高校入試対策模試
問３

年末特訓

英語

解説

次の（ア）～（エ）の中に入れるのに最も適するものを,あとの１～４の中からそ

れぞれ一つずつ選び,その番号を答えなさい。
（ア）

We practiced volleyball (
1. on

2. in

) nine o'clock to noon.

3. at

4. from

普通であれば at を使って時刻を表しますが、この場合後ろを見ると to noon とあるので
from ～ to …
（イ）

～から…まで

A: (

と言う意味の熟語を思い起こさなければいけない。

) did you learn French, Aki?

B: I watched a French program on TV every Tuesday and Friday.
1. What
What は「何」

2. How

3. Why

4. Which

How は「どのように」

Why は「なぜ」

Which は「どちら」なので

この場合返事が「私はフランス語の番組を毎週火曜と金曜にテレビで見ている。」とい
うところから、How を選ぶ。
（ウ）

Everyone in my class (
1. is

2. are

) interested in the video game now.

3. were

4. be

every や each は「みんな」「それぞれ」と言う意味で、１人ひとりを指しているので単
数扱いになるので要注意。答えは is。
（エ）

This is the song (
1. who

2. that I

) likes the best.
3.which he

4. we

文章の意味が「これは～が最も好きな歌です。」となる。つまり後ろから前に修飾する
形なので、分詞や関係代名詞を使って後ろから修飾する形になる。
who は先行詞に当たる部分が the song で「人以外」なので選ぶことは出来ない。
that I を選んだ場合
which he が正解。

後ろの動詞が likes と三単現の形になっているのでだめ。
we を選んだときも後ろが likes と三単現なのでだめ。

高校入試では三単現の使い方を問われることが多いので、もう一度まとめておく必要が
がある。
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問４

次の英文は,日本に留学しているアンジェラ(Angela)とサオリ(Saori)の対話です。

対話文中の(ア)～(エ)の(
かえたとき,その(

)内の六つの語の中から五つを選んで正しい順番に並べ

)内で３番目と５番目に来る語の番号をそれぞれ答えなさい。

（それぞれ一つずつ不要な語があるので,その語は使用しないこと。）
Angela: Hi, Saori. Where are you going?
Saori: I'm just going to the convenience store.
My sister (ア)(1.me 2.to 3.milk 4.buy 5.asked 6.bought) there.
文の中に asked という語があるので,すぐに tell/ask/want

人

to ～

の構文が想定でき

る、そこで My sister asked me to buy milk there. となる。
Angela: I see. I go there almost every day.
Saori: Oh, me too! Things aren't so cheap at convenience stores, but we can find the stores
easily and (イ)(1.things 2.many 3.need 4.is

5.we 6.get) at all hours.

文の前半に We can find ～ and とあるので,

この and の後ろに we can が省略されてい

ることに気づかなければいけない。つまりこの後ろは
(we can) get many things we need at all hours.となる。
many things と w need の間には目的格の関係代名詞 which/thatt が省略されている。
＊目的格の関係代名詞の省略は要注意
Angela: Yeah, we have convenience stores in my country, too, but they don't sell so many things.
Saori: Really? In Japan we can also get stamps and movie tickets at convenience stores.
Angela: That's great! My host mother sometimes buys food there when she (ウ)(1.not 2.cook
3.no 4.has 5.to time).
time と to があるのでこれを手がかりに組み立てていく,
book(s)/time to …

…する本/時間

something

to …

…すべき何か

は不定詞の構文では頻出なので覚えておく必要がある。
この文章は

when she has no time to cook. となる。

Saori: And they're not just selling things to us. We can send things from the stores.
Angela: Yes. We can also get money from our bank accounts.
Saori: Convenience stores help us a lot in our lives.
Angela: Exactly! Now (エ)(1.when 2.I 3.people 4.why 5.understand 6.go) there so often
in Japan.
疑問詞が文の途中に出てきているので「間接疑問文」を疑ってかかる必要がある。
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＊間接疑問文は頻出!
when を使うと「いつ」why を使うと「なぜ」の意味になる。この場合は why。
Now I understand why people go there so often in Japan.
＊ここで間接疑問文の場合疑問詞の後ろは普通の文の語順（疑問文の語順ではない）に
なる。間接疑問文はほぼ毎年出題されているので、出来ていなかった場合類題を練習し
ておこう。
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