
平成３１年度

Ⅱ 英 語

（１０時０５分～１０時５５分）

注 意

福島県磐城第一高等学校

焔 問題用紙は，６問で６ページです。

焔 解答用紙は問題用紙の中にあります。

焔 答えはすべて，解答用紙の所定の欄に，文，文字など

で答えるものの他は，ア，イ，…などの符号で記入しな

さい。



－1－

１ 放送を聞いて答える問題です。

１～６の対話文を読みます。それぞれの対話文の内容と最も関連のある絵を、ア～クの中から１

つずつ選んで、記号で答えなさい。

Ⅱ 英 語平成３１年度 （答えはすべて解答用紙の所定の欄に記入しなさい）

エ． オ． カ．

ア． イ． ウ．

【メモ】

キ． ク．



－2－

２ 次の対話の（ ① ）から（ ⑤ ）に入る適切な文を下のア～クの中から１つずつ選び、記号

で答えなさい。

（１）［友人との会話］

Ａ：HaveyoueverbeentoAustralia?
Ｂ：Yes,Iwenttherewithmyfamily.
Ａ：Oh,really.（ ① ）

Ｂ：Wewerethereforfivedays.

（２）［食事のとき］

Ａ：Thissoupisdelicious.
Ｂ：（ ② ）

Ａ：No,thanks.I’vehadenough.

（３）［友人との会話］

Ａ：Whatdoyouwanttobe?
Ｂ：Iwanttobeawriter.IlikereadingbooksverymuchandIwanttowritestories.

Howaboutyou?
Ａ：（ ③ ）

（４）［電話で］

Ａ：Hello.ThisisAyano.CanIspeaktoBob?
Ｂ：I’m sorry,he’soutnow.Doyouwanttoleaveamessage?
Ａ：No.（ ④ ）

Ｂ：OK.Good-bye.

（５）［道案内］

Ａ：Excuseme.I’dliketogotoIwakiPark.Couldyoutellmehowtogetthere?
Ｂ：Allright.It’sfarfrom here.Youhavetotakeabusoverthere.
Ａ：Icanseesomebuses.（ ⑤ ）

Ｂ：Theblueone.Itwilltakeabout20minutestothepark.
Ａ：Thankyouverymuch.

ア．I’llcallhim againlater. イ．WhichbusshouldItake?
ウ．Don’tworry. エ．Didyoustaythereforalongtime?
オ．Iwanttobeadoctor. カ．Howoftendothebusescome?
キ．Howdidyougothere? ク．Anotherhelping?

３ 次の（１）と（２）の問いに答えなさい。

（１） 次の語の下線部と同じ発音を含む語を１つずつ選び、記号で答えなさい。

① laugh （ア．through イ．bought ウ．thought エ．enough）
② waited （ア．arrived イ．started ウ．looked エ．answered）

（２） 次の語のうち、最も強く発音する部位が、他と異なるものを１つずつ選び、記号で答えなさい。

① ア．pop－u－lar イ．choc－o－late ウ．mu－se－um エ．ac－ci－dent
② ア．ex－pen－sive イ．com－pu－ter ウ．Sep－tem－ber エ．yes－ter－day



－3－

４ 次の（１）から（３）の問いに答えなさい。

（１） 次の文の（ ）に入る適切な語を１つずつ選び、記号で答えなさい。

① Mother（ ）whenIcamehome.
ア．hascooked イ．wascooking ウ．cooks エ．iscooking

② Itismuch（ ）inHokkaidothaninTokyo.
ア．cold イ．colder ウ．coldest エ．thecoldest

③ （ ）pensdoyouhave?– Ihavefive.
ア．What イ．Which ウ．Howmany エ．Whose

④ Hereisaletter（ ）inEnglish.
ア．write イ．writes ウ．writing エ．written

⑤ Itstopped（ ）thismorning.
ア．torain イ．rain ウ．rains エ．raining

⑥ Doyouhaveanybooks（ ）?
ア．toread イ．read ウ．reading エ．canread

⑦ Let’shavelunchtogether,（ ）we?
ア．will イ．won’t ウ．shall エ．do

（２） 次の各組の文が同じような意味になるように、それぞれの（ ）に入る適切な語を答えな

さい。

（３） 次の①～③の英語で説明された英単語は何か。解答欄にある書き出しに続けて答えなさい。

① theroundobjectthatyoucanseeshiningintheskyatnight,andthat
movesaroundtheearthevery28days.

② agirlorwomanwhohasthesameparentsasyou.

③ theearlypartoftheday,from whenthesunrisesuntil12o’clockinthe
middleoftheday.

