
 

 

 

 

 

平成 30年度  第１回 

入 学 試 験 問 題 
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・ 試験はリスニングテストのみで時間は30分です。 

・ 試験開始３分後に放送が始まりますので、 

問題をよく見ておきなさい。 

・ 解答をするときに、声を出して読んではいけません。 

・ 解答用紙の定められたらんに、はっきりと書くこと。 

記入方法を間違えると、得点になりません。 
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【Part A】 英単語を聞き、下線 __ に入る最も適切なものをあ～えの中から一つ選びなさい。 

 

例題 

co__   あ. p  い. d  う. t  え. n  

 

No. 1  __at     あ. b  い. f  う. h  え. v  

 

No. 2 be__   あ. t  い. d  う. g  え. e   

 

No. 3 _ _ow   あ. st  い. sl  う. sn  え. sh  

 

No. 4  c__t   あ. a  い. ar  う. oa  え. u  

 

No. 5 ________  あ. big  い. kick う. pig  え. pick 

 

 

【Part B】 英文を聞き、その英文の内容を最もよく表している絵をあ～えの中から 

 一つ選びなさい。 

 

例題 

 

 

 

 

 

 

  あ   い   う   え  

 

No. 1 

 

 

 

 

 

 

  あ   い   う   え  
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No. 2 

 

 

 

 

 

 

  あ   い   う   え  

No. 3 

 

 

 

 

 

 

  あ   い   う   え  

 

No. 4 

 

 

 

 

 

 

  あ   い   う   え  

No. 5 

 

 

 

 

 

 

  あ   い   う   え  
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【Part C】対話と応答を聞き、最も適切な応答をあ～うの中から一つ選びなさい。 

 

例題 あ. It is a nice hotel. 

い. I’m fine, thanks. 

う. It is hot and sunny. 

 

No. 1 あ. You’re welcome. 

 い. Don’t worry about it. 

 う. Did you buy it? 

 

No. 2  あ. He is an English teacher. 

 い. Because he is waiting. 

 う. I like Mr. Tanaka. 

 

No. 3  あ. Over there. 

 い. I will take water. 

 う. I like sandwiches. 

 

No. 4  あ. This coffee is bitter. 

 い. No, thank you. 

 う. A hot one, please.  

 

No. 5 あ. Sounds great. 

 い. I like shopping. 

 う. Let’s go to a movie. 
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【Part D】 No.1からNo.10までの質問を聞き、その答えとして最も適切なものをあ～この中から

それぞれ選びなさい。同じ記号を 2度以上使ってはいけません。 

 

例題 

あ. Yes, I am. 

い. I am 15. 

 

 

 

あ. At 7:00 a.m. 

い. By bus. 

う. He is Mr. Thomas Johnson. 

え. I like strawberries the best. 

お. It is 20,000 yen. 

か. Just go straight. 

き. No, I don’t. 

く. Sure. What is it? 

け. She is almost 5. 

こ. Yes, she is. 
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【Part E】次の英文の内容に合うよう、No.1から No.5までのことばに続く 

最も適切なものを、あ～えの中から一つ選び、記号で答えなさい。 

 

Julia’s family just moved to London. Julia couldn’t make any friends, so she stayed 

home all day. She was sad. Her parents were worried about her, so they bought her a new bike. 

It was pink and cute. She rode her bike to the playground, the supermarket, and the pet shop. 

She enjoyed her bike, but she was still sad because she didn’t have any friends. 

Then one day, she went to the park. That day, she was tired and *fell off her bike. A girl 

came up to her and asked, “Are you OK? Did you get hurt?” 

Julia said, “I’m OK.” She couldn’t ride her bike but she could still walk. The girl said 

her name was Cathy, and they walked the bike to Julia’s house. 

When Julia and Cathy arrived at Julia’s house, Julia said, “Thank you for helping me 

home. Where do you live?” 

Cathy pointed to the house next to Julia’s with a nice smile. Julia was not sad any 

more. 

 

* fell off the bike 自転車で転んだ 

 

No. 1  When Julia’s family moved to London, Julia was … 

 あ. happy. 

 い. sad. 

 う. excited. 

 え. cute. 

 

No. 2  Julia’s parents … 

 あ. bought a bike for Julia. 

 い. stayed at home all day. 

 う. took Julia to the park. 

 え. went to the playground with Julia. 

 

No. 3  Cathy helped Julia because … 

 あ. she looked tired. 

 い. she was her friend. 

 う. she fell off the bike. 

 え. she wanted to ride on a bike. 

 

No. 4  Cathy … 

 あ. took Julia to Cathy’s home. 

 い. rode on Julia’s bike. 

 う. fell off the bike. 

 え. walked with Julia to Julia’s home. 
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No. 5  At the end, Julia … 

 あ. made a new friend. 

 い. got a new bike. 

 う. went to Cathy’s home. 

 え. went to the hospital. 

