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英 語  

（平成 28 年度第 １ 回高等学校卒業程度認定試験問題）  
問題自体は文科省のページから pdf をダウンロードしてください。 

６ 

各学年で読まれた語の数 

学 年 
 

期 間 

 
5年生 

 
6年生 

４月 １日から３０日 1,600,100 1,400,000 
５月 １日から３１日 1.060,000 1,000,500 
６月 １日から１８日 2,414,800 2,625,120 

学 年 総 数 5,074,900 5,025,620 

総 合 計 数 10,100,520 
 

読まれたフィクションとノンフィクションの数 
フィクション ノンフィクション 

人間ドラマ 
 
（ラブロマンスを含む） 

 
122 

 
生物学 

 
78 

冒険物語 109 地理・旅行 37 
ミステリー・刑事物 71 科学・自然・動物 32 
SF・ファンタジー 68 ハウ・ツー 4 

370冊 151冊 
 昨年度の最終の３ヶ月の間、ウエルブルーク小学校の生徒は読書マラソンと言われてい

る特別な大会に参加しました。その読書マラソンでは子ども達は一定の目標を達成するた

めにできる限り本を読むように努めました。５年生と６年生の年度末の目標は総数で一千

万語を読むということでした。それは大変な数字です。この達成困難な数字を子ども達が

聞いたとき、子ども達が真っ先にした質問は「それは何冊の本になるの」ということでし

た。そう、これらの学年の子ども達が読む平均的な本には２万語が含まれています。その

事は彼らの目標に到達するのには約５００冊の本を読まなければいけなかったことを意味
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しています。なんと多くの本でしょう。 
 ３月に、先生たちは読書マラソンのこととそのルールのことを子ども達に説明しました。

先生は同じく彼らのつぎのように話しました、もし彼らが１０００万語の目標に到達した

ら、夏休み前の学校最後の日、つまり６月２０日に特別なバーベキューをしようと。だれ

もが興奮しました。そして４月１日に生徒全てが本を借りるために図書館へ行きました。

ルールによれば、生徒が読みおわった後、彼や彼女は書類に書き込まなければなりません

でした、事務所で秘書のワンさんに書類を渡しました。ワンさんはそこで生徒たちが本当

に読んだのかどうかしらべるためにいくつかの簡単な質問をしました。そして彼女は主た

る得点表に総語数を書き込みます。 
 ４月には、子ども達はたくさん読みました。物事は本当に上手くいっていました。しか

し、５月になるとペースは落ちました。そして５月末に、なると先生たちは心配し始めま

した。生徒たちは５００万語しか読み切っていませんでした。それは目標の半分でしかあ

りません。そして、あと３週間しかありませんでした。そこで生徒たちは、お互いに励ま

し合い始めました。彼らはよりいっそう読むためにゲームをする時間やインターネット、

テレビを見る時間を減らしました。すぐに、言葉の総数が急速に伸び始めました。彼らは

次から次に本を読み終え、６月１６日には、すなわち締め切りの２日前には、彼らが目標

に到達したことを、ワンさんが公式発表しました。最後には、子ども達は首尾良く彼らの

ゴールを越えました。だれもが、バーベキューの時間にすてきな時を過ごし、また、本読

みで大きな喜びを得ることができた、と言いました。 
 
１．表によると、つぎのどれが正しいですか。 
①冒険小説の本が他のものよりもより人気がなかったです。 
②生徒は４月に最多の本を読みました。 
③５年生は６年生よりもたくさん読みました。 
④ハウ・ツー物の本が生徒の間では特に人気がありました。 
 
回答 ③ 
解説 
 表によると①は二番目の人気があります。②は６月に一番読んでいます。④はハウ・ツ

ーものは一番読まれていません。 
 
 
２ 記事によると、つぎのどれがしいですか 
①生徒たちは１０００万語以上読むように励まされました。 
②生徒たちが読んだ本の大半はだいたい５００語ありました。 
③結果を集計する役割は英語の教師が負いました。 
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④３学年が読書マラソンで読書をしました。 
 
回答 ① 
解説 ②は生徒たちが読んだ本は２００００語あります。③記録する係はワンさんでした。

③５年生と６年生の２学年です。 
 
３ 
 記事によると、どれが正しいでしょうか。 
①先生たちは生徒たちが読まなければならない総数を軽減しました。 
②先生たちは生徒のために計画していたパーティーを中止しました。 
③生徒たちは締め切り前に彼らの目標を達成しました。 
④生徒たちはそのマラソンを楽しめなかったと言いました。 
 
