
■ 2019年度入試問題　英語 （45分　　満点：100点）

17:137:3017:307:13

A   　リスニングテスト（この問題にはCDプレーヤーが使用されます）

1.　次の英語を聞いて合うものをえらび、記号で答えなさい。

（1）　

ア イ ウ エ

（2）　

ア イ ウ エ

（3）　

ア イ ウ エ

（4）　

ア イ ウ エ

（5）　

ア イ ウ エ
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2.　 それぞれの対話文を聞いて、最後の質問に対する答えとして最も適当な
ものをア〜エから一つ選び、記号で答えなさい。

（6）　 ア . A picture  of a school.  イ . A picture of her family.
ウ . A picture of  her friend. エ . A picture of teachers.

（7）　 ア. Twelve. イ. Thirteen. ウ. Fourteen. エ. Fifteen.

（8） ア. Pork. イ. Chicken. ウ. Fish. エ. Meat.

（9）  ア. Bad. イ. Not bad. ウ. Cool. エ. Very good.

（10） ア. 18 dollars. イ. 8 dollars. ウ. 180 dollars. エ. 80 dollars.

B   　 次の(11) 〜 (15) までの （　　　）の中に入る適切な語をア〜工から1つ
選び、記号で答えなさい。

（11）A : (             )  is she?
   B : She is my classmate, Betty.
 ア. What イ. Who ウ. When エ. Which

（12）Tom (             )  tennis every day.
 ア. runs イ. likes ウ . plays エ. eats

（13）A :  Where is my pen?
  B : It is (             ) your desk.
 ア. with イ. for ウ. on エ. of

（14）She  (             ) a new computer.
  ア. have イ. has ウ. haves エ. having

（15）A :  (             ) you watch TV last night?
  B : Yes, I did.
 ア. Are イ. Do ウ. Did エ. Can
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C   　 次の(16) 〜 (20) までの日本文の意味を表すように、（　　　）内の語句を 
ならべかえなさい。ただし、（　　　）の中では、文のはじめにくる語も 

小文字になっています。

 （16） あなたは英語を上手に話すことができますか。

  ( English / well / you / speak / can / ?)

（17） ジェーンはいつもバスで学校に行きます。

  ( by / to / always / Jane / school / goes / bus ).

（18） 私の父は水泳が好きではありません。
  
  ( like / not / father / swimming / my / does ).
　

（19） あなたはどこで彼に会いましたか。
  
  ( you / where / did / meet / him / ? )

（20） 私達はそのニュースにとても興奮しています。
  
  ( excited / we / very / the news / at / are ).

D  　   「自分の好きな休日の過ごし方」について、英語で５文以上書いてください。
英文は全て解答欄（21）に記入しなさい。
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E   　 次の英文を読んで、（22）〜（25）までの質問に答えなさい。

1.　 次の質問の答えをア〜ウから1つ選び、記号を解答欄（22）（23）に書きなさい。

（22）　 How many times does Noriko play the flute?
 ア. Once a week.  イ. Twice a week.  ウ. Three times a week.

（23）　 What did Noriko do first at her house for Kate?
 ア. She made sushi for her.
 イ. She showed her pictures.
 ウ. She helped her with her homework.

2.　 次の質問に英語で答え、解答欄（24）（25）に書きなさい。

（24）　 What subjects does Noriko like?
（25）　 What does Kate do after school?

       Noriko goes to Asahi Junior High School in Tokyo. She likes 
music and English very much. She is in the brass band club and plays 
the flute on Tuesday, Thursday and Friday. She enjoys this club 
activity.
       This year, a student from America came to study at Noriko’s
school. Her name was Kate. She wanted to study Japanese more. She 
was interested in Japanese culture and history. Noriko and Kate soon 
became good friends. Kate studies in the library after school and waits 
for Noriko. Then they leave school together.
       One day, on the way home, Noriko asked Kate, “Do you want to 
make sushi in my house tonight?” Kate said “Yes, I do!” She was very 
happy. Then they went to Noriko’s house.
       At Noriko’s house, she first showed pictures of sushi to Kate. Kate 
was surprised that there were many kinds of sushi. She likes *salmon 
best. Then she taught Kate how to make Nori-maki. Kate tried but it  
was difficult for her to roll the *seaweed. Noriko helped her and they 
made good Nori-maki. It was very delicious. Noriko was very  happy 
that Kate enjoyed making sushi.
* salmon サーモン * seaweed 海

の り

苔
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F   　 次の英語の広告を読んで、（26）〜（30）までの質問に答えなさい。

1.　 次の質問に英語で答え、解答欄（26）（27）（28）に書きなさい。

（26）　 How long is the sports day?
（27）　 Where will they have the sports day?
（28）　 What sports can you play at this event?

2.　 次の質問に日本語で答え、解答欄（29）（30）に書きなさい。

（29）　 「スポーツデー」には、何を持ってくる必要がありますか。
（30）　 「スポーツデー」に参加したい場合、どうすれば良いですか。

Sports Day 
Let's play sports!  Sports coaches will teach you! 

Date : August 28th( Saturday ) 

 *Rainy day→ August 29th(Sunday)

Place : School ground 

Time: 9:00 am~ 3:00 pm 

Sports : soccer, basketball、baseball, badminton 

Please bring T-shirts、pants, and towels. We will give you water. 

Call school (032-5837-90) for sign up. 



■ 2019年度入試解答　英語

A   
（1） （2） （3） （4） （5）

（6） （7） （8） （9） （10）

B   （11） （12） （13） （14） （15）

C   

（16）

（17）

（18）

（19）

（20）

D   （21）



E   

（22） （23）

（24）

（25）

F   

（26）

（27）

（28）

（29）

（30）

■ 2019年度入試解答　英語
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A   
（1） イ （2） ウ （3） ウ （4） イ （5） ア

（6） イ （7） ア （8） ウ （9） エ （10） エ

B   （11） イ （12） ウ （13） ウ （14） イ （15） ウ

C   

（16） Can you speak English well?

（17） Jane always goes to school by bus.

（18） My father does not like swimming.

（19） Where did you meet him?

（20） We are very excited at the news.

D   （21） 文法・語彙・内容・長さで判断する



E   

（22） ウ （23） イ

（24） She likes music and English.

（25） She studies in the library after school and waits for Noriko.

F   

（26） ( It is ) 6 hours.

（27） ( They will have it on ) school ground.

（28） ( We can play ) soccer, basketball, baseball and badminton.

（29） Tシャツ、ズボン、タオル

（30） 学校に電話する。

■ 2019年度入試解答　英語




