
令和２年１月２７日 

ヴェリタス学習会通信３４ 
令和２年２月の予定 

・月曜日 大安公民館１階研修室（３日）18:30～21:00; （１７・２４日）9:00～11:30 

          ２階和室（１０日）18:30～21:00 

・水曜日 員弁老人福祉センター１階会議室３（５・１２・１９・２６日）18:00～20:30 

・木曜日 北勢福祉センター２階小会議室（６・１３・２０・２７日）18:30～21:30 

・金曜日 藤原文化センター２階第１研修室（７・１４日）18:30～21:00 

               第２研修室（２１日）18:30～21:00 

     シビックコア２階会議室５（２８日）18:00～20:30 

 

 １７日（月）の土曜授業の代休と２４日（月）の振り替え休日は午前中にやりたいと思っています。徒歩・自

転車等で来てもらうこともできます。ただ、会場が遠い方は、夜間の方が都合が良いと思います。希望があれば

午後や夜間の時間も予約します。ヴェリタスの事務局も 21:00 までは使えますので、どこかではできると思いま

す。１０日（月）は研修室に先約があったので、２階の和室でやります。暗いので、小さなライトスタンドを持

っていくつもりですが、忘れていたらごめんなさい。 

 

 北勢福祉センターは従来 18:00 からでしたが、終わりも遅いことから 18:30 からにします。これまで通り、21

時の時点で参加者がいなければ帰ります。 

 

28 日（金）は、藤原文化センターが使えません。市役所新庁舎のシビックコア（食堂のある建物）の２階で

やります。一番奥の右側（庁舎寄り）の部屋です。21 日（金）はいつもの第 1 研修室ではなく、図書室との間

の第 2 研修室でやります。 

 

 積雪や道路凍結などで休会とする場合があります。その場合は個別に連絡させていただきます。 

 

連絡先 

 ヴェリタス学習会担当まつみやの携帯電話番号：０９０－７６９６－０１８９（＋メッセージも可能） 

             携帯メールアドレス：dem0cri10s@docomo.ne.jp 

               ＬＩＮＥ ＩＤ：ｍ９ｓ０ｂａｙ（表示名：卓） 

              Facebook の「松宮 卓」に友達申請していただければ Messenger が使えます。 

   メールや LINE 登録をしていただいた方には、それを利用して休会連絡を行います。手数削減協力のため、

できる限りご登録ください。 

 

 

三重県立高校の英語の入試問題 

 

 中学校の定期試験や私立高校の入試問題では、英語の単語の並べ替えや括弧
か っ こ

埋
う

めの問題が出題されます。これ

らを得点源にしている方もたくさんいると思います。他県の公立高校の入試問題ではそれらもありますが、三重



県の県立高校の入試には、ほとんどありません。短くて簡単でもよいので「英文を 1 文完成させる」という問題

が出題されます。もうずいぶん前から三重県はそうなっています。簡単な単語でよいので、とにかくたくさんの

単語を正確に書けるようにしておいてください。 

 最近の年度の過去問は、それぞれが実力を測るためにやると思いますので、少し古めの平成 26 年の三重県立

高校の英語の後期の入試問題の 1 部を紹介します。何が必要かを知って準備をしてください。 

 

三重県立高校の平成２６年度後期入試問題英語３ 

  

３．あとの各問いに答えなさい。（50 点満点中 12 点） 

 

(1) 次のような状況において、あとの①～③のとき、あなたならどのように言いますか。それぞれ 4 語以上の英

文を書きなさい。ただし、I'm などの短縮形は 1 語として数え、コンマ(,)、ピリオド(.)などは語数に入れません。 

 

【状況】あなたは三重から修学旅行で東京に来ています。外国からの旅行者に写真撮影を頼まれ、その後、その

旅行者との少しの間、会話を楽しんでいます。 

 

① 出身地を尋ねるとき。 

② 好きな日本の食べ物を尋ねるとき。 

③ 三重(Mie)には有名な場所がたくさんあることを伝えるとき。 

 

 

(2) Hiroshi は、英語の授業で,「私の宝物」というテーマでスピーチをすることになりました。Hiroshi はピア

ノについてスピーチをすることに決め、下の原稿を準備しました。 

あなたが Hiroshi なら、① ～③の内容をどのように英語で表しますか。それぞれ 5 語以上の英文を書き、下

の原稿を完成させなさい。数は,英語で書いても数字で書いてもかまいません。 

ただし、I'm などの短縮形は 1 語として数え、コンマ(,)、ピリオド(.)などは語数に入れません。 

 

【原稿】 

Hello, everyone.  I'll going to tell you about my piano. 

