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〔１〕放送問題 

(1) 1 She will take this, because it will rain today.「今日雨が降るので，彼女はこれを持っていく」より，傘 
が適切。 

    2 映像を参照映像を参照映像を参照映像を参照    計算して答えを選ぶ。 
    3 質問の What will you say to the clerk?より，店員に言うことを選ぶ問題なので、どういう状況かを聞き取

る。But it’s too large for you.「しかし、それはあなたにとって大き過ぎです」と言っているので、Do you 
have a smaller one?「より小さいものはありますか」が適切。選択肢にある単語がでてくるが惑わされずに、
状況をしっかりと聞き取る。  

   ４ 質問の Why does Minoru want to study English harder? 「なぜミノルは熱心に英語を勉強したいのですか」
より、勉強する理由に注意して聞き取る。So, he wants to learn about art and study English harder.とあり、
So の後ろは結果が話されているので。理由はその前にある。Minoru’s dream is to teach people around the 
world Japanese art.が正解にあたる。ミノルの夢、教える、世界中、日本の芸術といったようなメモを取り
ながら聞いていくとよい。 

 
(2) １ 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 talking?より，どこで会話が 

されているのかを答える。curry and rice や a cup of tea と言っているので，レストランが答えとなる。 
      2 質問の Who gives Yumi books ?「誰がユミに本をあげますか」より、人と動詞 give に注意して聞き取る。 

ユミの My mother loves reading. She gives me her books〜.よりユミの⺟が適切。 
    3 質問の Why was Akira late for the basketball game?「なぜアキラはバスケットボールの試合に遅れたのです 

か」より、遅れた理由に注意して聞き取る。アキラの I got up early this morning, but I couldn’t find my  
house key. 「今朝、早く起きたが、家の鍵が見つけられなかった」より、エが適切。 

      4 映像を参照映像を参照映像を参照映像を参照  
 

(3)  1 Where did Akira go during the summer vacation?「夏休みの間、アキラはどこに行きましたか」という質 
問より，地名や場所と during the summer vacation に注意して聞きとる。I went to America 〜 during  
the summer vacation.と言っているので America が答えとなる。 

    2 映像を参照映像を参照映像を参照映像を参照 
       3 Why is Ted learning Japanese? 「なぜテッドは日本語を学んでいるのですか」という質問より，Ted と 

learning Japanese に注意して、理由を聞きとる。Ted spoke to me. He was learning Japanese because he  
wants to study Japanese art in Japanese  in the future.「テッドは私に話しかけた。彼は日本語を学んでい 
る。なぜなら、彼は将来、日本で日本の芸術を学びたいからです」とあるので、study が正解となる。理 
由を答える問題では because〜 「なぜなら〜」の後ろに注意する。  

       4 Where does Akira want to go  with Ted? 「アキラはテッドと一緒にどこに行きたいですか」という質問 
より，場所を聞きとる。I want to visit the most famous museum in Japan with him.「私は彼と一緒に日本で 
もっとも有名な博物館を訪れたい」なので，most famous museum が答えにあたる。質問では go と聞いて 
いるが、スピーチでは visit となっていることに注意。go だけでなく、似たような意味の言葉にも注意し 
て聞きとる。 
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〔２〕会話文読解 
 ⑴ 映像を参照映像を参照映像を参照映像を参照 
⑵ 直前のエミリーの発言より、「それ（夢）はニュ 

ースキャスターになることだけど、わたしはそ 
れはとても難しいと思います」とあり、直後に 
父親のアボット氏が「やってみることで何事も 
始まると思うよ」と続けていることから，イ「な 
ぜそんなふうに考えるんだい？」が適切。 

⑶ C 映像を参照映像を参照映像を参照映像を参照 
「私は作家になるという⾃分の夢について⺟親 
に話した」。「〜になる」が〈become 〜〉 

 D 映像を参照映像を参照映像を参照映像を参照「私はそれを今まで聞いたことが 
ない」。「今まで〜ない」は〈I have（has） never  
+ 過去分詞〉。 

⑷ E 「私は私の夢に向かって一生懸命頑張るつも 
りよ」。「〜するつもり」は，〈be + going + to  
〜〉。「一生懸命〜してみる」は〈try hard 〜〉。 

