
高校英語へようこそ　１回目
添削問題

　次の会話文を読んで，以下の設問に答えよ。 （50点）
Mother ： Wake up, John.  It’s ten o’clock now.
John ： Why do I have to wake up?  Today is Sunday.
Mother ：  ① You （　ア　） get up because your father （　イ　） repairing your bike.  

Go and help your father.
John ： ② May I sleep ten more minutes?  I’m very sleepy.
Mother ：  No, you can’t!  Don’t sleep.  Your dog Sparky gets up earlier than you and 

brings a newspaper for your father.  You should help your father as much 
as Sparky.

John ： All right.  I’ll get up.  Will you give me the cookies on the table?
Mother ： No!  Those cookies are for guests.
John ： But Sparky was eating it yesterday.
Mother ： Sparky!!

⑴　下線部①が「（あなたの）お父さんがあなたの自転車を直しているんだから起き
なければいけないわよ。」という意味になるように，空所ア，イに入れるのに最も
適切な語を１語ずつ答えよ。（各４点）

⑵　下線部②に関する以下のＡ），Ｂ）の設問に答えよ。
Ａ）次のア～エの英文について，下線部②に含まれる may と同じ意味を表す may 

を含むものには○，含まないものには×と答えよ。（各３点）
　　ア　It may rain tomorrow.
　　イ　You may sit down.
　　ウ　I may catch cold in this rain.
　　エ　Only the members may swim in this pool.
　Ｂ）下線部②を和訳せよ。（10 点）
⑶　次の各文が本文の内容と一致していればＴ，一致していなければＦと答えよ。
 （各５点）
　　ア　スパーキー（Sparky）はジョン（John）より早起きである。
　　イ　母親はジョンに早く宿題をするように言っている。
　　ウ　現在は土曜日の 10 時である。
　　エ　テーブルの上のクッキーはジョンのものである。
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※ここからは『Z Study　解答用紙編』の英語「高校英語へようこそ」１枚目にご記入ください。
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高校英語へようこそ　１回目
添削問題　解答解説

　次の会話文を読んで，以下の設問に答えよ。 （50点）
Mother ： Wake up, John.  It’s ten o’clock now.
John ： Why do I have to wake up?  Today is Sunday.
Mother ：  ① You （　ア　） get up because your father （　イ　） repairing your bike.  

Go and help your father.
John ： ② May I sleep ten more minutes?  I’m very sleepy.
Mother ：  No, you can’t!  Don’t sleep.  Your dog Sparky gets up earlier than you and 

brings a newspaper for your father.  You should help your father as much 
as Sparky.

John ： All right.  I’ll get up.  Will you give me the cookies on the table?
Mother ： No!  Those cookies are for guests.
John ： But Sparky was eating it yesterday.
Mother ： Sparky!!

⑴　下線部①が「（あなたの）お父さんがあなたの自転車を直しているんだから起き
なければいけないわよ。」という意味になるように，空所ア，イに入れるのに最も
適切な語を１語ずつ答えよ。（各４点）

⑵　下線部②に関する以下のＡ），Ｂ）の設問に答えよ。
Ａ）次のア～エの英文について，下線部②に含まれる may と同じ意味を表す may 

を含むものには○，含まないものには×と答えよ。（各３点）
　　ア　It may rain tomorrow.
　　イ　You may sit down.
　　ウ　I may catch cold in this rain.
　　エ　Only the members may swim in this pool.
　Ｂ）下線部②を和訳せよ。（10 点）
⑶　次の各文が本文の内容と一致していればＴ，一致していなければＦと答えよ。
 （各５点）
　　ア　スパーキー（Sparky）はジョン（John）より早起きである。
　　イ　母親はジョンに早く宿題をするように言っている。
　　ウ　現在は土曜日の 10 時である。
　　エ　テーブルの上のクッキーはジョンのものである。
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⑴　ア　must　　イ　is

⑵　Ａ）　ア　×　　イ　○　　ウ　×　　エ　○
　　Ｂ）　もう 10分眠ってもいい ?
⑶　ア　Ｔ　　イ　Ｆ　　ウ　Ｆ　　エ　Ｆ

⑴ 　ア　与えられた日本文と本文の英文を比較すると，because 以
降が「お父さんがあなたの自転車を直しているんだから」という
理由を表す部分に当たっていることがわかる。したがって，You 

（　ア　） get up で「起きなければいけないわよ」という意味に
なるようにすればよい。「…しなければならない」は must もし
くは have〔has〕to を用いて表せる。ここでは空所は１つなの
で must を入れる。

　　イ  アで見た通り，your father （　イ　） repairing your bike 
の部分が「お父さんがあなたの自転車を直している」という意味
になる。「…している」は ‘be 動詞＋…ing’ の形の現在進行形で
表せるので，空所イには主語の your father に対応した be 動詞 
is を入れる。

⑵　Ａ）may の主な意味としては次の２つがある。
　・‘許可 ’「…してもよい」
　・‘可能性 ’「…かもしれない」
　　どちらの意味で用いられているかは，文脈や文全体の意味から

