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（問題は次のページから始まる）
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第１問　次の英文を読んで，後の問いに答えよ。

　＊1Fostering an environment where foreign nationals can carry out their daily lives as 
a part of society without worry is becoming a growing challenge for Japan. An important 
part of realizing アthis goal is raising the Japanese language ＊2proficiency of foreign 
＊3residents. 
　According to the ＊4Ministry of Justice, there were 2.56 million foreign nationals living 
in Japan in 2017. As that number continues to grow each year, there have been some 
cases of trouble in schools and workplaces where foreign residents have been unable to 
become part of the local community （　　イ　　） a lack of understanding of the Japanese 
language or other communication failures. 
　But is the current Japanese language education system for foreign residents meeting 
the growing demand? 
　A survey carried out by the ＊5Agency for Cultural Affairs in 2016 found that about 
220,000 foreign nationals were learning Japanese, with the figure having grown by 90,000 
over a five-year period. However, of the some 38,000 Japanese instructors across the 
country, 60 percent were found to be volunteers. ウThat is to say, the Japanese language 
education system for adult learners excluding foreign students is supported by local 
volunteers. 
　At the same time, it cannot be said that the support system for children is any better. 
The ＊6Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology reported that there 
were 44,000 students that needed special Japanese language ＊7instruction in the 2016 
academic year—1.7 times the number 10 years earlier. 
　エEven in regions without a high population of foreign nationals, the number of schools 
where several children are in need of language support is growing, and schools are 
becoming more international. 
　Trained teachers are teaching these students, but there are not enough teachers 
to meet the demand, and many children are receiving support from ＊8nonprofit 
organizations and other goodwill groups instead. The Education Ministry is writing up 
teaching guidelines and materials for instructors, but with the ＊9diversity of classroom 
environments, it is hard to keep up with オthe reality of the situation.
　《The Mainichi : 2018/06/04  Editorial》

（注）  ＊1foster：育成する　　＊2proficiency：熟達　　＊3resident：居住者
　　　＊4Ministry of Justice：法務省　　＊5Agency for Cultural Affairs：文化庁
　　　＊6Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology：文部科学省
　　　＊7instruction：指導　　＊8nonprofit organization：非営利団体　　＊9diversity：多様性
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問題 1　下線部ア this goal を具体的に表すものとして正しいものを一つ選べ。

 ①　外国人の生活環境を向上させて彼らを社会の一員として受け入れること。

 ②　外国人の安全な生活を保障して社会の一員として生活できるようにすること。

 ③　外国人も日本の一部なのでその日常生活が安全であるように環境を整えること。

 ④　外国人が社会の一員として安心して日常生活を送れる環境を育成すること。

 ⑤　外国人が日常の生活手段を安全に運べるような環境を育成していくこと。

問題 2 （　　イ　　）に当てはまる最も適切な語または語句として正しいものを一つ選べ。

 ①　as for ②　due to ③　for sure
 ④　because ⑤　far from

問題 3 下線部ウと最も近い意味を表すものを一つ選べ。

 ①　In short ②　As a rule ③　In general
 ④　To tell the truth ⑤　By chance

問題 4 下線部エ Even in regions without a high population of foreign nationals, the 
number of schools where several children are in need of language support is growing, 
and schools are becoming more international. の訳として正しいものを一つ選べ。

 ①　外国人の人口が増えている地域では，子供たちが学校で日本語教育を受けられるように学校
がますます国際的になっている。

 ②　外国人が多く住んでいない地域でも，幾人もの子供が日本語教育の支援を必要としている学
校が増え学校の多国籍化も進んでいる。

 ③　外国人が多く住む地域には国際学校も存在し，その数はますます増えている。

 ④　外国人が多くない地域でも，子供たちの国際性を高めるための教育に力を入れる学校が増え
ている。

 ⑤　外国人の割合は地域によって異なるが，日本語教育の支援を必要とする子供はどの地域にも
何人かおり学校の多国籍化が求められている。
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問題 5 下線部オ the reality of the situation を具体的に表すものとして正しいものを一つ選べ。
 ①　文科省は非営利団体に協力を要請して日本語教員を確保しようとしていること。
 ②　非営利団体やその他の善意の団体は文科省の指針に必ずしも沿っていないこと。
 ③　外国籍の子供がますます増えてきて学校では対応できなくなっていること。
 ④　日本語を教える教員の数が満足ではなく教室の環境も多様化していること。
 ⑤　子供たちは学校よりもボランティアの人たちに日本語を習いたがっていること。

問題６ 本文の内容に合致する記述として正しいものを一つ選べ。
 ①　在留外国人が意思疎通ができずトラブルを起こすということはほとんどない。
 ②　2016 年度では約 22 万人の外国人が 3 万 8 千人の日本人ボランティアから日本語を学んだ。
 ③　留学生を除いた外国人成人のための日本語教育制度は地域のボランティアが支えている。
 ④　2016 年度に日本語教育を必要とする外国人児童生徒数は 5 年前の 1.7 倍になった。
 ⑤　文科省は NPO を活用して日本語教員向けの教え方の指針を作成している。
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第２問　次の会話が２人の自然な会話になるように（　　）に当てはまる最も適切な文を一つず
つ選べ。

問題 7 A：Hi,（　　）?
　　　 B：No, I’m not.  I’m interested in some bags.
　　　 A：All bags are in that section over there,  I’ll take you there.  
　　　 　   Follow me, please.

