平成 31 年度

中学校第３学年

英 語
注

意

１

合図があるまで，冊子を開かないでください。

２

調査問題は，１ページから 26 ページまであり，３つのパート

（「聞くこと」「読むこと」「書くこと」）で構成されています。
３

３つのパートは，それぞれ解答する時間が決められていま
す。放送で流れる音声，あるいは，先生の指示に従って問題
を解き進めてください。早く問題を解き終わっても，すでに
終わっているパートに戻ったり，先のパートに進んだりして
はいけません。

４

問題用紙の空いている場所は，下書きや計算などに使用し
てもかまいません。

５

解答は，全て「英語」の解答用紙に記入してください。

６

解答は， ＨＢまたはＢの黒鉛筆（シャープペンシルも可）
を使い，濃く，はっきりと書いてください。

７

解答を選択肢から選ぶ問題は，解答用紙のマーク欄を黒く
塗り潰してください。

８

解答を記述する問題は，指示された解答欄に記入してくだ
さい。解答欄からはみ出さないように書いてください。

９

解答用紙の解答欄は，裏にもあります。

10

調査時間は，45 分間です。

11 「英語」の解答用紙に，組，整理番号，性別を記入し，マー
ク欄を黒く塗り潰してください。

パート１

「聞くこと」
内 容 : １・２・３・４
解答時間 : 10 分

1

（放送問題）

話される英語を聞いて，その内容を最も適切に表している絵を，それぞれ1か

ら4までの中から1つ選びなさい。
（1）
1

2

3

4

（2）
1

2

3

4
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（3）＜外国人の先生と女子生徒の会話＞
1

2

3

4

（4）＜家での会話＞
1

2

3

4
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2

（放送問題）

英語の授業で，ある生徒が2つの国について調べたことを，次の3枚の絵を見

せながら発表します。生徒はア，イ，ウをどのような順番で見せるでしょうか。
正しい順番になるように，1つずつ絵を選びなさい。
ア

イ

ウ
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3

（放送問題）

アメリカでホームステイ中のあなたは，天気予報を聞きながらピクニックに行

く計画を立てています。ピクニックに行くのに最も適しているのは，何曜日で
しょうか。下の1から4までの中から1つ選びなさい。

1

Thursday

2

Friday

3

Saturday

4

Sunday

中英− 4

4

（放送問題）

英語の授業で，来日予定の留学生からの音声メッセージを聞くところです。

メッセージの内容を踏まえて，あなたのアドバイスを英語で簡潔に書きなさい。

※

下の枠は，下書きに使ってもかまいません。解答は必ず解答用紙に
書きなさい。

中英− 5



H31 中学校・英語

「聞くこと」スクリプト

問題は，□
１ から □
４ まであります。英文が流れる回数は，全て１回です。注意して

聞いてください。メモは，問題用紙の空いている場所に自由に取ってもかまいません。
解答は，全て英語の解答用紙に記入してください。それでは，□
１ から始めます。１ペ
ージを開けてください。
１
□

A

話される英語を聞いて，その内容を最も適切に表している絵を，それぞれ１か

E

ら４までの中から１つ選びなさい。問題は（１）から（４）まで４問あります。解答
時間はそれぞれ 15 秒です。それでは始めます。
（１）I get up at six every Sunday and take my dog for a walk.
（２） Listen to the CD and write your ideas in your notebook.
（３）外国人の先生と女子生徒の会話

A: This is a nice poster.

What’s it for, Nanami?

B: It’s for our school music festival.
A: When is it?
B: It’s on October thirteenth.
（４）家での会話

A: I’m so hungry.
B: Today’s dinner is curry and rice.

It will take about thirty minutes to cook.

Do you have any homework today?
A: No, I don’t.
B: Then take a bath before dinner.
A: OK.
１ はこれで終わりです。次の問題は， □
２ です。３ページを開けてください。
□
A

A

E

A

２
□
E

A

A

E

A

英語の授業で，ある生徒が２つの国について調べたことを，次の３枚の絵を見

せながら発表します。生徒はア，イ，ウをどのような順番で見せるでしょうか。正し
い順番になるように，１つずつ絵を選びなさい。解答時間は 20 秒です。それでは始
めます。

1

What countries are these?

Yes, they are the U.K. and Japan.

countries are the same in some ways.
the left.

