
－1－

問５．Cathyplaysthepiano,( )?

ア．don’tshe イ．doesn’tshe ウ．didn’tshe エ．isn’tshe

問６．Mydaughterhas( )samebookssinceshewassmall.
ア．read イ．reads ウ．toread エ．reading

問７．A：I’m sorry,butI’velostthebookyoulentme.

B：( )

A：I’llbuyyouanewone.

ア．Oh,that’sallright. イ．No,notatall.

ウ．Oh,don’taskme. エ．Oh,that’llbenice.

Ｂ．次の各問いについて、日本文の意味に合うように〔 〕内の語を並べ替え、２番

目と４番目に来る語をそれぞれ記号で答えなさい。

問１．私は娘に何か読むためのおもしろいものを送りました。

〔ア．interesting/イ．I/ウ．to/エ．something/オ．mydaughter/カ．read/キ．sent〕

問２．２時に始まるその映画を見ましょう。

〔ア．themovie/イ．let’s/ウ．which/エ．attwo/オ．starts/カ．see〕

Ｃ．次の各組の文において (a)と(b)がほぼ同じ意味になるように（ ）に適語を入れ

なさい。

問１．(a)Mr.Greenistoobusytotakehischildrentothemuseum.
(b)Mr.Greenis( )busythathecannottakehischildrentothemuseum.

問２．(a)Yourtape-recorderisnotasgoodashers.
(b)Hertape-recorderis( )( )yours.

問３．(a)IknowthegirlwhoistalkingwithKen.
(b)Iknowthegirl( )withKen.

４ 次の各問いについて、英語で説明された英単語を１語で答えなさい。

問１．someonewhosejobistoteach,especiallyinaschool

問２．aspecialvehiclethatisusedtotakepeoplewhoareillorinjuredtohospital

問３．themonthbetweenAugustandOctober

Ⅱ 英 語

１ 〈リスニング問題〉

放送は次の順序で行います。最初に「質問の部分」、次に「話の部分」、そして「質問の

部分」をもう一度繰り返してから、「答えの部分」を放送します。「答えの部分」にはそれ

ぞれa，b，cの３通りの答えがあります。a，b，cそれぞれについて、正しいものは解答
欄の「T」を正しくないものは解答欄の「F」を、〇で囲みなさい。

２ 次の各問いにそれぞれ答えなさい。

Ａ．次の各問いについて、左の語の下線部の発音と同じものを１つ選び、その記号を答え

なさい。

問１．cool ア．book イ．foot ウ．school エ．good
問２．raise ア．chair イ．play ウ．said エ．write
問３．smiles ア．makes イ．talks ウ．plays エ．stops

Ｂ．次の各問いについて、各組の語の中からアクセントの位置が他と異なる１語を選び、

その記号を答えなさい。

問１．ア．a-gain イ．ar-rive ウ．Ja-pan エ．or-ange
問２．ア．be-fore イ．ten-nis ウ．morn-ing エ．base-ball
問３．ア．en-gi-neer イ．vi-o-lin ウ．dif-fer-ent エ．un-der-stand

３ 次の各問いにそれぞれ答えなさい。

Ａ．次の各問いについて、（ ）に入る最も適切なものをア～エから１つ選び、その記

号を答えなさい。

問１．Thesignsays“Keepoffthegrass.”You( )goin.
ア．don’thaveto イ．maynot ウ．mustnot エ．neednot

問２．( )SpanishspokeninIndia?
ア．Is イ．Are ウ．Does エ．Has

問３．( )bigthecatis!
ア．How イ．What ウ．Who エ．Which

問４．Maryhas( )money.

