平成 28 年度学力検査問題解説（英語）
［出題方針］
１ 英語の基礎的な知識及び技能をみる問題について，コミュニケーション能力をみることを重視し，
できるだけ広範囲にわたって出題するように努める。
２ リスニングテストは，まとまりのある英語の話を聞いて，その概要や要点を聞き取る力をみるこ
とに重点を置く。
３ 平易な英語を理解する力や平易な英語で表現する力とともに，基本的な語，連語，慣用表現及び
文法事項の習熟の程度をみるように配慮する。
４ ある程度の長さをもち，まとまりのある英語の文章の概要や要点を読み取る力をみる問題を出題
するように努める。

大問１：放送を聞いて答える問題（28 点）
【出題のねらい】
会話やまとまりのある英語を聞いて，概要や要点を聞き取ることをねらいとしました。
実際に使用されたリスニングの音声も，ホームページ上にアップロードしています。どのくらいの速
度で英文が読まれるのか，解答する時間がどれくらいあるのかを確かめるためにも，ぜひ活用してくだ
さい。
問題は，全部で７題あります。放送中メモを取ってもかまいません。各問題とも，英語は２回ずつ
放送されます。
【問題１～問題３】
それぞれの会話を聞いて，質問に対する答えとして最も適切なものを，ア～エの中から１つずつ選
び，その記号を書きなさい。
（各２点）
問題１

ア

イ

ウ

エ

A:

こんにちは，Yuji。あなたは手に何を持っているの。

B:

科学についての本だよ。ちょうど読み終わったところ。おもしろかったよ。

A:

まあ，本当？私も読みたいな。読んでもいいかな。

B:

いいよ，Nancy。はい、どうぞ。楽しんでくれるといいな。

Question : Nancy は何をしたいのですか。
【正答】 ア
【解説】 会話の内容から Nancy が何をしたいのかを選ぶ問題です。最初に会話の流れをしっかりつか
みましょう。会話の中で，Yuji は読んだ本がおもしろかったと言っています。次に Nancy がそ
の本を読みたがったので，Yuji はその本を貸してあげました。正答はアとなります。
- 1 -

問題２

ア

イ

ウ

エ

A:

お母さん，僕は午前中，テニスをしに公園に行くよ。

B:

わかったわ，John。テニスをした後，牛乳と卵を買いにスーパーマーケットに行ってくれ
る？ケーキをつくろうと思うの。

A:

いいよ。午後に買いに行くよ。スーパーマーケットでノートも買っていいかな。

B:

いいわよ。

Question :

John は午後どこへ行きますか。

【正答】 イ
【解説】 John と彼のお母さんの会話から，John が午後にどこへ行くのかを選ぶ問題です。John の
１日の行動を整理しながら会話を聞き取ることができれば，正答を導けます。正答はイとなり
ます。
問題３
ア

Ａ組

一番好きな教科

イ

Ｂ組

社会
理科
2人
国語 2人
2人

一番好きな教科
社会
国語 2人
2人

数学
4人

数学
8人

理科
15人

英語
30人

ウ

Ｃ組

一番好きな教科

理科
6人

国語
6人
数学
7人

英語
13人

社会
8人

英語
13人

エ

Ｄ組

一番好きな教科

社会
6人
理科
6人
国語
7人
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英語
13人

数学
8人

A:

これを見てごらん，Judy。僕のクラスでは英語が一番人気があるんだ。13 人の生徒が英語が
一番好きなんだよ。

B:

なるほど。あなたは英語が好きなの，Akira。

A:

うん。でも僕は英語より数学の方が好きなんだ。

B:

まぁ，そうなの。あなたのクラスには，数学が一番好きな生徒が８人いるのね。

Question :

Akira はどのクラスですか。

【正答】 エ
【解説】 会話の内容から，Akira のクラスを選ぶ問題です。Akira のクラスでは英語が最も人気がある
教科で，その人数が 13 人であり，数学が一番好きな生徒は８人であるという情報を正確に聞
き取ることができれば，正答を導くことができます。正答はエとなります。
【問題４，問題５】
それぞれの「ある場面」を説明する英文を聞いて，質問に対する答えとして最も適切なものを，
ア～エの中から１つずつ選び，その記号を書きなさい。（各２点）
問題４
Tom は市役所にいて，病院に行きたいと思っています。
その病院は市役所から遠いところにあります。
その市役所の隣には警察署があります。
彼は病院に行く一番よい方法を知りたいので，警察官にたずねます。
Question :