Both

They are island countries, and cars run on

The two countries are different in some ways, too.

is popular, but in the U.K., it isn’t.

In Japan, baseball

Football is more popular than baseball.

think knowing about the life and culture of other countries is interesting.

I

I want

to learn more about them in the future.
２ はこれで終わりです。次の問題は， □
３ です。４ページを見てください。
□
A

E

A

A

３
□

A

E

A

A

アメリカでホームステイ中のあなたは，天気予報を聞きながらピクニックに行

E

く計画を立てています。ピクニックに行くのに最も適しているのは，何曜日でしょう
か。下の１から４までの中から１つ選びなさい。解答時間は 20 秒です。それでは始
めます。

Good morning.

It’s Thursday, April eleventh.

was nice and warm yesterday, but not today.

It

It will be cloudy and cold in the

morning, and sometimes rainy in the afternoon.
much colder.

Here’s the weather.

Tomorrow will be sunny but

The weather will be nice on Saturday, so it will be a good day to

go outside and enjoy the sun.

On Sunday, it will be rainy again.

３ はこれで終わりです。次の問題は， □
４ です。５ページを開けてください。
□
A

E

A

４
□

A

E

A

A

E

A

英語の授業で，来日予定の留学生からの音声メッセージを聞くところです。メ

ッセージの内容を踏まえて，あなたのアドバイスを英語で簡潔に書きなさい。解答時
間は１分 30 秒です。それでは始めます。

Hello.

I’m Nick.

I’m looking forward to meeting you.

in your country for two weeks.
Japanese schools.

I hear that there are a lot of club activities in

I want to try some!

you give me some advice?

I’m going to stay

Which club activities can I try?

I’m waiting for your answer.

Thank you.

解答をやめてください。以上で，「聞くこと」のパートを終わります。

2

Can

パート２

「読むこと」
内 容 : ５・６・７・８
解答時間 : 20 分

中英− 8

5
（1）次の英文を読んで，（

）内に入る最も適切な語（句）を，下の1から4

までの中から1つ選びなさい。

People go to （
） when they want to borrow books.
You can read books or study there.

1

hospitals   2 libraries   3 book stores   4 restaurants
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（2）次の英文を読んで，その内容を最も適切に表している絵を，下の1から4
までの中から1つ選びなさい。

I went to a park yesterday. I saw two beautiful birds in the tree. There
were three people around the tree. Two girls were taking pictures. A man
with a bag was just watching the birds.

1

2

3

4
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（3）次のグラフは，M 市の月ごとの平均気温（average temperature）を表し

ています。このグラフから読み取れることを正しく表している英文を，下の
1から4までの中から1つ選びなさい。

Average Temperature in M City

（℃）

30
25
20
15
10
5
0

-5
-10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 It is colder than 0℃ in February and hotter than 20℃ in June.
2

October is not warmer than April.

3

It is hotter than 25℃ for three months.

4

It is the hottest in August and the coldest in January.
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12（month）

6

英語の授業で，身近なものを調べて発表することになりました。次の英文
は，ある生徒が，100 円ショップについて調べてまとめたものです。これを
読んで，発表の始めに話の流れを示すスライドとして最も適切なものを，右
の1から4までの中から1つ選びなさい。

We have many 100-yen shops（hyakkin）in our city. We can buy many
kinds of things for 108 yen now. One of the biggest sellers is stationery.
Many people buy kitchen items and cleaning items, too. We can also get
food, toys, and even clothes.
There were some shops like hyakkin long before the first hyakkin shop
opened. In the 1930s, Japan had “10-sen shops.” Everything in these shops
was 10 sen. They were very popular. Their number went down during
World War II. In the 1960s, some supermarkets or department stores had
100-yen corners or 100-yen events. In 1985, the first hyakkin opened in
Aichi. In the 1990s, a lot of hyakkin opened in Japan. Today there are about
8,000 shops.
There are shops like hyakkin in many countries. For example, in the
U.S., they have one-dollar shops. I was surprised that some of these shops
sell medicine. We cannot buy medicine at hyakkin in Japan. The U.K. has
one-pound shops. In the U.K., DIY is popular, so there are many items for
DIY at one-pound shops.

Many other countries also have shops like

hyakkin.

