
〔１〕放送問題  

放送台本の訳 

(1) 1 あなたの友達はりんごを２つ持っています。彼女はあなたに尋ねます，「ひとついかがですか。」しかし，あなた

はリンゴが好きではありません。質問：彼女に何と言いますか。 

2 カナは，月曜日，火曜日，水曜日の週 3 回の国語の授業があります。そして彼女は火曜日，木曜日，金曜日の週

３回の理科の授業があります。質問：カナが国語の授業と理科の授業が両方ある日はいつですか。 

3 エリコはあなたの友達です。彼女は本を持っています。彼女はそれを読み終え，とても面白いと言っています。

あなたがそれを読みたいと思っています。質問：彼女に何と言いますか。 

4 マイクはオーストラリア出身です。彼は先週日本に来ました。彼は日本に３か月滞在する予定です。彼は日本語

を４年間勉強しています。日本語を話すのは簡単ではありませんが，彼にとっては面白いです。 

質問：マイクはどのくらいの間日本語を勉強していますか。 

(2) (Ｍ：男性，Ｆ：女性) 

1 Ｆ：素敵な時計をお持ちですね，ケン。 

Ｍ：ありがとう。父は昨日私にそれをくれました。 

Ｆ：それはいいですね。  

質問：誰が時計をケンにあげたのですか。 

2 Ｆ：これはあなたの野球のグローブですか，ジム。 

Ｍ： いいえ，弟のです。私はグローブを持っていないので，彼のグローブを使用しています。でも母は私に新し

いグローブを買うつもりです。 

Ｆ：ああ，それは素晴らしい。 

質問：ジムは今，誰のグローブを使っていますか。 

3 Ｍ：今週の土曜日にサッカーの試合を見に行きませんか，ミワ。 

Ｆ：すみません。私はギターを練習しなければなりません。 

Ｍ：あ，そうですか。土曜日は普段練習していますか。 

Ｆ：いいえ。いつもは月曜日と木曜日ですが，今週の日曜日にコンサートをします。だから私は練習しなければ

なりません。 

質問：ミワはいつコンサートがありますか。 

4 Ｍ：ユリ，もうすぐオーストラリアに行くんですね。いつ出発しますか。 

Ｆ：来月です。私は英語を勉強する予定です。 

Ｍ：いいね。かばんは準備できていますか。 

Ｆ：まだです。持っていくものがたくさんあります。 

Ｍ：カメラを持っていきますか。 

Ｆ：いいえ。でもオーストラリアで買います。 

Ｍ：なるほど。そこでたくさんの美しい写真を撮ってください。 

Ｆ：ありがとうございます。日本の伝統的なものをいくつか持っていきます。これを見てください。 

Ｍ：ああ，それはいい考えですね。 

質問：ユリは何を持っていきますか。 

(3) きのう，ミノルは７時に起きました。父の誕生日でした。午後，彼は電車でデパートに行きました。彼は父親のた

めに料理に関する本を買いました。それから彼は友達に会いました。夕方，ミノルの叔母が彼の家に来ました。そし

て彼女はミノルの父にティーカップを渡しました。父は嬉しそうでした。彼らは楽しい時間を過ごしました。 

質問１：ミノルはどうやってデパートに行きましたか。 

質問２：ミノルはお父さんにティーカップをあげましたか。 

 