警察官は Tom に何と言いますか。

ア

あなたはその病院までバスに乗って行くべきです。 イ その病院は警察署の前です。

ウ

その病院への道をたずねてもよいですか。

エ その病院は市役所の近くにあります。

【正答】 ア
【解説】 警察官の応答として，最も適切な表現を選ぶ問題です。Tom は病院に行くための一番よい方法
をたずねているわけですから，警察官としてその状況からどのように答えれば自然な内容にな
るかを考えます。正答はアとなります。
問題５
Lisa と Yoko は同じバスケットボールチームのメンバーです。
Lisa は病気で，明日，試合に参加することができません。
Lisa は Yoko に電話をかけます。
Yoko は「どうしたの？」と言います。
Question :

Lisa は Yoko に何と言いますか。

ア

ごめんなさい，Yoko は今外出中です。

イ

残念だけど，私は明日の試合に出ることができません。

ウ

どうしたの？

エ

あなたは試合に出られないということですか。
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【正答】 イ
【解説】

Lisa が Yoko に，明日のバスケットボールの試合に参加できない状況を電話で伝える表現を

選ぶ問題です。Yoko の「どうしたの？」に続く最も適切な表現を選びます。正答はイとなりま
す。
【問題６】
中学生の Masaru とクラスメートの Emily との会話を聞いて，次の(1)～(3)の質問に日本語で答えな
さい 。
（各３点）
(1) Masaru がお父さんに買ってもらったものは何ですか。

（各３点）

(2) Masaru と Emily は来週の何曜日にサイクリングに行く予定ですか。
(3) Emily はミナミ湖に行って何をすることを提案しましたか。
Masaru:

やあ，Emily。夏休みを楽しんでいるかい。

Emily:

うん。あなたはどうなの，Masaru。

Masaru:

僕も楽しんでいるよ。これを見て。

Emily:

まあ，本当にすてきな自転車ね。

Masaru:

お父さんが僕に買ってくれたんだ。

Emily:

本当？すごいわね。

Masaru:

僕はサイクリングに行きたいんだ。一緒に来るかい。

Emily:

もちろん。

Masaru:

いつが暇なの。

Emily:

金曜日から日曜日まで家族と静岡に行く予定なの。だから，来週の火曜日はどうかな。

Masaru:

わかった，それじゃあ来週の火曜日に。Kaori と Taro に電話しよう。もし暇なら，彼らも僕
たちと一緒に来られるよね。

Emily:

いい考えね。あなたはどこに行きたいの。

Masaru:

ヒガシ山はどうかな。お父さんが，きれいだって言ってるんだ。

Emily:

ヒガシ山は私には少し遠いと思う。

Masaru:

わかった。じゃあ，どこに行こうか。

Emily:

ミナミ湖はどう？そこで夏祭りがあるの。夏祭りは今週末から始まるから，それを見に行
きましょう。

Masaru:

いいね。待ちきれないな。

【正答】 (1) 自転車

(2) 火曜日

(3) 夏祭りを見ること
【解説】 会話の内容に対する質問が日本語で示されていて，それについて日本語で答える問題です。
(1)は，Wow, that’s a really nice bike. My father bought it for me.が聞き取れれば，Masaru が父
に買ってもらったものが自転車であることがわかります。
(2)はまず Masaru が，I want to go cycling.

Do you want to come with me?と誘っている部分を

聞き取ります。それについて Emily が Sure. そして，I’m going to go to Shizuoka with my family
from Friday to Sunday. So how about next Tuesday? と答え，自分の予定と日にちの提案をしてい
ることを聞き取ります。次に Masaru の OK, next Tuesday then. を聞き取ることができれば，二
人が来週の火曜日にサイクリングを予定したことがわかります。
(3)は，How about Lake Minami?

