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1．次の英文を読んで質問に答えなさい。

How often do you donate blood*?  Once a year?  Once every few years?  Never?  Would you be willing to do it every 

week? 
ア

 That is what James Harrison of Australia has been doing ｛ ① ｝ almost 60 years.  In that time he has donated 

blood over 1,000 times.

James Harrison has very special blood — so he has been called the man with the golden arm.  When James was a （②） 

it was discovered that his blood contained a rare antibody*.  After it was detected James volunteered to help （③） create 

the Anti-D vaccine*, ［④］ required the antibody in his blood.

At the time, thousands of babies were dying or 
イ

 suffer severe brain damage from Rh incompatibility* every year  

｛ ⑤ ｝ Australia.  This fatal condition is also 
ウ

 know as Rhesus disease or Rh disease.  It occurs when the mother’s blood 

is incompatible with the unborn child’s; ［⑥］ has Rh-negative blood and the other has Rh-positive.  With the Anti-D 

vaccine developed from James’ blood, Rh-disease became treatable.  〔deaths, decreased, has, number, the, from, of, Rh 

disease〕. 

It is estimated that James has saved over 2 million babies with his donations.  He truly is the man with the golden arm 

and a golden （⑦）.

*：donate blood　献血する，antibody　抗体，Anti-D vaccine　抗 Dワクチン，Rh incompatibility　Rh式血液型不適合

問 1 本文中の、｛ ① ｝、｛ ⑤ ｝に入る適切な前置詞を答えなさい。

問 2  本文中の、（②）、（③）、（⑦）に入るものを下から選び記号で答えなさい。 

但し、それぞれ一度だけしか選べません。

ア）father　　イ）scientists　　ウ）gate　　エ）teenager　　オ）heart

問 3  本文中の、［④］、［⑥］に入るものを、各組の中からそれぞれ一つずつ選び、記号で答えなさい。

④　ア　what　　イ　which　　ウ　who　　　⑥　ア　one　　イ　each　　ウ　another

問 4 下線部アの That は何を指すか、日本語で答えなさい。

問 5 下線部イ、ウの動詞をそれぞれ適切な形にしなさい。

問 6   〔　　　　〕の中の語を、次の日本文の意味になるように並べ替えなさい。 

　但し、最初に来る語は大文字で書き始めなさい。

　「Rh式血液型不適合による死者数は減った。」

問 7 次の単語は本文中のものです。指示された語を書きなさい。

①　discover（名詞）　　②　rare（比較級）　　③　after（反意語）　　④　child（複数形）　　⑤　decrease（反意語）

問 8 下のそれぞれの語で最も強く発音する音節は前から何番目か答えなさい。

①　Aus-tral-ia　　②　con-tain　　③　vol-un-teer　　④　dam-age

問 9 二重線部 
　　　　

 を日本語に訳しなさい。

問 10 ハリソンさんについて筆者が述べていないものを 2 つ選び記号で答えなさい。

ア　オーストラリアでは、彼のように 60 歳代で献血をする人が多い。

イ　彼の献血の回数は千回を超えている。

ウ　彼は黄金の腕を持つ男と呼ばれている。

エ　彼の血液には特殊な抗体が含まれている。

オ　彼の血液が、推定 2 万人以上の赤ちゃんの命を救った。
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2．次の各組の文の内容が同じになるように（　　　）に入る適切な語を答えなさい。

⑴　①　She was too tired to walk any more.

②　She was so tired （　ア　） she （　イ　） walk any more.

⑵　①　Anne wrote the diary more than seventy years ago.

②　The diary（　ア　） （　イ　） by Anne more than seventy years ago.

⑶　①　There is no knowing what may happen in the future.

②　（　ア　） is （　イ　） to know what may happen in the future.

3．次の各組で左の語の下線部と同じ発音を含む語を選び、記号で答えなさい。

⑴　fool ：　ア　hood イ　moon ウ　flood エ　wool

⑵　road ：　ア　slow イ　down ウ　south エ　sour

⑶　apple ：　ア　lady イ　change ウ　many エ　chance

⑷　example ：　ア　executive イ　expect ウ　express エ　excite

⑸　cough ：　ア　high イ　though ウ　laugh エ　weigh

4．次の各説明文は下欄のどの語のものか、記号で答えなさい。

⑴　a place used for the worship of a god

⑵　a building where large amounts of goods are made using machines

⑶　a building where objects of historical, scientific, or artistic interest are kept

⑷　a person who steals something from another person

⑸　a country which is the second largest one in South America after Brazil

ア　chef イ　aquarium ウ　factory エ　Argentina オ　Canada

カ　pilot キ　zoo ク　temple ケ　thief コ　museum

5．カタカナで記された語を正しい英語で書きなさい。

⑴　ミルク　　⑵　タクシー　　⑶　ジャケット　　⑷　オフィス　　⑸　コーラス

6．次の単語は、すべて身体の一部を表すものです。日本語に直しなさい。

⑴　tooth　　⑵　nose　　⑶　leg　　⑷　forehead　　⑸　stomach
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7．次の文中の（　　　）内に入る適切な語を下の語群の中から選んで答えなさい。

　但し、それぞれ一度だけしか選べません。

⑴　A: Would you like something to drink?　　B: Could I have （　　　） water?

⑵　A: What do you do?　　B: I （　　　） my own business.

⑶　A: Hello, may I help you find anything?　　B: Yes, I’m looking （　　　） a sweater.

⑷　A: Why don’t we （　　　） out?　　B: No, let’s stay home.

⑸　A: What do you think about your job?　　B: It’s hard （　　　） a lot of fun.

⑹　It was Emily that came up （　　　） the great idea.

⑺　You can sit in the chair between Paul （　　　） Mary.

⑻　The photo reminds me （　　　） my trip to Hawaii. 

⑼　If you （　　　） followed the doctor’s advise, you might not become ill.

⑽　Whether he wants to （　　　） not,  he’ll have to clean his room.

　　and　/　but　/　or　/　of　/　in　/　go　/　get　/　have　/

　　had　/　into　/　with　/　run　/　some　/　unless　/　for　/　little　