〔２〕読解・英作文 

(1) 直前のボブの発言に着目する。「いつ体育の授業がありますか」と尋ねている。【時間割】を参照すると，体育の授

業があるのは「月曜日と金曜日」なので，イが適当。 

(2) 自分の好きな教科について，理由も含めて４行以内で書けていればよい。英文で理由を書きやすい教科を選ぶとよ

い。 
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〔３〕対話文読解 

(1) ノリコの３ 番目の発言に着目する。「一人で長い距離を

走ることが楽しくない」とあるので，イ「ノリコは一人で

長距離を走ることが好きではなかったから」が適当。 

(2) B 映像を参照 

  C 現在完了の文。〈since＋主語＋動詞〉で，「～して以来」

という意味。 

(3) 空所前後のノリコとマイクのやり取りに着目する。「すぐ

に走るのを諦めてしまうと思う」と言うノリコに対して，

マイクは「一緒に走ろう。それは，あなたの体を強くして

くれるよ」と，走ることを促しているので，エ「心配しな

いで」が適当。 

(4) E 空所を含む文の主語と動詞は，Iと likedである。空所

直前に名詞peopleがあるので，これを後置修飾する現

在分詞を入れるのが適当。 

  G ノリコの最後の発言に着目する。３文目に，「だから，

私はそれらをノートに書き留めるつもりです」とあるの

で，forgetを入れて，「あなたのおじいさんが言った大

切なことを私は忘れません」とするのが適当。 

(5) 映像を参照 

(6) ア「マイクと彼の祖父は，走ることに関する多くのことを

発見し，今では，彼らは毎日一緒に走ることを楽しんでい

る」。マイクと彼の祖父が毎日一緒に走っているという記述

はない。イ「ノリコとマイクが公園で走っていた時，彼ら

は友人に出会い，彼らに『こんにちは』と言った」。2 番目

の導入文に着目する。ノリコとマイクが出会ったのは知ら

ない人々である。ウ「マイクは祖父から長距離を走ること

に関する大切なことを学んだ後，それを楽しみ始めた」。マ

イクの最後から 4 番目の発言を参照。エ「マイクにはノリ

コと一緒に走る十分な時間がなかったので，ノリコは長距

離を走ることを諦めた」。ノリコの最後から 2 番目の発言

に着目する。「あなたが私と一緒に走ってくれたから，私は

走るのを諦めなかった」とある。 

 

