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３-４ 手紙文の概要を把握する問題・会話文から推測して答える問題 

（３年生後期） 

  

 

１ あなたは ALT として、中学校に勤務しています。ある日、学校の生徒から手紙が届きました。

彼は何かに悩んでいるようです。彼の悩んでいることを右下のア～エから選び、記号で答えな

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注】what if ~ ～したらどうだろう 

 

２ ニックとタクの会話を読んで、後の質問に記号で答えなさい。 

 

（１） Are they in the same place? 

ア Yes, they are.  イ No, they aren’t. 

（２） What will they probably do on the weekend? 

ア They will buy some rocks for the garden. イ They will enjoy a rock concert. 

ウ They will go to a CD shop.         エ They will buy some concert tickets.   

Nick： Hello, this is Nick. Is Taku there? 

Taku： This is Taku. Hi, Nick. How’s everything going? 

Nick： Good. Taku, Tina has extra tickets to a rock concert this weekend. That’s the 

ABC’s. Do you want to come? 

Taku： The ABC’s? They’ve just released a new CD. Of course I do! Will you come, too? 

Nick： Yes. The seats are in the center of concert hall. So it'll be exciting. 

Taku： Nice. How will we get there? 

Nick： We'll take the subway because the roads will be crowded. Have you ever taken 

the subway? 

Taku： Sure. I can't wait! 

Sep.24th, 2020 

Dear Ms. Brown, 

Hello. I’m writing to you to need your advice. 

When did you decide to become a teacher? Did you decide when 

you were a junior high school student? Sometimes, I think that 

I want to be a teacher. Other times, I think I want to be a sports 

trainer or a physical therapist. I'm afraid that I make the 

wrong choice. Maybe I will change my mind.  

*What if I don't like my job? Do you always like your job?  

Maybe I worry too much.             

 

ア His girl friend 

イ His teacher 

ウ His course in life 

エ His result of  

the examination 

実施日   ／    

 

   年   組   番 氏名              



解答と解説 
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３-４ 手紙文の概要を把握する問題・会話文から推測して答える問題（３年生後期） 

【解答】１ ウ  ２（１）イ（２）イ 

問題１ 

【訳例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【解説】訳例から、〔ウ 人生の進路選択〕について相談していることが分かります。 

 

 

問題２ 

【訳例】 
ニック：(1)こんにちは、ニックです。タクはいますか？ 

タク：タクだよ。やあ、ニック。元気かい？ 

ニック：うん。タク、(2)今週末のロックコンサートのチケットの余りを、ティナが持ってるんだ 

って。ＡＢＣのコンサートだよ。行きたいかい？ 

タク：ＡＢＣ？ついこの間、新しいＣＤ出したよね。もちろん行くよ！君も来るだろう？ 

ニック：ああ。席は、コンサートホールの真ん中あたりだよ。きっと最高だよ。 

タク：いいね。どうやってそこまで行くつもり？ 

ニック：道がきっと混むだろうから、地下鉄で行こうか。地下鉄には乗ったことがある？ 

タク：もちろん。待ちきれないなぁ！ 

 

【解説】 
（１）下線部（１）から、ニックがタクに電話をかけていることが分かります。 

従って、“Are they in the same place? ”「彼らは同じ場所にいますか。」に対する答えは、 

〔イ No, they aren’t.〕となります。 

 

（２）下線部（２）で、今週末のロックコンサートへの誘いに対して、「もちろん行くよ！」と答

えています。 

従って、〔イ They will enjoy a rock concert.〕が正解となります。 
参考として他の選択肢の日本語訳は以下の通りです。 

〔ア 庭のために石を買う〕〔ウ CD ショップに行く〕〔コンサートのチケットを買う〕 

      

 
2020年 9月 24日 

ブラウン先生へ 

 

 こんにちは。いくつかアドバイスをいただきたく、手紙を書い

ています。 

 先生が先生になろうと決めたのはいつでしたか？ 中学生のと

きには決めていましたか？ 時々、私は先生になりたいと思った

りします。ほかにも、スポーツ・トレーナーや理学療法士になり

たいとも思うのです。間違った選択をしてしまうのは怖いです。

もしかしたら気が変わるかもしれません。もし自分の職が気に入

らなかったら…。先生は、先生という職業をいつも好きですか？

もしかしたら私が心配しすぎなのかもしれませんが。 

 