 ①　are you looking for someone
 ②　are you feeling well today
 ③　are you checking our business
 ④　are you being helped
 ⑤　are you tired of walking around

問題 8 A：Has Akira shown up yet?
　　　 B：No.  （　　）
　　　 A：I wonder what happened. 

 ①　I think he told you why he can’t come today.
 ②　I guess something might have come up.
 ③　I don’t think everyone is worrying about it.
 ④　I believe it is you that know the reason.
 ⑤　I doubt that he would like to come here.

問題 9 A：What was that terrible noise?
　　　 B：I’m sorry.  （　　）
　　　 A：Were you hurt?

 ①　I just dropped a number of plates.
 ②　Something terrible happened in the street.
 ③　I’m afraid it might be a thunderbolt.
 ④　Such a noise is often heard around here.
 ⑤　I was also wondering what it was.
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問題 10 A：Who’s the tall woman next to Barbara?
　　　 B：That’s her friend Mary.  （　　）
　　　 A：No, I wasn’t at Steve’s party.

 ①　Did you speak to her at Barbara’s party?
 ②　Didn’t you know that she held a party last night?
 ③　Didn’t you meet her at Steve’s party?
 ④　Did you go to another party with her?
 ⑤　Didn’t you really know her only by name?

問題 11 A：I feel awful.
　　　 B：（　　）  What’s wrong?
　　　 A：I have a fever.  I’ve got a runny nose, and I’m aching all over.

 ①　You look pretty fine and well to me.
 ②　I don’t think it’s good for your health.
 ③　I don’t think you look so busy and tired.
 ④　You must have gone to the doctor.
 ⑤　You don’t look so good, either.
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第�３問　（　　）に当てはまる語として正しいものを一つずつ選べ。

問題 12　As he made a funny mistake, he was laughed （　　） by everybody.
 ①　with ②　in ③　on ④　at ⑤　for

問題 13　We must pay （　　） to what she is telling us.  It’s very important.
 ①　money ②　interest ③　attention ④　care ⑤　concern
 　

問題 14　I wasn’t there at that time, so I have nothing to （　　） with the accident.
 ①　do ②　deal ③　cope ④　make ⑤　set

問題 15　No （　　） who comes here, just tell him I have already left for Canada.
 ①　more ②　one ③　problem ④　wonder ⑤　matter

問題 16　Frankly （　　）, I don’t like this kind of food so much.
 ①　speaking ②　saying ③　telling ④　talking  ⑤　behaving

問題 17　The old man is so wise that all of us look up （　　） him.
　①　in ②　for ③　with ④　to ⑤　on　
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第４問　（　　）に当てはまる語または語句として正しいものを一つずつ選べ。

問題 18　The television weather forecast said that it （　　）  the next week.
　　　テレビの天気予報は翌週は雨になるだろうと報じていた。
 ①　was raining ②　is raining ③　would rain
 ④　rains ⑤　has been raining

問題 19　I have heard that song （　　）  in English.
　　　私はその歌が英語で歌われるのを聞いたことがある。
 ①　sang ②　had sung ③　has been sung
 ④　sung ⑤　was singing

問題 20　The woman who （　　）  her mother was a complete stranger.
　　　彼女の母だと私が思った女性はまったく別人だった。

 ①　was I thought ②　was thought ③　I was thinking
 ④　has been thought ⑤　I thought was

問題 21　If you had come a little earlier, you （　　）  her.
　　　あなたがもう少し早く来ていれば，彼女に会うことができたのに。
 ①　can meet ②　could meet ③　will be meeting
 ④　could have met ⑤　have met

問題 22　（　　） from here, that island looks like a huge whale.
　　　ここから見ると，あの島は大きな鯨のように見える。
 ①　To see ②　Seen ③　Having seen 
 ④　Seeing ⑤　To have seen
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第�５問　日本語と同じ意味になるように，次の英文中の（　　）内のア～オの語を並べ替えるとき，
（　　）内において３番目に来る語として正しいものを一つずつ選べ。なお，文頭に来る語も小
文字にしてある。

問題 23　今何か冷たいものでも召し上がりますか。
　　　Would you like （ア have　イ cold　ウ now　エ something　オ to） ?
 ①　ア ②　イ ③　ウ ④　エ ⑤　オ

問題 24　彼がどうしてあんなことを言ったのか私にはわからない。
　　　I don’t understand （ア him　イ things　ウ say　エ made　オ what） like that.
 ①　ア ②　イ ③　ウ ④　エ ⑤　オ

問題 25　彼女のアドレスを忘れるといけないので私は書き留めた。
　　　I wrote down her address （ア case　イ forget　ウ I 　エ in　オ should） it.
 ①　ア ②　イ ③　ウ ④　エ ⑤　オ

問題 26　彼が言ったことは本当であることがわかった。
　　　（ア said　イ out　ウ what　エ turned　オ he） to be true.
 ①　ア ②　イ ③　ウ ④　エ ⑤　オ

問題 27　冷蔵庫に牛乳がどれだけあるか見てくれますか。
　　　Will you see how （ア in　イ milk　ウ much 　エ there　オ is) the fridge?
 ①　ア ②　イ ③　ウ ④　エ ⑤　オ

問題 28　本当に面白い映画だった。君も一緒に来ればよかったのに。
　　　It was really an interesting movie.  
　　　You （ア me　イ with　ウ should　エ have　オ come） .
 ①　ア ②　イ ③　ウ ④　エ ⑤　オ