会話文の訳 

 ノリコは日本の中学生だ。彼女の学校では，来週，長距離

走大会が開催される。ある日，彼女はカナダ出身の生徒であ

る友人のマイクとそれについて話していた。 

ノリコ：こんにちは，マイク。 

マイク：こんにちは，ノリコ。元気がなさそうですね。大丈

夫ですか。 

ノリコ：ええと，来週，長距離走大会があるので，緊張して

いるのです。私は大会に参加したくありません。 

マイク：でも，あなたはスポーツが好きですよね。私たちは

たった 3 キロしか走りませんし，それはそんなに長

い距離ではないと思います。なぜあなたが走りたく

ないのかわかりません。 

ノリコ：私はバスケットボールや野球のようなチーム競技は

好きですが，一人で長距離を走るのは楽しくありま

せん。それは私にはとても大変です。 

マイク：なるほど，でも聞いてください，ノリコ。カナダに

いる私の祖父は先月フルマラソンを走りました。 

ノリコ：本当ですか。 

マイク：はい。彼は７５歳で，長距離走を楽しんでいます。

彼は長距離走を始めてから，健康です。 

ノリコ：わぁ。それはすばらしいですね。 

マイク：それに，彼は長距離走を通じて，多くの友人ができ

ました。その内の数人は，彼より高齢です。私は，

祖父から走ることに関して多くのことを学んだの

で，私はあなたを手伝うことができます。私と一緒

に毎朝走りませんか。 

ノリコ：ええと，わかりません。私はすぐに走ることを諦め

てしまいそうです。 

マイク：心配ありません。一緒に走りましょう。それはあな

たの体を強くしてくれます。 

ノリコ：わかりました。やってみます。 

マイク：いいですね。明日から始めましょう。午前７時４５

分に，みなと公園で会いましょう。 

ノリコ：わかりました。 

 翌朝，ノリコとマイクは公園の中を走った。彼らが走って

いる時，他の人々も走っており，ノリコとマイクに「こんに

ちは」と声を掛けた。ノリコとマイクは彼らのことを知らな

かったが，彼らに「こんにちは」と言った。ノリコとマイク

は走った後，一緒に話した。 

マイク：今，どんな気分ですか。 

ノリコ：良い気分です。走っている時に，公園で走っている

人々に「こんにちは」と声を掛けるのが好きでした。 

マイク：私もです。実は，私も昔は長距離走が好きではあり

ませんでした，しかし，祖父が長距離走に関する大

切なことを教えてくれたので，今ではそれが好きで

す。 

ノリコ：それは何ですか。 

マイク：彼は，「長距離を走る時は，他の人より早く走る必要

はない」と言いました。そして彼は，「長距離を走る

時は，あなたのまわりの人々はチームメイトのよう

なものなので，あなたは一人ではありません」とも

言いました。 

ノリコ：なるほど。長距離走はチーム競技のようなものです

ね。それでは，あなたと私はチームメイトですね。

ありがとう，マイク。あなたが私と走ってくれたか

ら，私は走ることを諦めませんでした。 

マイク：それを聞けて嬉しいです。長距離走を楽しみましょ

う。 

ノリコ：はい。あなたのおじいさんが言った大切なことを，

私は忘れません。だから，それらをノートに書き留

めようと思います。明日の朝も，また走りましょう。 

マイク：はい，もちろん。 



〔４〕長文読解・英作文 

(1) 下線部分直後の because節が解答部分。 

(2) 下線部分直後の 1文 The old～bus stop!に着目する。

高齢の女性は，タイチと同じバス停で，バスを降りた

ことがわかるので，エ「タイチと高齢の女性は，同じ

場所でバスを降りたから」が適当。 

(3) 下線部分のようにタイチが考えた日の出来事は，同

段落内で述べられている。同段落の 10 文目 So I～

walked together.に着目。イ「彼は，大きなかばんを持

って歩いていた高齢の女性を助けた」が適当。 

(4) ①「タイチはバスで席を取れたか」。第 1段落の最後

の文に着目。第 2段落の内容からも，席を取れたこ

とが読み取れる。 

  ‘②「電車で他の人から見られている時に，申し訳なく

感じたのは誰か」。第 4 段落の５～６文目 A few～

felt bad.に着目する。この 2 文はタイチの姉の発言

の一部である。 

  ‘③ 映像を参照 

(5) ア「タイチは，高齢の女性に席を譲りたくなかったの

で，バスで眠っていた」。第２段落の最後から３文目に

着目。眠っていたのは，タイチ以外の多くの人である。

イ「タイチの姉は誰かを助けることは簡単ではないこ

とを知っていたので，タイチに優しい言葉をかけた」。

第４段落の最後の５文 I think～her story.の内容に合

っている。ウ「タイチは気が弱かったので，学校から

の帰り道に，高齢の女性に何も言えなかった」。第５段

落の７文目 I talked to～a hand?に着目する。タイチ

は高齢の女性に話しかけているので不適当。エ「タイ

チに外国から手紙が届いた時，高齢の女性は彼を助け

た」。最終段落の最後から３文目に着目。外国から手紙

をもらったのは，高齢の女性だとわかるので不適当。 

(6) 指示されている条件に沿って書く。英文として書き

やすいテーマを選ぶとよい。 

 

長文の訳 

 私の名前はタイチです。ある日，私は家に帰るために，

デパートからバスに乗りました。デパートでたくさん歩

いた後，私はとても疲れていて，バスで眠りたいと思っ

ていました。だから，席を見つけたとき，とても嬉しか

ったです。 

 最初のバス停で，高齢の女性がバスに乗りました。バ

スはとても混雑していたので，彼女は席を見つけること

ができませんでした。彼女は三つの大きなかばんを持っ

ていて，疲れているようでした。彼女が私のそばに立た

ないでほしいと思いました。しかし，彼女は私の席の正

面に来て，床にかばんを置きました。彼女に何か言いた

かったのですが，できませんでした。私はバスの他の人

を見ました。多くの人が電話を使っていて，他の多くの

人は眠っていました。「バスに乗っている他の人々は，私

が彼女に席を譲るべきだと考えているかもしれない」と

考えたので，とても申し訳なくなりました。ついに，バ

スは私の家の近くのバス停に到着しました。 

 バスを降りても，まだ申し訳なさを感じました。そし

て私は驚きました。高齢の女性が，同じバス停でバスを

降りたのです。私は困惑して，「彼女は私に怒っているの

だろうか。もしかすると，彼女は私に何か言いたいのか

もしれない」と思いました。彼女を見ると，彼女は三つ

の大きなかばんを持って歩いていました。私はとても速

く歩きました。私は，「電車やバスでは，若者は高齢者に

席を譲るべきだ。それはわかっていたのに，気が弱かっ

たからできなかった」と思いました。 

 翌週，私はその日のことについて時々思い出して，申

し訳なくなりました。姉にそのことを話しました。彼女

は私の話を聞いた後，「あなたの気持ちはわかります。困

っている人を助けることが大切なのはわかります。数か

月前，私は混雑した電車で，高齢の男性に席を譲りたい

と思いましたが，彼がそれを望みませんでした。その時，

皆が私に視線を向けるので，私は本当に申し訳なく感じ

ました。誰かを助けることが難しいこともあると思いま

す。あなたは本当に疲れていたんですよね。疲れている

時は，座っても大丈夫です。だから，そんなに気に病む

必要はありません」と言いました。彼女の話を聞いて，

少し気持ちが落ち着きました。 

 一週間後の学校からの帰り道，私はその女性を目にし

ました。彼女はまた三つの大きなかばんを持って歩いて

いました。彼女はときどき歩くのをやめて，道にかばん

を置きました。彼女はとても疲れているようでした。私

は，「他の人は誰もいない。もう同じことをするべきでは

ない」と思いました。私は彼女に，「手を貸しましょうか」

と言いました。すると彼女は笑顔で，「ありがとう。そう

してくれると嬉しいです」と言いました。そして私は彼

女のかばんを運び，一緒に歩きました。初め，私たちは

話しませんでしたが，私はバスで彼女に話すことができ

なかったことを話し始めました。私は，それについての

気持ちも彼女に話しました。彼女は，「あなたの気持ちを

伝えてくれてありがとう。誰かを助けることが簡単では

ないことは知っています。でも，あなたは今日，私に話

しかけて，助けてくれました」と言いました。彼女は私

を見て，また笑顔になりました。 

 その後，私は頻繁に彼女に会います。今では良い友人

です。ある日，彼女は，「私の孫は，親と一緒にカナダに

住んでいます。彼は中学生です。彼の家が遠く離れてい

るので，私は悲しいです」と言いました。彼女の孫は日

本語がわかりません。だから，彼女に孫からの手紙が届

くと，私はよく彼女を助けます。彼女は孫の誕生日に英

語で手紙を書きたがっています。私は彼女を助けられる

ことを楽しみにしています。 


