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注 意 事 項
１

試験開始の合図があるまで，問題冊子，解答用紙に手を触れてはいけません。

２

この問題冊子は４ページで，解答用紙は２枚あります。

３

試験開始の合図があったら，まずページ数，枚数を確認し（足りない場合は，手を挙げて
監督者に知らせること），全部の解答用紙に受験番号を記入してください。

４

試験中に，印刷の不鮮明な箇所やページの脱落などに気づいた場合は，手を挙げて監督者
に知らせてください。

５

解答は，解答用紙の所定の欄に記入してください。

６

この問題冊子にある余白のページは，下書きなどに利用してかまいません。

７

試験終了後，問題冊子と受験票は持ち帰ってください。

－ 英文 ４－１ －

１

次の英文を読んで後の問いに答えなさい。

【省略】

－ 英文 ４－２ －

(From ‘Got a yen for yen?,’ by David Yenches, The Japan Times ST, June 24, 2016)
注

vending machine : 自動販売機
won : ウォン（ここでは大韓民国の通貨単位）

問１

下線部（ア）を日本語になおしなさい。

問２

下線部（イ）について，代名詞 this の指す内容を明確にして日本語になおしなさい。

問３

下線部（ウ）が指す内容を具体的に日本語で書きなさい。

問４

（１）～（４）の問いについて，答えとして最も適したものを （a） ～ （d） から１つ

選び，その記号を記入しなさい。
（１）

What is the author’s opinion about Japanese coins?
（a） Japanese coins have several advantages over coins from other nations.
（b） Japanese coins have been made in the same way since ancient times.
（c） Japanese coins should be made to resemble the coins of Western
nations.
（d） Japanese coins will be replaced in the future by smartphone
applications.

（２）

What benefits does the author find in Japanese coins?
（a） They can be exchanged for some South Korean coins.
（b） They cost half as much to make as their market value.
（c） They can be distinguished easily from one another.
（d） Some of the coins can be worn around the neck or wrist.

（３）

What does the author introduce as a little-known fact about the 1-yen coin?
（a） A well-placed 1-yen coin can float on water.
（b） The 1-yen coin is made of iron.
（c） A well-placed 1-yen coin can be used to measure height.
（d） The 1-yen coin is one of the world’s highest-value coins.

－ 英文 ４－３ －

（４）

According to the text, how was the original value of the postwar yen decided?
（a） The Japanese police fixed the value of the yen.
（b） Japanese citizens voted on the value of the yen.
（c） The value of the yen was chosen by Americans.
（d） The value of the yen was taken from the weight of a 500-yen coin.

２

次の問いに，80 語程度の英文で答えなさい。

What do you like to do outside of school? Describe the activities you enjoy, including
hobbies you have and/or sports you do.

－ 英文 ４－４ －

