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　放送を聞いて答える問題（28点）

　問題は，全部で７題あります。問題７は，英語による指示が１回のみ放送されます。放送中メ

モを取ってもかまいません。問題７の英語による指示以外の英語は，各問題とも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）
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【問題４，問題５】

　それぞれの英文を聞いて，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

　　ア　He went there last Tuesday. イ　He went there last Thursday.

　　ウ　He went there last Saturday. エ　He went there last Sunday.

問題５

　　ア　He has stayed there for two weeks. イ　He has stayed there for four weeks.

　　ウ　He has stayed there for two months. エ　He has stayed there for four months.

【問題６】

　中学生のMaryと Brownさんの会話を聞いて，次の⑴～⑶の質問に英語で答えなさい。

 （各３点）

　⑴　Where is Mr. Brown from?

　⑵　How long has Mr. Brown worked at the Japanese restaurant in New York?

　⑶　Why did Mr. Brown work at a Japanese restaurant in Japan?

【問題７】（各３点）

　⑴　Question 1

　　Ａ　At eight.

　　Ｂ　At eight thirty.

　　Ｃ　At ten.

　　Ｄ　At ten thirty.

　⑵　Question 2

　　Ａ　Ten minutes long.

　　Ｂ　Fifteen minutes long.

　　Ｃ　Thirty minutes long.

　　Ｄ　Fifty minutes long.

　⑶　Question 3

　　Ａ　They will make a speech about their favorite activities.

　　Ｂ　They will make a speech about their favorite classes.

　　Ｃ　They will make a speech about their favorite book.

　　Ｄ　They will make a speech about their favorite lunch.
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　次の１～３は，Taku，留学生の Carolと Jimの会話と英語の授業での発言です。これを読

んで，問１～問６に答えなさい。＊印のついている語句には，本文のあとに〔注〕があります。（28点）

１　〈Taku, Carol and Jim are talking before the English class.〉

Taku :  Hi, Carol!  Hi, Jim!  What are you looking at?

Carol :  Hi, Taku.　These are the *leaflets for *recruiting volunteers.

Taku :  Recruiting volunteers?  Oh, what kind of volunteers do you want?

Jim :  We are looking for people who will work with us for a party.  Next month, we 

are going to have a summer party for children at the hospital.

Carol :  In today’s English class, we are going to hand out these leaflets to you and talk 

about our activity.  We hope that some of our classmates will join us.

Taku :  That sounds interesting!

Carol :  Do you think so?　Hey, Taku, you like children and you speak English very 

well.  Why don’t you join us?

Taku :  Well, I have a question.  A

Carol :  Yes, Taku.  There are some children from foreign countries like America or 

Australia.  

Taku :  I see.  I want to know more about it, then.

Jim :  Oh, the class will start soon.  We’ll give you more information with the leaflet at 

the end of the class, so please think about it.

Taku :  OK, Jim.

〔注〕　leaflet……ちらし recruit～……～を勧誘する

問１ 　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。（３点）

　　ア　Are you from a foreign country?

　　イ　Do you think English is difficult?

　　ウ　Should I go to the party to study English?

　　エ　Do volunteers need to speak English at the party?

２
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２　〈 At the end of the English class, Carol and Jim hand out the leaflets and talk about 

the volunteer activity.〉

　　Hi, everyone.  Look at the leaflet we handed out just now.  We need some volunteers 

for the party held at Kamome Hospital next month.  We will also show you the pictures 

we took at the party last year.

　　

We Need Some Volunteers

Let’s make a successful hospital summer party together!

　We are going to have a summer party for children at Kamome Hospital.  We’ll play 

games, sing, and have some other fun with the children.  Three to five people are 

needed.

Date & Time : July 22, from 2 p.m.　　Place : Kamome Hospital

 We are looking for people who ...

 １　can speak English well, and

 ２　like to read stories, or

 ３　like to sing, or

 ４　are B  , or

 have other special skills.

問２ 　次の写真は，Carolと Jimがクラスの生徒に見せたもので，ボランティアに必要とされる

４つの条件のうちの４番目を示したものです。空欄 B  に適切な英語を入れ，英文を完

成させなさい。（４点）
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