⒜ IhaveanunclelivinginOsaka.

⒝ Ihaveanunclewho（ ）inOsaka.

兼
牽
験

①

⒜ ThisquestionissodifficultthatIcan’tanswerit.

⒝ Thisquestionistoodifficult（ ）（ ）toanswer.

兼
牽
験

②

⒜ Hanaistallerthananyotherstudentinthisclass.

⒝ Hanais（ ）（ ）inthisclass.

兼
牽
験

③



－4－

５ 次の英文を読み、（１）から（３）の問いに答えなさい。

Itisverycoldthiswinter.Hiromihasbeenabsentfrom schoolforthreedays.
YukithoughtHiromiwassick.ShesaidtoMr.Sato,“WhathappenedtoHiromi?”
Heanswered,“Hiromiisabsentbecauseshehasacold.”Afterschool,Yukiwentto
aflowershoptobuysomeflowersandvisitedher.
(AtHiromi’shouse)
Yuki ：Hi,Hiromi.Iam worriedaboutyou.Iheardfrom Mr.Satothatyouwere

sick. Ａ

Hiromi：I’m bettertoday.Thankyou.Howareyou?
Yuki ：Fine,thankyou.Ihave【 】someflowers. Ｂ

Hiromi：Oh,theyarebeautiful.Ilikethem verymuch.Thankyou,Yuki.
Yuki ：Youarewelcome.Didyougotoseeadoctor?
Hiromi：Yes,Idid.He(stay／ me／ in／ to／ bed／ told)forafewdays.
Yuki ：That'stoobad.Willyoubeabletocometoschooltomorrow?
Hiromi： Ｃ ButI’llbefinesoonandgotoschoolnextweek.
Yuki ：Ihopeso.Everyoneinourclasswantstoseeyouatschool.Pleasetake

goodcareofyourself.Well,Imustleavenow.Good-bye,Hiromi.
Hiromi：Good-bye,Yuki. Ｄ Pleasesayhellotothem.

（１） 本文中の Ａ ～ Ｄ に入る適切な文をア～コの中から１つずつ選び、記号で答

えなさい。

ア．Howdoyoudo? イ．Thankyouforcomingtoseeme.
ウ．Yes,itisstillcold. エ．Wheredidyoubuythem?
オ．No,Iwon’t. カ．Howdoyoufeel?
キ．IsMr.Satosick,too? ク．Heisaverygooddoctor.
ケ．Ihopeyoulikethem. コ．Yes,sheisverykind.

（２） 本文中の【 】内に入る語を次の語群から１つ選び、正しい形にして答えなさい。

［語群 ： see／ bring／ give／ like］

（３） 本文中の下線部の（ ）内の語を意味の通る順に並べたとき、３番目、４番目にくる語をそ

れぞれ答えなさい。



－5－

６ 次の英文を読み、次の（１）から（７）の問いに答えなさい。

Mariisahighschoolstudent.Onedayshewenttoadepartmentstorewithher
friend,Kathy.Sheisastudentfrom England（ ① ）atMari’sschool.Afterthey
finishedshopping,theytookatrainandtalkedaboutthewrappingcustomsof
Japanesestoresontheirwayhome.
Kathywassurprisedtofindthatthingspeopleboughtwerewrappedinbeautiful

paperandputintonicepaperbags.KathysaidtoMari,“InEnglandwedon’twrap
thingsasbeautifullyasyoudoinJapan.Whydoyoudoit?” Marianswered,“At
departmentstorestheywrapgiftsinnicepapertopleasethepeople（ ② ）will
receivethegifts.”③Kathystillcouldnotunderstandwhysomefishandvegetables
weresometimessoldinplastictrays.Marisaid,“They（ ④ ）betterinthetrays.
ButIthinkweJapaneseusetoomuchwrappingpaperandtoomanyplastictrays.”
Whentheyweretalking,theyfoundthat⑤（あ．things い．wasted う．many

え．there お．people か．were）.Emptycansandbottlesareoften⑥（throw）away
hereandthere.Mostofthem arenotusedagain.
Kathysaid,“SomeriversandlakesinEnglandhavebecomedirtywiththem,so

trashisoneofthebigproblemsinourcountry,too.”
Marisaidwithasmile,“Kathy,inJapansomepeopleareworkingveryhardto

stopwastingthings.Theycollectcans,bottlesandoldnewspaperstousethemagain.”
KathysaidtoMari,“LastSaturdayIwasgladthatasalesclerkatabookstore

askedmeifIneededabookcover.IsaidthatIdidn’tneed⑦one.”Marisaid,“My
mothergoestostoreswithhershoppingbagandmanysalesclerksareveryhappy
with⑧that.”
MariandKathythoughtthattheyhadtousethingsverycarefullybecause

everythingpeopleusedwasmadefrom limitednaturalresources.Whenthey
arrivedatthestation,theeveningsunwas（ ⑨ ）beautifulthattheystoodthere
andlookedatthesunforafewminutes.