推測する。下線部②の May I …? は「…していいですか。」と相
手に ‘ 許可 ’ を求める表現である。次のお母さんのせりふが No, 
you can’t! と ‘ 不許可 ’ を表す表現になっていることからも，ジョ
ンが許可を求めていることが推測できるだろう。

　　ア「明日は雨が降るかもしれない。」‘ 可能性 ’ を表す may。
　　イ「座ってよろしい。」‘ 許可 ’ を表す may。
　　ウ 「この雨の中，私は風邪を引くかもしれない。」‘ 可能性 ’ を

表す may。
　　エ「会員のみがこのプールで泳いでよい。」‘ 許可 ’ を表す may。
　したがって，イとエが○，アとウが×。
　　Ｂ）○ May I sleep …?「眠ってもいいですか。」May I …? は

Ａ）で見たように「…していいですか。」と ‘ 許可 ’ を求める表現
である。ここでは「眠ってもいいですか」と聞いているのである。

解答

解説

▼

現在進行形
‘be 動詞 ＋ …ing’

▼

may を 用 い た
表現

▼

May I …?
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この場合の sleep もそうであるように，助動詞とともに用いられ
る動詞は原形になることも覚えておこう。
○ ten more minutes「もう〔あと〕10 分」‘… more ～ ’「もう

〔あと〕…（の）～」
　e.g. three more people（もう３人）
  some more cake（あと少しのケーキ）
　　したがって，下線部 ② は「もう 10 分眠っていいですか。」の

意になることがわかる。

⑶　ア　本文６行目のお母さんのせりふ Your dog Sparky gets up 
earlier than you の部分が参照箇所。‘ 比較級＋ than ～ ’ の形で

「～より…だ」の意を表すので，earlier than you は「あなた（＝
ジョン）より早く」の意になる。文の主語は Sparky で，get up 
は「起きる」の意。したがって，アは本文の内容に一致している。
your dog Sparky の部分は your dog ＝ Sparky という関係が成
り立ち，「あなたの犬のスパーキー」の意になっていることも確
認しておこう。

　　イ　お母さんのせりふの中でジョンに対する命令文を抜き出し
てみよう。

　・Wake up, John.（起きなさい，ジョン。）
　・Go and help your father.（行ってお父さんを手伝いなさい。）
　　（肯定の命令文では一般に，主語を省略して動詞の原形で文を

始める。省略されている主語は you（＝ John）である。）
・Don’t sleep.（眠っちゃだめ。）
　（‘Don’t ＋動詞の原形 ’ は「…してはいけない」という意味を表

す否定命令文である。）
　　以上の中に「早く宿題をするように言っている」箇所はなく，

お父さんを手伝うように言っているのでイは本文の内容に一致し
ていない。

　　ウ　本文冒頭の２人のやりとりに注目。お母さんが It’s ten  
o’clock now. と言い，ジョンが Today is Sunday. と言っている
ので「土曜日」ではなく，「日曜日」の 10 時であることがわかる。
したがってウは本文の内容に一致していない。

　　エ　クッキーの話題が最初に出てくるのは Will you give me 
the cookies on the table? というジョンのせりふである。Will 
you …? には ‘ 勧誘 ’ と ‘ 依頼 ’ の２つの意味があるが，ここでは 
give me the cookies という内容から考えて「…してくれません
か。」の意を表す ‘ 依頼 ’ の表現になっていることがわかる。これ

▼

… more ～

▼

比 較 級 ＋ than 
～

▼

命令文

▼

Don’t ＋動詞の
原形

▼

will を用いた表
現
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に対するお母さんの返事は No!  Those cookies are for guests. で
ある。つまり，クッキーは「お客さん用」なのである。したがっ
てエは本文の内容に一致していない。

□　No, you can’t!（l. ６）「いいえ，だめよ。」May I …?（…してもいいですか。）
に対する返事として，No, you may not. と言うと尊大な感じになるので，can’t が
用いられることが多い。
□　Will you …? （l. ９）「…してくれませんか。」‘ 依頼 ’ の意を表す。please を加え

ると，さらに丁寧な表現になる。
cf. Will you please give me the cookies on the table?
 Will you give me the cookies on the table, please?

全訳
母　　：起きなさい，ジョン。もう 10 時よ。
ジョン：なんで起きなきゃいけないの。今日は日曜日だよ。
母　　：  お父さんがあなたの自転車を直してるんだから，起きなきゃだめよ。行って

お父さんを手伝いなさい。
ジョン：もう 10 分眠ってもいい？ すごく眠いんだ。
母　　：  いいえ，だめよ。眠っちゃだめ。あなたの犬のスパーキーはあなたより早く

起きてお父さんに新聞を持ってくるのよ。あなたもスパーキーと同じくらい
お父さんを手伝わなくてはいけないわ。

ジョン：わかったよ。起きるよ。テーブルの上のクッキーくれる？
母　　：だめよ。あのクッキーはお客さん用よ。
ジョン：でも昨日スパーキーが食べていたよ。
母　　：スパーキー !!

重要語句
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