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〔１〕放送問題 

(1) 1 ～, we put it in this to keep it cool.「私たちはそれを冷たくしておくために，これに入れる」より，冷蔵庫 

が適切。 

    2 質問の Who cooked dinner yesterday?より，料理した人を聞きとる。Her father cooked dinner and ～. 

     「彼女の父は夕食を作った。そして～」と言っているで，父が答えとなる。選択肢のわきに，それぞれが 

したことのメモを取りながら聞きとる。 

    3 質問の When will Lisa’s grandfather come to Japan?より，祖父が日本に来るときを聞きとる。Lisa started  

to live in Japan about three month ago.「リサは約 3 ヶ月前に日本に住み始めました」と言い，Her grand 

-father will visit her next month. 「彼女の祖父は来月彼女を訪れるでしょう」と言っているので，来月が答 

えとなる。選択肢がいつの答えにあたるので，いつ，何をしたのかをメモを取りながら聞きとる。 

   ４ 映像を参照 計算して答えを選ぶ。 

 

(2) １ 質問の What did Takashi eat for lunch?より，タカシが何を食べたかを聞きとる。I had a hamburger for  

lunch.「私は昼食にハンバーガーを食べました」と言っているので，ハンバーガーが答えとなる。会話の 

中に食べ物がたくさんでてくるため，１回目の放送では決められない。よって，誰が何を食べたのかを 

メモしながら聞きとる。 

       2 選択肢が場所なので，場所に注意しながら聞きとる。質問の Where are they?より，どこで会話がされて 

いるのかを答える。train や Kita-station と言っているので，駅が答えとなる。 

    3 映像を参照 

       4 質問の What color pen is Jane using?より，色について注意して聞きとる。ダイスケが I need a blue one. 

「私は青いもの（ペン）が必要です」と言っていて，それに対し，ジェーンが I’m using it now.「私は今 

それを使っています」と答えているので，blue が適切。Can I borrow ～? 「～を借りてもいいですか」と 

いう表現は覚えておくとよい。 

 

(3)  1 How long did Dan go to that school?「ダンはどれくらいその学校に行きましたか」という質問より，時 

間的な期間を表す for～に注意して聞きとる。I went to that school for eight years.と言っているので eight が 

答えにあたる。 

    2 映像を参照 

       3 When did Dan’s summer vacation start? 「いつダンの夏休みは始まりますか」という質問より，月に注意 

して聞きとる。We had summer vacation from the end of July. 「私たちは７月の終わりから夏休みがありま 

した」と言っているので，夏休みの始まりは７月の終わりということがわかる。月を英語で書けることも 

重要。   

       4 Why did Dan enjoy summer vacation? 「なぜダンは，夏休みを楽しみましたか」という質問より，理由 

を聞きとる。so ～「だから～」なので，so の前が答えにあたる。so に注意して聞きとる。We had no home 

-work during summer vacation so we enjoyed it ～.「私たちは夏休みの間，宿題がありませんでした。だか 

ら私たちは～それを楽しみました」と言っているので，we had no homework 「宿題がなかった」からが答 

えとなる。 
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〔２〕対話文読解 

 ⑴ 昨日の発表について聞いている。次のリョウタ 

の発言で「先生が手伝ってくれたので僕たちは 

上手くすることができました」とあり，発表の 

出来についての質問だったことがわかる。よっ 

て How が適切。 

 ⑵ 映像を参照 

 ⑶ Ｃ 映像を参照 

「大部分の人が世界中から来た科学者でした」 

という意味になるように並べ替える。 

 G 並べ替えの前までで文ができているので， 

並べ替え部分は author の説明となる。世界中 

で「多くの人々に読まれている本」の著者とい 

う意味になるように並べ替える。 

⑷ 直前のリョウタの発言で「彼らを見たとき、僕 

は帰りたくなりました」と気持ちを述べている 

ので，「あなたがどう感じたかわかるわ」とい 

う意味のアが適切。 

⑸ Ｅ 「僕が書いた文書かノートを読みながら」 

という意味になるので過去形の wrote に直す。 

Ｆ リョウタの前の発言で科学者がリョウタ 

に質問していることがわかる。「君の英語は素 

晴らしいので，よく理解することができるよ。 

でももし私の方を見て話してくれたらもっと 

理解することができるだろう」とアドバイスし 

ているので，well の比較級で「よりよい」とい 

う意味の better に直す。 

⑹ 映像を参照 

⑺ ア 「リョウタは多くの人々の前で英語を話す 

ことが得意だった」緊張していたので誤り。 

イ 「グリーン先生は発表の準備のためにリョ 

ウタと友達を手伝えなかった」手伝ったから上 

手くできたとリョウタが言っているので誤り。 

ウ 「１００人以上がリョウタたちの発表を見 

に来た」見に来たのは約 30 人なので誤り。 

エ 「科学者は最初リョウタの発表をよく理解 

できなかった」理解できたので誤り。 

オ 「科学者が面白かったと言ったのでリョウ 

タはうれしかった」リョウタの最後から 2 番目 

の発言より適切。     

 

