
平成 30年度　入学試験問題「前期一般」

　　英　　語 〈45分〉

試験開始の合図があるまで、この「問題」を開かず、
下記の注意事項をよく読むこと。

注　意 １．この「問題」冊子は ５ ページです。

２．解答は、別紙解答用紙の枠内に記入しなさい。

３．受験番号・中学校名・氏名を記入しなさい。

４．問題冊子・解答用紙、どちらも回収します。





１　次の各組の中で下線部の発音が他の語と異なるものを１つ選び、記号で答えなさい。

　　（１）ア．watched	 イ．cleaned	 ウ．finished	 エ．hoped

　　（２）ア．teach	 イ．ready	 ウ．said	 エ．friend

　　（３）ア．much	 イ．country	 ウ．touch	 エ．happy

　　（４）ア．speak	 イ．people	 ウ．sit	 エ．field

　　（５）ア．think	 イ．together	 ウ．Thursday	 エ．birthday

２　次の英文の（　　　）内に入る最も適切なものを１つ選び、記号で答えなさい。

　　（１）There	(　　　　)	a	river	over	there.	She	is	sitting	and	washing	her	hands	there.

　　　　　　ア．be	 イ．is	 ウ．am	 エ．are

　　（２）Ken	usually	(　　　　)	TV	after	dinner	every	day.

　　　　　　ア．watch	 イ．watches	 ウ．watched	 エ．to	watch

　　（３）Yuko	and	Maki	(　　　　)	to	a	restaurant	for	lunch	yesterday.

　　　　　　ア．go	 イ．goes	 ウ．went	 エ．gone

　　（４）The	girl	was	kind	to	(　　　　)	.

　　　　　　ア．he	 イ．his	 ウ．him	 エ．himself

　　（５）	(　　　　)	do	you	like	better,	summer	or	winter?

　　　　　　ア．What	 イ．When	 ウ．Where	 エ．Which

　　（６）I	play	tennis	(　　　　)	Sundays.

　　　　　　ア．on	 イ．in	 ウ．to	 エ．for

　　（７）He	talked	for	(　　　　)	minutes.

　　　　　　ア．much	 イ．a	few	 ウ．a	 エ．a	little

　　（８）One	(　　　　)	the	children	looks	happy.

　　　　　　ア．for	 イ．to	 ウ．of	 エ．in

　　（９）Mary	has	(　　　　)	finished	eating	breakfast.

　　　　　　ア．just	 イ．yet	 ウ．since	 エ．for

　　（10）I	want	Ken	(　　　　)	the	door.

　　　　　　ア．close	 イ．closes	 ウ．to	close	 エ．closing

　　（11）Both	my	sister	and	I	(　　　　)	good	at	English.

　　　　　　ア．am	 イ．are	 ウ．is	 エ．be

　　（12）Sophie	will	(　　　　)	able	to	speak	French	well.

　　　　　　ア．be	 イ．am	 ウ．are	 エ．is

　　（13）I	am	(　　　　)	of	all	the	students	in	my	class.

　　　　　　ア．tall	 イ．taller	 ウ．the	tallest	 エ．	the	most	tall
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　　（14）What	is	this	flower	(　　　　)	in	English?

　　　　　　ア．call	 イ．calling	 ウ．called	 エ．to	call

　　（15）I	have	never	(　　　　)	to	the	library.

　　　　　　ア．be	 イ．was	 ウ．were	 エ．been

　　（16）He	was	(　　　　)	busy	that	he	couldn't	come	here.

　　　　　　ア．much	 イ．many	 ウ．so	 	エ．too

　　（17）Her	book	is	known	(　　　　)	everyone.

　　　　　　ア．of	 イ．for	 ウ．to	 エ．on

　　（18）It	will	be	rainy	tomorrow	morning,	(　　　　)	it	will	be	sunny	tomorrow	afternoon.

　　　　　　ア．but	 イ．or	 ウ．that	 エ．if

　　（19）The	girl	(　　　　)	over	there	is	my	best	friend.

　　　　　　ア．dance	 イ．dances	 ウ．dancing	 エ．danced

　　（20）I	don't	like	this	shirt.	Please	show	me	(　　　　)	.

