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[1] 次の絵について，それぞれの指示に従って，対話の場面にふさわしい英文を作りなさい。  
 

(1)  ア には，語群の中から 4 語以上を選んで並べかえ，問いかけの文

を一つ作ること。 

 イ には，3 語以上の単語を用いて，対話が成立するように，答えの

文を一つ作ること。なお，語群の単語は，使っても使わなくてもよい。 

 

 語群 [ bird at can what a are see looking you ] 

 

 

 

 

 

 

(1) ア＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

イ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 
 

(2)  ア には，語群の中から 5 語以上を選んで，問いかけの文を一つ作る

こと。 

 イ には，3 語以上の単語を用いて，対話が成立するように，答えの

文を一つ作ること。なお，語群の単語は，使っても使わなくてもよい。 

 

 語群 [ here library how which it the to long from  is way 

  far station ] 

 

 

 

 

(2) ア＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

イ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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【解答】 

[1] 

 (1) （解答例） 

ア What can you see? イ I can see a house. 

ア Can you see a bird? イ Yes, I can. / No, I can’t. 

ア Are you looking at a bird? イ Yes, I am. / No, I’m not. 

ア What are you looking at? イ I’m looking at the mountains. 

 

◇ポイント UP！◇ 

 What を用いると、What can you see? または、What are you looking at? などが考えられる。その場合、イの解答は、

can を含む疑問文には、can を用いて I can see a bird. のようになり、現在進行形を含む疑問文には、I am looking at 

a bird. のようにしなければならない。また、アに、What を用いずに、Yes や No で答えられる疑問文で解答しても構

わない。その場合、Can you see a bird? に対しては、Yes, I can. または、No, I can’t. Are you looking at a bird? に

対しては、Yes, I am. または、No, I’m not. となる。 

 

 (2) （解答例） 

ア Which way is the station [library]? イ It’s this [that] way. / You should go this [that] way. 

ア Is the station [library] far from here? イ Yes, it is. / No, it isn’t. 

ア How long is it to [from] the station [library]? イ It’s five minutes. 

ア Which is the way to the station [library]? イ This [That] is the way to the station [library]. 

 

◇ポイント UP！◇ 

 まず、一番簡単な Yes. または、No. で答えられる疑問文の可能性を探ると、far from が見えるので、「遠いですか」

という疑問文が考えられる。その場合、図書館も駅もどちらも単語が使えるので、Is the station far from here? または、

Is the library far from here? のどちらも正解である。もちろん答えは、Yes, it is.または、No, it isn’t. となる。次に、疑

問詞を用いた問いかけの文を考えてみる。まず、語群を眺めると、How long または How far の組み合わせが見えて

る。How long なら「時間」、How far なら「距離」を尋ねる疑問文になる。How long is it to the station? または、How far 

is it from the station? といった組み合わせが可能。もちろん station の代わりに library にしても正解である。さらに、

Which を用いると、Which way で副詞的に「どちらの方向ですか」と尋ねることも可能。その場合は、Which way is the 

station/library (from here)? となるが、from here は省略可能。その問に対する答えは、It’s this way. または、It’s 

that way. あるいは、You should go this way. または、You should go that way. さらに、This way, please. や That way, 

please. と言っても正解。また、Which is the way to the station/library? も正解。この場合、「駅への道はどちらです

か」という意味になる。それに対する答えは、This/That is the way to the station / library. となる。 
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