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問４．Theboy( )playingsoccerisKen.

ア．whichis イ．whoseare ウ．whois エ．whom are

問５．Ihaven’tvisitedmyuncle( )lastmonth.

ア．in イ．since ウ．for エ．until

５ 次の問いについて、英語で表されている意味の英単語を１語で答えなさい。

問１．apersonwhoworksforadoctorandwhocaresforsickpeople

問２．abookwhichtellsusaboutwords

問３．thedaybetweenMondayandWednesday

６ 次の問いについて、ＡとＢの２文が同じ意味になるようにＢの英文を並べ替え､３番目と

６番目に来る語句を記号で答えなさい。

問１．A:Hecaneasilyrideabicycle.

B:(ア．abicycle イ．easy ウ．for エ．him オ．is カ．it キ．ride ク．to).

問２．A:Myfatheris52yearsold.Mymotheris49yearsold.

B:(ア．isイ．myfatherウ．mymotherエ．than オ．threeカ．yearsキ．younger).

問３．A:MegwrotealetterandBobgottheletter.

B:(ア．aletter イ．Bob ウ．by エ．Meg オ．to カ．was キ．written).

７ 次の英文は、アキと友人メアリーとの電話の対話である。対話の意味が通るように、

（ ① ）～（ ⑤ ）に入る最も適切な文を後のア～ケの中から１つずつ選び、その記

号を答えなさい。

Mary：Hello.ThisisMary.
Aki ：Hello,Mary!( ① )Whatareyoudoingnow?
Mary：I’m readingabook.
Aki ：Well,doyouhaveanythingtodothisafternoon?
Mary：Thisafternoon?No,Idon’t.( ② )
Aki ：I’llvisitHikarithisafternoon.Shehasbeensickinbed.
Mary：Oh,that’stoobad.( ③ )
Aki ：Foralmostaweek.Willyoucomewithme?
Mary：Yes,Iwill.( ④ )
Aki ：Yes.I’vevisitedherhousesometimes.I’m goingtomeetyouat

yourhouseattwoo’clock.
Mary：Allright.
Aki ：Shallwebringsomethingtoher?

Ⅱ 英 語

１ 放送を聞いて、それぞれの質問に対する応答として適切なものをア～ウから１つずつ選

び、その記号を答えなさい。質問は２回読まれます。

No.1 ア．Icameherebytrain.
イ．Yes,it’seasybytaxi.
ウ．Abouthalfanhour.

No.2 ア．Yes,sheis.
イ．Becauseshedrinkslotsofmilk.
ウ．No,shesaidnothingatall.

No.3 ア．It’scalled“DessertStorm”.
イ．Mysisterworksthere.
ウ．It’sanice-cream shop.

No.4 ア．No,sheisaforeignstudent.
イ．That’sJenniferfrom theUnitedStates.
ウ．Theresheis.

２ 次の問いについて、アクセントの位置が違うものをア～オから１つずつ選び、その記号

を答えなさい。

問１．ア．Europe イ．woman ウ．bicycle エ．between オ．tennis
問２．ア．invite イ．become ウ．different エ．important オ．enjoy
問３．ア．guitar イ．February ウ．hospital エ．always オ．classroom

３ 次の問いについて、下線部の発音が他の４つと異なるものをア～オから１つずつ選び、

その記号を答えなさい。

問１．ア．night イ．river ウ．written エ．village オ．dish
問２．ア．front イ．cover ウ．glove エ．above オ．open
問３．ア．bought イ．caught ウ．walk エ．boat オ．story

４ 次の問いについて、（ ）に入る最も適切なものをア～エから１つずつ選び、その記号

を答えなさい。

問１．Itstopped( )thismorning.
ア．raining イ．torain ウ．rain エ．rained

問２．Thestory( )byherwasinteresting.
ア．tells イ．told ウ．telling エ．totell

問３．A( )studentswalktoschool.
ア．many イ．little ウ．young エ．few
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９ 次の表は、アメリカ合衆国のシアトル（Seattle）とカナダのバンクーバー島

（VancouverIsland）を結ぶ船（boat）の時刻・料金（TimetableandFares）を示した
ものです。

シアトルでホームステイしている高校生の香織は、３月のある日曜日に、この船便を利

用して、バンクーバー島を訪れることにしました。この時刻・料金表を見て、問いに答え

なさい。

〈注〉Weekends：週末 Oneway：片道 Adults：大人 Seniors：高齢者

問１．次の①と②に対する答えとして最も適切なものをア～エから１つ選び、記号で答えな

さい。

①WhattimecanKaoritakeaboatfrom Seattle?
ア．At8:00a.m. イ．At11:00a.m.
ウ．At1:20p.m. エ．At4:20p.m.