 

問題は以上です。 
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Recording Script 一般入試第 1回 

ただいまから平成 30年度第 1回、英語の試験を行います。これからお話することについては質

問は受けませんので、よく注意して聞いてください。 

 このテストには、Part Aから Part Eまであります。Part Aから Part Dはリスニングテストで

Part E は筆記テストです。リスニングテストでは、英文はすべて二度ずつ読まれます。それぞれ

の Partで例文を一題放送します。放送の間メモをとってもかまいません。 

  

では、Part A から始めます。これは、英単語を聞き、下線に入る最も適切なものを選ぶ形式で

す。Part Aの例題を見てください。 

cop （繰り返し） 

皆さんは、今の問題の答えを一つだけ選びます。ここでは「あ」が正しい答えですから、解答用

紙の例題のところに「あ」と書かれています。 

 では、実際の問題を放送しますので、用意してください。問題は No.1 から No.5 まで５題で、

解答時間はそれぞれ１０秒です。では、始めます。 

No. 1 fat （繰り返し） 

No. 2 bed （繰り返し） 

No. 3 snow （繰り返し） 

No. 4 cut （繰り返し） 

No. 5 pick （繰り返し） 

 

続いて、Part B です。これは英文を聞き、その英文の内容を最もよく表している絵を選ぶ形式

です。Part Bの例題を見てください。 

There is an apple and two bananas on the table. （繰り返し） 

 皆さんは、今の問題の答えを一つだけ選びます。ここでは「い」が正しい答えですから、解答用

紙の例題のところに「い」と書かれています。 

 では、実際の問題を放送しますので、用意してください。問題は No.1 から No.5 まで 5 題で、

解答時間はそれぞれ１０秒です。では、始めます。 

No. 1 You can find a dog under the table. （繰り返し） 

No. 2 Look at the time. It’s already 8:30. （繰り返し） 

No. 3 There are some notebooks on the table, and there is a pen, too. （繰り返し） 

No. 4 I like long skirts. They are nice and warm in the winter. （繰り返し） 

No. 5 My brother is wearing a cap and glasses in this picture. He runs every morning. （繰り返し） 

 

続いて、Part C です。これは対話を聞き、その最後の文に対する応答として最も適切なものを

あ～うの中から１つ選ぶ形式です。Part Cの例題を聞いてください。 

A: Are you in Okinawa now? 

 B: Yes, I’m at the hotel. 

 A: How’s the weather? 

 B:  あ. It is a nice hotel. 

  い. I’m fine, thanks. 

  う. It is hot and sunny. 
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皆さんは、今の問題の答えを一つだけ選びます。ここでは「う」が正しい答えですから、解答用紙

の例題のところに「う」と書かれています。 

 では、実際の問題を放送しますので、用意してください。問題は No.１から No.５まで５題で、

解答時間はそれぞれ１０秒です。では、始めます。 

 

No. 1 A: I am so sorry. 

 B: Oh, what happened? 

 A: I lost your pen.  

 B:  あ. You’re welcome. 

  い. Don’t worry about it. 

  う. Did you buy it? 

（A: から繰り返し） 

 

No. 2 A: Let’s go home. 

 B: Sorry, I have to talk to Mr. Tanaka first. 

 A: Who is Mr. Tanaka? 

 B:  あ. He is an English teacher. 

  い. Because he is waiting. 

  う. I like Mr. Tanaka. 

（A: から繰り返し） 

 

No. 3 A: I am hungry. 

 B: Let’s have lunch at the new Chinese restaurant. 

 A: Where is it? 

 B:  あ. Over there. 

  い. I will take water. 

  う. I like sandwiches. 

（A: から繰り返し） 

 

No. 4 A: Would you like a cup of tea or coffee? 

 B: Coffee, please. 

 A: Would you like milk? 

 B:  あ. This coffee is bitter. 

  い. No, thank you. 

  う. A hot one, please.  

（A: から繰り返し） 
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No. 5 A: I like shopping very much. 

 B: Me, too. 

 A: Let’s go together this weekend. 

 B:  あ. Sounds great. 

  い. I like shopping. 

  う. Let’s go to a movie. 

（A: から繰り返し） 

 

続いて、Part D です。これは No.1 から No.10 までの質問を聞き、その答えとして最も適切な

ものを選ぶ形式です。Part D の例題を聞いてください。 

 例題１ How old are you?  

例題２ Are you a doctor? 

（例題１ から繰り返し） 

皆さんは、今の問題の答えをそれぞれ選びます。ここでは例題１は「い」、例題２は「あ」が正

しい答えですから、解答用紙の例題のところにそれぞれ「い」「あ」と書かれています。それでは、

実際の問題を放送しますので、用意してください。問題は No.1から No.1０まで１０題で、解答時

間はそれぞれ１０秒です。では、始めます。 

 

No. 1 Can I ask you a question?  

No. 2 How old is your cat? 

No. 3 Who is that tall man near the window? 

No. 4 What time do you usually wake up? 

No. 5 What fruit do you like the best? 

No. 6 How do you come to school? 

No. 7 Where is the station? 

No. 8 How much is this bicycle? 

No. 9 Is she your mother? 

No. 10 Do you live in Tokyo? 

（No.1 から繰り返し） 

 

これでリスニングテストは終わりです。次の PartＥの問題に進んでください。 
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