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第４回       出典 19年 追試験 

問題番号

（配点） 

設

問 
  解答番号 正解 配点 

第 3 問   14 14 1 2 

12 点 Ａ 15 15 2 2 

    16 16 4 2 

    17 17 2 2 

    18 18 3 2 

    19 19 3 2 

第 4 問   20 20 2 2 

12 点 Ｂ 21 21 2 2 

    22 22 2 2 

    23 23 2 2 

    24 24 1 2 

    25 25 4 2 

第 3問      第３問Ａは問 14から問 16までの３問です。それぞれの問いについて対話を聞き，答えとし

７最も適切なものを選びなさい。    問 14 What does the man say he is going to do? 

① Study Portuguese 

② Teach Portuguese 

③ Visit Brazil 

④ Visit Portugal 

W: Are you interested in joining a Portuguese language club? 

M: Well, I haven’t studied Portuguese in a while. 

W: Don’t worry. My friend from Brazil has a lot of teaching experience. 

M: Really? Hmm, I’m not so sure. 

W: Come on, it’ll be totally casual. 

M: OK, I’ll give it a try. 

in a while しばらくの間 sure 確信して come on さあ（相手に行動を促す表現） totally まったくの 

casual くだけた give it a try 試してみる 
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女性：ポルトガル語クラブに参加することに興味はありますか。 

男性：そうですね、私はポルトガル語をしばらく勉強していません。 

女性：心配しないで。ブラジルの私の友人は多くの教育経験を持っています。 

男性：本当ですか。うーん、私はよくわかりません。 

女性：さあ、それはまったく堅苦しくないですよ。 

男性：分かりました、やってみましょう。 

質問：男性は何をするつもりだと言っているか。 

① ポルトガル語を勉強する 

② ポルトガル語を教える 

③ ブラジルを訪れる 

④ ポルトガルを訪れる 

問 15 Why did the man give her a present? 

① It was Christmas Day. 

② It was her birthday. 

③ It was her graduation. 

④ It was their wedding anniversary. 

M: Here’s a little something for you, honey. 

W: Wow! You remembered this year. 

M: How could I forget? You’re a half century old today. 

W: Thanks for reminding me. 

M: Sorry. Go ahead, open it. 

W: What could it be? 

M: I hope you like it. 

W: A diamond ring! I love it! 

honey あなた、君 remember 覚えている remind ～に思い出させる go ahead どうぞ（相手に行動を促

す表現） 

男性：これはあなたのためのちょっとしたものだよ。 

女性：わあ。あなたは今年は覚えいたのね。 

男性：どうして忘れるの。あなたは今日半世紀（50歳）だ。 

女性：思い出させてくれてありがとう。 

男性：ごめんなさい。さあ、開いて。 
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女性：それは何でしょう。 

男性：気に入ってくれるといいな。 

女性：ダイヤモンドの指輪。大好き。 

質問：男性はなぜ彼女にプレゼントをあげたのか。 

① クリスマスだった。 

② 彼女の誕生日だった。 

③ 彼女の卒業だった。 

④ 彼らの結婚記念日だった。 

問 16 On what day will they go to see the musical? 

① Thursday 

② Friday 

③ Saturday 

④ Sunday 

W: Look at this poster. I really want to see this musical. Do you want to go? 

M: OK. When? 

W: It starts today …. What about tomorrow? 

M: Ah, Friday’s not good. But I’m OK on Saturday. 

W: Oh, I have to work. How about the day after that? 

M: Sounds good. Call me later? 

poster ポスター musical ミュージカル how about ～? ～はどうですか later あとで 

女性：このポスターを見てください。私は本当にこのミュージカルを見たいです。あなたは行きたいですか。 

男性：はい。いつですか。 

女性：今日から始まります…。明日はどうですか。 

男性：ああ、金曜日は良くないです。しかし、土曜日は大丈夫です。 

女性：ああ、仕事をしなければならない。その翌日はどうですか。 

男性：いいですね。 後で電話してください。 

質問：彼らは何曜日にミュージカルを見に行くか。 

① 木曜日 

② 金曜日 

③ 土曜日 

④ 日曜日 



 37th 

問 17～19     対話の場面 

ダンス部の部長が，文化祭で使う教室を決めるために予約フォームを見ながら，学校の事務職員と相談を

しています。 

 

問 17 In which room will the “Dance Show” most likely be held? 