ア．a numberof イ．few ウ．many エ．little

平成２７年度 （答えはすべて解答用紙の所定の欄に記入しなさい）
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６ 次の英文を読んで、あとの問いに答えなさい。

OnaSaturdaymorningBill,myhostfather,andIwenttoaparktoseea
summerfestival.Therewerealotofpeopleinthepark.Onthestagesome
peoplewere A songs.Ithoughtsomeofthesongswerefromothercountries.
Whentheyfinishedsinging,otherpeoplestarted B onthestage.Atone
placepeoplewerehavingfoodfromdifferentcountries.Peopleintheparkwere
talkingwitheachother.Theywereallenjoyingthemusic,dancesandfood.
“Areyouenjoyingourfestival?”awomannearstageaskedme.Isaid,“Yes,
I’menjoyingthemanydifferentsongs.Didthosesingerscometothistownfrom
othercountriesforthefestival?”Shesaid,“No,theydidn’t.Theyalllive【 ① 】

thistown,andtodaytheyareintroducingtheirtraditionalmusic.”
Atnight,JohnandItalkedaboutthefestival.Isaid,“Itwas〈 Ⅰ 〉.Ilearned
thatinthistowntherearemanypeoplewhoareoriginallyfromothercountries
andhavedifferentculturalbackgrounds.”“I’mgladtohearthatyouenjoyedthe
festival.Inthisfestival,manyculturalthingsareintroduced.Theyareimportant
partsofpeople’sways【 ② 】thinkingandliving.Ifweknowthem,wecan
understandeachotherbetter.Sothefestivalisgoodforthepeopleinthistown.
Ihopealotofpeoplewillcometothefestivaltomorrow,too,”Johnsaid.Isaid,
“NowIknowwhyyouhavethisfestivalinthistown.I’m〈 Ⅱ 〉indoing
somethinginthefestival.IwanttointroducesomethingaboutJapan,too.”
“It’sagoodidea,Ken.Youcandothat.Whatdoyouwanttodotomorrow?
I’llhelpyou.”“Well,Ican’tsingwell.Ican’tdanceverywell.ButIwanttodo
somethingtogetherwiththepeopleinthepark.WhatshallIdotomorrow?”I
thoughtaboutit,andIgotanidea.
Nextmorningwewenttothefestivalagain.Ihadsomepaperandsmalltree
thatJohngaveme.Ibegantospeakonthestage.“Goodmorning.Mynameis
Ken.I’m【 ③ 】Japan.IwanttotellyouabouttheStarFestivalinmycountry.”
Italkedaboutthestoryoftwostars.ThenIsaid,“OnJuly7,peoplemake
wishesandwritethemonbeautifulpaperlikethis,andthentieittoabamboo
tree.Pleasecomehereandwriteyourwishesifyouthinkitis〈 Ⅲ 〉.”Some
peoplecametothetree,andsoonmorepeoplecameandbegantowritetheir
wishesonthepaper.Theywrotewordslike“peace”and“love.”Someofthem
askedmehowtowritethem inJapanese.Anoldmancametomeandsaid,
“Thisisnice.Ienjoyedlisteningtoyouand C mywishes.Thankyou.Now
IknowsomethingsaboutJapan.”Hiswordsmademehappy.Iwasgladto
beinthefestival.FromthisfestivalIlearnedalotofthings.Therearemany
differentculturesintheworldandonecultureisasimportantasanother
culture.Itisfunandalsoimportanttoknowsomethingaboutdifferent
culturesandunderstandeachother.

〈注〉festival：祭り hostfather：ホームステイ先のお父さん
eachother：お互い traditional：伝統的な introduce：紹介する
wish：願い tie～ to...：～を ...に結びつける bamboo：竹

５ 次の英文を読んであとの問いに答えなさい。

ItwasSundaymorning.WhenKenjiwentoutofhishouse,hesawaman
wholookedsick.HetalkedtoKenji.
Man：Excuseme.Where’sSatohHospital?It’sinthistown,right?
Kenji：Yes,butareyouwalkingthere?It’sfarfrom here,andthere’sno

bus( ① )goesthere.Ittakesabout30minutes.
Man：About30minutes?It’sOK.I’llwalkthere.

②〔ア．you/イ．me/ウ．tell/エ．could/オ．theway〕?
Kenji：Sure.CanyouseethatCityHall?Turnleftthere.Walkforabout

fiveminutesandturnrightatthefirst*trafficlight.You’llfinda
conveniencestore.③It’snoteasytogettothehospitalfrom the
conveniencestore.Canyouaskthewayagainattheconvenience
store?

Man：OK.Thankyouverymuch.