〔３〕英作文   

自分が行ってみたい所とそこに行きたい理由について具体的に答える。書き出しに続けて具体的な場所を挙げ，そ

の後行きたい理由を続けるとよい。 

全訳 

リョウタは科学部のメンバーです。今彼は英語の先生であるグリーン先生

と話をしています。 

グリーン先生（以下Ｇ）：こんにちは，リョウタ。昨日の発表は(1)どうだっ

た。 

リョウタ（以下Ｒ）：おはようございます，グリーン先生。(1)先生が手伝っ

てくれたので僕たちは上手くすることができました。本当にありがとうご

ざいました。 

Ｇ：どういたしまして。それを聞いてうれしいわ。 

Ｒ：僕たちの先生から発表について聞いたとき，部の友人たちは興奮して

いました。しかし僕は，(2)「僕にできるだろうか。今まで多くの人々の前

で英語を話したことは一度もないのに」と思いました。発表の準備をする

ことは大変でした。例えば，文書を作成することです。Ｂ僕にとって最も

難しかったのは，英語で発表の練習をすることでした。 

Ｇ：知っているわ。あなたが練習するために私の所へ来たとき，あなたは

多くの人の前で英語を話すことに緊張していたもの。国際会議には何人い

たの。 

Ｒ：100 人以上です。Ｃ大部分の人が世界中から来た科学者でした。彼らを

見たとき，(4)僕は家に帰りたくなりました。 

Ｇ：あなたが(4)どう感じたかわかるわ。 

Ｒ：僕たちのグループと他の 8 つのグループが別々の部屋で発表を行いま

した。約 30 人が僕たちを見に来て，僕たちに多くの質問をしました。僕の

友人は彼らの方を見て質問に答えていました。しかし，僕は緊張していて

常に僕が E 書いた文書かノートを読みながら質問に答えていました。カナ

ダから来た科学者がゆっくりと僕に「ノートが君に聞いているのかい」と

言いました。 

Ｇ：彼はあなたを落ち着かせようとしたんだと思うわ。 

Ｒ：僕もそう思います。彼は「君の英語は素晴らしいので，よく理解する

ことができるよ。でももし私の方を見て話してくれたなら，F もっと理解

することができるだろう。どうか恐れないで」とも言いました。僕は彼の

言葉に勇気づけられました。それから僕は科学者の方を見て話すことがで

きました。 

Ｇ：いいわね。彼はあなたの発表を楽しんだはずよ。 

R：そうだといいんですけど。発表の後，(7)科学者は「面白かったよ。君は

よくやったね」と言いました。彼の言葉で僕は嬉しくなりました。実は，

彼は世界中でＧ多くの人に読まれている本の著者でした。(6)僕は英語で彼

と話すことを楽しみました。僕自身 H それが信じられませんでした。 

G：素晴らしい。あなたはとても変わったと思うわ。前よりよく私に話しか

けるようになったわね。あなたの目は星のように輝いているわ。 

R：そう思いますか。僕は発表を通して自分により自信を持てるようになり

ました。今，僕の夢は惑星について勉強し，新しい何かを見つける科学者

になることです。 

G：あなたの夢が叶うのを願っているわ。 
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〔４〕長文読解  