① 101 

② 102 

③ 201 

④ 202 

問 18 Why is Room 405 unsuitable for the “Dance Along”? 

① It’s on the fourth floor. 

② It’s too small. 

③ The desks do not move. 

④ The Wi-Fi may not work. 

問 19 How will the rooms on Sunday be changed in the request form? 
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M: OK, have you filled in the request form? 

W: Yes, but I’m not sure about which rooms to reserve. 

M: Right. Let’s look at the room chart. 

W: Sure. We’d like a large room for the “Dance Show,” but we don’t know how many people will come. 

Maybe, a hundred at most? 

M: So, a little bit larger than that. 

W: Ah … this one? 

M: Uh-huh …. And you’d like the fourth floor rooms on Sunday for the “Dance Along”? 

W: Yeah, they all look good. Well, not 405, though. We need to make enough space for everyone to dance. 

M: Ah, of course …. Oh no. 402 and 404 are booked all day. 

W: Too bad. How about the third floor? 

M: Those rooms are available, but the Wi-Fi on the third floor is rather unstable. Is that OK? 

W: Umm, we absolutely need Wi-Fi for “Tango,” so we’ll move “Hula” to the third floor. 

request form 依頼フォーム sure 確信して reserve 予約する chart 表 at most 最大で the fourth floor 

4階 though だけれど book 予約する available 利用可能な rather かなり unstable 不安定な 

absolutely 絶対に 

男性：それで、依頼フォームに記入しましたか。 

女性：はい、でもどの部屋を予約すべきかわかりません。 

男性：そうだね。部屋の表を見てみましょう。 

女性：ええ。「ダンスショー」のための大きな部屋が欲しいのですが、何人の人が来るかわかりません。 お

そらく、多くて百人でしょうか。 

男性：それなら、それより少し大きいもので。 

女性：ああ…これ。 

男性：ええと…。そして、「ダンス・アロング」のために日曜日の 4階の部屋が欲しいですか。 

女性：ええ、それらはすべて良さそうです。だけれど、405ではありません。みんなが踊るのに十分なスペ

ースを作る必要があります。 

男性：ああ、もちろん…。402 と 404は終日予約されています。 

女性：残念です。3階はどうですか。 

男性：それらの部屋はありますが、3階のWi-Fiはかなり不安定です。それは大丈夫ですか。 

女性：うーん、「タンゴ」には絶対にWi-Fiが必要なので、「フラ」を 3階に移動します。 

問 17 「ダンス・ショー」はどの部屋で開催される可能性が最も高いか。 

① 101号室 

② 102号室 
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③ 201号室 

④ 202号室 

問 18 なぜ 405号室は「ダンス・アロング」に適していないか。 

① 4階にある。 

② 小さすぎる。 

③ 机が動かない。 

④ Wi-Fi が動かない。 

問 19 依頼フォームの日曜日の部屋はどのように変更されるか。 

第 4問    問 20～22    問 20 Why did the speaker begin using social media? 

① To make many new friends 

② To stay in contact with people 

③ To take university classes online 

④ To watch live videos in her dorm 

問 21 What event made the biggest impression on the speaker? 

① A baby walking for the first time 

② A family member’s travels 

③ Her going away to university 

④ The birth of her friend’s baby 

問 22 What is the main problem discussed in this story? 

① People can reach you at any time of day. 

② People feel their lives are inferior to others’. 

③ People have stopped having many babies. 

④ People have stopped meeting face-to-face. 

After high school, I went to a university that was far away from home. I could only visit my friends and 

family every six months. Of course, I missed them, so I started using social media. It enabled us to keep in 

touch with each other. When I was in my second year of university, a friend in my hometown and her 

husband had a baby girl. The very same day, I was able to see pictures of their daughter. A year later, on my 

dorm room computer, I watched a live video of her taking her first steps. What had the biggest impact on me, 

however, was following my sister’s adventures while she studied abroad in Spain. I hate to say it, but I started 
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to feel envious of them because their lives seemed so perfect. This is one of the problems with social media. 

