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年度学力検査

語（13時15分〜14時00分・45分間）

問

題

用

紙

注

1．「開始」の合図があるまで開いてはいけません。
2．答えは，すべて解答用紙に書きなさい。

3．英字を書くときけ どの字体でもかまいません。

4・問題は・口から田

までで 8ページにわたって印刷してあります。

最初に放送によるリスニング検査を行います。
5．「開始」の合図で 解答用紙の決められた欄に受検番号を書きなさい。
6．問題を読むとき，声を出してはいけません。

7．「終了」の合図で すぐに筆記用具を置きなさい。
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放送を聞いて，あとの各問いに答えなさい。（18点）
（1）下の表についての英語による質問を聞いて，その質問に対する答えとして，ア〜工

から最も適当なものを1つ選び，その記号を書きなさい。

名前

留学した国

留学した期間

ア．Mikidid．
ィ．Kentadid．

Miki
Kenta

Paul

Kate

フランス

6か月間

ドイツ

6か月間

ドイツ

3か月間

フランス

3か月間

ウ．Pauldid．
工．Kate did．

（2）英語による対話を聞いて，それぞれの質問に対する答えとして，ア〜工から最も適

当なものを1つ選び その記号を書きなさい。
No．1

ア．Anomelet andsomecoffee．

ィ．Anomeletandsomemilk．
ウ．Ahamburgerandsomecoffee．

工．Ahamburgerandsomemilk．
No．2

ア．Ken did．

ィ．Sakidid．
ウ．Saki，sfatherdid．
工．Saki，s brotherdid．

No．3

ア．Onebook．
ィ．Twobooks．
ウ．Threebooks．
工．Fourbooks．
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（3）英語による対話を聞いて，それぞれの対話の最後の英文に対する受け答えとして，

ア〜ウから最も適当なものを1つ選び その記号を書きなさい。
No．1

ア．Withmyfamily．
ィ．Forsixdays．

ウ．Byplane．
No．2
ア．Sorry，I

mbusythen．

ィ．Nicetomeetyou．
ウ．Ihopetheweatherwillbenice．
No．3
ア．It

ィ．I

stooexpensiveforme．

mjustlooking．

ウ．Hereyouare．
No．4

ア．CanyouaskhimtocallmeP

ィ．CanItakeamessageP
ウ．Couldyoutellmeyourphonenumber？

（4）大学生のMakotoと同じ大学に通う留学生のHelenとの英語による対話を聞い

て，それぞれの質問に対する答えとして，ア〜工から最も適当なものを1つ選び そ
の記号を書きなさい。
No．1

ア．Helenwill．

ィ．Johnwill．
ウ．John

sparentswill．

工．Emilywill．

No．2

ア．Yes，Shedoes．
ィ．No，Shedoesn

t．

ウ．Yes，Shehas．
工．No，Shehasn

t．

No．3
ア．Shelikesto sende−mailS．

ィ．Shelikestogoshopping．
ウ．Shelikestogotothezoo．
工．Shelikestotakepictures．

次のページへ→
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甲1）

あとの各問いに答えなさい。（8点）
次の対話文は

高校生のKenが，外国語指導助手（AI：r）のJones先生と，放課後

に話をしているときのものです。対話文を読んで 次の各問いに答えなさい。
Ken

：Hello，Ms．Jones．

Ms．Jones：Hi，Ken．Whatareyoudoinghere？
Ken

：I，mdrawingacomicforthestudentfromCanada，Tim・

Ms．Jones：Oh，really？（
Ken

①

）

：15studentscamefromCanadatomycityforsevendayslastmonth，and

Timwasoneofthem．HestayedinmyhouseduringhisstayinJapan・

Ms．Jones：Isee．WhatdidyoudowithhimP
Ken

：Wedidlotsofthingstogether．Ifelthappybecausehelovedreadingthe
comicsI drew．

Ms．Jones：
Ken

：

（②）
NowI，m drawing a new comic for him because his birthdaylS neXt

month．IpromisedtosendittohimforhisbirthdaywhenheleftJapan・

Ms．Jones：

I，m surehe，lllikeit．

Ken

Ihopeso．WhenImethimforthefirsttime，Ididn，tknowwhattosay・

：

ButIgottoknowhimveryquickly・Hewasveryfriendly・Iwanttogo

andseehiminCanada．

Ms．Jones：That，sagoodidea．CanIreadthecomicyouaredrawingforhimwhen

youfinishdrawingitP
Ken

：Of course．

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

i（注）promised一

i gottoknow一

一を約束した

forthefirsttime

初めて

一と親しくなった

し＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

No．1（ ① ），（ ② ）に入るそれぞれの文として，ア〜工から最も適当
なものを1つ選び その記号を書きなさい。
ア．WhatwasthatP
ィ．WhenwillhecomeP

