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〔注意事項〕
・監督者の指示があるまで解答用紙を開いてはいけません。
・全てのページの所定欄に受験番号、氏名を記入しなさい。
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Ⅰ

　1.　  

　　　  (A) 　　　　　　　　　　　　　　　(B)　　　　　　　　　　　　　　　(C)　　　　　　　　　　　　　　　

　　　  (F )　　　　　　　　　　　　　　　(G)　　　　　　　　　　　　　　　

　2.　

　　　  (D)

　　　  ( I)

　3.　  

　

Ⅰの得点

(E)  

(H) 

a                                           d                                             b

c                                           b

S      V

S                                      V

          放送中のあるとき、スタジオにいた俳優は、ニュースキャスターの役を演じながら、
    
          宇宙船から宇宙人のうちの一人が出てきたことを告げた。

          彼らは実際にはラジオの番組の中にいる、パニックになっている民衆の役を演じて
    
          しまっていた。
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Ⅱの得点

Ⅱ

　1.　

（１) 　 (　　　　　　　)　　　　　（２)  　(　　　　　　　) 　　　　　（３) 　 (　　　　　　　) 

（４) 　 (　　　　　　　)　　　　　（５)  　(　　　　　　　) 　　　　　（６) 　 (　　　　　　　)  

　2.　  

 Ａ　(　　　　　　　)　　　　　Ｂ　(　　　　　　　) 　　　　　Ｃ　(　　　　　　　)

 Ｄ　(　　　　　　　)　　　　　Ｅ　(　　　　　　　) 

 

　3.

　4.

⑥　　　　　　　　　   ②　　　　　　　　　   ⑤
③　　　　　　　　　   ④　　　　　　　　　   ⑧

ウ　　　　　　　　  ア　　　　　　　　   エ
カ　　　　　　　      オ

3歳までには基本的な発音体系が確立され、5歳までには学び取るべきものはほとんど

残っていない。

The day-old babies paid attention to the voice only when their mother spoke normally.
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Ⅲ

Ⅲの得点

(                   words)

We can see that wild boars have damaged agricultural crops in Tottori more than any
 
other animal.  For example, the damage caused by them amounted to some 70 million

yen in fiscal year 2016, which was the greatest damage during these fiscal years.

As for deer, the amount of damage in fiscal 2012 was the largest in this surveyed period.

The amount of damage in that year was about 10 times as large as the following year 2013. 

As for the total amount, it alternated between increase and decrease.

89
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IV. Write your answer here. Complete the following dialog in English. You 
must write at least 50 words in total of your own original English.
※ Do not write your real name.

Sonorra: Hello. My name is Sonorra Explorer, but please call me Sonorra.

Human:

Sonorra: Oh, nice to meet you, too. I am looking for the best country on this 

planet. I want to visit three countries, and then I will decide. Can you tell 

me about some countries? 

Human: Well, first let me tell you about 

Sonorra: Hmmm. That sounds like a nice place. Please tell me about another 

country. 

Human: Then, there is also 

Sonorra: Wow, that seems like an interesting country. Do you have another 

recommendation? 

Human: How about 

Sonorra: Thank you for your advice. All three countries have some appeal for 

me. I will visit them all. Perhaps I will see you again. 

Human:

Ⅳ

Ⅳの得点

Oh, nice to meet you! My name is Taro.

                                                                           Canada. It is a really nice country,

 and very multi-cultural. In addition, it has two official languages, English and 
  

French.

                                                   Germany.　It is a country that strongly protects
 

 the environment, and is trying to stop using nuclear power. In addition, the food is
 

 very safe and delicious there.

                                   France, if you like soccer? France is a country with a strong

 food culture, and it is also very strong at soccer.

               I hope so. Maybe you can visit here again after you get settled in your

 new country. Good luck!

※
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