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(1)こ れか ら、No.1か らNo.5ま で、五つの英文を放送します。放送さオしる英文を聞いて、そ

の内容に合うものを選ぶ問題です。それぞオしの英文の内容に最もよく合 うものを、ア、イ.ウ 、

工の中から一つ選んで、その記号を書きなさい。
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1 次の(1)～(4)は、放送による問題です。それぞれの放送の指示にしたがって答ぇなさい。

No.2

No.3
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―

ア

【勉強を始めた時刻】

イ

【勉強を始めた時刻】

ウ

【勉強を始めた時刻】

エ

【勉強を始めた時刻】

No.4

ア 【通学方法】
(人 .

|

自転車 バス 徒歩

イ 【通学方法】
.人 )

自転車 バス 徒歩

ウ
(人 ,

50

40

00

20

10

0

【通学方法】

自転車 バス 徒歩

エ

(人 )

【通学方法】

1

自転車 ′ヽス 徒歩

(2)こ れから、No.1か らNo.4ま で、四つの対話を放送 します。それぞれの対話のあとで、そ

の対話について一つずつ質問します。それぞれの質問に対 して、最も適切な答ぇを、ア、イ、

ウ、工の中から 一つ選んで、その記号を書きなさい。

NO.1

ア

イ

ウ

エ

Sc■ence

Iゝath

lヽusic.

Japanese

No.2

ア

イ

_Ц.ノ

エ

1

7
‐t_ 6

11

1

,

′

NO.5

No.3

ア At 10115.

イ At 10:30.

ウ At 10:45

工  At ll:00.

On November 2.

On November 3.

On November 7.

On November 9.

l,Io. 4

7 -\r sr-hool.

-l At a h0.pital.

'/ fl il nrurcuLrl

r r\t a 110\r'el shop.

|■

-2-



(3)これから、マイク(Mike)と サキ(Sak■ )の二人の対話を放送します。そのあとで、その内容

について、Question No.1と Ques●on NO.2の
~つ

の質問をします。それぞれの質問に対して、

最も適切な答えを、ア、イ、ウ、工の中から一つ選んで、その記号を書きなさい。

NO.1

ア

イ

ウ

エ

She's going to go t0 the liLral.]..

Shc s going to set. a movir:.

She's going to studl,at horne.

She's going io plat.iennis.

No.2

ア

´:ヽ

イ ウ エ
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(4)英語の授業で、生徒たちがALTの ホワイ ト先生(Ms.Whlte)の話を聞いてメモを取ってい

ます。これからその話を放送します。その内容について、下の空欄①、③には話で用いた英

語の中から適切な語を1語ずつ、牢欄②には数字を書き、メモを完成させなさい。

ホワイ ト先生の話を聞いたある生徒のメモ

Homework: writa aレ out iγly favori●e part of(
1

い  write aレοu,(   ②   )woras
|

|

▼

ln the cla66 on(   (13)   )naxt、νcck:talk aレ out it

①  )

これで、放送による間き取リテス トを終わります.続いて、問題 2に進みなさい。
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2 次のAの英文は、カナダに住むジュディ(Judy)が、日本に住む友人のアキ(Aki)に送ったメー

ルの ―
部です。また、 Bの英文は、それに対するアキの返信メールの一部です。それぞれの英

文を読んで、下の(1)、 (2)の問いに答ぇなさい。

A

IIi,Aki.

Mvゝ 1蒟ly and l are l(make,a plan tO gO tO Japan Vヽe are gOing tO vi■ t lharakl

ollヽlarc11 26 and stay therc f r 10 davs. Ir,ou have a flec daV duri1lg Our stav in

ibal・kl.let｀ meet・ WC haVen・
12.・

Seel eaCh° ther f° ra｀ .Car・

,ゝly familv and I、 ,ant tO gO tO a ll■ Ountain durinS the trip l heard that λlt 'ヽalnizo is

the 3,lthighl n,Ountain in lb:iraki ls that right'

Hi,Judy

Thank you for yOur e‐ n■ail I'■■g]ad that yOu will con■ e to lbaraki. I'm free onヽIarch

27,28,and 
④  (A .  )2・

 PleaSe C° 1・le t° n・yh° uSe and haVe lunCh° r 5(d   ) I

n.in cOok 3。nle Japanese f。 。d for you

NIt Yan・ iZ° iS higher than any° ther n・°untain in lbaraki・  I'Ve neVer 
⑥ (b   )there.

Can l col■ e wlth you?

