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３-５ 物語の概要を把握し、心情等を推測して答える問題 

（３年生後期） 

 

 

 

 

 

These days，many people in the United States have pigs for pets . It is said that pigs are 

smarter than dogs and cats. Let me tell you about the true story of a pig named Lulu.  

Lulu lives with Jo Ann Altsman, her husband Jack and their dog. Lulu was a member of the 

family.  

Jack and Jo Ann have a *second house near a lake. It has a fence around it, so it is a good 

place for a pig. Most weekends, the Altsmans go there with Lulu and their dog.  

One day, Jack went fishing. Jo Ann stayed home with their dog and Lulu. Suddenly, Jo Ann‘s 

left arm hurt. She was having a *heart attack! She had to go to a hospital right away. 

 “Somebody, help me! Please call an *ambulance!” No one came. Jo Ann threw an alarm clock 

at the window. The window was broken. She called again, but no one came. Jo Ann’s dog barked 

and barked. Still, no one came. Lulu came over and looked at Jo Ann. Jo Ann couldn’t get up. 

Then Lulu started crying. The pig knew something was wrong. 

Lulu ran to the gate through the *doggy door. Lulu had never gone out the gate alone before. 

But pigs are smart. She opened the gate and went to the road. Then a car came and Lulu went 

into the middle of the road. She *lay down in front of the car! But the car did not stop and passed 

by. (1)Lulu went back to look at Jo Ann. Then the pig ran back to the road and tried the same 

thing again and again.  

At last, a car stopped “Is this pig all right?” Lulu ran back to the second house. The driver 

followed Lulu. The driver found Jo Ann and said to her,  (2)“Lady, your pig has a problem!”   

Jo Ann answered, “I have a problem, too. Please call me an ambulance!” 

The man called 911. Soon an ambulance came. At the hospital the doctors helped her. “You 

almost died. Your pig saved your life!” Jo Ann said, “Thank you, Lulu. You are very smart pig!”    

 

【注】second house 別荘  heart attack 心臓発作  ambulance 救急車   

doggy door ペット用のドア  lay down 横たわった 

  

近年、さまざまな生き物をペットとして飼う人が増えています。これはアメリカに住むアルツマン一

家（the Altsmans）とペットの間に起きた本当の話です。英文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 この物語にタイトルをつけるとしたら、どれが最も適切ですか。次のア～エから１つ

選び、記号で答えなさい。 

 

ア A Flying Pig  

イ An Interesting Pig 

ウ A Sleeping Pig 

エ An Amazing Pig 

 

２ 下線部 (1)Lulu went back to look at Jo Ann. この時、Lulu は Jo Ann に心の中で、

どのような言葉をかけたと思いますか？次のア～エの中から、最も適切な英文を一つ

選び、記号で答えなさい。 

 

ア Lulu said, “Please don’t sleep here.” 

イ Lulu said, “Please don’t throw an alarm clock. ” 

ウ Lulu said, “Please wait a minute.” 

エ Lulu said, “Please wait until tomorrow.” 

 

３ 下線部 (2)“Lady, your pig has a problem!”と、どうしてこのように言ったのか、その

理由を付け加えるとしたら、次のア～エの中から、最も適切な英文を一つ選び、記号

で答えなさい。 

 

ア He thought the pig was dancing on the road.  

イ He thought the pig was in danger on the road.   

ウ He thought the pig was hungry on the road.  

エ He thought the pig was friendly on the road. 

  



解答と解説 
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３-５ 物語の概要を把握し、心情等を推測して答える問題（３年生後期） 

【解答】１ エ  ２ ウ  ３ イ 

 

【訳例】 
最近アメリカでは、ペットとして豚を飼う人たちが多い。豚は犬や猫よりも頭が良いと言われてい

る。ルルという名前の豚について、本当にあった話をしよう。 

ルルはジョー・アン・アルツマンと彼女の夫であるジャック、そして彼らの犬と一緒に暮らしてい

る。ルルはアルツマン一家の一員だった。 

ジャックとジョー・アンは湖のほとりに別荘を持っていた。別荘には周りを囲むフェンスがあり、

豚を飼うにはぴったりなのだ。アルツマン夫妻は、週末はほとんど、ルルと犬を別荘に連れて行っ

た。 

ある日、ジャックは釣りに出かけた。ジョー・アンはルルと犬と一緒に家にいた。突然、ジョー・

アンの左腕に痛みが走った。心臓発作が起きたのだった！ジョー・アンは、すぐに病院に行かなけれ

ばならなかった。 

「誰か、助けて！救急車を呼んで！」誰も来なかった。ジョー・アンは目覚まし時計を窓に投げつ

けた。窓が壊れた。彼女はもう一度人を呼んだが、誰も来なかった。ジョー・アンの犬が吠えに吠え

た。それでも、誰も来なかった。ルルがやってきて、ジョー・アンを見た。ジョー・アンは立ち上が

ることができなかった。するとルルが鳴き始めた。何かがおかしいと分かったのだ。 

ルルは犬用のドアを通り抜けて門へと走った。ルルはこれまで一人で門の外に出たことはなかっ

た。けれど豚は頭が良い。ルルは自分で門を開けて道に出て、すると一台の車が来た。ルルは道の真

ん中に出て行った。(1)そしてなんと車の前で寝そべったのだ。けれど車は止まらずに走り去ってしま

った。ルルはジョー・アンを見に戻った。(2)それからまた道に走って戻り、何度も何度も車を止めよ

うと同じことをした。 

ついに車が止まった。「この豚、大丈夫？」ルルは走って別荘に戻った。車の運転手はルルの後に続

いた。運転手はジョー・アンを見付けて言った。「ご婦人、あなたの豚が問題を起こしていますよ！」

ジョー・アンは「私も問題を起こしているわ。救急車を呼んでちょうだい！」と言った。 

運転手は 911番に電話をした。まもなく救急車が来た。病院では医師たちが彼女を助けた。「もう少

しで死ぬところでしたよ。あなたの豚が命を救ってくれましたね！」ジョー・アンは言った。「ありが

とうルル。あなたって本当に賢い豚だわ！」 

 

【解説】 
問題１ 

訳例から、ペットの豚が人間を救う話だと分かります。 

従って、〔エ An Amazing Pig 驚くべき豚〕が正解となります。 

参考までに、〔ア A Flying Pig 飛んでいる豚〕、〔イ An Interesting Pig おもしろい豚〕、 

〔ウ A Sleeping Pig 寝ている豚〕となります。 

 

問題２ 

下線部（２）から、ルルはジョー・アンを救うために、道に戻り車を止めて助けを呼ぼうとしてい

ることが分かります。 

従って、〔ウ Please wait a minute. もう少し待って〕が正解と推測できます。 

 

問題３ 

ルルは車を止めるために、下線部（１）にあるように道の真ん中で寝そべっていました。 

従って運転手は、〔イ the pig was in danger on the road. 豚が道で（寝そべっていて）危険だ〕 

が理由となります。 

  


