
平成 30年度　入学試験問題「専　願」

　　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．book	 イ．look	 ウ．food	 エ．foot

　　（２）ア．walked	 イ．passed	 ウ．watched	 エ．called

　　（３）ア．open	 イ．old	 ウ．boat	 エ．bought

　　（４）ア．heard	 イ．heart	 ウ．hard	 エ．card

　　（５）ア．time	 イ．give	 ウ．kind	 エ．fine

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）If	you	have	any	questions,	please	(　　　　)	your	hand	and	ask	me.

	 ア．care	 イ．drive	 ウ．raise	 エ．build

　　（２）Tom	is	a	police	officer,	(　　　　)	he?

	 ア．isn't	 イ．won't	 ウ．doesn't	 エ．can't

　　（３）The	rock	group	was	very	popular,	so	the	concert	hall	was	(　　　　)	of	people.

	 ア．sick	 イ．full	 ウ．deep	 エ．high

　　（４）If	it	(　　　　)	tomorrow,	we'll	have	to	cancel	the	picnic.

	 ア．rains	 イ．raining	 ウ．rain	 エ．to	rain

　　（５）	(　　　　)	Bill	gone	to	France?

	 ア．Did	 イ．Has	 ウ．Does	 エ．Is

　　（６）This	flower	is	(　　　　)	than	that.

	 ア．more	beautiful	 イ．most	beautiful	 ウ．much	beautiful	 エ．many	beautiful

　　（７）The	salad	(　　　　)	by	him.

	 ア．made	 イ．was	making	 ウ．has	made	 エ．was	made

　　（８）Have	you	(　　　　)	Mexican	food	before?	

	 ア．eating	 イ．eat	 ウ．ate	 エ．eaten

　　（９）Her	mother	may	(　　　　)	sick	in	bed.

	 ア．is	 イ．was	 ウ．be	 エ．will	be

　　（10）Next	Friday	is	my	uncle's	birthday.	I'm	going	to	give	(　　　　)	a	watch.

	 ア．he	 イ．him	 ウ．his	 エ．himself
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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：Sorry,	Julia.	I'm	going	to	be	late	for	your	party	tomorrow.

　　　　　Ｂ：That's	OK.	(　　)

　　　　　Ａ：At	about	5:00.

　　　　　　ア．Where	is	the	party?	 イ．When	will	you	come?	

　　　　　　ウ．Are	you	always	late?	 エ．How	many	people	are	there?

　　（２）Ａ：Kate,	do	you	want	some	more	cake?

　　　　　Ｂ：(　　)	Mom.	I'm	full.

　　　　　　ア．No,	I	didn't,　　イ．Yes,	you	like	it,　　ウ．Yes,	you	are,　　エ．No,	thanks,

　　（３）Ａ：Why	don't	we	play	tennis	together	next	Sunday?

　　　　　Ｂ：(　　)	I	was	thinking	the	same	thing.

　　　　　　ア．Have	a	nice	time.	 イ．It'll	be	here	soon.

　　　　　　ウ．That	sounds	great.	 エ．I	can't	understand.

　　（４）Ａ：It's	time	for	bed,	Larry.

　　　　　Ｂ：Wait,	Dad.	(　　)

　　　　　　ア．It	isn't	mine.	 イ．I'm	sick	in	bed.	

　　　　　　ウ．That's	not	a	good	show.	 エ．This	movie	will	finish	soon.

　　（５）Ａ：I'm	going	to	Jane's	party	tonight.	I'll	be	back	by	nine,	Mom.

　　　　　Ｂ：OK,	(　　)	Don't	be	late.

　　　　　　ア．maybe	next	time.	 イ．I'll	do	it	for	you.

　　　　　　ウ．have	fun.	 エ．I'll	tell	you	about	it.
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４　次の日本文と同じ意味になるように(　　　　)	内の語句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）ミユは私に彼女の新しい家を見せてくれました。

　　　　　(	ア．house　　イ．her　　ウ．me　　エ．new　　オ．showed　　カ．Miyu	).