（注）the biggest seller：最も売れているもの

item：商品

stationery：文房具

1930s：1930 年代（1960s，1990s も同様）

sen：銭（日本の古い通貨単位）
department store：デパート

World War II：第二次世界大戦

corner：コーナー

pound：ポンド（イギリスの通貨単位）
DIY：日曜大工（趣味で行う簡単な大工仕事）
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1

3

100-yen Shops

2

100-yen Shops

（1）
The number of shops

（1）Popular items

（2）
History

（2）Hyakkin in the world

（3）
Popular items

（3）The number of shops

100-yen Shops

4

100-yen Shops

（1）
The number of shops

（1）Popular items

（2）
Hyakkin in the world

（2）History

（3）
History

（3）Hyakkin in the world
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7

中学生の一郎は，スミス先生（Ms. Smith）と話しています。次の会話文中

の（ ）内に入る最も適切なものを，右の1から4までの中から1つ選びなさい。

Ms. Smith: Ichiro, why don’t you read this article? It’s interesting.
Ichiro: Oh, thank you, but it’s all in English. That’s difficult for me.
Ms. Smith: This newspaper is for students. Try reading it!
Ichiro: OK.
［Ichiro reads the article.］
Chimpanzees are one of the smartest animals. They
can do a lot of things. How smart are they? A team at a
university in Japan found the answer. Some chimpanzees
may be as smart as four-year-old children in some ways.
Few animals can understand janken. In janken, none
is

the

strongest

among

rock,

scissors,

and

paper.

Learning about the relation among the three is very
difficult.
The team tried teaching janken to seven chimpanzees.
They showed pictures of two different janken hands to
the chimpanzees. The chimpanzees got food when they
pointed to the stronger one.

Finally, five of the

chimpanzees learned janken.
The team also tried teaching janken to some human
children.

They found that children could learn janken

when they were about four years old. Through this study,
they got the answer to the question: “How smart are
chimpanzees?”
［A few minutes later］
Ms. Smith: What is the most important point in this article?
Ichiro:（

）.

Ms. Smith: Right. That is the main point.
中英−15

（注）article：記事

chimpanzee：チンパンジー

few：ほとんどない

four-year-old：4歳の

none is 〜：いずれも〜ない

among 〜：〜の中で

rock, scissors, and paper：グー，チョキ，パー（じゃんけんの指の出し方）
relation：関係

human：人間の

study：研究

1

Some chimpanzees may be as smart as four-year-old children

2

Few animals can understand janken

3

The team showed pictures of two different janken hands to the
chimpanzees

4

The team found that children could learn janken when they were about
four years old

中英−16

8

英語の授業で，次のような資料が配られました。これを読んで，文中の問
いかけに対するあなたの考えを英語で簡潔に書きなさい。

There are a lot of hungry people in the world. The World Food
Programme gives food to about 90,000,000 people in 83 countries.
Japan is a member of this project. However, here in Japan, people
waste more than 6,000,000t of food every year. It means that one
person wastes two rice balls every day. We waste food not only at
home, but also at restaurants, convenience stores, supermarkets,
schools, and some other places. That is really mottainai! We have to
stop wasting food now. What can we do about this problem?

（注）the World Food Programme：世界食糧計画（国際連合の事業）

project：事業

waste：〜を無駄にする

rice ball：おにぎり

not only 〜, but also …：〜だけでなく，…も
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※

下の枠は，下書きに使ってもかまいません。解答は必ず解答用紙に
書きなさい。

ここで「読むこと」のパートは終わりです。
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パート３

「書くこと」
内 容 : ９・10

解答時間 : 15 分

中英−20

9
（1）次の①，②について，（

）内に入れるのに最も適切な語を，それぞれ

1から4までの中から1つ選びなさい。

Let’s play tennis tomorrow（

①
1

②

and

2

if

3

）it’s sunny.

but

4

I saw a friend of mine at the station,（
to talk to him.
1

if

2 or

3 but

中英−21

or

）I had no time

4

because

（2）次の①，②について，例を参考にしながら，必要があれば（

）内の語を

適切な形に変えたり，不足している語を補ったりなどして，それぞれ会話が
成り立つように英語を完成させなさい。

（例） ＜放課後に図書室で＞

Ａ：Can you help me now?
Ｂ：Sorry. I（

do

）my homework now.



