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次の英文は，たけし (Takeshi) がアメリカのネブラスカ州 (Nebraska State) でとうもろこし (corn)を栽

培しているジョン (John) さんの家にホームステイしたときの対話です。これを読んで，あとの問いに答

えなさい。 

 Takeshi : John, everyone says your corn is the best in Nebraska State. What makes your corn 

the best?  Special techniques*? 

 John : Of course, they are important, but there are more important things. 

 Takeshi : Can you tell me? 

 John : Well, good water and land* are important, but the most important thing is to help 

each other*. 

 Takeshi : Who do you help? 

 John : I help the people who grow* corn near my farm.  I give them my best seed corn* every 

year. 

 Takeshi : Really?  Why do you give them your best seed corn? 

 John : If they grow bad corn, [   ①   ]. 

 Takeshi : What do you mean by that? 

 John : Pollen* is very important for the corn.  The wind* takes pollen from the corn and 

carries it from place to place.  For example, good pollen from other farms makes my 

corn better.  I think everything has an influence* on other things. 

 Takeshi : Does everything have an influence on other things?  Really? 

 John : Well, think about your friend.  Imagine* that your friend is corn and has pollen.  If 

he looks happy, you will also feel happy.  If he looks sad, you will also fell sad.  It’s a 

natural* thing. 

 Takeshi : Oh, I see.  We can say that we are corn.  [  ②  ] we need good pollen. 

 John : That’s right. 

special techniques 特別な技術 land 土地 each other お互い grow ～を栽培する  

seed corn 種用とうもろこし pollen 花粉 wind 風 influence 影響 imagine ～を想像する

 natural 自然な 

 

(1) 文中の [ ① ]に入る最も適当な英語を，次のア～エのうちからーつ選び，その記号を書きなさい。 

ア my corn will be good  イ my corn will be bad 

ウ their corn will be big  ウ their corn will be sweet 

 

 

(2) 文中の [ ② ]に入る最も適当な英語を，次のア～エのうちからーつ選び，その記号を書きなさい。 

ア But イ If  ウ So  エ When 
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(3) たけしがジョンさんの話から学んだことは何ですか。次のア～エのうちから最も適当なものをひとつ 

選び，その記号を書きなさい。 

ア 人を手助けすることは結局その人を甘やかすことになるので，その人のためにならないということ。 

イ 何もしなければよい結果は期待できないので，自分から行動を起こすことが大切であるということ。 

ウ 感情は知らないうちに人に伝わるので，友人には，はっきりと感情を伝えておくべきだということ。 

エ すべてのものはお互いに関わりあっているので，よい影響を与え合うことが大事であるということ。 

 

 