①  誕生日におじいさんがくれたこと。 

② 5 年間使っていること。 

③ ピアノを練習することは楽しいこと。 

Thank you. 

（平成 26 年三重県後期入学者選抜英語３） 

【解説と解答例】 

３．（１）① 「あなたはどこの出身ですか」というのが一番書きやすいはずです。定期試験でも実力試験でも

出たことがあると思います。 

    《解答例 1》Where are you from?  単語の訳語を単純に利用すれば「あなたはどこからですか」。 

  三重県の解答例では「あなたはどの国から来ていますか」「あなたはどこで生まれましたか」の英訳も出て

いました。要は、内容が同じならば、必ずしも日本語に忠実に英訳しなくても良いということです。 

    《解答例２》Which country do you come from?      do は did でも可か。 



    《解答例３》Where were you born?  

 

 ② 「あなたはどんな日本の食べ物が好きですか」という日本語を英訳してみます。「どんな」は「何の」と

考えます。What Japanese food「何の日本の食べ物」は一まとめです。離してはいけません。 

《解答例１》What Japanese food do you like?  

  解答例では「あなたのお気に入りの日本の食べ物は何ですか」の英訳もありました。 

    《解答例 2》What is your favorite Japanese food? 

  「あなたは日本の中で、どんな種類の食べ物が好きですか」というのもありました。 

    《解答例 3》What kind of food do you like in Japan? 

  これは高度ですね。What kind of …. 「何の種類の……」「……の何の種類」という表現を知っていないと

できません。 

 

 ③ 「～があります」は There is[are]… が使えましたね。複数あるので be 動詞は are です。 

    《解答例１》There are a lot of famous places in Mie.   A lot of は lots of や many でも可。 

  「三重はたくさんの有名な場所を持っています」というのも英語らしい考え方です。 

    《解答例２》Mie has a lot of famous places.   先ほどもそうですが場所は２つ以上なので places

と-s がつきます。 

  これは考えつかないと思いますが「あなたは三重の中でたくさんの有名な場所を訪れることができます」の

英訳 《解答例３》You can visit many famous places in Mie. もありました。 

 

  正しい文法にのっとって、内容が伝われば、それで丸がもらえます。 

 

（２）①「私の誕生日に私のおじいさんが私にそれを与えました」が一番作りやすいと思います。「give＋人＋

物」ですね。でも通常１度出てきた my piano は２度目から it にします。Give me it の語順は言いにくいの

で give it to me と「give＋物＋to＋人」の順に置きます。「日」の前置詞は on です。 

    《解答例１》My grandfather gave it to me on my birthday. 

   「それは私のおじいさんからの私の誕生日のためのプレゼントです」というのも可能です。 

    It is the present. 「それはプレゼントです」が骨組みです。「私のおじいさんから」は from my 

grandfather、「私の誕生日のための」は for my birthday。これらは２語以上がまとまっているので、

説明したい名詞 present の後ろに置きます。どちらが先でも丸はもらえると思います。 

    《解答例２》It is the present for my birthday from my grandfather. 

    《解答例３》I got it from my grandfather on my birthday.「私は誕生日に祖父からそれを受け取った」 

    《解答例４》It is the piano that my grandfather gave me for my birthday. 

「それは私の祖父が誕生日のために私に与えたピアノです」 

 

  ② こちらも簡単に日本語が書いてあるけれど、「私はそれ［私のピアノ］を５年間ずっと使っています」と

いう日本語の現在完了形が想定されます。 

    《解答例１》I have used it for five years. または I have played it for 5 years.など 

    《解答例２》I started using it five years ago.「私は５年前にそれを使い始めた」 

    《解答例３》I began to play it five years ago.「私は５年前にそれを弾き始めた」 

 

 ③ 「ピアノを練習することは楽しいです」という英文を書いてみます。 



    《解答例１》Practicing the piano is fun. または To practice the piano is fun. 

          こちらを it…to…の構文で書き直して、 

    《解答例２》It is fun (for me) to practice playing the piano. 

      動名詞 playing に導かれる playing the piano を practice の目的語にしました。practice は使わず

に to play the piano でも十分です。 

   「私はピアノを演奏することを楽しみます」「私は楽しくピアノを弾きます」でもよいでしょう。 

    《解答例３》I enjoy playing the piano. 