　　　　　　ア．one	 イ．ones	 ウ．other	 エ．another

３　次の各組の会話文が成り立つように（　　　）内に入る最も適切なものを１つ選び、記号で答えなさい。

　　（１）Ａ：I	have	to	finish	my	work	by	tomorrow.	What	should	I	do?

　　　　　Ｂ：（　　　）	I'll	help	you.

　　　　　　ア．No,	thank	you.　　　イ．Don't	worry.　　　ウ．Thank	you.　　　エ．Yes,	I	am.

　　（２）Ａ：Can	I	see	your	album?

　　　　　Ｂ：（　　　）

　　　　　　ア．Thank	you.	Sure.　　　イ．Well,	I'll	buy	it.　　　ウ．Here	you	are.　　　エ．It	is	true.

　　（３）Ａ：Don't	go	alone.	

　　　　　Ｂ：（　　　）

　　　　　　ア．Yes,	I	am	glad	to.　　　イ．No,	I	won't.　　　ウ．Yes,	I	won't.　　　エ．No,	thank	you.

　　（４）Ａ：Who	did	you	visit	yesterday?	

　　　　　Ｂ：（　　　）

　　　　　　ア．Mary.	She	came	to	our	house.　　　　イ．Jane.	We	went	to	her	house.

　　　　　　ウ．Yes,	John	visited	you	yesterday.　　　エ．You	are	kind	to	me.

　　（５）Ａ：How	are	you	today?

　　　　　Ｂ：（　　　）

　　　　　　ア．I'll	go	now.　　　イ．It's	two	o'clock.　　　ウ．That's	too	bad.　　　エ．I	am	fine.
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４　次の日本文と同じ意味になるように（　　　）内の語を正しく並べかえたとき、（　　　）内で３番目と

　　６番目に来るものを１つずつ選び、記号で答えなさい。ただし、文頭に来る語句も小文字にしてある。

　　（１）パーティーに来てくれてありがとう。

　　　　　(	ア．the　　イ．thank　　ウ．to　　エ．you　　オ．coming　　カ．for	）	party.

　　（２）私はおととい彼女と友達になりました。

　　　　　(	ア．friends　　イ．Ｉ　　ウ．with　　エ．made　　オ．the　　カ．her	）	day	before

　　　　　yesterday.

　　（３）あなたは毎日そこへ行く必要はありません。

　　　　　(	ア．to　　イ．you　　ウ．don't　　エ．have　　オ．there　　カ．go	）	every	day.

　　（４）コーヒーを一杯持ってきましょうか。

　　　　　(	ア．shall　　イ．cup　　ウ．a　　エ．you　　オ．bring　　カ．I	）	of	coffee?

　　（５）もし宿題が終わればでかけてもいいですよ。

　　　　　You（	ア．if　　イ．go　　ウ．may　　エ．out　　オ．you　　カ．finish	）your	homework.
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５　次の英文を読み、下の問いに答えなさい。

Junko ：Brown,	you	said	you	wanted	to	learn	more	about	your	city,	didn't	you?

Brown：OK.	But,	Junko,	tomorrow	is	（　①　)	.

　　　　	Can	we	use	the	library	tomorrow?

Junko ：I		think	so.	Let's	look	at	the	homepage.	

　　　　	It	tells	us	②a	lot	of	things	about	the	library.

Brown：That's	good.

Junko ：Look,	we	can	only	use	the	library	from	nine	to	four	tomorrow.

Brown：I	see.	How	many	books	can	we	borrow?

Junko ：Five	books.	You	can	keep	them	for	two	weeks.

　　　　	Oh,	look!		They	show	a	video	about	our	city.

Brown：That's	wonderful.

Junko ：It	will	start	at	ten	（　③　)	.	I'll	meet	you	at	your	house	tomorrow	morning.

Brown：OK,	then	what	time	will	we	meet?

Junko ：At	eight	forty.	Let's	go	and	see	the	books	first.

　　　　	And	we	can	watch	the	video	later.	I	think	it	will	be	interesting.	Don't	you	think	so?

Brown：Yes,	I	think	so,	too.	Libraries	are	useful	when	we	want	to	know	about	something.

