do you know where she lives?

177 Do you know where they are playing soccer?

178 I told her to buy (some / a bottle of / a pack of ) milk.

179 I want him to help me.

180 He asked me to close the door.

181 She ( has ) been in Hokkaido ( for ) three years.

182 He has ( been )( to ) Hokkaido once.

183 ( How )( long )( have ) you used this bag?

184 I ( have )( just ) read this book.

185 I have ( read ) this book ( before ).

186 I ( have )( never ) seen your mother.

187 彼は台所を作った。

188 彼は大きな台所を作った。

189 彼は台所を（もっと）大きくした。

190 この知らせは彼を悲しませた。（彼はこの知らせを聞いて，悲しんだ。）

191 The music makes us happy.

192 The movie made me sad.

193 His words made his mother happy.

194 私は次の福岡行きの電車に乗るつもりです。

195 上野への行き方を教えていただけませんか。

196 上野はここからいくつ目の駅ですか。

197 上野から何線に乗ればいいのですか。

198 2つ目の駅で電車を乗り換えてください。

199 もう少しゆっくり話していただけませんか。

200 それはどういう意味ですか。

201 あなたの名前はどのようにつづるのですか。

202 ここに書いてください。　write down は「書き留める・記録する」という意味

203 He know ( how )( to )( use ) the computer.    

204 I ( don't ) know ( where ) to ( buy ) it. 

205 He showed ( me )( how )( to ) use the camera.

206 いらっしゃいませ。

207 セーターを捜しているのです。

208 何色をお探しですか。



209 青いものはありますか。

210 この青いのはいかがですか。

211 試着してもいいですか。

212 別のものをお見せしましょうか。　　はい，お願いします。

213 おいくらですか。　6,000円です。

214 それをいただきます。　

215 それをお包みいたしましょうか。

216 いいえ，結構です。

217 May (Can) I have something to drink?   Sure ( Certainly / O.K. など）.

218 Would you like ( How about ) some tea?  Yes, please.

219 Shall I clean thie room?　　　疑問文 Shall I　～？は「～してあげましょうか」

220 Shall I open the window?



長文読解

１（１） ア

１（２）

１（３） ウ エ

１（４）

２① オ ２② カ ２③ ア ２④ ウ ２⑤ イ ２⑥ エ

３（１） ウ ３（２） キ ３（３） カ ３（４） イ ３（５） エ

４（１） ４（２）

４（３） ４（４）

４（５）

５（１） イ ５（２） エ ５（３） ウ ５（４） ウ

５（５） ウ ５（６） エ ５（７） ウ ５（８） イ

６（１） ６（２）

６（３） ６（４）

６（５） ６（６）

７（１）

７（２）

７（３）

７（４）

８（１） ８（２） ８（３） ８（４）

８（５） ８（６） ８（７） ８（８）

９（１） ９（２）

９（３） ９（４）

10（１）

10（２）

10（３）

10（４）

10（５）

were read by for us to

希望を失わなければ，再び幸せな時が来ると思うこと。

Will you lend me something interesting to read?

It took him two hours to finish all 

You do not have/need to take care of your dog.

sure where his only daughter

This is the hottest summer I have ever had.

heard

grown

painted by the longest

doing

called

made

watching

caught

rode

How often does Nancy go to the movies?

have had  second

inviting lives

Shall I

until /till ,   comes

looks happy

made,  happy / glad

busy doing saying anything

Was the house built by him?

The coffee was too hot for him to drink.

They could not / couldn't answer the last question.

ウ

speaking



３A 1 エ 2 イ

３B 1 ア 2 ウ

４A 1 イ 2 ア 3 イ 4 ウ 5 エ 6 ア

４B 1 2 3

５　問１

５　問２ イ ５　問３ ア

５　問４

６　問１

６　問２ ア

６　問５ ウ カ

７B

（１） I can't study at home, because I'm tired after baseball practice.

（２） Why don't you study in(on) the train for ten minutes every day?

６　問３

６　問４

７A

1 Ken ( was reading a book about fishing I bought for ) him.

2 ( What a beautiful ring you have on ) your finger!

3 ( Everybody was pleasesd that all the passengers ) were saved in the accident.

4 You ( are old enough to know what to do ).

町の近くに塗料工場があっても安全なこと。

デービッドは嵐と航海中に失われた人命についての新聞記事を思い出した。

塗料工場で働くことが安全であること。　　　　　　（順不同）

 Would you like her to call you back?

７C

近頃，企業は若い人を欲しがっているのに，自分は年を取りすぎているから。

進研模試　7月　その①

 see on  light

チンパンジーについて学びたいと思ったから。

５　問５

牛を育てるための多くの土地を確保するために森林を伐採する。

世界に大きな変化をもたらすことのできる人は多くはないが、多くの人々によって

もたらされる小さな変化が役に立つ。



３A 1 ウ 2 ウ

３B 1 エ 2 ア

４A 1 ア 2 エ 3 ウ 4 イ 5 エ 6 ウ

４B 1 2 3

５　問１ イ ⇒ ア ⇒ ウ

５　問２ エ

５　問３

６　問２

６　問３

６　問４

６　問５ ウ エ

７B

７C
（１）　They say that walking is good for the health.

（２）　it is hard for me to find time for walking every day

知らない。
６　問１

パリの街に（小さな石造りの）アルメニアの教会があること。

father

７A

１　This camera is ( so expensive that I cannot buy it ).

2　Thank ( you for helping me clean up ) the room.

3　It was ( raining hard when I left home for ) school this morning.

4　( How many times a week do you go ) shopping in that convenience store?

Let's sing English songs on stage.

進研模試　7月　その②

彼女は，彼女たちがどのような外見をしているか，彼女たちの名前は何か，どこに住んでいるのかも

立ち上がってアルメニア語で，自分の席を譲った。

ゴビ砂漠の近くにたくさんの木を育てること。

５　問４
これらの植物は砂漠を生き返らせる，なぜなら乾いた黄色い砂と岩の隣に多くの緑色の植物を見ることが

できるから。

砂漠では人々が住んだり，エネルギーを作ったり，食べ物を作ったりできるから。
５　問５

cold late back