(1)Aの英文が完成するように、丈中の①～③の (

な形に直して書きなさい。

)の 中の語を、それぞれ 1語で道切

(2)Bの 英文が完成するように、文中の④～⑥の (   )内 に、最も適切な英語を、それぞ

れ 1語書きなさい。なお、答ぇはすべて (   )内 に示されている文字で書き始めるもの

とします。

|,

B



3, 次の(1)、 (2)の 問いに答/.な さい。
(1),′欠の英文は、中学生のタクヤ (Takuya)が友人のマイク(Mike)に 送ったメールです。タク

ヤが伝えたいこととして最も適切なものを、下のア～工の中から一つ選んで、その記号を書

きなさい。

Hi, Ntike.

Thanh l ou fol lour e uai1. I rea111-t-art ro go to Naohis bilthdal p.rrtv this Sundar,, brLt

I cant. \'orL knos. that I rn ol the baseball tcam. Ne\.r. going to hrre a game that alay Il
it rains. we won t have a game. but wc will plaoticc rt the ,rs\,m. I,1n !er.), sor.r.I ].ll meet
Naoki ncrl s.eek and give hinr a *pr.escnt.

Tl ave a nice $eekend.

Takuv:r

T laku]'a .an go to Naolii's birthdal. partt this Sundav lf it s -qunn\

4 TakLrya rvil1 give Naolii a plesonr this Sundar,.

, Takula can't go to N:iokl's bir'thda),'partl.this SrLnrlal..

I Ttkuln, ,\Iih-.. aud Naoki rliI1 plal.baseball rog.,ther nert !veek.

・  5,m 体育館  present プレゼン |ヽ

(2)次 の英文中の

・  save～ ～を救 う  poor 貧しい

には、下のア｀ウの
~つ

の文が入 ります。意味の通る英文に

Hi. clerlone. [1\ nan1e is l'akada Yui. Do vou h8r.e anv drearns 1or the luturct]
Todat lwafi lotalhabout rn1.job. I'm a doctor. \\rhen I *.as a junior high s.hool student,
I lclld a book about a grcat doctor.. She rvas verv kitd ud norkett hard to *save p.ople in

7 No$-. I \lork as a doctor in thc same countrl..
.l I cant see mr.famih or fi'iends ve4 oftr:n.

9 -so. I star.tcd studling hard.

6

なるように、ア～ウの文を並べかえて、記号で答えなさい。

a *pool countr':'. ]\fter.r'radiDg the hooli, I wanted to be lihe her'.

Hurvcvcr'. I lor.e nr-iob.



Beckv:

Rina:

Bcick)':

Rira:

Beckv

Rina

Beckv.

Rina:

Beckv.

Rina:

Becky:

Rina:

Hi,Rlna l hear this citv has solmc il,teresting■ events everv vear is that true?

・ヽes l like tlle events verv mtlch

`Tllars nicc. 、、rill there be any events this.nOnth'

t,s.1.00k at this、 cbsitc ln A■lgust、 there are. 1 ,events One ofthem is a

ナ
irビ、vorks displa、

Reallvl 1 love'ire、vorks

lt willlT hcld at t .2‐  ,tonlorrow lt's one(r the inost pOpular events in the

cit、  1ヽ〕l going t〔 ,g〔),()sOc lt、vlth n〕ドfathcr DO you、 vant to oon■ e■,ith us,

、・es I、 ant to see the nre、 、r,rksI

()K ・ .(3 1.50 can yOu cOme tO mv hOuse atう i30?

Lヽs rnl■ 00king■)rward tO seeing the lirewOrks‐ butI｀ n■
*、Orried ab011t( 4, |

Vヽill it t,e sul〕 llv ton〕 orro、v'

■ヽs.it will Vヽe can enJo).the ireworks.

.11lars grcatl

業Bv tllc wa、 vOu likc nlusic.right, . 6・  ・.the ci、 ,will llave a lnt.ic F stival ln

I【ita I'ark. I like the festival.and i go cvcrv vear l tllink y(〕 ull el■ I心
.the lPstival

Let's go together.

Becky: That's nice. The website *says that a

is she or he?

\,ill come tlr the festival. \{ho

Rinar I dontkno$.. I think it's going lo be a *sulprisr:

=event 行事  fireworks display 花火大会  fiework 花火

lookお rward to～  ～を楽 しみにする  woried 心配して

by the way ところで  say～ ～と書いてある  surp●se 驚くべきこと

-7-

4 1家族と日本に住んでいる中学生のベッキー (Becky)は 、クラスメイ トのリナ(Rina)と 、次の

ページの市のウェブサイ ト(website)を 見ながら話をしています.下の対話文を読んで、(1)、 (2)

のF・]い に答ぇなさい.



Event Ploce Dote ond Time *Informo+ion

Summer Festival Mido「I Park
)uy 24

5pm. 9pm
You can enioy eat ng a lot of food and play ng

rnany kinds of qarnes.