市立図書館利用案内ホームページ

　開 館 日：火曜日〜土曜日　9:00〜18:30

　　　　　　日曜日　　　　　9:00〜16:00

　休 館 日：毎週月曜日・国民の④祝日

　　　　　　年末年始・図書整理日

　貸し出し：本・雑誌　	（⑤)	冊まで　２週間

　　　　　　ビデオ・ＣＤ　２点まで　１週間

「私たちの街」ビデオ上映会

　　　　　　開館日の10:30〜

　　（１）①に入れるべき曜日を英語で答えなさい。

　　（２）②と同じ意味となり、置きかえることのできる単語を１語で答えなさい。

　　（３）③に入る適切な語を答えなさい。

　　（４）④を英語で書きなさい。

　　（５）⑤に入る適切な数字を答えなさい。
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６　次の英文を読み、下の問いに答えなさい。

　One	day	when	I	came	back	home,	I	found	a	picture	on	the	table.	In	that	picture,	a	boy	and	a	girl	were	

smiling.	The	boy	had	a	ball	in	his	hand,	and	the	girl	was	wearing	a	beautiful	dress.	When	I	looked	at	the	

picture	carefully,	I	was	surprised.	The	dress	was	(　①　)	!	It	had	a	ribbon	that	I	made	with	my	mother's	

help.	It	was	my	favorite	dress.	I	went	to	my	mother	and	said,	“Why	did	you	send	my	dress	away?”	

My	mother	answered,	“The	dress	is	too	small	for	you	to	wear	now.	Do	you	still	need	it?”

　I	have	an	②uncle	who	lives	in	Africa.	He	works	for	③poor	people	there.	My	mother	sometimes	sends	

him	things	that	she	does	not	need.	Then	he	gives	these	things	to	poor	people	④there.	The	picture	was	

sent	to	my	mother	with	a	thank-you	letter	by	him.	“Why	is	he	doing	such	a	job?”	I	often	thought.	

　I	could	not	forget	about	the	dress	for	some	time.	A	few	days	later,	I	looked	at	the	picture	again.	The	

girl	looked	really	happy.	Her	eyes	were	shining.	My	mother	came	to	me	and	said,“When	you	first	wore	

the	dress,	you	looked	so	happy.	 	You	looked	just	 like	her.”	My	parents	bought	the	dress	for	me	two	

years	ago.	 I	was	very	glad	at	that	time	and	I	always	wore	 it	when	I	went	out	with	my	family.	Soon	

I	understood	how	the	girl	 in	the	picture	was	feeling.	“It's	better	for	the	dress	to	be	there	than	to	be	

here,”	I	thought,“I	cannot	wear	it	any	more,	but	it	is	useful	to	someone	else.”

　We	have	many	things	around	us	in	Japan,	but	in	some	countries	there	are	many	people	who	cannot	

even	buy	things	like	dress.	They	need	help.	In	the	future	I	want	to	go	to	such	countries	and	work	for	

those	people.	Then	I	can	see	their	happy	faces	with	my	own	eyes.	Now	I	understand	why	my	uncle	

decided	to	do	his	job.	I	hope	I	can	meet	the	girl	in	the	picture	and	talk	to	her	someday.

　　（１）(　①　)に入る「私のもの」となる単語を答えなさい。

　　（２）下線部②の対義語を答えなさい。

　　（３）下線部③の対義語を答えなさい。

　　（４）下線部④が表す場所を日本語で答えなさい。

　　（５）本文の内容と一致するものを１つ選び、記号で答えなさい。

　　　　ア．写真は自分の幼いときのものだった。

　　　　イ．私の持っていたドレスは母が他の人に売った。

　　　　ウ．私はいつか現在ドレスを着ている女の子に会いたいと思っている。

　　　　エ．両親は２年前、アフリカの子どもにドレスを買ってあげた。
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平成30年度　入学試験問題「前期一般」　英 語　解答用紙

受 験 番 号 中 学 校 名 氏　　　　名 得　　点

番 中学校

１

（１） （２） （３） （４） （５）

２

（１） （２） （３） （４） （５）

（６） （７） （８） （９） （10）

（11） （12） （13） （14） （15）

（16） （17） （18） （19） （20）

３

（１） （２） （３） （４） （５）

４

（１） （２） （３） （４） （５）

３番目 ６番目 ３番目 ６番目 ３番目 ６番目 ３番目 ６番目 ３番目 ６番目

５

（１） （２） （３） （４） （５）

６

（１） （２） （３） （４） （５）