⑴ 英文は「しかしながら，私は困っている 

人々を助けるためにできるだけ熱心に 

働きました」という意味。However とあ 

ることから，前の内容と反対の内容であ 

ることが考えられる。ｃの直前に「医師 

としての仕事は容易ではありませんで 

した」とあり，容易ではなかったが，熱 

心に働いたという意味になることから， 

ｃが適切。 

⑵ 第 3 段落に，テレビ番組がベンに強い 

影響を与えたとあり，続く第 4 段落に 

「1 年後，私はアジアのある村に送ら 

れ，団体の医師として働き始めた」とあ 

ることから考える。団体の名称も付け加 

える。 

⑶ 映像を参照 

⑷ 直前に However とあることから，前の 

内容とは反対の内容が入ることが考え 

られる。However の前では，ベンが村の 

人々が未来に希望や夢を持っていると 

は思っていなかったが，第 5 段落の後 

半で村の子どもたちが夢を持っている 

ことを知ったことがわかる。これらのこ 

とからイの「すぐに私の気持ちは変わっ 

た」が適切。  

⑸ 下線部分に続けて，理由が書かれてい 

る。「困難な状況にもかかわらず，多く 

の人々が彼らの夢のために何かをしよ 

うとしている」ことを知って，ベンは感 

動したのである。  

⑹ ①「ベンがテレビを見たとき，国境な 

き医師団には十分な医師がいたか」第 2 

段落７～8 行目より医師が必要なので 

No が適切。     

② 映像を参照「なぜベンにとってア 

ジアの村で働くことはむずかしかった 

か」 

   ③「誰が先生になりたかったか」第５段 

落６行目に少女が「私は先生になりま 

す」と言っていることから，少女が答え 

となる。Who+過去形?という質問なの 

で人＋did.という形で答える。少女を具   

体的に説明することも必要。 

全訳 

 私の名前はベンです。私は大学の後３年間カナダの病院で熱心に働いていました。私は

毎日病気の人々の世話をしました。私は忙しかったですが，医師になって幸せでした。私の

夢は病気の人々を助けることでした。 

 ある日，私はボランティア団体についての A テレビ番組を見ました。それは国境なき医

師団と呼ばれていました。その団体は 1999 年にノーベル賞を受賞しました。(7)その番組

の中で多くの病気の人々を見ました。彼らは何時間も古く小さい建物の前で待っていまし

た。赤ちゃんもいました。彼らは彼らの母親の腕の中で泣いていました。私は彼らを見て悲

しくなりました。テレビ番組の中で，団体のメンバーは「彼らは医師から十分な手当てを受

けることができません。(3)生命はほかの何よりも大切です。そして，B それはどの国にお

いても言えることです。だから私たちは困っている人々がいると，どんな場所でも訪れる

のです」と言いました。別のメンバーは「より多くの人々を助けるために，(6)①私たちは

より多くの医師が必要です」と言いました。 

 そのテレビ番組は私に強い影響を与えました。私は赤ちゃんや医師の言葉を忘れること

ができませんでした。 

 (2)１年後，私はアジアのある村に送られ，団体の医師として働き始めました。その村の

多くの人々は戦争によって負傷していました。(6)②私はカナダで役に立つ機械やほかの便

利なものを持っていました。しかし，そこにはありませんでした。だから，(1)医師として

の仕事は容易ではありませんでした。(1)しかしながら，私は困っている人々を助けるため

にできるだけ熱心に働きました。 

 私がその村で働き始めたとき，人々はみじめな生活を送っていると思いました。(4)彼ら

が未来に希望や夢を持っているとは思いませんでした。しかしながら，(4)C(すぐに私の気

持ちは変わりました)。ある日，私は村の少年の一人に「よい病院がないから私は悲しいで

す。だからあなたたちは十分な手当てを受けることができないのです」と言いました。する

と，彼は「ええと，僕たちの生活は苦しかったかもしれない，でも今はあなたのような立派

な医師がいるから僕たちは幸せです。そして，あなたたちは僕に夢を与えてくれました。僕

はあなたのような医師になりたいです」と言いました。また別の日には，(6)③少女が「私

は先生になります。なぜなら私は子どもたちにたくさんの事を教えたいからです。だから，

私は学校で一生懸命に勉強しています」と言いました。彼らは美しい目でほほえみ，幸せそ

うに見えました。D 私は感動しました。(5)生活は大変苦しそうですが，多くの人々は美し

い目とほほえみを持ち，彼らの夢のために何かをしようとしています。(4)彼らは困難な時

でも，希望と夢を持って未来を見つめています。それらの希望と夢は，彼らを強く，そして

幸せにしているのです。 

 あなたは村の人々のような夢を持っていますか。私が若かったころ，私の夢は病気の人々

を助けることでした。だから私は一生懸命に勉強しました。医師になることは難しかった

ですが，私の夢は私を勇気づけ続けました。私が村にいたころ，生活はとても大変でした。

しかし，私の夢がいつも私を強くしてくれました。私の夢が私の人生を変えたのです。夢を

持つことは大切です，なぜならそれらはあなたが一生懸命に勉強することを勇気づけ，あ

なたの人生を変えるかもしれないからです。 
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⑺ ア「ベンがそのテレビ番組を見たとき，アジアの村に行くために勉強していました」本文にないので誤り。 

イ「ベンは病気の人々についてのテレビ番組を見ていたのでカナダでは忙しかった」忙しかったのは病気の人々 

の世話をしていたからなので誤り。 

   ウ「テレビ番組で，多くの人々が医師からの手当てを受けるために何時間も待っていました」第 2 段落２～5 行 

目より適切。 

   エ「ベンはカナダで病気の人々を世話できなかったので、悲しかった」世話していたので誤り。 

     オ「ベンは彼の夢を変えた。だから彼の人生はとても大変になり，それが彼を強くした」彼を強くしたのは夢で、 

夢が彼の人生を変えたので誤り。 