②HowmuchdoesKaoripayforherticket?
ア．33dollars. イ．29dollars.
ウ．26dollars. エ．18dollars.

問２．時刻・料金表の内容と一致するものをア～エから１つ選び、その記号を答えなさい。

ア．InAprilyoucantakeaboatonWednesday.
イ．InMayyoucantakeaboatat11:00a.m.
ウ．InJulytherearetwoboattripseveryday.
エ．InAugustthereareboattripsonSundayonly.

Mary：Good.( ⑤ )
Aki ：O.K.Seeyoulater,Mary.
Mary：Good-by,Aki.

ア．Butwhy? イ．ThisisAki. ウ．Akiwasspeaking.
エ．Wherewillshelive? オ．Howaboutsomeflowers?
カ．Howlonghasshebeensick? キ．I’msorryIcan’tgowithyou.
ク．Doyouknowwhereshelives? ケ．Howwillyougotoherhouse?

８ 次のグラフは、ある高校で『好きな休日』というアンケートを行い、結果を男女別にま

とめたものである。グラフと英文を参考にして、問いに答えなさい。

Whatholidaydoyoulikethebest? Thegraphsbelow show whatholidaythe
studentslikeinonehighschool.ChristmasandNewYear’sDayarepopularamong
boysandgirls.Amongboys,morethan50%ofthestudentslikeNewYear’sDay,
andChristmasisnext.Amonggirls,themostpopularholidayisChristmasandNew
Year’sDayisnext.BoyslikeChildren’sDaybetterthanMarineDay.Girlslikethe
BonFestivalbetterthanChildren’sDay.

問１．グラフの中の(a)～(d)に入る最も適切なものをア～エからそれぞれ１つずつ選び、記
号で答えなさい。

ア．Christmas イ．TheBonFestival
ウ．NewYear’sDay エ．MarineDay

問２．男子生徒の好きな休日を示しているグラフはＡ・Ｂのうちのどちらか。記号で答えな

さい。

問３．グラフまたは本文の内容と一致するものを、ア～オから２つ選び、その記号を答えな

さい。

ア．「こどもの日」が好きな男子生徒は、「お正月」が好きな女子生徒の数より多い。

イ．「クリスマス」はこの学校で最も人気のある休日である。

ウ．「こどもの日」は女子生徒よりも男子生徒に人気がある。

エ．女子生徒の半分以上が、「クリスマス」が一番好きである。

オ．女子生徒の間では、「お盆」は「こどもの日」より人気がある。

TimetableandFaresTimetableandFares
Seattle→VancouverIsland

TimetablTimetablee
ArrivArrivee
Vancouver
Island

StarStartt
Seattle

1:20P.M.8:00A.M.February8－April27(Weekendsonly)
1:20P.M.8:00A.M.May1－June30(Everyday)
1:20P.M.
4:20P.M.

8:00A.M.
11:00A.M.July1－September12(Everyday)

Fares(OneWayFares(OneWay))
Children
(Under12)

StudentsSeniorsAdults

18dollars26dollars29dollars33dollars
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問４．下線部④の日本語訳として、最も適切なものをア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

ア．私は、彼らがするのと同じことをしようとしました。

イ．私は、彼らが努力する姿を見ようとしました。

ウ．彼らは、私がするのと同じことをしようとしました。

エ．彼らは、私が努力する姿を見ようとしました。

問５．（⑤）にあてはまる最も適切な１語を書きなさい。

問６．下線部⑥の具体的な内容を表すものとして、最も適切なものをア～エから１つ選び、

記号で答えなさい。

ア．子どもの様子を十分に観察したあと、ともに行動することで彼らとよい関係を築

くこと。

イ．子どもと常に同じ遊びをしながら話しかけていくことで、彼らとよい関係を築く

こと。

ウ．子どもとともにいつも笑顔で行動しながら、大人の視点から彼らに厳しく接する

こと。

エ．子どもの視点で物事を考え、ともに行動しながら、たえず子どもの様子に気を配

ること。

問７．次の２文を本文中に入れるとすればどこが最も適切か、 A ～ D から１

つ選び、記号で答えなさい。

Iwasveryhappytohearthewords.Thechildrenwantedtoplaywithmeverymuch.
問８．本文中の に述べられた愛子の気持ちは、この体験の後どのように変わったか。七 執叱叱叱叱

その内容と対比して書かれている最も適切な１文を本文中から抜き出し、その最初と

最後の語を１語ずつ書きなさい。

問９．本文の内容から考えて、次の問いに対する答えとして最も適切なものをア～エから１

つ選び、記号で答えなさい。

問：WhendidAikofeelthatshemadegoodfriendswiththechildren?
ア．Aftershemetateacherandspoketothechildrenonthefirstday.
イ．Aftershespoketothechildrenmanytimesandspentalldaywith
them onthesecondday.

