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１ （１） 男の子や女の子は，もし乱暴な遊びをすることが許されなければ，害を被ること

さえあるかもしれないということ。 【５点】

（２） エ 【３点】

「男性の暴力の悪循環」は，男の子たちに攻撃的な遊びをさせないことで断ち切

（３） れるだろうということ。 【５点】

男の子たちが，より一緒に楽しむようになったこと。

（４） 男の子たちの中に，より親密な友情が芽生えたこと。

男の子たちが，他の遊びの分野においても，より創造的になったこと。

男の子たちの間で，実際の喧嘩の量が減少したこと。

【８点】

２
①

There is no doubt at all that the Internet has made a huge difference in our lives.
【７点】

②
However, parents are worried that children spend too much time playing on the Internet.

【７点】

③ Naturally, parents want to know if it can be harmful for their children.
【６点】

３ 音声練習方法の１つで，耳から聞こえてきた音声を，文字を見ず，間を開けない

（１） で，聞こえたまま発声する練習方法。 【５点】

（２） 語,句,文章の意味を別の表現を使用して分かりやすくすること。 【５点】

（裏面に続く）



受検番号 氏名 ※

高・英語２

４ 長期にわたり外国で生活すると，文化や生活習慣，考え方の違いによるなじみ

のない状況に適応しようとして，疲労を感じることは珍しいことではない。

① 【８点】

さらに言えば，慣れていない環境や気候の中で生活することは，ストレスを増長

させるかもしれない。

② 【８点】

このように適応している間は，母国にいた時よりも，自分が病気になりやすいと

③ 感じるかもしれない。

【８点】

５ In my opinion, personalization is very important to transform English classes into real
communication scenes. This is because it makes the language and the topic used in the
lesson more relevant to students and it also makes communication activities in class more
meaningful. For example, students living in Yamanashi, who are asked to read a story about
jam-packed commuter trains in Tokyo, will show little interest in the topic, because they
have probably never experienced such a situation. However, we can get the students more
interested in the topic by changing the context and situation to fit the students. I would start
by having the students ask each other how they come to school and what problems they
experience when commuting. After that, the students can share their ideas and we can try to
solve the issues they are faced with. This is an example of how teachers can allow the
students to start to think about the topic as an issue related to themselves and try to
communicate with each other by referencing their own experiences. What's more, by using
personalization to get students more interested in the target topic, it will become easier for
them to remember what they studied in the lesson.(205 words)

【２５点】