People only post the good things that happen to them, and without thinking about it, we compare ourselves to 

them. Social media allowed me to experience things I otherwise would have missed. However, it is also 

necessary to be aware of all the good things in our own lives. 

university 大学 far away 遠く離れた every six months 6か月ごとに hometown 故郷 husband 夫 the 

very まさにその～ dorm 学生寮 step 一歩 impact 影響 however しかし follow ～についていく 

adventure 冒険 while ～の間 hate to ～することを嫌う envious うらやんで perfect 完璧な post 投稿

する compare ～ to … ～を…と比べる allow ～ to … ～が…するのを許す experience 経験する 

otherwise そうでなければ necessary 必要な aware of ～に気づく 

高校卒業後、私は自宅から遠く離れた大学に行きました。私は 6 ヶ月ごとにしか友人や家族を訪れること

ができませんでした。もちろん、私はそれらを逃したので、ソーシャルメディアを使い始めました。それのお

かげで私たちはお互いに連絡を取り合うことができました。私が大学 2年生のとき、私の故郷の友人と彼

女の夫に女の子の赤ちゃんが生まれました。正にそれと同じ日に、私は彼らの娘の写真を見ることができ

ました。1年後、私の寮の部屋のコンピューターで、私は彼女が最初の一歩を歩く様子のライブビデオを見

ました。しかし、私に最も大きな影響を与えたのは、妹がスペインに留学中に妹の冒険を追いかけたことで

す。私はそれを言うのは嫌いですが、彼らの人生はとても完璧に思えたので、私は彼らにうらやましさを感

じ始めました。これは、ソーシャルメディアの問題の 1つです。人々は自分に起こる良いことだけを投稿し、

それについて考えることなく、私たちは彼らと自分を比較します。ソーシャルメディアはそうでなければ私が

逃していたであろうことを経験することを可能にしました。しかし、私たち自身の生活の中ですべての良いこ

とを認識することも必要です。 

問 20 話者はなぜソーシャルメディアを使い始めたか。 

① 多くの新しい友達を作るため 

② 人々と連絡をとり続けるため 

③ インターネットで大学の授業を受けるため 

④ 彼女の学生寮でライブビデオを見るため 

問 21 どの出来事が話者に最も大きな印象を与えたか。 

① 初めて赤ちゃんが歩いたこと 

② 家族の旅行 

③ 彼女が大学に行ったこと 

④ 彼女の友達の赤ちゃんの誕生 

問 22 この物語で述べられている主な問題は何か。 

① 人々は一日のどの時間でもあなたに連絡することができる。 

② 人々は自分の生活が他の人のものより劣っていると感じる。 
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③ 人々は多くの赤ちゃんを産むことをやめた。 

④ 人々は直接会うことをやめた。 

問 23～25     会話の場面     日本の大学で Jason, Bella, Ninaが，スキー部の合宿に備えて話し合い

をしています。    問 23 In which season is this conversation taking place? 

① Spring 

② Summer 

③ Fall 

④ Winter 

問 24 Why does Nina say that being well-conditioned is important? 

① To maintain energy 

② To maintain flexibility 

③ To maintain speed 

④ To maintain strength 

問 25 What is the result of this discussion? 

① They will focus equally on flexibility and strength. 

② They will focus equally on stamina and strength. 

③ They will focus more on flexibility than strength. 

④ They will focus more on stamina than strength. 

Jason : Hi, Bella. Nina and I were just talking about how excited we are about our ski trip this coming 

January. 

Bella : Me too, but I’m worried whether my body can handle skiing for two weeks. I’m stretching every day 

to improve my flexibility, but I don’t think it’s enough. 

Nina : Why don’t we start an exercise program to help us prepare? 

Bella : That’s a great idea, Nina, but what do you recommend? Should we focus on muscle strength or 

stamina? 

Nina : Well, I think the most important thing is to improve our stamina. We’ll be skiing on some of the most 

challenging mountains in Canada. If we’re not well-conditioned, we’ll run out of energy 

quickly. What do you think, Jason? 

Jason : Exactly. I think we should start jogging … maybe five kilometers a day, and gradually work our way 
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up to ten. What do you think, Bella? 

Bella : I agree, but I think we should also focus a little on strength. If our legs aren’t strong enough, we won’t 

be able to make sharp turns … or stop quickly. It’s good to be able to ski all day, but if we 

get injured, our trip will be over! If we only focus on stamina, we won’t have enough muscle. 