There will be a summer festival there. It will start from this
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weekend. So let’s go and see it.を聞き取ることができれば，Emily がミナミ湖に行って夏祭りを
見ることを提案したことがわかります。
【問題７】
ALT の Mr. Johnson のスピーチを聞いて，その内容に対する(1)～(3)の質問の答えとして最も適切
なものを，ア～エの中から１つずつ選び，その記号を書きなさい。（各３点）
(1) Question 1 Mr. Johnson は，いつ埼玉の日本人の友達の家に滞在しましたか。
ア １か月前
イ ２か月前
ウ ３年前
エ ４年前
(2) Question 2 Mr. Johnson にとって，外国語を勉強するときに何が重要ですか。
ア たくさんの友達をつくること。
イ たくさんの本を読むこと。
ウ その外国語を使うこと。
エ お互いに理解すること。
(3) Question 3 Mr. Johnson は将来何をしたいのですか。
ア 大学へ行って，勉強すること。
イ 日本で英語を教えること。
ウ 再び埼玉に来ること。
エ 彼の国で日本語を教えること。
こんにちは，みなさん。私は、自分の日本語の勉強の経験についてお話しします。私は大学生の時，
日本の文化に興味があったので，日本語の勉強を始めました。最初，日本語を理解することは私に
とって，とても難しかったです。
大学で私は日本人の友人ができました。３年前に日本に来たとき，私は埼玉の友人の家に２か月間
滞在しました。彼の家族は日本語しか話さなかったので，私は毎日，日本語を使わなければなりませ
んでした。私は辞書を使って日本語の新聞も読みました。約１か月後，私は日本語で日本人と話すこ
とができるようになり，より多くのことを理解できるようになりました。私は，自分が勉強している
言語を使うことが私にとって重要だと学びました。
あなたがたは私たちの学校で英語を勉強しています。英語は難しいかもしれませんが，英語を使う
ことを恐れないでください。私に英語で話しかけてください。あなたがたは英語を勉強していますし，
私は日本語を勉強していますので，一緒に英語と日本語を使いましょう。
今，私は以前よりも日本語をよく理解しています。なぜなら日本語を勉強し続け，使い続けている
からです。帰国したら，将来は日本語を教えたいです。あなたがたは将来，英語をどのように使いた
いですか。
【正答】 (1) ウ
【解説】

(2) ウ

(3) エ

英語での三つの質問に対して，英語で書かれた選択肢から最も適切な答えを選ぶ問題です。

本文を聞き取るとともに，何が質問されているのかを正しく聞き取ることが大切です。
(1)は，
本文中の When I came to Japan three years ago，I stayed at my friend’s house in Saitama for
two months.の部分を聞き取ることができれば，正答がウであることがわかります。
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(2)は，まずスピーチ全体の概要と，I learned that it is important for me to use the language that
I’m studying.を聞き取ることができれば，正答がウになることがわかります。
(3)は，I want to teach Japanese in the future when I go back to my country. が聞き取れれば，正答
がエになることがわかります。

大問２：読解問題（12 点）
【出題のねらい】
まとまった長さの英文を読んで，あらすじや大切な部分を読み取る力と，基本的な語や文法事項の定
着をみることをねらいとしました。
次の英文を読んで，問１～問４に答えなさい。
（12 点）
Tadashi は家の近くの駅にいました。彼は映画を見に，東京に行くところでした。彼は券売機の前で外
国人を見かけました。Tadashi は彼に話しかけ，
「あのう、お手伝いしましょうか。
」と言いました。その
男の人は「おぉ，ありがとう。私は東京駅への切符を買いたいのですが，切符はいくらですか。」と言い
ました。Tadashi は「390 円です。ここにお金を入れてください。
」と言いました。その男の人は「本当に
ありがとう。あなたはとても親切ですね。
」と言いました。Tadashi は「どういたしまして。僕も東京駅
に行くところです。一緒に行きましょう。
」と言いました。
その男の人は切符を買い，彼らは東京駅に向けて出発しました。彼らは電車でたくさんのことを話し
ました。その男の人の名前は Bill でした。彼はほんの２，３日前にオーストラリアから日本に来ました。
彼は日本の古いお寺に興味がありました。彼はそれらについての本を何冊か買うために東京を訪れたか
ったのです。彼らが東京駅に着いたとき Tadashi は，「あなたとお話できて楽しかったです。よい１日を
お過ごしください。
」と言いました。
「あなたもよい一日を。」と Bill は言いました。
問１ 本文中の

Ａ

～

Ｄ

ます。どこに補うのが最も適切ですか。

のいずれかに，I enjoyed talking with you.という１文を補い
Ａ

～

Ｄ

の中から１つ選び，その記号

を書きなさい。
（３点）
【正答】 Ｄ
【解説】 英文の流れに合わせ，空欄に入る文として最も適切なものを答える問題です。このような文
を補う問題の場合，全体の流れから入りそうなところを探し，その前後をよく読み，そこに補
うことが適切であるかどうかを判断します。