　　（２）ジャックは今月末までに理科のレポートを終わらせなくてはなりません。

　　　　　Jack	(	ア．his	science	report　　イ．the	end　　ウ．of　　エ．finish　　オ．by

　　　　　カ．must	)	this	month.

　　（３）どの科目が一番好きですか。

　　　　　(	ア．best　　イ．do　　ウ．like　　エ．subject　　オ．what　　カ．you	)?

　　（４）私の姉は私と同じ数のＣＤを持っています。

　　　　　My	sister	(	ア．as　　イ．as	many　　ウ．has　　エ．have　　オ．I　　カ．CDs	).

　　（５）その野球選手が書いた本を読んだことがありますか。

　　　　　(	ア．written　　イ．ever　　ウ．have　　エ．read　　オ．the	book　　カ．you	)

　　　　　　	by	the	baseball	player?

　　（６）この書店で君の息子のために本を何冊か買いましょうか。

　　　　　Shall	(	ア．books　　イ．buy　　ウ．for　　エ．I　　オ．some　　カ．your	son	)	at	this

　　　　　bookstore?

　　（７）山田さんはその試合でミスをすることを恐れていませんでした。

　　　　　Mr.	Yamada	(	ア．afraid　　イ．errors　　ウ．making　　エ．not　　オ．of　　カ．was	)

　　　　　in	the	game.

　　（８）何か冷たい飲み物を下さい。

　　　　　Please	(	ア．something　　イ．to　　ウ．give　　エ．drink　　オ．me　　カ．cold	).

　　（９）マイクはパーティーに招待されませんでした。

　　　　　(	ア．invited　　イ．not　　ウ．Mike　　エ．the	party　　オ．was　　カ．to	).

　　（10）私はおばさんに会いに駅へ行きました。

　　　　　I	(	ア．the	station　　イ．to　　ウ．my	aunt　　エ．meet　　オ．went　　カ．to	).
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５　次の英文を読み、あとの問いに答えなさい。

　Do	you	sleep	well	at	night?	Some	people	may	play	videogames	(	ア	)	watch	TV	for	many	hours	every	

night.	Some	people	can't	sleep	well	at	night	and	can't	get	up	early	in	the	morning.	(	イ	)	you	have	(1)the	

same	problem,	you	should	listen	to	this	idea.

　You	should	have	light	from	the	sun	when	you	get	up	in	the	morning.	You	may	think	this	is	simple.	

But,	if	(�)you	do	so,	you	will	sleep	well	at	night.	Do	you	know	why?	(	ウ	)	your“body	clock”is	working.	

When	you	get	up	in	the	morning	and	have	light	from	the	sun,	your	body	clock	sends	something	to	your	

brain.	(�)It	is	a	message	which	makes	you	sleepy	after	about	14	hours.	For	example,	if	you	get	up	and	

have	light	from	the	sun	at	(	あ	)	o'clock	in	the	morning,	you	become	sleepy	at	about	9	o'clock	at	night.

　Today	you	have	a	lot	of	things	to	do	during	day	and	night.	You	often	do	something	when	you	want	

to	do	 it.	But	you	should	know	(	エ	)	 there	 is	a	right	 time	to	do	each	activity.	Also,	you	should	keep	

regular	hours.“To	have	(	い	)	 in	the	morning”is	the	point.	Now,	 let's	get	up	early	 in	the	morning	to	

enjoy	light	from	the	sun.