Themanwentaway.Afterthat,Kenji( ④ )againandunderstood
somethingveryimportant.Hetoldthemanthewrongway!Kenjiwentafter
themanbybiketotellhim the( ⑤ )way.

*trafficlight「信号機」

問１．下線部が「そこへ行くバスがない」という意味になるように、（ ① ）に入る適切

な語句を下から１つ選び、記号で答えなさい。

ア．who イ．whose ウ．that エ．whom

問２．下線部②を「道を教えていただけませんか」という意味になるように並べ替え、２番

目と４番目に来る語を記号で答えなさい。

問３．下線部③の意味として適切なものを下から１つ選び、記号で答えなさい。

ア．あなたが病院の中でコンビニエンスストアを経営することは簡単ではない。

イ．コンビニエンスストアから病院に到着することは簡単ではない。

ウ．それはコンビニエンスストアから病院に行くのを簡単にするわけではない。

エ．コンビニエンスストアが目印となって、病院へ簡単に行けるでしょう。

問４．( ④ )には動詞thinkが入ります。その適切な形を答えなさい。

問５．( ⑤ )に入る適切な１語を本文中から抜き出して答えなさい。

問６．本文の内容について、次の質問に対する適切なものを１つ選び、記号で答えなさい。

Ⅰ Howdidthemangotothehospital?
ア．Bytaxi. イ．Bybike. ウ．Onfoot. エ．Bybus.

Ⅱ WhydidKenjigoaftertheman?
ア．BecauseKenjiwantedtogototheconveniencestore.
イ．BecauseKenjitaughtthemanthewrongway.
ウ．BecauseKenjihadtogotothehospital.
エ．BecauseKenjididn’taskhisname.
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問６．本文の内容に合うものを下から２つ選び、記号で答えなさい。

ア．土曜日にケンは歌を歌いダンスをし、料理を食べて楽しんだ。

イ．公園で歌を歌っていた人たちは、各々それぞれの国からやって来た歌手で、自分

たちの国の曲を歌った。

ウ．多くの国々の考え方、生活様式が分かれば、お互いによく理解し合える。

エ．ケンはこのお祭りで何かをしようとして、相談した結果「盆踊り」をした。

オ．たくさんの人が、木の回りに集まり、その木を中心に夜空に向かって火をたいた。

カ．世界中にはたくさんの文化があるが、その１つ１つが大切なものであるというこ

とをケンは学んだ。

問１．下線部A～Cに入る適切な形をそれぞれ１つ選び、記号で答えなさい。

A：ア．sing イ．sings ウ．singing エ．sang

B：ア．dance イ．dances ウ．dancing エ．danced

C：ア．write イ．writes ウ．writing エ．written

問２．【 ① 】～【 ③ 】に入る前置詞として適切なものを下の語群よりそれぞれ１つ

選び、記号で答えなさい。

問３．〈 Ⅰ 〉～〈 Ⅲ 〉に入る"interest"の適切な形の組合せとして正しいものを
１つ選び、記号で答えなさい。

問４．下線部の日本語訳として適当な文を下から１つ選び、記号で答えなさい。

ア．私は、この町に元々は様々な国の出身で異なった文化的背景を持っている人が多

くいることが分かった。

イ．私は、この町で元来他の国々から来ている人が多くいることが分かり、その人た

ちは異なった文化的背景を持っている。

ウ．私は、オリジナルな人々がこの町にいて、様々な国の文化的背景がつながってい

ることが分かった。

エ．私は、この町に元々は他国から来た人が多くいて、また同じような文化的背景を

持っていることが分かった。

問５．下線部“Hiswordsmademehappy”と文型が同じものを下から１つ選び、記号
で答えなさい。

ア．Hewenttheretobuyacamera.
イ．ShetaughtmeEnglish.
ウ．WenamedthebabyHiroshi.
エ．Tom madeamodelplaneforhisbrother.

ア．for イ．from ウ．in エ．of語群

ⅢⅡⅠ

interestinginterestedinterestingア

interestedinterestinginterestingイ

interestedinterestinginterestedウ

interestinginterestedinterestedエ

虚虚虚


