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[1] 次の英文は，英語クラブの活動で明弘がシンガポールに住む友人のワン(Wang)に送った手紙です。これを読んで，

問いに答えなさい。  

March 26, 1998 

 Dear Wang, 

  Thank you for your letter. There was an interesting story in it, and your English always gives me many good 

examples to use. ①So I was glad to get it. 

  Well, we are now on spring vacation. I’m going to do some volunteer work. I want to do it because I learned 

something important from the Paralympic Games in Nagano, Japan. I watched cross-country skiers on TV. There 

were two people on the snow. One skier was a woman who couldn’t see well and the other skier was a man who 

was skiing with her to tell her the way. 

  I was really surprised to see their skiing. The man telling her the way did his best, but he became very tired after 

skiing hard. At that point, the woman saw that he was tired and began to cheer him up. 

  They could finish the race. After the skiing was over, they looked very glad. 

  ②I learned two important things from them. We should help each other, and try to do our best. 

  “What can I do for people who can’t see well?” I thought again and again. “③I’ve got it.” I will record some 

stories with a tape recorder for volunteer work. People who can’t see well will be able to         to  the 

tapes and we will have a good time when we talk about the stories together. 

  I have a dream that one day I will go and see volunteer work in your country. 

  Are you doing any volunteer work? If you are, please tell me about it in the next letter. I hope to get it soon. 

Yours always, 

  (注) the Paralympic Games in Nagano 長野パラリンピック冬季競技大会(長野で行われた障害者のスポーツ大会)  

cross-country skier クロスカントリースキー競技者(スキーの距離競技者)  cheer～up ～を元気づける race

レース  record～with a tape recorder テープレコーダーで～を録音する 

 
 

(1) 下線①のように述べている理由は何ですか，本文の内容から考えて，日本語で２つ説明しなさい。 

(1) 1＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

2＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

(2) 下線②の２つの大切なこととはどのようなことですか，本文の内容から考えて、日本語で書きなさい。 

(2)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

(3) 前後の文の関係から，下線③の意味としてふさわしいものを，ア～エから選びなさい。 
 

ア 私は泣いた  イ 私は思いついた  ウ 私は食べた  エ 私は話した 
(3)＿＿＿＿ 

 

(4) 前後の文の関係から，        には，どのような単語が入りますか，ふさわしいものをア～エから選びなさい。 
 

ア listen  イ find  ウ buy  エ write 
(4)＿＿＿＿ 

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）



 

(5) 夢がかなってシンガポールに旅行に来た明弘が，ワンの案内

で，日本の友人のためにおみやげを買いに行くことになりまし

た。店員(Shopwoman)との会話が自然な流れになるように，空

欄   A  ，   B  に 3 語以上の英語でそれぞれ自由に書き

なさい。 
 

Shopwoman: Can I help you? What would you like? 

Akihiro:     A     

Shopwoman: Come here, please. How about this one? 

Akihiro:     B     I will buy it. 

Wang: Good. Your friend will like it. 
 

(5) A＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

B＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

 

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）



【解答】 

[1] 

 (1) （正答例）手紙の内容がおもしろいから。 

（正答例）私が英語を使うときの多くのよい手本となるから。 

◇ポイント UP!◇ 

 下線部は So で始まっている。So は「だから～である」という結果を意味するのだが、その直前には必ず原因・理由

が述べられている。ここでも同様。「手紙には面白い話が書いてある」と「役に立つ例文がたくさんある」と２つの理由が 

and で結ばれて列挙されている。 

 

 (2) （正答例）お互い助け合う（べき）ことと最善を尽くそうとする（べき）こと。 

◇ポイント UP!◇ 

 下線部の前後をよく読む。下線部の前は、具体例が挙げられているので、「２つのこと」には関連が無い。そこで、下

線部の直後を見ると、また２つのことが and で結ばれているのが分かる。それが正解である。 

 

 (3) イ 

◇ポイント UP!◇ 

 get にはいろいろな意味があるが、口語では、get it がセットで、「分かる・理解する」と「電話に出る」の意味になる。

しかしここでは、直前に I thought again and again. とあるので、文脈から「思考」に関係した意味になる。 

 

 (4) ア 

◇ポイント UP!◇ 

 動詞を選ぶ問題。目的語は（カセット）テープである。さらに空欄の後ろに to が続いている。この２つの条件を考え

れば、正解は listen 以外に考えられない。 

 

 (5) （正答例）I want a bag.など  （正答例）It is very nice.など 

◇ポイント UP!◇ 

 自由作文の問題。（Ａ）の方は、「何にいたしますか」に対して、I would like a watch/bag/book/pen. または、I want a 

watch/bag/book/pen. または、I’m looking for a watch/bag/book/pen. など「～が欲しいのですが」「～をさがしている

のですが」といった意味の英文を書く。一方、（Ｂ）の方は、「これなんかいかがですか」に対して、I will buy it. と直後で

答えているので、I like it. または、It looks nice. または、It is very nice. など肯定的に「気に入った」といった意味の英

文を書く。 
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