Jason : I guess so. Nina, do you have any suggestions for building up strength? 

Nina : Well, in addition to the jogging, maybe every other day we could do weight training. I recommend 

squats. That’ll really make our legs stronger. 

Jason : Bella, are you OK with Nina’s idea? 

Bella : I think every other day is too much. We have only six months before our trip, and I think stamina has 

to be our priority. What do you say, Nina? 

Nina : Sounds good. 

Jason : OK. Let’s go running on Mondays and Fridays, and then go to the weight room on Wednesdays. This 

would give us the best mix of stamina and strength. 

coming 次に来る worried 心配して whether ～かどうか handle ～を対処する stretch ストレッチする 

improve ～を改善する flexibility 柔軟性 Why don’t we ～? ～しませんか exercise 運動 prepare 準

備する recommend おすすめする focus on ～に集中する muscle 筋肉 strength 強さ stamina 持久

力  challenging 挑戦的な well-conditioned 健康な run out of ～を使い果たす energy エネルギー 

quickly 素早く exactly その通り maybe おそらく gradually 徐々に up to ～まで leg 足 sharp 鋭い 

turn 回転 get injured ケガをする over 終わる guess ～だろうと思う suggestion 提案 build up ～を作

り上げる in addition to ～に加え every other day 一日おきに priority 優先順位 mix 組み合わせ 

ジェイソン：こんにちは、ベラ。ニーナと私は、今度の 1月のスキー旅行についてどれだけ興奮しているか

について話していました。 

ベラ：私も、でも私の体が 2週間スキーを対処できるどうか心配です。私は柔軟性を向上させるために毎

日ストレッチしていますが、それだけでは不十分だと思います。 

ニーナ：私たちの準備に役立つ運動プログラムを始めてみませんか。 

ベラ：それは素晴らしいアイデアです、ニーナ、しかしあなたは何をお勧めしますか。筋力や持久力に集中

する必要がありますか。 

ニーナ：ええ、私は最も重要なことは持久力を改善することだと思います。カナダで最も挑戦的な山でスキ

ーをします。健康でなければすぐにエネルギーを使い果たしてしまいます。どう思いますか、ジェイソン。 

ジェイソン：そのとおり。私たちはジョギングを始めるべきだと思います…おそらく 1日 5キロメートル、そし

て徐々に 10キロまで増やします。ベラ、どう思いますか。 

ベラ：賛成ですが、筋力にも少し焦点を当てるべきだと思います。足が十分強くないと、急に曲がったり、す

ぐに止まったりできません。一日中スキーができるのは良いことですが、私たちがけがをしたら、私たちの
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旅行は終わります。持久力だけに焦点を合わせると、筋力が足りなくなるでしょう。 

ジェイソン：そうですね。ニーナ、筋力を高めるための提案は何かありますか。 

ニーナ：ええ、ジョギングに加えて、おそらく一日おきにウエイトトレーニングをすることができるでしょう。ス

クワットをお勧めします。それは私たちの足を本当に強くするでしょう。 

ジェイソン：ベラ、ニナの考えで大丈夫ですか。 

ベラ：1日おきは多すぎると思います。私たちは旅行の前にわずか 6 ヶ月しかありません。そして持久力を

優先する必要があると思います。ニーナ、どうですか。 

ニーナ：いいですね。 

ジェイソン：分かりました。月曜日と金曜日に走り、水曜日にウェイトルームに行きましょう。これにより、持

久力と筋力の最適な組み合わせが得られるでしょう。 

問 23 この会話はどの季節に行われているか。 

① 春 

② 夏 

③ 秋 

④ 冬 

問 24 ニーナはなぜ健康でいることが重要であると言うのか。 

① 活力を維持するため 

② 柔軟性を維持するため 

③ スピードを維持するため 

④ 筋力を維持するため 

問 25 この議論の結果は何か。 

① 彼らは柔軟性と筋力に等しく焦点を合わせる。 

② 彼らは持久力と筋力に等しく焦点を合わせる。 

③ 彼らは筋力より柔軟性に焦点を合わせる。 

④ 彼らは筋力より持久力に焦点を合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 