　　（１）(	ア	)〜(	エ	)にthat	,	if	,	or	,	because	のいずれか適切なものをいれなさい。

　　　　ただし、文頭に来る語は大文字で書き始めなさい。

　　（２）下線部(1)が表す内容を一文で抜き出し、最初と最後の単語を抜き出して答えなさい。

　　（３）下線部(�)が表す内容を一文で抜き出し、最初と最後の単語を抜き出して答えなさい。

　　（４）下線部(�)を日本語に直したものとして最も適切なものを１つ選び、記号で答えなさい。

　　　　　　ア．それは約14時間前にあなたが眠かったというメッセージです。

　　　　　　イ．それは約14時間後にあなたが眠くなるというメッセージです。

　　　　　　ウ．約14時間前にあなたが眠かったのはそのメッセージのためです。

　　　　　　エ．約14時間後にあなたが眠くなるのはそのメッセージのためです。

　　（５）(	あ	)に入れるべき数字を算用数字で答えなさい。

　　（６）(	い	)に入れるべき語句を本文中から４語で抜き出し答えなさい。

　　（７）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．筆者は毎晩あまり眠れていない。

　　　　　　イ．人の体は常に夜9時に眠たくなるようにできている。

　　　　　　ウ．早起きは必ずしも良くはない。

　　　　　　エ．人は日光を浴びるために早起きすべきである。
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６　次の英文を読み、あとの問いに答えなさい。

　Ten	years	ago,	Meg	lived	in	Japan.	Then,	her	neighbor,	Mrs.	Kato,	gave	her	a	pretty	box.	Meg	treasured	

the	box.	One	day,	she	lost	its	key.	She	looked	for	it,	but	she	couldn't	find	(1)it.	Since	then,	the	box	was	

never	opened.

　Now	Meg	is	18	years	old	and	lives	in	Canada.	Last	week	(�)〔Japan	/	to	/	a	/	she	/	to	/	go	/	had	/	

chance〕.	Meg	sent	an	e-mail	to	Ken,	Mrs.	Kato's	son	in	Japan,	to	meet	him.

　In	Japan,	Meg	and	Ken	enjoyed	talking	about	old	days.	The	most	exciting	topic	was	about	a	park.	

They	played	together	there.	They	decided	to	go	there.

　In	the	park,	Meg	remembered	happy	old	days.	When	Meg	saw	Ken,	he	was	looking	around	the	roots	of	

a	tree.	Meg	asked	what	he	was	doing.	Ken	said	he	and	(�)a	girl	buried	something	there	a	long	time	ago.	

(4)But	he	didn't	remember	who	she	was	and	what	he	buried.	Suddenly,	a	memory	came	back	to	Meg.	“It's	

me!”	she	shouted.	They	started	to	dig	around	the	roots.	Then,	an	old	key	was	found.	Soon	Meg	knew	it	

was	the	key	for	her	treasure	box.

（注）treasure：大切にする　　topic：話題　　root：(木の)根　　bury：埋める　　dig：掘る

　　（１）下線部(1)が表すものを一語で抜き出して答えなさい。

　　（２）下線部(�)の〔　〕内の語を並べかえて、次の日本文と同じ意味の英文を完成させなさい。

　　　　　　〔彼女は日本に行く機会があった。〕

　　（３）下線部(�)が表す人物を一語で抜き出して答えなさい。

　　（４）下線部(4)を和訳する際、次の文の（　　）内に入る適切な日本語をそれぞれ答えなさい。

　　　　　　しかし、彼は（　①　）と（　②　）を覚えていなかった。

　　（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．Meg	has	been	in	Japan	since	she	was	a	child.

　　　　　　イ．Meg	and	Ken	went	to	the	park	to	find	Meg's	key.

　　　　　　ウ．Ken	is	the	boy	who	buried	Meg's	key.

　　　　　　エ．Meg	and	Ken	couldn't	find	the	treasure	box	in	the	park.
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平成�0年度　入学試験問題「専 願」　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）

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

（６） （７） （８） （９） （10）

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）

（ア） （イ） （ウ） （エ）

（２） （３） （４）

最初の語 最後の語 最初の語 最後の語

（５） （６）

（７）

６

（１） （２）

Last	week[　　　　　　　　　　　　　	].
（３）

（４）

① ②

（５）