注）wrappingcustoms：包装の習慣 please：喜ばせる waste：浪費する
empty：空の dirty：汚れた trash：ゴミ ask～if…：～に…かどうかと尋ねる
limitednaturalresources：限りある天然資源

（１） 本文中の（ ① ）・（ ② ）・（ ④ ）・（ ⑨ ）に文意が通じるようにそれぞれの語（句）を

入れるとき、最も適切なものはどれか。次のア～エから１つずつ選び、記号で答えなさい。

① ア．studies イ．studied ウ．studying エ．tostudy
② ア．who イ．whose ウ．whom エ．which
④ ア．get イ．look ウ．stay エ．have
⑨ ア．too イ．how ウ．very エ．so

（２） 本文中の下線部③の日本語訳として最も適切なものはどれか。次のア～エから１つ選び、記号

で答えなさい。

ア．キャシーがよく理解できなかったのは、時々魚や野菜がプラスチックの皿にのせて並べら

れていることでした。

イ．キャシーは、時々プラスチックの皿にのせて売られている魚や野菜があるということをよ

うやく理解できました。

ウ．キャシーは、なぜ魚や野菜が時々プラスチックの皿にのせて売られているのか、それでも

理解できませんでした。

エ．キャシーは、魚や野菜を時々プラスチックの皿にのせて売らなければならない理由をよく

理解できたわけではありませんでした。



－6－

（３） 本文中の⑤の（ ）内の語を意味が通るように並べ替えるとき、正しいものはどれか。次の

ア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

ア．う→お→え→か→あ→い イ．う→お→か→い→あ→え

ウ．え→か→あ→お→う→い エ．え→か→う→あ→お→い

（４） 本文中の⑥の“throw”を適切な形に変えなさい。

（５） 本文中の下線部⑦“one”と下線部⑧“that”がそれぞれ表す内容として最も適切なものはど
れか。次のア～エから１つずつ選び、記号で答えなさい。

⑦ ア．abookcover イ．abook ウ．ashoppingbag エ．anewspaper

⑧ ア．キャシーが、先週の土曜日に書店へ行ったこと。

イ．マリの母が、自分の買い物袋を持って店へ来ること。

ウ．店員がブックカバーは必要かどうか尋ねてくれること。

エ．マリがビニールの買い物袋は必要ではないと言ったこと。

（６） 本文の内容から考えて、次の問い（ａ）・（ｂ）に対する答えとして最も適切なものはどれか。そ

れぞれ次のア～エから１つずつ選び、記号で答えなさい。

（ａ） WhatdoesMarithinkabouttheJapanesewrappingcustoms?
ア．Shethinksthateveryonewillbehappywhengiftsarewrappedin
beautifulpaper.

イ．ShethinksthatitisnotgoodforJapanesepeopletousetoomuch
wrappingpaperandtoomanyplastictrays.

ウ．Shethinksthatatdepartmentstorestheymustwrapthingsvery
beautifullyandputthem innicebags.

エ．ShethinksthatJapanesepeopleshouldusemorewrappingpaper
thanEnglishpeople.

（ｂ） WhydoesKathythinkthattrashisoneofthebigproblemsinEngland?
ア．Becausepeoplehavetocollectemptycansandbottlesfrom some

riversandlakes.
イ．Becausethereisnoplacetokeepemptycansandbottlesifpeople

cannotthrowthem inrivers.
ウ．Becausenofishcanliveinsomeriversandlakesthataredirtywith

emptycansandbottles.
エ．Becausetherearesomeriversandlakeswhichhavebecomedirty

withemptycansandbottles.

（７） 本文の要旨を述べたものとして最も適切なものはどれか。次のア～エから１つ選び、記号で答

えなさい。

ア．過剰包装の習慣を見直し、資源を再利用したり無駄を省くことによって、ものを大切にす

ること。

イ．包装の習慣の良さを見直し、相手に対する思いやりの心を学ぶことにより、自然を愛する

心を持つこと。

ウ．包装紙、缶、瓶などの使用を制限し、川や湖を清掃することにより、自然環境を守ること。

エ．本や食品の包装の仕方を検討し直し、植樹で緑を増やすことにより、自然を保護すること。