Fireworks Display
August 7

6 p.m. I p.nr

lf it is ra ny, the f reworks disp ay w I "be

postponed to August 14

Englsh *Speech

Contest
Kita・ Hall

August 20

2p.m -4p.m.
Studenis make speeches about their dreams

September 18

10a.nr.-3pm

Brass bands from lunior htgh schoo s wl piay

Iln uslc

Sports Festiva
You can enloy play ng sports such as tab e

tennis and volleyball.

inお rmatiOn l青 報  be postponed to～  ～に延期される

speech contest スピーチコンテス ト  hall 会館  駆m 体育館

(1)対話文中の( ① )

その記号を書きなさい。

① ア two

NIidori Gy]〕

I【ita IIall

.f thc N{idori River

r Kita Par'lr

( 5 )に入る最も適明なものを、アヽ工の甲から一つ選んで、

, lbur

ア
　
ウ

②

ア
　
ウ

③ J \rant to plav ga es

\Vc can lisren i.o mLrsic

7 Thet need rn:uri. pcoplc

r It will stert at si:. in the evening

ア
　
　
　

ア

④

　

　

⑤

the weather 7 the date i the place

Tn,Iulw 7 This month i Nerf morth

エ

エ

rhe time

Next week

に入る適切な英語を、対話文またはウェブサ

イ トの甲から2語で抜き出し、英文を完成させなさい。

Mido「i River

ヽusic Festival     Kita Park

A famous singer wil corne and s ng.

I\,4 dod .Gyrn (:〉 ctobe「 40

10 a nl-3pm

② 対話の流れに合うように、文中の L_
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5 下の英文は、高校生のクミ(Ktlmi)が 書いたスピーチ(speech)の原 |・ です。この英文を読んで、

(1)～(5)の問いに答ぇなさい。

Hello, evervone. I went to Australia in Au$rst of last year to study English. I stayed

there Ibr six months.

Schools in Australia and schools in Japan do some different things. For example,

my school in Australia had no clubs. The studcDts went horne soon after c1ass. After

doing my homework, I had a lot of free time. At first, I listened to music in my room after

talking with my *host fhmily, but I *began to think, "I should use this lree time *wise15r

Vヽhat can l do?"

One dav in S.ptembcr'. Bill. r'nv host frlrher, si:rid to nre. "Kumi. I think lou should *join

rln'rr1.tir.itt duling !(nu flee tinre.' I said. "I thinL so. too, but that can I do?" Bill said. 'Yorr

L:an ash lour d:lssmates .,Lbout that. I thinh the]'$.ill gll-,.1-ou soml,id-.as.'

Thc ncrt day. I asked ml classmate. Lisa, 'What r'Lo you do aft-.r school ancl on

$eehends?" Shc said, "l m on th! baskellrall rcan) ir lhe cilt, so I trr:,rctice tiom NIoDdal-

io !'r'ida1 I also join a *wolunteer activit\.on \\-eekends. For thc \.olnntccr actjvit)'. 1 pla)

I thought. "Lisa uses hu tinrc +hoth for *herself and

for other people. I want to do something for other people. too. It is important." So I decided

1o do volunteer work.

In Australia, many pcople want to learn about Japan. For my volunLeer work, I helped

one *group. I taught the grcup Japanesc. In my *final class, John, one of the people in the

group, said, "Thank you. I r .as happy to learn Japanese from you. I want to go to Japan in

the future." I was glad to hear that.

After coming back to Japan in Februarl', I began to do a volunteer activity. ]t is to
*translate Japanese picture books into English. Ttanslating is very difficult for me, but I
always work hard. NIy English teacher sometimes helps me. Whcn I finish one book, I give

sports $,ilh smell children.'

ii to an *organizati.rn to *support people fir)m other cormtries in the cit\..

book

One day, I finished translating a book. and I took it to the organization. I sa1^, a man

from another country there. He was reading a book with his child. It was one of my
*translations. They looked very happy. I was also happy because they were enjoying the

I learned that I can help m:urv people L1'doing volunteer activities throrlsh v

exper'ie1lces. I $,i11 keep doing r.olunteel s.ork.

Thrln11 5-ou for listcning.

host hmily ホストファミリー  began ろ′′"の
過去形  wisely 賢く

join～  ～に参加する  acti■ty 活動  volunteer ボランテイア

both～ and.…  ～と・ (「 1西i方   herself 彼女自身   釘oup  クンレー「7・

final 最後の  translate～ into.～ を・ に翻訳する  orgamzttio■  団体

support～ ～を支援する  translation 翻訳された本

,

`,



(3)次 のO、 ②がそれぞれ質問と答ぇの適切な組み合わせとなるように、(   )内に本文中
から英語を抜き出して書きなさい.ただし、それぞれ■  1で指定された語数で答ぇること.

