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共通テスト対策
英語
リーディング

第１問 A・B

リスニング

第１問 A

1

リーディング
第１問
A
You are studying about Brazil / in the international club / at your senior high school.
あなたはブラジルについて勉強しています

国際クラブで

高校の

Your teacher asked you / to do research / on food in Brazil.
先生はあなたに頼みました

You

調査をするように

ブラジルの食べ物について

find a Brazilian cookbook

あなたは

ブラジルの料理本を見つけて

and read about fruits / used / to make desserts.
果物について読みます

使われる

デザートを作るために

設問
問１ Both cupuaçu and buriti / can be used / to make
クプアスとブリチは両方とも

①

a cake

使われうる

② chocolate

1

.

・・・を作るために

③ ice cream

④

yogurt

問２ If you want to make a sour cake, / the best fruit to use is
酸味のあるケーキを作りたいなら

①

buriti

② cupuaçu
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使うのに最適な果物は・・・である

③ jabuticaba

④ pitanga

Popular Brazilian Fruits
人気のあるブラジルの果物

Cupuaçu
・Smells and tastes /
香りと味

・Great
最適です

Jabuticaba
・Looks like a grape

like chocolate
チョコレートのような

葡萄のように見える

for desserts, / such as cakes,
デザートに

・Eat them within three days / of picking /
3 日以内に食べてください

ケーキなどの

and with yogurt
ヨーグルトと一緒でも

甘い味を求めるなら

・Brazilians love the chocolate-flavored juice

・After they get sour,

ブラジル人はチョコレート味のジュースが大好き

酸っぱくなった後は

of this fruit.

use them / for making jams, jellies, and cakes.

このフルーツの

使いましょう

Pitanga
・Comes in two varieties, / red and green
2 種類があります

赤と緑

中はオレンジ色、桃やマンゴーに似ている

・Tastes very sweet, melts in your mouth

ケーキを作りには

とても甘く、口の中でとろける

・The sour green one is only for jams and jellies.
酸味のある緑色は

ジャム、ゼリー、ケーキ作りに

Buriti
・Orange inside, similar to a peach or a mango

・Use the sweet red one / for making cakes.
甘い赤を使いなさい

摘み取りから

for a sweet flavor. ·

・Best for ice cream, cakes, and jams

ジャムとゼリー専用

アイスクリーム、 ケーキ、
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ジャム

に最適

B

You are looking at the website / for the City Zoo in Toronto, Canada
あなたはウェブサイトを見ている

カナダのトロントにある市立動物園の

and find an interesting contest announcement.

You are thinking about entering the Contest.

そして興味深いコンテストの告知を見つけます。

設問
問１ You can enter this contest / between
あなたはコンテストに応募できる

あなたはこのコンテストに応募しようと考えています。
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・・・の期間に

① May 26 and May 31
② June 1 and June 7
③ June 8 and June 9
④ June 10 and July 31

問２ When submitting your idea / for the baby giraffe's name, / you must
アイデアを投稿する際には

キリンの赤ちゃんの名前の
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・・・しなければならない

① buy a day pass
1 日券を買う

② pay the submission fee
投稿料金を支払う

③ spend five dollars / at the City Zoo
5 ドルを費やす

市立動物園で

④ watch the giraffe /

through the website

キリンを観察する

ウェブサイトを通じて

問３ If the name
もし名前が

you submitted
あなたが投稿した

is included among the five finalists,
最終候補の５つの中に選ばれたら

① get free entry to the zoo / for a day
1日

動物園に無料で入れる

② have free access

/

無料でアクセスできる

to the live website
ライブのウェブサイトに

③ meet and feed the baby giraffe
キリンの赤ちゃんに会ってエサをあげる

④ take a picture / with the giraffe's family
写真を撮る

キリンの家族と一緒に

3

you will

5

.

・・・（できる）だろう

Contest!

コンテスト！

Name a Baby Giraffe
キリンの赤ちゃんに名前をつけよう

Let's welcome our newest animal to the City Zoo!
市立動物園の新しい動物を歓迎しよう！

A healthy baby giraffe was born / on May 26 at the City Zoo.
元気なキリンの赤ちゃんが誕生しました

5 月 26 日、市立動物園で。

He's already walking and running around!
もう歩いたり、走り回ったりしています！

He weighs 66 kg and is 180 cm tall.
体重は 66 キロ、身長は 180 センチです

Your mission is to help his parents, Billy and Noelle, pick a name for their baby.
あなたのミッションは、両親のビリーとノエルが、赤ちゃんの名前を選ぶのを手伝うことです

How to Enter

応募方法

◆Click on the link here to submit your idea for his name and follow the directions. → Enter Here
こちらのリンクをクリックして、

名前のアイデアを投稿し、

案内に従ってください。

ここから

◆Names are accepted / starting at 12:00 a.m. on June 1 / until 11:59 p.m. on June 7.
名前の受付は、

6 月 1 日午前 12 時から

6 月 7 日午後 11 時 50 分まで

◆Watch the baby giraffe on the live web camera to help you get ideas. → Live Web Camera
ライブウェブカメラでキリンの赤ちゃんを見て、アイデアを出すのに役立てましょう

◆Each submission is $5.