Ｄ

に I enjoyed talking with you.の文を入れ

て前後のつながりを考えると， Tadashi と Bill は一緒に東京駅まで行くことになって，電車の
中でたくさん話した → 電車が東京駅に着いた → Tadashi が

Ｄ

と言った → Bill

も「あなたもよい一日を。
」と言った となり，文の流れが自然なものになります。
問２ 下線部①について，
（

）にあてはまる最も適切な１語を，次のア～エの中から１つ選び，

その記号を書きなさい。
（３点）
ア

long

イ fast

ウ large

エ much

【正答】 エ
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【解説】 英文の流れに合わせ，空欄にあてはまる語として最も適切なものを答える問題です。下線部
①の前後の Tadashi と Bill 会話から，
（

）に入る語を考えます。ここでは much を入れる

ことで，
「その切符はいくらですか。」
「390 円です。
」となり，文の流れが自然なものになりま
す。
問３ 下線部②について，(leave) を適切な形にして，書きなさい。（３点）
【正答】 left
【解説】 英文の流れに合わせて，指示された語の適切な形を答える問題です。(leave)を含む②の文中
のもう一つの動詞に，buy の過去形 bought が使われていることから，この文が過去時制である
ことがわかります。したがって，(leave)も過去形となります。
問４ 本文の内容に関する次の質問の答えとなるように，（

）に３語の適切な英語を書きなさい。
（３点）

Question : Why did Bill want to go to Tokyo?
Answer : Because he wanted to buy some books about (

).

【正答】 Because he wanted to buy some books about ( old Japanese temples ).
【解説】 本文の内容に関する英語の質問に英語で答える問題です。質問が Why で始まる疑問文なの
で，Because で始めて，その理由を答えます。ここでは，Bill が東京に行きたかった理由をたず
ねられています。そこで，本文の「彼は古い日本のお寺に興味がありました。彼はそれらにつ
いての本を何冊か買うために東京を訪れたかったのです。」を読み取ることができ，「それら
（them）」が何を指しているかが分かれば，正答を導くことができます。
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大問３：会話文の読解問題（26 点）
【出題のねらい】
会話文を読んで，あらすじや大切な部分を読み取る力と，場面に応じて英語で適切に表現する力をみ
ることをねらいとしました。
次の Tomoya と留学生の Ben の会話を読んで，問１～問７に答えなさい。
（26 点）
Ben:

やあ，Tomoya。何を見ているんだい。

Tomoya:

高校生のロボットコンテストについてのリーフレットを見ているんだよ。

Ben:

それはおもしろそうだね。見てもいいかな。

Tomoya:

もちろん。はい，どうぞ。

Ben:

うわー，この写真のロボットは人間みたいに２本の足で立っているよ。これは高校生によっ
て作られたのかい。

Tomoya:

うん，そのとおり。僕は，本当にかっこいいロボットだと思うよ。昨夜，僕はニュースで別
のロボットを見たんだ。そのロボットは顔の表情を読むことができるんだ。驚いたよ。

Ben:

僕は同じニュースを見たよ。僕たちはよくロボットについてのニュースを聞くよね。きみは
ロボットに興味があるかい。

Tomoya:

うん。将来，僕は人々を助けるためにロボットを作りたいと思っているんだ。

Ben:

それはすばらしいね。きみはどんな種類のロボットを作りたいの？

Tomoya:

僕は救助用ロボットを作りたいんだ。

Ben:

あぁ，それはいい考えだね。僕も救助用ロボットに興味があるよ。自然災害をニュースで見
ると，僕は救助用ロボットが重要だと思うんだ。もしきみがロボットに興味があるなら，工
業高校へ行ってはどうかな。

Tomoya:

僕はそれについて考えているところだよ。僕の兄は工業高校へ通学しているんだ。彼は学校
でロボットを作って，昨年，そのリーフレットにのっているロボットコンテストに参加した
んだよ。

Ben:

それはすごい。きみのお兄さんはコンテストを楽しんだかい。

Tomoya:

うん。もし僕が兄の高校に行けたら，来年は兄と一緒にロボットコンテストに参加したいと
思っているんだ。兄は，クラスメートと一緒にものを作ることができるから工業高校は楽し
い，と言ってる。でも，新しいアイディアを考えることはときどき難しいとも言ってるよ。

Ben:

僕も同感だよ。新しいアイディアを見つけることはそんなに簡単ではない，と僕は思う。僕
は新聞で救助用ロボットを見たんだ。それはヘビのように見えた。その救助用ロボットは，
人々の入れない場所に入ることができるから，僕はそれがすごくいいアイディアだと思うん
だ。そのロボットを作った開発者は良い仕事をしたよね。

Tomoya:

僕もその救助用ロボットを見たよ。兄は新しいアイディアを見つけることについて，僕に話
してくれたんだ。兄は，機械やロボットを作る開発者は，ときどき動物や植物から役に立つ
アイディアを手に入れる，と言ってた。彼は，開発者が人間についてたくさんのことを理解
する必要があるとも言ってた。

Ben:

それはとても興味深いね。僕たちはたくさんの違うことがらを理解する必要があるし，僕は
英語を勉強することが役に立つと思うんだ。もし英語を理解すれば，世界中の開発者と考え
を共有することができる。世界中でロボットの助けを必要としている人と話すこともでき
る。
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きみの言うとおりだね。高校に行くと，僕たちにはもっと勉強するチャンスができるよね。

Tomoya:

問１ Ben がリーフレットで見たロボットを説明したものとして最も適切なものを，次のア～エの中か
ら１つ選び，その記号を書きなさい。（３点）
ア そのロボットは２本足で立つ。
イ そのロボットはヘビのように動く。
ウ そのロボットはテレビのニュースを見ることができる。
エ そのロボットは顔の表情を読むことができる。
【正答】 ア
【解説】 本文の内容に関する質問に対して最も適切な英文を答える問題です。指示文と会話の前半の
部分を正しく読み取ることができれば，正答がアであることがわかります。イ，エはこの会話
の中に登場するロボットですが，Ben がリーフレットで見たロボットではありません。ウのよ
うなロボットは会話には登場しません。
問２〔

〕内のすべての語を，正しい順序に並べかえて書きなさい。（４点）

【正答】

In the future，
〔 I'd like to make robots to help 〕people.

【解説】 自然な会話になるように，正しい語順を答える問題です。前後の流れを理解し，与えられた
単語から，この場面での Tomoya と Ben の会話がかみあうように解答することが鍵になり
ます。〔

〕の直後の Ben の言葉に着目してください。Ben は Tomoya の言葉を受けて

That's great. What kind of robot do you want to make? と，質問しています。このことから，
Tomoya は Ben に「ロボットを作りたい」ということを伝えたと推測できれば，与えられた単
語と考え合わせて正答にたどりつくことができます。
問３ 空欄

Ａ

にあてはまる最も適切な文を，次のア～エの中から１つ選び，その記号を書

きなさい。
（４点）
ア 私はそう思いません。
イ 私は，あなたは行くことができると思います。
ウ 私は，あなたはそれを気に入ると思います。
エ 私はそれについて考えているところです。
【正答】 エ
【解説】

会話の流れに合わせ，空欄にあてはまる文として最も適切なものを答える問題です。まず，

空欄に入る文が，Ben の how about going to a technical high school? に対する答えであると考えま
す。Tomoya に「もしきみがロボットに興味があるなら，工業高校へ行ってはどうかな。」とた
ずねているので，その問いかけに対する最も自然な答えを選びます。さらに前の部分で，Tomoya
はロボットに興味があること，兄が工業高校へ通学していることを読み取れば，４つの選択肢
の中で最も適切なものはエとなり，正答にたどりつくことができます。
問４

Tomoya の兄は，通っている工業高校が楽しいと言っていますが，それはなぜですか。日本語で

書きなさい。
（４点）
【正答】 （例） クラスメートと一緒にものをつくることができるから。
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【解説】

本文の内容に関する日本語の質問に日本語で答える問題です。最初に「Tomoya の兄は工業

高校は楽しいと言っている。
」という文を読み取ります。本文の中に My brother says his technical
high school is fun, とあり，その直後に because（～だから，～なので）という意味の接続詞がき
ています。そこから Tomoya の兄の言葉を正確に読み取り，日本語にすることができれば，正
答例にたどりつくことができます。
問５ 空欄