回答 ③ 
解説 ①は先生は生徒が読まなければならない総数を軽減しませんでした。②パーティー

はもようされて生徒たちは楽しんだとあります。④生徒たちは読書を楽しんだとあります。 
 
a certain goal ある一定の目標 
had to しなければなりません 
fill in a short form 書類に書き込む 
actually 実際に 
quick questions ちょっとした質問 
in charge of 分担 
the amount 
 

７ 
 ジェニファーは海の近くの小さな町に住んでいました。彼女は絵を描くのが得意で、し

ばしば絵を描くために海岸へ行きました。彼女には、ジョージというおじさんが一人いま

した。彼は芸術について多くのことを知っていて、彼女をしばしば美術館へ連れて行って

くれました。彼はジェニファーを愛していて自分の娘のように扱ってくれました。 
 ジョージは優しくてまた厳しい両面がありました。彼はしばしばジェニファーを励まし

助けました、しかし、時々彼女の不適切な行いをしかりました。例えば、彼女がギターを

弾くのに興味を持ったときには、彼女が継続的に練習を続けている間は彼女のギター練習

のために支払うつもりでした。彼はいつも彼女に言っていました。「あなたが本当に何か挑

戦したいことがあるなら、やりなさい。私のできる限りどうにかして助けてあげます。」 
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 ジェニファーが１８才になったとき、彼女の将来について決定しなければならなくなり

ました。彼女は芸術家になりたかった、高校を卒業した後、美術学校へ行こうと計画して

いました。とはいえ、彼女の両親は彼女の考えに反対していました。彼らは芸術で成功を

収めるのは、たとえ才能を持ち合わせていても大変難しいことであることを知っていまし

た。彼らは言いました、「あなたは数学や科学も得意です。生物学か科学かまたは工学を研

究したらどうだろう。それらの部門では多くのよい仕事があります。」彼女は彼女の将来に

ついて彼らが真剣に考えてくれていると理解できました。しかし、彼女はまだ彼らの助言

を受け入れようとは考えられませんでした。 
 彼女は長い間、芸術や科学や彼女の将来について考えていました。そして彼女は自分の

夢をあきらめないと決心しました。クリスマス前の一週間、彼女は美術学校の奨学金のた

めの願書に記入していたときに、ポストにクリスマスカードが届きました。それはジョー

ジからでした。彼女はそれを開いて彼からのメッセージを読みました。それは次のように

書かれていました、「もしあなたの前にいくつかの道があるなら、あなた自身を信じなさい。

あなたの選んだ道を行きなさい。その道に沿って歩くのがたとえ厳しい道でも、やりなさ

い。そうすれば、絶対に幸せを見つけられます。私はいつでもあなたのためにいるのです。」

ジェニファーはほほえみました。そしてカードをひっくり返しました。表面にはサンタク

ロースが彼女にほほえみかけていました。 
 
１ ジェニファーと彼女の叔父はしばしば 
①一緒に海岸を清掃しました。 
②家で絵を描きました。 
③海で泳ぎました。 
④一緒に美術館を訪れました。 
 
回答 ④ 
解説 本文にShe had an uncle, George, who knew a lot about art and often took her to 
art museums. 「彼は芸術について多くのことを知っていて、彼女をしばしば美術館へ連れ
て行ってくれました」とありますので、④となります。 
 
２ ジェニファーが悪い行為をすると、彼女の叔父は 
①彼女をしかりました。 
②彼女を励ましました。 
③ギターを弾きました。 
④彼女を一人にしました。 
 
回答 ① 
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解説 
 本文にbut  he sometimes  scolded  her  for  inappropriate  behavior. 「しかし、
時々彼女の不適切な行いをしかりました」とあるので①となります。 
 
３ 高校卒業後、彼女は～したいと思っています。 
①生物学を研究したいと 
②美術を学びたいと 
③数学の先生になりたいと 
④エンジニアーになりたいと 
 
回答 ② 
解説 本文に She wanted to become  an  artist  and  planned  to  go  to  art  
school  after  she  graduated  from  high  school. 「彼女は芸術家になりたかった、
高校を卒業した後、美術学校へ行こうと計画していました」とあるので、②となります。 
 
４ クリスマスカードに書いてあったジェニファーへのジョージのアドバイスは 
① 選択するのをもう少し後まで待ちなさい 
② 両親のアドバイスに従がいなさい 
③ 彼女自身の決断を信じなさい 
④ 困難な道を選ぶのを避けなさい 
 
回答 ③ 
解説 本文にbelieve in yourself and follow the path you chooseとあるので③となります。 
 
was good at 得意だ 
scold しかる 
inappropriate behavior 不適切な行動 
got interested in  興味を持つ 
was willing to するつもりだった 
engineering 工学 
still まだ 
follow the path 道を行く 
definitely 絶対に 
turned over ひっくり返す 


