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１ １５ 

 

例）２人の芸術家がスペインでミルクを飲みたくて、乳牛の絵を描いてコイ

ンをちらつかせたら、闘牛のチケット出てきた話。（５５語） 

 

 

闘牛、牛の絵、金、チケット、らへんはほしいところ。 

 

 

 

 

２（Ａ）各２ （８） 

（１） ①  whose で。 だれのドーターだとしても罰せられます、的な。 

（２） ④ 

複数形がおかしい。ｆｓはあやしい。 lying はいける。 横になって

ます。lie lay lain lying てことで、本が勝手に横たわってるだけなので

ＯＫ． うそつくわけでもないし横たえてるわけでもない。 

（３） ③ 

副詞っすね。動詞をくわしくするのは副詞。ly つけたら基本なんでも

副詞。 めっちゃくえばってことで excessively 

excessive のままだと excessive amout とかほしい。 

（４） ④ 

to say the least で リーストに言っても→最少で言っても→控えめに

言っても。 

彼女の彼への見積もりは控えめに言っても盛りすぎ。 

 

 

  



 

２（Ｂ）各３ （１２） 

（１） 
(Let’s) go back to the park where we can rest. 

ちょくちょく埋めれるとこ埋めていけばいい。 

（２） 

But for the rain, we would have had (a pleasant trip.) 

ありがちな仮定法の、ありがちでない方。 

～じゃなかったら、を but for でいく。 

雨が降らなかったら～ って話になる。  

（３） 
(My sister) complains of my being too lazy. 

知らないときつい。 このまま覚えときたし。 

（４） 
(You) might as well throw your money (as lend it to his brother.)  

might as well で ～した方がましだ、ていう文法。 

 

 

 

２（Ｃ）各４ （８） 

 

（１） ゼイ ディドゥ ワーストボー 
worst of all のくっつ

き方。ルあってもおけ。 

（２） ドゥーユー ワンイム？ 

ワンティムでもおけ。

いかにｈが落ちやすい

かに注意。 

 

  



３ 各７ （２１） 

（１） 

リンカーンは奴隷制度に反対し、それを公の討論で自由に言ってい

ました。 

 

（２） 

上院議員の候補に上がりました、でこの硬い決心により、選挙で負

けました。 

 

（３） 

しかし、彼の英知はカントリーをめっちゃ感動させ１８６０年の大

統領にノミネートされ、選ばれました。 

 

訳 

 

彼が議会に入っていた１０年間、法律家やってました。その期間、彼はめ

ちゃ有能なアメリカンとして国中に知られていました。(1)リンカーンは奴隷

制度に反対し、それを公の討論で自由に言っていました。１８５８年には(2)

上院議員の候補に上がりました、でこの硬い決心により、選挙で負けました。

(3)しかし、彼の英知はカントリーをめっちゃ感動させ１８６０年の大統領に

ノミネートされ、選ばれました。 

 

 

  



４ ２５ 

 

例）I strongly agree with the statement. It goes without saying that many 

people get angry when they lose in a game, such as baseball. I also feel 

frustrated when other people run faster than me. By contrast, I feel 

happy when I beat the opponent in any games. Therefore, I think this 

statement is true to everyone. 

（５７語） 

 

スペルミスはー１ 軽い文法ミスもー１ not 違いなどの致命傷は大幅減点。 

お題見て英作文のルールを確認。あとは適当に見繕って終わらす。ベタに、中学生でも

書けそうな文でも問題ない。おしゃれに死ぬのが最も危険。 

書きにくいときはうまく言い換える、自分の捏造した例の話に持ち込む。 

 

 

 

 

 

 

５ ３１   

（１） ウ（３） ま～ キツネさんがそう言うとるし。 

（２） イ（３） 

シミュルタネオウスリーではない。 

サイモティニアスリー ＝ 同時に。 くまさんは魚は食ったこ

とはある。そんなうまそうな魚は食ったことがないと言っている

だけ。キツネさんは別に逃げてはない。 

（３） イ（３） イ以外は正しい。 

（４） エ（３） 
太陽登り切って落ちてきて暗くなったわけなので、８時間ぐらい

が妥当。 

（５） nest（５） あったかいとこで寝てる → 巣 

（６） 

 

アニマルを極めし者はちょっとの

寒さにはびびらんのじゃ～（７） 

 

learned は 学んだというよりは、

優れた 的なイメージの方がええ

かな。男子が好む感じに訳せてれば

おけ。 

（７） 

 

しっぽの先が氷にしっかりと凍っ

ていたので（７） 

fast の問題。 

fast はしっかりと。 



訳 ある寒い朝、キツネさんが魚を持って歩いていると、くまさんに会いました。 

「おはようキツネさん♪  」とくまさん。 

「おはようくまさん♪今朝はめちゃ明るいですねくまさんに会えたから♪」

とキツネさん。 

「それめっちゃええ魚やんキツネさん♪ そんな魚最近全然食ってへん～ ど

こでゲットしたん？」 とくまさんは言いました。 

 

「釣り行ってました」 とキツネさん。 

「もしそんな魚釣れるんなら、わしも釣り行きたいな～でも釣り方知らんし

な～」とくまさん。 

「くまさんが学ぶのはめっちゃ簡単ですよ～、めっちゃでかいし強いしなん

でもできるし」とキツネさん。 

「教えてくれる？」とくまさん。 

「ふつ～あんま教えないんすけどくまさんはめっちゃいい友達なんで教えま

す！こっちの池に来てください。氷の中からどうやって釣るか見せますよ♪」

とキツネさん。 

 

で二人は凍った池に行った、でどうやって氷に穴開けるかキツネさんは教え

た。 

「くまさんには簡単ですよ。でも多くのアニマルは穴も開けれませんでした。

で、こっからがコツです。しっぽを水面下に入れてそのままキープします。

これはかなりむずいっすよ。なかなかできるもんじゃないです。水めっちゃ

冷たいんで。でもくまさんは学識あるアニマルだから、コツはしっぽを水の

中に長時間入れとけばいいってことをわかってますね。で、その後しっぽを

引き上げると、今朝持ってたぐらいの魚が釣れます！」 

 

くまさんはしっぽ入れた。キツネさんはどっか行った。太陽が昇りきっても

くまさんのしっぽはそのまま、夕焼けきてもくまさんはそのまま、「アニマル

を極めし者はちょっとの寒さにはびびらんのじゃ～～～」とくまさんは思た。 

 

暗くなってきて、くまさんは言いました。「そろそろええか。めっちゃ魚釣れ

てるで～～～！！」 そしてくまさんはしっぽを引き上げました。しかし、魚

は出てきませんでした。それより悪いことに、しっぽの先が氷にしっかりと

凍っていたのでしっぽの一部が帰ってきませんでした。 

 

くまさんはグルルル言いながら、ゆっくり道を戻ってきました。「キツネ見つ

けたいな～」とくまさん。しかしカンニングフォックスは温かい巣で丸まっ

てました。くまさんを思い出すたびに(＊￣ｍ￣)ぷぷ となっていました。 

（Why the bear has a short tail） 
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