Ｂ

にあてはまる最も適切な１語を，英語で書きなさい。（３点）

【正答】 （例） agree
【解説】 会話の流れに合うように，空欄にあてはまる語として最も適切なものを答える問題です。空
欄を含む文の前後をよく読んでみましょう。まず Tomoya は，自分の兄の考えとして，But he also
says thinking of new ideas is sometimes difficult. と述べています。空欄の後の文で Ben は，I think
finding new ideas is not so easy.と答えています。ここで Ben は Tomoya の兄と同じ考えを持って
いることが分かります。このことから，適切な語を類推してあてはめると，正答例を導くこと
ができます。
問６ 会話の内容と合うものを，次のア～エの中から１つ選び，その記号を書きなさい。
（４点）
ア Ben はロボットに興味はないが，彼は工業高校へ行きたい。
イ Tomoya は高校生につくられた救助用ロボットを見て驚いた。
ウ ロボット開発者は，ときどき動物や植物からアイデアを見つける。
エ Tomoya の兄は世界中の人々と話をしたい。
【正答】 ウ
【解説】

会話の内容に合っている英文を答える問題です。このような問題では，選択肢の各文も正

確に理解する必要があります。また「会話の内容と合うもの」であることが，正答であるこ
との条件となります。Tomoya が，He said that the developers who make machines or robots
sometimes get useful ideas from animals and plants. と述べていることから，ウが正答であると判断
できます。
問７ 次は，翌日の Tomoya と Ben の学校での会話です。自然な流れになるように，(

) に適切な

英語を，３語以上の英文１文で書きなさい。
（４点）
Ben:

やあ，Tomoya。昨日はきみと話せて楽しかったよ。僕はロボットにさらに興味が出てきた
よ。

Tomoya: 本当かい。今年もまた兄がロボットコンテストに参加する予定なんだ。きみはそれを見に
来たいかい。
Ben:

楽しそうだね。それはいつなの。

Tomoya: 今月末，30 日だよ。
【正答】 （例）( When is it )?
【解説】 与えられた場面に応じた適切な表現を答える問題です。(

)の後の Tomoya の言葉を読み

取ります。すると，
「今月末，30 日」と期日を表していることがわかるので，自然な流れにな
るように Ben が Tomoya に質問するのであれば，正答例のような表現にたどりつくことができ
ます。
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大問４：読解問題（26 点）
【出題のねらい】
まとまった長さの英文を読んで，あらすじや大切な部分を読み取る力をみることをねらいとしました。
留学生の Mary が，中学生の Junko の家にホームステイをしています。次の英文を読んで，問１
～問４に答えなさい。（26 点）
Mary は日本の Junko の家族のところに滞在しています。彼女が日本に来る前に，Mary の父は，
「き
みは日本についてもっと学ぼうとするべきだし，その人々に興味を持つべきだ。
」と言いました。だか
ら Mary は日本の学校で一生懸命勉強しています。
彼女は Junko の母が料理をするのも手伝っています。
Mary は日本の食べ物についても学んでいます。
ある日，Junko の家族は Mary を博物館に連れて行きました。その博物館には京都のいくつかの有名
なお寺の宝物がありました。Junko の父は，Mary がそれらを見たがっていることを知っていました。
博物館にはたくさんの人がいました。その宝物を見ている間に，Mary は社会科の教科書のいくつかの
写真を思い出しました。彼女は本物を見てわくわくしました。
Mary と Junko の家族が博物館で宝物を見終えたのは，午後１時でした。Junko の父は，Mary が日本
文化と伝統的な食べ物に興味があることを知っていました。彼は「この近くのおいしいウナギ屋さん
を知っているんだ。ウナギを食べよう。
」と言いました。Mary は「ウナギって何ですか。」と言いまし
た。彼は「ウナギは，英語では eel だよ。日本人は，夏によくウナギを食べるんだ。おいしいよ。」と
言いました。Mary は「私はウナギを食べたことが一度もありませんが，食べてみます。
」と言いまし
た。
そのお店で Junko の父は，そのお店が約 200 年前に開店したと言いました。彼は「ウナギを食べる
ことについてのとても古い和歌があることを知っているかい。その和歌は万葉集（The Ten Thousand
Leaves）の中にあるんだ。万葉集については，国語か社会科の教科書で学ぶことができると思うよ。
」
と言いました。それから Junko の母は「私たちはウナギについて多くを知らなかったの。例えば，私
たちは長い間ウナギがどこから来るのか知らなかったの。でも，ある日本の研究者たちが，ウナギの
稚魚がどこで生まれるのかを発見したのよ。それらはグアムの近くの海で生まれるの。グアムは日本
の約 2500 キロメートル南にある島よ。ウナギの稚魚は，生まれるとフィリピンへと西に向かい，フィ
リピンから黒潮に乗って，日本に来るのよ。
」と言いました。ウナギについて学んだ後，Mary は昼食
をより一層楽しみました。
家に帰ってきた後，Mary と Junko は二人で共有している部屋に行きました。彼女たちはインター
ネットを使い，ウナギについてもっと情報を見つけようとしました。彼女たちはウナギが絶滅危惧種
であると分かりました。彼女たちはウナギについて心配しました。Mary は「たくさんウナギを獲る国
は，獲る数を考えるべきだと思う。
」と言いました。Junko は「ここにウナギについて違う情報がある
の。ウナギが生きるための環境についての情報よ。私たちはウナギにとってよりよい環境をつくるべ
きだと思う。
」と言いました。Mary と Junko はたくさん話し，考えをわかち合いました。
寝る前に，Mary はノートに一日のことについて書きました。Junko は「何を書いているの？」とた
ずねました。Mary は「今日のことについて書いているの。見たい？」と答えました。Junko は，はい
と言いました。Mary は Junko に彼女のノートを見せました。Junko が読み終えると，Mary は「私は日
本についてより多くのことを学べたのでうれしいよ。」と言いました。Junko は「私も今日あなたと楽
しく過ごせてうれしいよ。
」と言いました。Junko は Mary にノートを返しました。Mary はノートを閉
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じ，そして彼女たちは寝ました。

