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３-１ 物語の概要を把握し、タイトルを付けて要約する問題 

（３年生前期） 

 

 

 

 

This is a true story of a man. His name is Aron. He had a great job at a famous 

company. But he left it and went to Colorado. He really loved mountain climbing. 

Colorado has many big mountains, and he wanted to climb them. "I want to be the 

first person to climb the 59 highest mountains in Colorado in the winter," he talked to 

his friends. "One team has already done that," said one of his friends. But Aron said, 

"But I am going to do it alone."  

Winter climbing is dangerous. If you make just one mistake, you will die. Doing it 

alone is even more dangerous. He often had some troubles before, but he always found 

a way to get home again.  

He climbed 45 of those mountains. Then he had a big accident. When the accident 

happened, it was not in winter but he was alone. One day, when he was climbing, a big 

rock fell on his right arm. It hurt a lot. He tried moving the rock away. It was too 

heavy. He tried to break the rock with a knife. But that didn't work. He was really in 

trouble. He only had one small bottle of water and a little food with him. 

After five days, he had no food or water left. He knew he was going to die. Suddenly, 

he understood that he had to cut his arm off. But it was difficult to do it because the 

bone was too hard. First, he had to break the bone in his arm! Then he used the knife 

to break it and *succeeded in cutting his arm off.  

Now he was able to walk away. But he still had to get to his car. It was 13 kilometers 

away, and he was very weak. The big problem was a cliff. It was 20 meters high. He 

went down it with one arm! At the *bottom of the cliff, he found some water. "This 

water tastes so good!" Then he started hiking in the strong sun. Soon he wanted more 

water. “Maybe I cannot get to my car…,” he thought. 

A few hours after he cut off his arm, he saw something that gave him hope. It was 

three people! They gave him food and water. Then they went to get help. One hundred 

and twenty-seven hours after his accident, a helicopter took him to the hospital. He 

had lost 18 kilograms and 25 percent of his *blood. But this strong man got better and 

wrote a book about this 127 hours. Later, he climbed the other 14 highest mountains 

in Colorado. He did it in winter and he did it alone. 

 

【注】succeed 成功する  bottom ふもと・底  blood 血 

  

先生から、教科書以外の英語を読み、要約して発表することが課題として出されました。あなた

は、登山を趣味としたアメリカ人、アーロン ( Aron ) が体験した実話を選びました。彼の身に何

が起きたのでしょうか。物語を読んで、後の問いに答えなさい。 

実施日   ／    

 

   年   組   番 氏名              
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１ 物語のタイトル名は何でしょう。次のア～エの中から最もふさわしいものを１つ選び、 

記号で答えなさい。 

ア コロラド山のなりたち 

イ 人命救助の方法 

ウ 奇跡の生還 

エ 人生最高の水 

 

２ 物語を次のように要約しています。（  ）内に適語を入れて要約を完成しなさい。 

（ア・イそれぞれ同じ語が入ります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（ア）             

 

（イ）             

  

～Summary of the story～ 

Here is a story about a very strong man.   

He ( ア ) his famous company and went to Colorado to climb mountains.  

When he was hiking, a ( イ ) rock fell on his arm.  

He could not get out. He had no sleep, almost no food, no water for over 

five days.  

Finally, he cut off his arm and got out.  

With his ( ア ) arm, he had to get to his car.  

The ( イ ) problem was a cliff.  

But luckily, he was helped by three people there.  

He wrote a book about his story and continued climbing mountains and 

finished all the big mountains in Colorado. 

 



解答と解説 
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３-１ 物語の概要を把握し、タイトルを付けて要約する問題（３年生前期） 

【解答】１ ウ  ２（ア）left (イ) big 

 

【訳例】これはある男にまつわる本当にあった話だ。彼の名前はアーロン。有名な企業で大きな

仕事をしていたが、会社を辞め、コロラドに向かった。アーロンは登山を本当に愛していた。コ

ロラドには大きな山がたくさんあり、彼はその登頂を目指したのだ。「コロラドにある 59の山に

冬期登頂する最初の人間になりたいんだ」アーロンは友人に言った。「どこかのチームがすでに達

成したじゃないか」友人は言ったが、アーロンはこう応えた。「私は単独で冬期登頂を果たしたい

んだ」 

冬期登山は危険なものだ。ひとつでも間違いを起こせば、死んでしまう。単独登頂ではさらに

危険が増す。これまでも多くの困難があったが、彼は常に家に帰り着く方法を探し出した。 

アーロンは 59のうち 45の山に登頂した。しかしあるとき、彼は大きな事故に見舞われた。冬

期ではなかったが、アーロンが一人のときに事故は起こった。ある日の登山の最中、大きな岩が

アーロンの右腕に落下した。痛みは大きかったが、アーロンはその岩をなんとかどかそうとし

た。しかし岩は重すぎた。アーロンはその岩をナイフで砕こうとしたが、まったく歯が立たなか

った。彼は窮地に追い込まれていた。彼は、小さなボトルに入った水と少しの食料しか持ってい

なかった。 

その５日後、彼には水も食べ物も残されていなかった。彼はこのまま死んでしまうだろうと思

った。そのとき不意に、アーロンは自分の腕を切り落とさなければならないのだと理解した。け

れど、骨はあまりに硬く、腕を切り落とすことは難しかった。まず、腕の骨を砕かなければいけ

ない。そしてアーロンはナイフを使って骨を砕き、腕を切り落とすことに成功した。 

そして歩き出すことができた。けれどそこからさらに車まで行かなければいけない。車までは

13キロの道のりだったが、アーロンは衰弱しきっていた。一番の問題は崖だった。20メートルの

高さだ。彼はその崖をたった一本の腕で降りていったのだ！崖の下で彼は水のある場所を見つけ

た。「なんて美味しいんだ！」そして強い日差しの中、歩き始めた。またすぐに水がほしくなっ

た。「もしかしたら車にたどりつけないかもしれない…」彼は思った。 

腕を切り落としてから数時間後、希望の光が彼の目に映った。人が３人！彼らはアーロンに食

べ物や水を分けてくれ、助けを呼びに行ってくれた。(1)事故が起きてから 127時間後、ヘリコプ

ターがアーロンを病院へと運んでくれた。アーロンの体重は 18キロ減っており、体の 25％もの

血液が失われていた。しかし、この強靭な男は回復を遂げ、この 127時間についての本を執筆し

たのだ。のちに、彼はコロラドにある残りの 14の山に登頂している。冬期単独登頂だった。 

 

【解説】 
問題１ 

 「コロラドの山」、「人命救助」、「水」について、物語の中で触れていますが、物語の一部分の

内容となっています。 

従って、全体を表すタイトルは、九死に一生を得た〔ウ 奇跡の生還〕が正解となります。 

 

問題２ 

 本文と要約、及び日本語訳から、（ア）（イ）に入る語を次のように考えます。 

（ア） He (left ) his famous company.「辞める」を表す leave の過去形 left となります。 

With his (left ) arm,  右腕に岩が落下したので、使えるのは左手となります。 

（イ） a (big ) rock fell on his arm.  「大きな岩が腕に落ちた」となります。 

The(big ) problem was a cliff. 「大きな問題は」となります。 

  