ウ．WherewasTimP

アイワ

②

工．WhoisTim？
Youdidn，thavetospendyourtimewithhiminJapan．

I，mgladthatyouhadagoodtimewithhim・
Itwasexcitingformetohelpaforeignstudent．

工．HewantstoseeyouagainduringhisstayinJapan・

No．2

対話文の内容に合う文として，ア〜工から最も適当なものを1つ選び，その記
号を書きなさい。
ア．ItwasfunforTimtoreadthecomicsdrawnbyKenwhilehestayed
inKen

scity．

ィ．Ms．Jones was happy because Ken was drawing comics for her
birthday．

ウ．Tim was a student from Canada who stayedin Ken

s city for a

monthlastyear．

工．KenaskedMs．JonestotalkaboutCanadabecausehewasgoingto
visit Canada．
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（2）下のグラフは，先週，中学生のMarikoがピアノの練習をした時間を表していま

す。このグラフから読み取れることを正しく表している文として，ア〜工から最も適

当なものを1つ選び その記号を書きなさい。

（minutes）

55

60 40 20 0

35

40

25

45

25

0
i

Monday

Tuesday

i

l

WednesdayThursday

i

Friday

l

i

Saturday

Sunday

ア．LastSunday，Marikopracticedplayingthepianothelongest．

ィ．Marikopracticedplayingthepianoeverydaylastweek．

ウ．MarikoplayedthepianolongeronMondaythanonSaturday．

工．MarikoplayedthepianoonTuesdayaslongasonThursday．

ヽ■

鷲
鞋
様

鱗

4次のページへ→
◇M4（116−33）

あとの各問いに答えなさい。（12点）

（1）次のような状況において，あとの①〜③のとき，あなたならどのように英語で表し

ますか。それぞれ5語以上の英文を書きなさい。
ただし，I，mなどの短縮形は1語として数え，コンマ（，），ピリオド（．）などは語数
に入れません。
【状況】

あなたは カナダから来た外国語指導助手（AI：r）のDavid先生と，

廊下で話を

しているところです。

① 放課後に時間があるか尋ねるとき。

② 昨夜書いたレポートを読んでほしいと伝えるとき。
③ 日本の伝統文化についてのレポートだと伝えるとき。
（2）Reinaは，留学先のロンドンでホストファミリーが開いてくれる歓迎パーティーに

出席することになりました。そこで挨拶することになり，下の原稿を準備しました。
あなたがReinaなら，①〜③の内容をどのように英語で表しますか。それぞれ4

語以上の英文を書き，下の原稿を完成させなさい。
ただし，I，mなどの短縮形は1語として数え，コンマ（，），ピリオド（．）などは語数
に入れません。

【原稿】
Hello，eVeryOne．MynameisReina．Nicetomeetyou．

① 5人家族だということ。

② テニスが得意だということ。

③ 英語を勉強するためにロンドンに来たということ。
Thankyou．
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問題は，次のページに続きます。
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次の文章を読んで，あとの各問いに答えなさい。（12点）
Harukaissixteen．ShehasjustbecomeastudentatHikariHighSchool．
OnedayafterschoolinApril，Harukawastalkingwithherfriend，Masato．She
askedhim，

（

①

）

What club areyougoing tojoin？

She said，

He said，

I

lljoin the basketballclub．

Well，I，minterestedinthebroadcastingclub．

When she

WaSaJuniorhighschooIstudent，ShevisitedHikariHighSchooIwithherfriends．She

SaW a Short movie about Hikari High School made by the members of the
broadcastingclub．Becauseofthemovie，Shecouldlearnalotaboutthehighschool．