● What sport did Lisa]■ actice■om Monda、 to Fttd“ ,?

She praCtiCed t         l       【1言吾】

12) ヽヽ:ho、onletilnes helps Iく unli、 ,ith ller volunt〔:cr acti、 itv in.Iapal〕 ?

Her(          ,docs.   【2言
「

I

(4)次 の英文はクミのスピーチを聞いた生徒が書いたものです。 ( ① )～ ( ③ )に入る

最も適切な英語を、下のア～工の中から一つ選んで、その記号
―を書きなさい。

Kumi's speech was interesing to n■ e.BcfOre listening tO it,l didn't know( 1)).

IIoweve■ her speech gave n■ e an answer. I also、 `ant to do voll■nteer work. I(ull■ i said

that( ② )is important.I think sO.t00.There are many people flom other count五 es

in the city Maybe they are interested in Japanese cul¨re,so l wanttO( ③ )

what to do il] rn)- Iree rinlr
ho*, to studv English rvell

y' mu.h about Austr.alia
I nuch :lbout ,Jepan

② ア

ウ

③ ア

ウ

talking with friends

plaving sports

te:rch th.nr,holii Arrsrr.li,
tcach lhem o,-?gdDl

,l cloing something for othcr,people

r stating in foreign couDtd,.s

,f lead English books to thenr

r clcan palks rvith thenr

(5)こ のスピーチのタイ トル として最も適切なものを、ア～工の中から一つ選んで、その記号

を書きなさい。

ア  Studying Endish is ln■pOrtant        ィ  、iOlunteer Acti、ities areヽ Vonde.Ful

ウ Beautrul Places in Australia       工 Learn about a Forelgn Culture

- 10 -

さなえ答で号番「

¨
切適最，″のる入ここどの「

―
コ

二二

匝ヽ
「
―
ヨ

二二

巨の中文ま文の次２

11, 本文¨内容 |■ げう■を.■のアヽク●,H¬ ■,1つ七んで、そσ,記■を書
=な

,コ ヽ

ア  KtllniヽVe]li t。 1｀暖tⅢ lia in!｀ usuЫ and cal■le back to Japan in Fel〕 ruarヽ

イ  
′
1・he students at Kunliヽ schoOl i]■ iヽustralia e]"0、 ed club ac_tivitics at school

ウ Kunli llStenCCl tO muSit‐ and thcl〕 she di(l herl■ on■ e、 ork at lirst in Atド tl■ lia.

工.  Kulni and Lisa en()yed pla■ ]lg spOrts together il〕 th eir iree tinle

オ Kuini decided tO doマ oltlnteer wOrk becal e Bm did it.

力  Kuni taught Japlincsc tO sOnle pe(〕 ple in=ヽ uFtralia

キ  Lisa played spOrts、・ith chiHr〔 :n fOr v011inteer work and Joh■ 、vが one ofthOl:ぅ .

ク  Kul■ li bc"n to trandate picture books into English after cOl■ ing hack to Jal)an

Ho*'cr.er I had no answer.

① ア

ウ



6 いろは駅 (lroha Station)の 前で、あなたと留学生がスマー トフォンでウェブサイ ト(website)

を見ながら話をしています.留学生の発言に対するあなた目身の回答を、ウェブサイ トの情報

にふれながら、英語 30語以 ヒで書きなさい。なお、記入例にならい、符号(… ?|な ど)は .そ

の前の語につけて書き、語数には含まないものとします。

ヽヽろは駅周辺の

おすすめレストラン

レストランヽ`ろは

(Restouront lroho)

レストランあおい

(Restourant Aol)

1,000円

ヽ`ろは駅からの所要時間 徒歩2分 徒歩 10分

レストランからのお知らせ

和食のレストランです。

お寿司と天ぷらが人気です。

外国からのお客様には

プレゼントを差し上げます。

料理の種類がたくさんあります。

ご飯大盛無料です。

学生に人気です。

【留学生
`「

発言】

It's about nuon. Lrt. halc 1un.h. i found thcsc two l'cstitur.ants on this wchsite
*Both lestaurants looh eood. Tf wr go to onL: ofthcrr. thiL:h onc do 5-ou rvant to go to'/

ヽ both 両方の

記 ハ́、例  Arc yOu Ms. Blown?

No, I.1■■

|り 1)

〔|

-11-

【
~人

が見ているヮ=ブサイト】

700円

■ot.

ランチの平均額