問１ 本文の内容に合うように，次の(1)と(2)の英語に続けるのに最も適切なものを，ア～エの中から
１つずつ選び，その記号を書きなさい。
（各３点）
(1)

Mary と Junko の家族が博物館の中にいる間，

ア Junko はそこでたくさんの有名な人々を見ました。
イ Mary は教科書のいくつかの写真を思い出しました。
ウ Junko はたくさんの京都の宝物の写真を撮りました。
エ Mary は日本の伝統的な食べ物を作ることについて考えていました。
(2)

Mary はウナギについてたくさんのことを学びました。例えば，

ア 万葉集にウナギを食べることについては何も書かれていません。
イ 200 年前に日本人はウナギを食べていましたが，今は食べていません。
ウ 日本に来るウナギはグアム近くの海で生まれます。
エ ウナギの稚魚はフィリピンからグアムへと移動します。
【正答】 (1) イ

(2) ウ

【解説】 与えられた英文を本文の内容に合うように完成させる問題です。
(1)では，博物館での様子は本文中２段落目に書かれています。その中に While Mary was
looking at treasures, she remembered some pictures from her social studies textbook. とありますので，
正答はイであることがわかります。
(2)では，Mary がウナギについて学んだことを読み取れているかが鍵となります。本文中４
段落目に They are born in the sea near Guam. とありますので，正答はウであることが分かります。
問２ Junko と Mary がウナギについて話したとき，Junko はどのような考えを述べましたか。日本語で
書きなさい。
（４点）
【正答】 （例）私たちはウナギにとってよりよい環境をつくるべきです。
【解説】 本文の内容に関する日本語の質問に日本語で答える問題です。Junko と Mary がウナギについ
て話している場面で，お互いに考えを交わしている場面は本文中５段落目になります。その中
で Junko が述べた考えについては，I think we should make a better environment for unagi とありま
す。この Junko の考えを適切な日本語にすると，正答例を導くことができます。また，この段
落を読み取る際，誰の考えなのかを整理することが正答への鍵となります。
問３ 本文の内容に関する次の質問に，英語で答えなさい。
（４点）
なぜ Mary は寝る前に Junko と話したとき，うれしいと言ったのですか。
【正答】 （例）Because she learned more about Japan.
【解説】

本文の内容に関する英語の質問に英語で答える問題です。本文中６段落目の後半で，Mary

が I’m happy because I learned more about Japan.と述べています。この部分を読み取り，答えの文
にする際には主語が誰になるのかを注意して解答すると，正答例を導くことができます。この
ような問題では，まず，英語の質問内容を正しく理解することが大切です。
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問４ 次の英文は，Mary が書いたノートの一部です。次の ( 1 ) ～ ( 4

