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1 次の英文は，ALT のブラウン先生（Mr. Brown）が，武史（Takeshi）や由紀（Yuki）のクラスで授業
をしたときのものです。教室のテーブルの上には，大きなグラス（glass）と，砂（sand）
，小石（gravel）
，
４個の大きな石（rock(s)）が置いてあります。これを読んで，あとの問いに答えなさい。 [507030207]
Mr. Brown : I’ll give you a question. Look. We have sand, gravel, and four rocks. Can you put
all of these things into this glass? You have to decide what you will put first among
the three things. If you do it in the right order*, you can put all of them into the
glass. What will you put first? Anyone?
Takeshi : Mr. Brown, I’ll put the sand first.
Mr. Brown : OK. Now try.
(Takeshi tries. He begins to put the sand first.)
Takeshi : ①I can’t put the last rock into the glass . Mr. Brown, may I try again?
Mr. Brown : Yes, sure.
Takeshi : This time I’ll put the rocks first, then the gravel, and the sand last.
Mr. Brown : I see. Try again.
(Takeshi tries again.)
Takeshi : I put all of them into the glass!
Mr. Brown : Very good, Takeshi.
Now, everyone, let’s suppose that* this glass is your school life. I know you are going
to do many things to make your school life full*. If you do them in the right order,
you can do all of them. So, decide what are the “rocks” in your school life and do
them first.
Yuki : Mr. Brown, you mean the “rocks” are the very [ ② ] things in our school life, right?
Mr. Brown : Yes. Without the “rocks,” you can’t make your school life full.
Yuki : Then, my “rocks” are studying hard, doing club activities* and making friends.
Mr. Brown : Very good, Yuki. Everyone, what are the “rocks” for you? Keep the “rocks” in mind*,
and have a wonderful high school life!
[注]in the right order 正しい順序で
in mind ～を心に留める

suppose that ～

～と仮定する full 充実した

club activities クラブ活動

keep ～

(1) 文中の下線部①I can’t put the last rock into the glass . について，このときの，砂，小石，石とグラ
スの状態として最も適当なものを，次のア～エのうちから一つ選び，その記号を書きなさい。
ア

イ

ウ

エ

(2) 文中の[ ② ]に入る最も適当な英語を，次のア～エのうちから一つ選び，その記号を書きなさい。

ア easy

イ small

ウ lucky

エ important

(3) ブラウン先生がこの授業で生徒に伝えたかったことは何ですか。次のア～エのうちから最も適当なもの
を一つ選び，その記号を書きなさい。
ア 充実した高校時代を過ごすためには，いったん自分が決めたことは最後までやり通すこと。
イ 充実した高校時代を過ごすためには，まず何をすべきかの優先順位を考えて行動すること。
ウ 充実した高校時代を過ごすためには，友人と協力をしながらすばらしい思い出を作ること。
エ 充実した高校時代を過ごすためには，何かに集中するよりもたくさんのことに挑戦すること。

【解答】
（1） ア
（2） エ
（3） イ