①

〔答え〕am doing

＜朝の通学路で＞

Ａ：I watched a baseball game yesterday. It was so exciting.
Ｂ：Oh! （

like

）baseball?

Ａ：Of course. I love playing and watching baseball.

②

＜休み明けに教室で＞

Ａ：Was your vacation good?
Ｂ：Yes. My family and I went to Australia.
（

stay

）there for two weeks.

Ａ：Wow! Wonderful.

中英−22

（3）次の表の①から③は，ある女性に関する現在の情報を示しています。これ
らの情報を用いて，彼女について説明する英文をそれぞれ書きなさい。

※

Australia

①

出

身

②

住んでいる都市

③

ペット（pet）の有（ ）無（

Rome

）

下の枠は，下書きに使ってもかまいません。解答は必ず解答用紙に
書きなさい。
①

②

③

中英−23



10

海外のある町が，外国人旅行客にも分かりやすいタウン・ガイドを作成す
るために，「学校」を表す2つのピクトグラム（案内用図記号）のうち，
どちらがよいかウェブサイトで意見を募集しています。どちらかの案を選び，
2つの案について触れながら，あなたの考えを理由とともに 25 語以上の英語
で書きなさい。
【 Ａ 】

※

【 Ｂ 】

短縮形（I’m や don’t など）は1語と数え，符号（ , や ? など）は語

数に含めません。
（例）

No,

I’m

中英−25

not.

【3語】

※

下の枠は，下書きに使ってもかまいません。解答は必ず解答用紙に



書きなさい。

25

45

ここで「書くこと」のパートは終わりです。
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H31 中学校・英語

「話すこと」スクリプト
※画面の説明や録音の練習等については省略

これから，
「話すこと」の調査を始めます。問題は５問あります。問題音声が流れる
回数は，全て１回です。解答は，全て英語ではっきりと話してください。
大問１

これから画面上にイラストが表示されます。そのあと，イラストについての

質問に英語で答えてください。問題は，
（１）から（３）まであります。それでは始め
ます。

（１） When is her birthday?
（解答時間６秒）

（２） What are they doing?
（解答時間６秒）

（３） How does he come to school?
（解答時間７秒）

1

大問２

あなたは，ユイコとアラン先

生と話しています。まず，ユイコとアラ
ン先生が，２人で話している場面から
始まります。そのあと，あなたが尋ねら
れたら，２人のやり取りの内容を踏ま
えて，会話が続いていくように英語で
応じてください。解答時間は 20 秒で
す。それでは始めます。

A: Look at this picture of my family.

A: This is my favorite picture.
Y: Nice!

Who is she?

A: Oh, she is my mother, Nancy.
And he is my brother, Tom.

He

can cook very well.
Y: I see.

What kind of work does

your mother do?
A: She is a teacher.

A: Do you have any other questions
about them?
（解答時間 20 秒）

2

大問３

あなたの学校で，海外のある

テレビ局が「世界の子供たちの夢」とい
うテーマで番組を収録しています。画
面にある話してほしい内容の①，②に
ついて，英語で話してください。１分
間，内容を考えたあと，30 秒で話しま
す。それでは，内容を考えましょう。
（考える時間１分）
それでは，30 秒で話してください。
（解答時間 30 秒）
これで，調査は終わりです。

3

正答（例）
【中学校英語】
「聞くこと」

１ (1)

３

(2)

１

(3)

２

(4)

３

２

イ → ウ → ア

３

３

４ （例） You can try the judo club.

「読むこと」

５ (1)

２

(2)

３

(3)

４

６

４

７

１

８ （例） We should not buy too much food.

「書くこと」

９ (1)① ２
② ３
(2)①（例）Do you like (baseball?)
②（例）We stayed (there for two weeks.)
(3)①（例）She is from Australia.
②（例）She lives in Rome.
③（例）She doesn’t have any pets.

10 （例）
【あなたの選んだ案：A】
I think A is better. It shows a
teacher and students in a classroom, so
it looks like a school. I don’t think B
is good because it looks like a library.

「話すこと」
問題番号

正答例

１（１）

（例） It’s July second.

１（２）

（例） They are watching TV.

１（３）

（例） He comes to school by bus. （bus に強勢を置いている）

２

（例） What kind of food does your brother cook?

３

（例） I want to be a farmer and grow delicious vegetables. My
grandfather is a farmer, so I will help him and learn many things
from him.