) にあてはまる英語を，

１語ずつ書きなさい。
（各３点）
今日，私は Junko の家族と博物館に行きました。私は本当に博物館を楽しみました。京都の宝物
を見ることは私にとって興味深いものでした。それから私たちはウナギ屋さんに行って，昼食を楽
しみました。私はウナギを初めて食べました。おいしかったです。
家に帰ってきた後，Junko と私はインターネットを使って，ウナギについてより多くの情報を探
しました。私たちはウナギが絶滅危惧種であることが分かりました。私たちはウナギを助ける方法
について話しました。
私は父の言葉を思い出しました。その国の文化について学ぶことは大切です。私は日本とその
人々に，より興味を持つようになりました。
【正答】 (1)（例）interesting

(2)（例）looked

(3)（例）help

(4)（例）important

【解説】 本文の内容をまとめた英文の空欄にあてはまる適切な語を答える問題です。
(1)は，本文中２段落目に書かれている Mary の博物館を見学している様子を読み取ることで，
正答例の interesting を導くことができます。
(2)は，本文中５段落目に書かれている Mary と Junko の様子で，二人が何をしているかを読
み取ることができるかが鍵となります。まず二人はインターネットを使ってウナギの情報を見
つけ出しています。Mary がノートに書いた文，After coming home，Junko and I used the Internet
and (

2

) for more information about unagi. と本文の内容が合うような単語を考えていくと，

正答例の looked を導くことができます。
(3)は，(2)と同様に，本文中５段落目に，二人がウナギについてどのようなことを知り，ど
のようなことについて話し合っているかを読み取ることができるかが鍵となります。二人はウ
ナギが絶滅危惧種であることなどを知り，ウナギの数が減らないように，獲る数を考えたり，
環境を改善するという考えを出しています。以上を総合的に考えると，正答例の help を導くこ
とができます。
(4)については，本文中１段落目に書かれている Mary の父の言葉，You should try to learn more
about Japan.が鍵となります。この言葉と本文全体から，Mary がノートに書いたその日の出来
事を総合的に考えると，正答例の important を導くことができます。
ここで大切なことは，まず本文のあらすじや大切な部分を的確に読み取ることです。次に，
まとめの英文はすでに書かれていて，その中の空欄に単語を補充して完成をさせるわけですか
ら，空欄を含む英文が本文のどの部分に書かれているかを把握する必要があります。そして，
自分が身に付けてきたさまざまな知識や英語の表現方法をもとに，空欄に単語を補います。
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大問５：英語による表現問題（８点）
【出題のねらい】
与えられた条件に従い，まとまった内容を英語で適切に表現する力をみることをねらいとしました。
次の〔質問〕に対して，
〔条件〕に従い，まとまった内容の文章を５文以上の英文で書きなさい。
（８点）
〔質問〕 Which month do you like the best?
〔条件〕 ① １文目は like という語を使い，
〔質問〕に対する答えを，解答欄の①に書きなさ
い。ただし，月の名前は省略した形を使わずに書きなさい。
② ２文目以降は，その理由が伝わるように，４文以上で解答欄の②に書きなさい。

【正答】 （例） ① I like January the best.
② My birthday is in January. I'm happy when my family says,“ Happy birthday.”
I go to see my grandmother and grandfather with my family on New Year's Day.
I have a lot of fun in January.
【解説】

出題のねらいにある「与えられた条件に従い，まとまった内容を英語で適切に表現する力」

をみるために，①では，〔質問〕に対する答えを英語で表現することが求められています。そ
の際に使う語として，like が与えられています。②では「その理由」が伝わるように，自分の
考えなどをまとめて，英語で表現することが求められています。
①は，まずどの月が一番好きかという質問に，正答例のように答えます。正答例では「私は
１月が一番好きです。
」と答えています。like を使って表現することができるかが鍵となります。
②は，①の答えの理由を書きます。基本的な語や連語，慣用表現，文法事項などを確実に身
に付けることが，英語で文章を書く力の基礎となります。また，自分の表現したい内容が筋道
を立てて表現できているか，動詞の時制は適切か，綴り字は正確か，同じ内容の文を無用に繰
り返していないか，などに注意を払う必要があります。
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