 F 「彼女は人々に親切にしたい」。「〜したい」は， 
〈want to 〜〉を使う。「（人）に親切にする」は 
〈be kind to (人)〉。 

⑸ 映像を参照映像を参照映像を参照映像を参照 
⑹ 目的格の関係代名詞 that を入れて，I want to say  

tomorrow 「わたしは明日言いたい」が後ろから 
another thing 「もう一つ」を修飾する形にする。 

⑺ ア「エミリーは来週彼女の将来の夢について話 
す予定だ」エミリーの最初の発言より明日の 
授業で話す予定なので不適切。 

イ「エミリーは将来ニュースキャスターになり 
たい」。エミリーの三つ目の発言より適切。 

ウ「エミリーはニュースキャスターになること 
は簡単なことだと思っている」エミリーの三 
つ目の発言より難しいと考えているので不適切。 

エ「アボット氏の夢は実現しなかった」アボッ 
ト氏の四つ目の発言より実現したので不適切。 

オ「ケイコは歌手になりたい」エミリーの五つ目の 
発言よりケイコがなりたいのは警察官なので誤り。 

 

〔３〕 英作文 
  メールの最後でベンは「あなたは週末に何をするのが好きですか」とたずねているので，返事には週末にす 

る，⾃分の好きなことについて書けばよい。 

全訳全訳全訳全訳    
エミリー（以下E）：(７)明日，授業で私は⾃分の将来の夢について話す

ことになっているの。お父さん，私は私の将来の夢についてお父さんのア

ドバイスがほしいの。 

アボット氏（以下A）：お前がとても幼かったころ，お前の夢は歌手 

になることだったね。 

E：それは私の昔の夢よ。Aどうか忘れて！ 

A：それなら，お前の新しい夢を知る必要があるな。 

E：(1)(7)それはニュースキャスターになることだけれど，それは本当に

難しいと思うの。 

A：Bなぜそんなふうに考えるんだい？ やってみることで何事も始まる

と思うよ。私が17 歳のとき，私は C作家になるという⾃分の夢について

⺟親に話したよ。 

E：あら，それは D聞いたことがないわ。お父さんのお⺟さんはそれにつ

いて何と言ったの？ 

A：彼女は「あなたが本当に作家になりたいのなら，やってみるべきよ」

と言ったよ。彼女はまた，私にたくさんの本をくれたんだ。それらを読ん

だ後に，私はもっと話を書いてみたいと思ったよ。それから私は作家にな

るために一生懸命頑張ったよ。そして(7)私の夢は実現したんだ。 

E：今では，お父さんは短編小説の有名作家よね。やってみることは大切

ね。E 私は私の夢に向かって一生懸命に頑張るつもりよ。それについて明

日話したいわ。ええと，私の友達の1 人の(7)ケイコは，将来，警察官に

なりたいと思っているの。彼女は人々が困っているとき，F 彼らに親切に

したいと言っているわ。 

A：それはすばらしいね！ 人々は⾃分の仕事を通じて他人のために役に

立つことをするべきだと G私は信じているよ。 

E：お父さんに賛成するわ。私の将来の仕事が，テレビでニュースを見る

人々を助けることを願うわ。これは明日私が話したいもう1 つのことね！ 
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〔４〕⻑文読解  
⑴ 英文の「でも私たちは何ができるでしょう 

か」という意味から、その後に活動の具体例 
がくることが考えられる。第 3 段落から，活 
動の具体例が書かれている。また、ｂの直前 
に「〜何かしなければならないと思ってい 
る」とあり、その後に具体例がでていること 
からｂが適切。 

⑵ 直前に「ユニセフのおかげで」とあるので， 
ユニセフが行ったことをまとめる。第 1 段 
落第 3・4・５行目が解答部分。4 行目の it の 
指す内容を読み取り、５行目の it also sent  
medicine も加える。 

⑶ 設問に彼らが決心したこととあり、直後に 
「だから彼らはネパールに新しい学校を建設 
するためのお金を集めることを決めました」 
とあるので、ここが答えとなる。 

⑷ 映像を参照映像を参照映像を参照映像を参照  
⑸ 直前に「この活動のおかげで」とあり、それ 

に続く文を選ぶので、活動によって何が起こ 
ったかを考える。また（ D ）の後に「彼ら 
は読み書きを学ぶために学校に行くことが 
できます」とあるので、もう働かなくてもよ 
くなったというエが適切。（ D ）の後ろの 
they は家族のために働いている子どもたち 
を指している。 

