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１

次の英文のオチを５０～６０字の日本語に要約せよ。句読点も字数に含める。
（２０）

Conductor (new to the job) :
I'm sure the old boy just here has paid his fare twice.
Think I had better tell him about it?
Motorman :
No-o ! Ask him for it again.—

（注） conductor：an employee on a bus or train (in this passage.)
motorman：a person whose job is to drive a subway train or a street car.

２

（Ａ）次の英文の下線部のうち、誤った英語表現を含む番号を指摘しなさい。
誤りがなければ“ ⑤ ”を解答欄に書きなさい。
空欄がある場合は補充する適切な番号を書きなさい。（８）

（１）

A: I dislike my teacher!
B: Me
① too

.
② neither ③ also ④ together

（２）

In fact, I’ve been Vietnam

①

for one

②

and a half

③

month.

④

（３）

These questions are too difficult. I can’t
① stand ② sit ③ put up ④ crouch

（４）

Indian

①

food is

②

very

③

delicious.

④

anymore.

（Ｂ）次の選択肢を並べかえて意味の通る英文にせよ。
（１２）

（１）

___________________________________________________________.
( there, the, he, doubt, no, that, is, is, smartest )
（２）

____________________________________________________________.
( the, useful, proved, when, very, bike, we, it, used )
（３）

_____________________________________________________________ .
(give, my, whoever, books, I, to, wants, will, them)
（４）

_____________________________________________________________.
(me, if, let, have, any, know, questions, you )

（Ｃ）次の会話文を、あたかも英語で話しているかのように、かつ相手に通じるように、
ひらがなやカタカナを使って近似しなさい。強く読むところは大きな字で書きなさ
い。ひらがなとカタカナの区別は問わない。アメリカ英語である必要はない。
（８）

（１）

I got a call in the middle of the night
（その真夜中に電話かかってきた）

（２）

She felt that I should be strong.
（彼女は、私が強くないと！ と感じた。）

参考例）

Thank you.
○さんきゅー

×サンク ユー

I want to go.
○アイワナガゥ
○アイ ワントゥー ゴー
Water
○ワラ

×ウォーター

×アイ ワント トゥー ゴー

３

（Ａ）次の英文の下線部を指示語の内容も含めて和訳せよ。
（２４）

One cent.
Five cents=a nickel.
Ten cents=a dime; two nickels=a dime.
Twenty-five cents=a quarter; two dimes and a nickel=a quarter.
Two quarters=a half dollar.
Fifty cents=a half dollar.
One hundred cents=one dollar; four quarters=one dollar; two half
dollars=one dollar.
The cent has the smallest value among United States coins. It is made of
copper.
The next coin is the five-cent piece. It is made of nickel. Five cents make a
nickel.
The next coin is the dime. It is made of silver. Ten cents make a dime. Two
nickels make a dime.
The next coin is the quarter. Twenty-five cents make a quarter. Five nickels
make a quarter.
Two quarters make a half dollar.
Two fifty-cent pieces make a dollar. One hundred cents make a dollar.
Dollars are made of silver, gold, or paper.

(1)When

made of paper they are

called dollar bills.
In making change I get four quarters for a dollar bill; I get five one-dollar
bills for a five-dollar bill ; (2)I get five dimes for a half dollar.
If I pay fifty cents for a necktie, I get fifty cents change from a dollar bill. If
the change is given to me in quarters, I get two quarters.
(3)If

I buy a suit of clothes for twenty-five dollars and give the merchant

three tendollar bills, I get five dollars change. If the change is given to me in
one-dollar bills, I get five one-dollar bills.
（注）

４

次の英作文を５０～８０語の英語で表しなさい。１文である必要はない。
必要なら下の例文を参考にしてもよい。
（２８）

あなたが今までに下した大きな決断について、次の４つの条件を絡めて英作文をしなさい。

①その時点でどのような選択肢があったか
②そこで実際にどんな選択をしたか。
③そこで違う選択をしていたら、その後の人生がどのように変わっていたと思うか。
④ 下の 例２）の文法を組み込む。主語動詞形容詞はどんなものでもよい。

適宜創作をほどこしてかまわない。

例１）エクササイズが好きなので私はあなたの意見に賛成です。

I agree with your opinion because I like exercise.
例２）このことは私の友達たちがハッピーになるのを可能にするだろう。

This would make it possible for my friends to become happy.
例３）私は英語を話せなくてもどかしい。

I feel frustrated that I can't speak English