   “enjoy＋動名詞”「楽しく～する」「～することを楽しむ」は何度も出題されてきた重要表現です。使え

るようにしておきましょう。playing は practicing でも可能です。 

 

暗記と理解を上手く融合させて 

 

  ３年間で習った重要構文、会話表現をしっかり復習しておきましょう。３年生の教科書のＰ126～P127 の基

本文のまとめの構文を、もう一度しっかり頭に叩き込んでください。 

  Ｐ122 とＰ123 の英語のしくみも、地味ですが大切です。理解できなれば質問して下さい。英文をつくると

きや長文を読むときなどに活用できます。 

  英作文では、自分の知っている構文に日本語を作り直して、同じ内容を伝えるようにしましょう。 

  英語は言葉ですので、暗記してしまうことも大切です。でもそれだけだと大変なので、構文の理解を利用し

て学習することも大切なのです。 

 

三重県立高校の平成２８年度前期入試問題英語５ 

 

  前期は得意科目で受験できるような特色化選抜が行われます。そのため後期よりも難しいと感じるられるこ

ともあるようです。紹介しておきます。 

 

５．次のような状況において，あとの⑴～⑸の内容を，あなたはどのように表現しますか。 

それぞれ 4 語以上の英文で書きなさい。 

ただし，I’m などの短縮形は 1 語として数え，コンマ(,)，ピリオド(.)などは語数に入れません。（10 点） 

 

【状況】 

アメリカから来た留学生が，今日からあなたの家でホームステイを始めました。あなたはその留学生と話を

しています。 

 

⑴ その留学生を何と呼べばよいかを尋ねるとき。 

⑵ 飛行機の旅はどうだったかを尋ねるとき。 

⑶ 食べられないものはないかを尋ねるとき。 

⑷ コンピュータを使う必要があったら，私のを使ってよいということを伝えるとき。 

⑸ 疲れているようだから，明日の朝は早く起きなくてよいということを伝えるとき。 

(平成 28 年三重県前期入試英語５) 

三重県の解答例を別紙に書いておきます。これらの他にも正解はありますので質問してください。 

©2019 NPO Veritas Inc. 



平成２８年度の三重県立高校前期入試問題英語５の解答例 

 

（１）《解答例１》What should I call you?    （shall でも可） 

《解答例２》What do you want me to call you? 

（２）《解答例１》How was your flight? 

《解答例２》Did you enjoy your trip by plane? 

（３）《解答例１》Do you have any food you can’t eat? 

   《解答例２》Is there anything you’re not able to eat? 

（４）《解答例１》If you need to use a computer, you can use mine.  （need は want でも可） 

   《解答例２》You may use my computer when you have to use a computer. 

 （may は can でも。have は need でも want でも） 

（５）《解答例１》You don’t have to get up early tomorrow morning because you look tired. 

         （morning はなしでも可） 

   《解答例２》You look tired, so it isn’t necessary for you to wake up early tomorrow. 

 

 

平成２８年度の三重県立高校前期入試問題英語６の問題 

 

ついでなので、次の６番の問題と解答例も紹介しておきます。 

 

６．あなたは，英語の先生から，“What do you want to do when you become a high school student?” 

と質問されました。あなたの答えを，理由や説明などを含めて２０語以上の英語で書きなさい。 

英文の数はいくつでもかまいません。 

ただし，I’m などの短縮形は1 語として数え，コンマ(,)，ピリオド(.)などは語数に入れ 

ません。（ 5 点）（平成２８年度三重県立高校前期入試問題英語６） 

 

 

平成２８年度の三重県立高校前期入試問題英語６の解答例 

 

《解答例１》My dream is to be an engineer and make robots to help people.  So I want to study math and 

science harder. 

《解答例２》I want to make friends with many people from other junior high schools.  I’m looking forward to 

studying with them. 

 

  正解は他にもあるので、作ったものを見せていただければ、アドバイスできます。間違っている箇所は、ど

ういう決まりに反しているので間違っているかも説明します。他の年度の問題でも結構です。 

 

  解答例の逐語訳
ちく ごやく

（並んでいる単語を原義通り忠実に訳した日本語）もお尋ねください。 

 

  英語の学習は高校に行っても３年間続きます。「難し過ぎて無理！」と思う気持ちはわかりますが、高校入

試だけのこととは考えずに取り組んでください。            Veritas Inc. 


