
次の例題で実際にやってみよう！

       　　…主語　　　　…動詞

In fall, the piano contest (that Mika wanted to win) was held.  She was very excited 

to join the contest.  Studying the piano in Europe has been her dream since she 

was a child.  It was not easy for her to win the contest but she tried to do her 

best.  So she felt happy although she couldn’t win the contest.

　　

  例題 次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。

There are many zoos all over the world.  People who like zoos think zoos 

have some good points.  First, they can learn how animals live.  Learning about 

  .htrae eht no rehtegot evil slamina dna elpoep esuaceb tnatropmi yrev si slamina

Second, zoos are important places to save animals.  People who don’t like zoos 

say it is bad to keep animals in zoos.  They believe animals have a better life in 

the wild.  Animals have their own ways of living and their own rights.

  練習問題 次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。

●本文の内容にあうように，（　　）に適する日本語を書こう。

・ミカの夢は（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　することである。

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）するこ

　とはミカにとって簡単ではなかった。

●本文の内容にあうように，（　　）に適する日本語を書こう。

・動物園が好きな人は，人と動物が地球上で共存しているので

　（　　　　　　　　　　　　　　　）ことは大切だと考える。

・動物園が嫌いな人は，動物は野生でよりよい生活を送れると

　信じ，（　　　　　　　　　　　　　　）ことは悪いと考える。

最初に主語と動詞で文
の構造をとらえてから，
英文を読むと分かりや
すいよ。

英文の主語と動詞がどこか注意して読むと，英文の意味が理解できて，長文の内容がわか

りやすいよ。主語に関係代名詞や分詞，動名詞が含まれる英文は，主語が長くなる場合が

あるので注意して読もう。It is … to～.のように意味上の主語があとにある英文も要注意だよ。

これで長文が読める！

動物園についての主張を読み取ろ
う。
動名詞は動詞の ingの形で主語な
どになるよ。
It is … to ～ .は to以下が意味上
の主語になるよ。

ここに注目
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主語と動詞に気をつけよう111 ●正解数

／4問

学習日　　月　　日解き方のコツ

関係代名詞

動名詞「～すること」

to 以下が意味上の主語「～すること」

現在完了（継続用法）「ずっと～である」

受け身「～された」

次の例題で実際にやってみよう！

盲導犬と介助犬の仕事を紹介して
いるよ。
２語以上の語句がひとまとまりで
前置詞と同じ働きをするよ。in 
front of, thanks to, for example
などの重要語句の意味をしっかり
覚えよう。

ここに注目●本文の内容にあうように，（　　）に適する日本語を書こう。

　盲導犬は目が見えない人々と歩き彼らを安全な方法で導く。盲

導犬のおかげでユーザーは（　　　　　　　　）の状況を知る。

　介助犬は手足が不自由な人々のために多くのことをする。 

たとえば，彼らは（　　　　　　　　）のものを拾いドアを開け

閉めする。

Guide dogs work for people who cannot see.  The dogs walk with the users and 

guide them in a safe way.  For this purpose, guide dogs are taught to go straight 

along the road.  The users know the situation in front of them thanks to the dogs.

Service dogs do a lot of things in daily lives for people who cannot use their 

arms or legs freely.  For example, they pick up things on the floor, open and 

close the doors, and bring things from other places. 

  練習問題 次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。

         　　 … 前置詞

Last month Ken had a school trip.  He went to Kyoto by bus, and stayed at a 

hotel for two days.  He enjoyed the trip, but he couldn’t sleep well at night on 

the first day.  Then he wanted to learn about sleeping.  When he came home, he 

went to the library and looked for some books about sleeping.

　　

  例題 次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。

前置詞を意識して読むことで，時間や場所などの情報がしっかりと読みとれるよ。in や at

のあとには時間や場所，for のあとには期間や対象などを示す名詞が入るよ。

これで長文が読める！

●本文の内容として誤っているものを，次から 1つ選んでみよう。

ア　ケンは京都にバスで行った。　　　　 （　　　　　）

イ　ケンは修学旅行の初日の夜よく眠れなかった。

ウ　ケンは修学旅行で 2日間ホテルに滞在した。

エ　ケンは睡眠についての本を返しに行った。

前置詞のあとには名詞・
代名詞・動名詞などが
続くよ。

長文問題・英語 3

前置詞に気をつけよう222 ●正解数

／3問

学習日　　月　　日解き方のコツ

対象

場所

期間

関連

対象

手段 場所

場所

時 時

「解き方のコツ」では例題と練習問題に取り組め、
長文を読む解きのポイントがわかります！



⑴　①の（　　）に入る８月という意味の語を，次のア～エから１つ選び，記号を答えなさい。

ア　July    イ　August    ウ　September   エ　October （　　　　　）

⑵　②の（　　）に適する語を，次のア～エから１つ選び，記号を答えなさい。

ア　At    イ　Before    ウ　For       エ　On （　　　　　）

⑶　下線部③の themが表しているものを，本文中のひとつづきの英語５語で書きなさい。

 