Shethoughtshewantedtomakeamovielikethatasamemberoftheclub．Shesaid
toMasato，

Iwanttogiveamessagetopeoplethroughshortmovies．

Afewweekslater，Harukabecameamemberofthebroadcastingclub．Oneday
inJuly，Mr．Kawamoto，afamousjournalistfromHaruka

scity，WaSinvitedtoHikari

High Schoolfor alecture about his career．After thelecture，the members of the

Clubhadachancetotalkwithhim．Heaskedthemembers，
ClubP

Whatdoyoudoinyour

One of the members explained their activities．Another member asked him

Whattodotobe aJOurnalist．Theywereexcitedtotalkwithhim，but Haruka could
notjointheirconversation．Shewastooshy．Then，hesaidtoher，

Don

tbeshy．I

like to meet new people becauseI canlearn different ways of thinking from them．

YoushouldenJOytalkingwithpeopleyoudon

tknow．

Sheagreed．

Shown at the schoolfestivalin October．She said，

importantthingwhenItalkedwithhiminJuly．

Mr．Kawamoto taught me an

Shewantedtotellpeopleaboutthat

through a movie shewouldmake．She talked about heridea tothe other members，

andthey agreed．Thentheymade a movie about a high schooIstudentwholearned

manythingsbymeetingalotofpeople．
On the day of the school festival，many PeOPle enJOyed watching the movie．

When Haruka was going home with Masato after the school festival，he said，

（

②

）Itwas great．

She told himwhat shelearned from Mr．Kawamoto

When she talked with him three months ago．She said to him，

I

Ve tried to enjoy

talkingwithnewpeoplesinceImetMr．Kawamoto．
けenyearslater）

Harukaworksatacityhallnow．OneSunday，ShehadlunchwithMasato．She
Saidtohim，

I

mverybusy，butit

sinterestingtolearndifferentideasfromdifferent

PeOPle．I changed myself afterI talked with Mr．Kawamoto．

He said，

Are you

talkingaboutyourconversationwithhimafterthatlecturetenyearsagoPD Shesaid，

Yes．IwasluckytomeethimwhenIwasahighschooIstudent．

（注）thebroadcastingclub

explained一

一を説明した

放送部

Iecture career

conversation

会話

職業

thinking

考え
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王事．．⁚．1．1鴨

In September，Haruka and the other members were talking about the movie

（1）（ ① ），（ ② ）に入るそれぞれの文として，ア〜工から最も適当なも
のを1つ選び その記号を書きなさい。
ア．WhatisitaboutP

ア．Ienjoyedwatchingthemovieyoumade．

ィ．WhatwasitP

ィ．It wasinteresting tolisten to Mr．
Kawamoto．

ウ．HowareyouP

ウ．ItoldhimaboutyourmoviewhenIsaw

工．HowaboutyouP

him．

工．You shouldmakeanothermovieforhim．

（2）本文の内容に合うように，下の英文の（A），（B）のそれぞれに入る最も適
当な1語を，本文中から抜き出して書きなさい。
Harukalearnedanimportantthingfromthe（A）whocametoherschool
inJuly．Then，Shetoldpeopleaboutthatonthedayoftheschoolfestivalthrough

the（B）shemadewiththeothermembersofthebroadcastingclub．

（3）下線部にAreyoutalkingaboutyourconversationwithhimafterthatlectureten

yearsago？とあるが，10年前にMr．KawamotoがHarukaに話した内容として適

切な英文となるように，下の英文の（

）に入る最も適当なものをア〜工から1つ

選び，その記号を書きなさい。
Mr．KawamototoldHaruka（

）．

ア．whyhecametoHikariHighSchool．
ィ．howtomakegoodmovies．
ウ．toenjoytalkingwithnewpeople．

工．toinvitehimtoherhighschool．

（4）本文の内容に合う文として，ア〜カから適当なものを2つ選び，その記号を書きな
さい。
ア．MasatoaskedHarukatojointhebasketballclubwithhimthoughshewas
interestedinthebroadcastingclub．

ィ．Haruka made a short movie about HikariHigh SchooIwith her friends，

andshowedittothejuniorhighschooIstudents．
ウ．One of the membersin the broadcasting club told Mr．Kawamoto about
the activitiesintheclub．

工．Mr．KawamotovisitedHikariHighSchooltotalkabout his careertothe
highschooIstudentswhenHarukawasahighschooIstudent・
オ．Mr．Kawamoto didn，tlike tolearn different ways of thinkingfrom other

PeOplebecausehewasshy．
力．Masato told Haruka what helearned about Mr．Kawamoto after he saw

themoviemadebythemembersofthebroadcastingclub．

一おわり−
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