ウ．Aftershewatchedtheteachersandplayedwiththechildrenonthe
thirdday.

エ．Aftershesaidgoodbyetothechildrenwithtearsonthelastday.
問１０．次の表は、愛子の保育園での体験中の気持ちをまとめたものである。 A ～

E に愛子の気持ち(a)～(e)を入れ、その組合せとして、最も適切なものをア～
オから１つ選び、記号で答えなさい。

ア．(a)→(b)→(c)→(d)→(e) イ．(c)→(d)→(a)→(b)→(e)
ウ．(e)→(c)→(a)→(d)→(b) エ．(b)→(d)→(c)→(e)→(a)
オ．(c)→(a)→(e)→(b)→(d)

１０ 次の英文を読んで、問いに答えなさい。

DearMs.Brown，
Howareyou，Ms.Brown? I’m enjoyingschoolverymuch.TodayIwanttotell
youaverywonderfulexperienceIhadlastweek.
LastweekIvisitedanurseryschooltolearnabouttheworkforfivedays.Before
myvisit,Ithoughtthatitwouldbeeasyformetospendtimewiththechildren，
becauseIlikechildrenverymuch.Ialsothoughtthatitwouldbemorefuntowork

七 執叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱

thantostudyatschoolthen.
七 執叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱

WhenIvisitedthenurseryschoolonthefirstday,Ifirstmetateacher.Shetold
mewhattodoandaskedmetoplaywiththechildren.Next,Iwenttothechildren’s
room.Iwasveryexcited.Iintroducedmyselfinfrontofthechildren,“Nicetomeet
you.I’mAikoSato.PleasecallmeAiko.Let’splaytogetherandbecomefriends.”
Atthattimethechildrenlooked(① ),too.

A
Afterthat,Isaidtoalittlegirl,“Comeon.Let’splay."Shelookedalittlesurprised
andranaway.SoIspoketoanothergirl,butshedidn’tsayanythingtome.Iwas
very②(shock).Icouldn’tmakegoodfriendswiththem onthatday.Igotvery
tired.
ThenextdayIspentalldaywiththechildren.③ (again/and/I/them/spoke/
to/again)butIcouldn’tplaywiththemeasily.
Onthethirdday,oneteachersaidtome,“Bealittlegirl!Youshouldthinkfroma
littlechild’spointofview.Well… ,lookattheteacher.” B .Shewas
alwayssmilingandplayingwiththechildren.Theyranaroundanddanced，and
④Itriedtodothesamethingsthattheyweredoing.Isoonfoundthattheother
teacherswerealsosmilingandplayingwiththem.Atthesametimetheynever
forgottolookatthechildrencarefully.Theywere( ⑤ )goodcareofeverychild.
Ilearned⑥whattodoasateacher.WhenIleftthenurseryschoolonthatday,some
littlegirlscametomeandsaid,“Aiko，pleasecomeandplaywithustomorrow,too.
We’llwaitforyou!" C
Timepassedquickly.Whenitwastimetosaygoodbye,Isuddenlybecamesad.We
couldn’tsaygoodbyewithouttears. D
Ireallyfeltthattheworkwasmuchharderthanstudyingatschool.ButIthinkit
isverywonderfultodosomethingforothers.Inthefuture,Iwanttoworkwith
children.Iwilldomybesttorealizethisdream.

Yourstudent
Aiko

〈注〉experience：体験 introduce：紹介する shock：ショックを受けて
pointofview：視点，立場 tears：涙 domybest：ベストをつくす
realize：実現する

問１．（①）にあてはまる最も適切な１語を、本文中から抜き出して書きなさい。

問２．②（shock）の形を適切な形に直しなさい。
問３．下線部③の並べかえとして、最も適切なものをア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

ア．Ispoketothem againandagain
イ．Ispokethem againandagainto
ウ．Ispokeandthem againtoagain
エ．them andIspokeagaintoagain

(a)初めは楽しかったが、帰る頃には疲れた
(b)子どもとの遊び方がわかってきた
(c)子どもと遊ぶのは簡単
(d)子どもと離れるのはさびしい
(e)子どもと遊ぶのは難しい

愛子の気持ち

A体験前

B１日目

C２日目

D３日目

子どもと遊ぶのは楽しい４日目

E５日目