All money will go towards feeding the growing baby giraffe.

1 回の投稿につき 5 ドルかかります

Contest Schedule
June 8

ライブ Web カメラ

すべてのお金は育ち盛りのキリンの赤ちゃんのエサ代に使われます

コンテストのスケジュール

The zoo staff will choose five finalists / from all the entries.
動物園スタッフが 5 つの最終候補を選出します

全ての応募の中から、

These names will be posted on the zoo's website

/

by 5:00 p.m.

これら（最終候補）の名前は動物園のウェブサイトに掲載されます

June 9

午後 5 時までに

How will the parents decide on the winning name?
両親はどうやって受賞名を決めるのでしょうか？

Click on the live stream link between 11:00 a.m. and 12:00 to find out! → Live Stream
午前 11:00 から午後 12:00 の間にライブ配信のリンクをクリックして確認してください

Check our website

/

for the winning name

動物園のウェブサイトでご確認ください

Prizes

受賞した名前は

/

ライブ配信

after 12:00 p.m.
午後 12 時以降に

賞品

All five contest finalists will receive free one-day zoo passes / valid until the end of July.
最終候補に残った 5 名の方全員に、動物園無料 1 日券を差し上げます

7 月末まで有効な

The one who submitted the winning name
当選した名前を投稿した方には、

will also get a special photo / of the baby giraffe with his family,
特別な写真をプレゼントします

キリンの赤ちゃんと家族が一緒に写った

as well as a private Night Safari Tour!
ナイトサフアリのプライベートツアーも

解答一覧
第１問

A

問１①

問２③

B 問１②
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問２②

問３①

リスニング
第１問
A
問 1 There weren’t very many people / on the bus,
あまり多くの人がいなかった

バスには

/

so I sat down.
それで私は座席に着いた

① The speaker couldn't find a seat on the bus.
座席を見つけられなかった
② The speaker didn't see anybody on the bus.
誰も見なかった
③ The speaker got a seat on the bus.
座席に着いた
④ The speaker saw many people on the bus.
多くの人を見た

問2

Susan, / I left my phone at home.
スーザン、 僕は家にケータイを忘れた

Wait here.
ここで待ってて

I’ll be back.
戻ってきます

① The speaker will ask Susan to go back.
スーザンに帰るように頼むだろう
② The speaker will go and get his phone.
ケータイを取りに行くだろう
③ The speaker will leave his phone.
自分のケータイを忘れるだろう
④ The speaker will wait for Susan.
スーザンを待つだろう

問 3 I didn’t lose my map of London.
ロンドンの地図は失くしてないよ

I’ve just found / it in my suitcase.
見つけたところだ
スーツケースの中に

① The speaker found his suitcase
/
in London.
スーツケースを見つけた
ロンドンで
② The speaker has a map of London.
ロンドンの地図を持っている
③ The speaker lost his suitcase
/
in London.
スーツケースを失くした
ロンドンで
④ The speaker needs to buy a map of London.
ロンドンの地図を買う必要がある
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問 4 Claire usually meets Thomas for lunch on Friday,
クレアはたいていトマスと会って昼食をとる 金曜日に

but she’s too busy / this week.
でも忙しすぎる
今週は

① Claire cannot meet Thomas for lunch / this Friday.
トマスと会って昼食をとれない
今週金曜日は
② Claire hardly ever has lunch with Thomas / on Fridays.
めったにトマスと会って昼食をとらない 金曜日に
③ Claire usually doesn't see Thomas / on Fridays.
たいていトマスと会わない
金曜日に
④ Claire will eat lunch with Thomas / this Friday.
トマスと会って昼食をとる
今週金曜日は

確認 準否定語
【１】 “rarely”、“seldom” ・・・ 「めったに～しない」 （頻度がきわめて低い）
（例１）I rarely listen to classical music.

私はめったにクラシック音楽を聴きません。

（例２）Cathy seldom watches movies.

キャシーはめったに映画を見ない。

【２】 “hardly”、“scarcely” ・・・ 「ほとんど～ない」 （程度がきわめてわずか）
（例１）I hardly knew him.

私はほとんど彼を知らなかった。

（例２）I can hardly believe it.

ほとんど信じられない。

（例３）The injured child could scarcely walk.

ケガをしたその子はほとんど歩けなかった。

★hardly / scarcely + any 名詞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「ほとんど名詞がない」
hardly / scarcely + ever = rarely/seldom ・・・・・・ 「めったに～しない」
（例４）I had hardly any time.

ほとんど時間がなかった。

（例５）There is scarcely any water on this island.

この島にはほとんど水がない。

（例６）I hardly ever eat breakfast.

私はめったに朝食を食べない。

= rarely/seldom
（例７）He scarcely ever smokes.

彼はめったにたばこを吸わない

= rarely/seldom

解答一覧
第１問

A

問1 ③

問2 ②

問3 ②

問4 ①
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