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[1] 次の英文は，和雄（Kazuo）君と彼の友達のロビー（Robby）君との対話の一部である。これを読んで，下の問いに答

えなさい。  

 

  Robby : Hi, Kazuo. 

  Kazuo : Hi, Robby.  Come in.  My mother and I made some lunch for you. 

  Robby : Thank you very much. 

  Kazuo : You’re welcome.  I hope you like our mushroom spaghetti. 

  Robby : I love mushroom spaghetti.  Every year, my town has a mushroom festival. 

  Kazuo :     ア     

  Robby : In August.  It is the biggest festival in my town. 

  Kazuo :     イ     

  Robby : We cook and eat a lot of mushrooms. 

  Kazuo : Well, a new kind of white mushroom was made in Aomori-ken last year.  Its name is Hatsuyukitake.  

Hatsuyuki means the first snow of the season. 

  Robby : Oh, it’s a beautiful name.     ウ     

  Kazuo : No, I didn’t  Hatsuyukitake will be on sale next year.  Now, let’s eat. 

  Robby : Oh, delicious!  You like cooking very much, don’t you? 

  Kazuo : Yes, of course.  I often cook dinner. 

  Robby : Do you do other things to help your family? 

  Kazuo : Yes, I do.  For example,〔     A     〕 

  Robby : How do you feel after that? 

  Kazuo : 〔     B     〕 

 

  （注）mushroom spaghetti きのこスパゲッティ  mushroom festival きのこ祭 

Hatsuyukitake 初雪たけ  be on sale 売り出される 

 
 

(1) 上の対話の意味が通るように，     ア    ～     ウ    に入る最も適切な文を，下の 1～6 の中から一

つずつ選び，その番号を書きなさい。 
 

1 What do you do? 

2 When do you have lunch? 

3 What town has the festival? 

4 Did you know the name of it? 

5 When does your town have it? 

6 Did you cook those mushrooms this time? 

(1) ア＿＿＿＿ イ＿＿＿＿ ウ＿＿＿＿ 
 

(2) 上の対話の意味が通るように，〔 A 〕と〔 B 〕に入る英文を自由に書きなさい。 

(2) A＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

B＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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【解答】 

[1] 

 (1) ア 5 イ 1 ウ 6 

 

◇ポイント UP！◇ 

 選択肢は全て疑問文なので、空欄の直後が大きなヒントになる。 

アは、In August. という答えからして、質問文には When が含まれることが予想される。イは、答えの文が We cook 

and eat ----. と一般動詞の現在形である。したがって、一般動詞の現在形の疑問文から文脈にあったものを選ぶ。ウ

は、答えが No, I didn’t. となっている。したがって、Yes-No で答えられ、かつ過去形を含む疑問文が正解だが、「ハ

ツユキタケ」という名前の話は既に終わっているので、４は不適切。空欄ウの直前の name という単語につられないよう

に要注意。 

 

 (2) A I clean my house. B I feel happy. 

A I wash my father’s car. B I’m glad to help my father. 

A I help my brother with his homework. B It’s hard 

 

◇ポイント UP！◇ 

 Ａ「家の手伝い」の具体例は、「そうじ」「洗濯」「皿洗い」など様々。I clean my room. とか I clean our house. または、

I do the dishes. （I wash the dishes. でも可）I wash my clothes. I を主語にして現在形で書く。Ｂは、How do you feel? 

で聞かれているので、もっともスタンダードな答えは、I feel happy. や I feel glad. であるが、be 動詞を用いて、I’m 

glad to help my mother. のように答えるのも可。 
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