⑹ ① 映像を参照映像を参照映像を参照映像を参照  
「なぜユニセフは牛乳を日本に送ってくれ 
たのですか」。 

② 映像を参照映像を参照映像を参照映像を参照  
「学校の周りに住む人々は，ネパールに新し 
い学校を建設するために何をしましたか」。 

③「なぜ多くの子どもたちは一生懸命働か 
なければならないのですか」。第 4 段落６・  
７ 行目の「いくつかの国々では，多くの子 
どもたちが，彼らの家族を支えるために一 
生懸命働かなければなりません」が解答部 
分。設問では have to 〜となっているが、 
本文では must 〜となっている点に注意。 

 

全訳全訳全訳全訳    

 私はミワです。数か月前，私の祖父と私は給食について話しました。私がそれ

はおいしいと言ったとき，彼は「私が子どものときは，それはあまり(7)おいしく

なかった。特に牛乳はおいしくなかった。(6)①日本はその当時十分な牛乳がなか

ったので，(2)ユニセフがそれを日本に送ってくれた。薬も送ってくれた。ユニセ

フのおかげで，A多くの日本の子どもたちがより丈夫になり病気にならなかった」

と言いました。日本が他の国々にそんなに助けられていたことを，私は(7)知りま

せんでした。今，私たちは十分な食べ物と必要なものを持っています，だから私

たちは世界中で困難な生活を送っている人々のために，何か役に立つことをしな

くてはならないと私は思います。 

 (7)たくさんの大人が，世界中の人々を助けるために多くの種類の活動を行って

います。私たち若者も何かすべきだと，私は思います。ほとんどの若者は他の

人々のために何かをすることに興味がない，と言う人々もいます。私はそれらの

言葉を聞くと悲しく感じます。だから私はこれは本当ではないと言いたいです。

私は先日テレビでニュースを見ました。それは，より多くの日本の若者が，世界

をよりよくするために何かしなければならないと思っている，と言っていまし

た。 

(1)でも私たちは何ができるでしょうか。 

 既に(7)活動を始めている日本の若者もいます。例えば，ある高校の生徒たち

は，ネパールの人々を助け始めました。Bその生徒たちは，ネパールにある学校の

数は子どもたちにとって十分でないことを学びました。だから彼らはネパールに

新しい学校を建設するためのお金を集めることを決めました。彼らはお金を集め

るために，学校の近くの店にいくつかの箱を置きました。彼らはまた慈善コンサ

ートも計画しました。学校の周りに住む人々は，ネパールに学校を建てるのはよ

い考えだと思いました。だから(6)②彼らは箱にお金を入れ，コンサートのチケッ

トを買いました。生徒たちはお金をネパールに送り，新しい高校が建てられまし

た。 

 ここに別の例があります。あなたはこのメッセージを聞いたことがあります

か。「Cもしあなたがチョコレートを買って食べるならば，世界中の多くの子ども

たちが幸せになるでしょう」。(4)私たちがそのチョコレートを買うと，そのチョ

コレートを売っている会社はそのお金の一部を(7)外国の人々に送るでしょう。そ

のお金は貧しい子どもたちを幸せにするために使われます。いくつかの国々で

は，多くの子どもたちが，(6)③彼らの家族を支えるために一生懸命働かなければ

なりません。だから彼らは学校に行くことができません。この活動のおかげで，

(5)D子どもたちはもう働かなくてもよくなり，読み書きを学ぶために学校に行く

ことができます。私はこの考えに感動しました。私たちは毎日，生活の中で彼ら

を助けることができるのです。 

 世界中で困っている人々を助けるために私たちができることはたくさんありま

す。私たちは本当に彼らの生活を変えることができます。外国の国々が，ずっと

昔日本を助けたように，私たち日本の若者は世界中の人々を助けるべきです。 
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⑺ ア「ミワの祖父は，彼が子どものとき，給食はおいしかったと言った」。第 1 段落 2・３ 行目よりおいしくなか 

ったので不適切。 
イ「ミワは，昔，国々が日本の人々を助けたことを知っていた」。第 1 段落７ 行目より知らなかったので不適切。 
ウ「世界中の人々を助けるための多くの活動をしている大人もいる」。第 2 段落 1 行目より適切。 
エ「若い日本人は他の人々のために何かをしたくない」。第 3 段落 1 行目より活動を始めているので不適切。 
オ「チョコレートを作るために一生懸命働いている人々に，会社はお金を送っている」。第 4 段落４・５・６ 行 

目より外国の貧しい人々にお金を送ったので不適切。 