⑷　本文の内容にあう文を，次のア～オから 2つ選び，記号を答えなさい。

ア　理恵は，3か月間オーストラリアに滞在した。

イ　理恵が参加した授業で日本語を教えている先生は，理恵に日本語を発音してくれるように頼ん

だ。

ウ　理恵は，困難な状況にある子どもたちと一緒に日本語の授業に参加できてうれしかった。

エ　理恵は，英語の教員になるために，英語をさらに一生懸命勉強したいと思っている。

オ　理恵は，日本語の授業に参加した生徒たちを助けることができてとてもうれしかった。

 （　　　　　）（　　　　　）

⑸　本文の内容について，次の質問の答えとなるように，　　　に適する語を書きなさい。

　What is Rie’s dream? 

－Her dream is 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 a doctor to 　　　　　　　　　

 children in difficult situations in many 　　　　　　　　　　.

I went to Australia last (　　①　　) and stayed there for three weeks.  I stayed with 

my host family and I had a very good time.

My host family had a daughter and her name was Emily.  I went to a high school 

with her.  She always helped me.  (　　②　　) example, when I couldn’t understand 

some English words teachers said, she taught me the meanings of ③them.  One day, I 

joined a Japanese class at the school.  The teacher teaching Japanese was Mr. Brown 

and he asked me to pronounce Japanese words.  I thought the students in the class 

enjoyed studying Japanese with me.  I felt very happy because I could help them.

I have a dream.  In the future, I want to work in many countries as a doctor to help 

children in difficult situations.  I think English will be really important when I work as 

a doctor in different countries.  So, I will study English harder to realize my dream.
（注）  pronounce　発音する　　　realize　実現する

　　次の英文は，理恵 (Rie) がオーストラリアでホームステイをしたときの体験について書いたも

のです。これを読んで，あとの問いに答えなさい。 大阪改
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体験文①　国際交流777 ●正解数

／11問

学習日　　月　　日を解こう入試問題

⑴　①の（　　）に適する語を，次のア～エから１つ選び，記号を答えなさい。

ア　make    イ　makes   ウ　made    エ　to make （　　　　　）

⑵　②の（　　）に適する語を，次のア～エから１つ選び，記号を答えなさい。

ア　seeing   イ　seen    ウ　saw     エ　to see （　　　　　）

⑶　下線部③の Itが表しているものを，本文中のひとつづきの英語６語で書きなさい。

 

⑷　④の 　　　 に適する英文を，次のア～エから１つ選び，記号を答えなさい。

ア　the maple syrup is loved by people

イ　the maple tree is important for people

ウ　the park is popular among people

エ　the picture was taken by Bob （　　　　　）

⑸　本文の内容にあう文を，次のア～エから１つ選び，記号を答えなさい。

ア　花子は，この前の春にカナダを訪れ，カエデの木の写真を撮った。

イ　花子は，ホストファミリーにメープルシロップのびんを見せた。

ウ　花子は，写真を見ると，日本にいる家族との楽しい時間を思い出す。 

エ　花子は，次回，秋にホストファミリーに会いたいと思っている。

 （　　　　　）

When I visited Canada last summer, I saw a lot of maple trees 

there and took some pictures of them.

In Canada, I stayed with my host family for two weeks.  My host 

family had a son and his name was Bob.  When we had breakfast, 

he brought a bottle of maple syrup and showed it to me.  He said, 

“Hanako, maple syrup is (　　①　　   ”.seert elpam fo pas eht morf )

I didn’t know that until then.

One day, my host family and I went to a famous park in Canada.  We enjoyed 

(　　②　　) various maple trees in it.  Bob said to me then, “On the national flag of 

Canada, you can see the leaf of a maple tree.  ③It is the symbol of 

Canada.”  I learned that  ④  in Canada.  
When I see the pictures I took, I always remember that I had a  

happy time with my host family in Canada.  I hear maple trees 

look beautiful in autumn.  Next time, I want to see my host family 

in autumn.
（注）  maple syrup　メープルシロップ （カエデ糖みつ）　　　sap　樹液　　　leaf　葉

the national flag
of Canada

（カナダの国旗）

a maple tree
（カエデの木）

　　次の英文は，花子 (Hanako) がカナダでホームステイをしたときの体験について書いたもの

です。これを読んで，あとの問いに答えなさい。 大阪改

長文問題・英語 9

「入試問題を解こう」では入試問題によく出る
テーマごとに、さまざまな長文問題に取り組めます！


