
注　意

１　開始の合図があるまで問題用紙を開いてはいけません。

２　解答用紙は問題用紙の中に挟んであります。

３　問題用紙は表紙を除いて７ページで，問題は１から３まであります。

４　開始の合図があったら，まず，問題用紙および解答用紙の所定の欄に

受検番号を書きなさい。

５　答えはすべて解答用紙の指定された欄に書きなさい。

受　検　番　号

平成 31 年 度 B 日 程
学 力 検 査 問 題

英 語
３



  １  次の 1 ～ 3の問いに答えなさい。
　1�　次の（ 1 ）・（ 2 ）の場合，英語でどのように言えばよいか。最も適切なものを，下のア～エ

からそれぞれ一つずつ選び，その記号を書け。
（ 1 ）　コーヒーを飲まないかと勧める場合。
　　　　　ア　Did you drink some coffee?
　　　　　イ　Could you give me some coffee?
　　　　　ウ　Would you like some coffee?
　　　　　エ　Have you bought some coffee?

（ 2 ）　京都に何回行ったかを尋ねる場合。
　　　　　ア　How many times have you visited Kyoto?
　　　　　イ　How long have you stayed in Kyoto?
　　　　　ウ　How did you go to Kyoto?
　　　　　エ　When did you go to Kyoto?

　2�　次の（ 1 ）・（ 2 ）の対話文の〔　　　〕内の語句を並べかえて，意味の通る英文を完成させ
よ。ただし，〔　　　〕内の語句を全部使うこと。

（ 1 ）　Allen：Hi, Sachi. The book〔　interesting　/　gave　/　very　/　you　/　me　/　was　〕.
　　　　Sachi：Oh, you liked it? Great! I’ll give you another interesting one next week.
　　　　Allen：Thank you.

（ 2 ）　Miki ：Look at this picture. These people are my friends in America.
　　　　Tom ：You have a lot of friends. Who〔　girl　/　is　/　wearing　/　a T-shirt　/　the　〕?
　　　　Miki ：That’s Kate. She is very nice. 

　3�　次の（ 1 ）・（ 2 ）の文の内容から考えて，それぞれの   に当てはまる適切な英語1語
を書け。ただし，   内に示した文字で書き始めること。

（ 1 ）　Ben　　 ：Good morning, Jeff. You look tired.
　　　　Jeff　　 ：I went to bed at 8：00 p.m., but I couldn’t  s  at all last night.

（ 2 ）　Ken　　 ：I want to go abroad in the future.
　　　　Mr.Wood：Which  c  do you want to visit?
　　　　Ken　　 ：I want to visit Canada.
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  ２  次の 1 ～ 3の問いに答えなさい。
　1�　イギリスに留学していたKenは，ホームステイでお世話になったBrown氏に次のe-mailを 

送信しました。このe-mailの内容と合っているものを，下のア～エから一つ選び，その記号を
書け。

　

Hello, Mr. Brown.
　How have you been? I am enjoying my school life in Japan, but I miss you and your 
family very much. I still remember my wonderful memories in the U.K.
　I have good news. Last Sunday, our city had an English speech contest and I won first 
prize. At the contest, I talked about my wonderful experience in the U.K. You took me to 
many places and I met many people. I didn’t speak English well, but I was able to make a 
lot of friends there. Also, you taught me a lot of things about life. I was able to write a good 
speech thanks to you. In the future, I want to study abroad to learn more about the world.

Best wishes,
Ken

  〔注〕thanks to～　～のおかげで

　　　ア　Kenは英語スピーチ大会に向けて，スピーチの書き方を教えてほしいと頼んでいる。
　　　イ　Kenは Brown 氏たちと会えなくて寂しいので，多くの友人をつくったと伝えている。
　　　ウ　Kenはスピーチ大会でイギリスでの体験について話し，優勝したことを伝えている。
　　　エ　Kenは上手に英語が話せないので，将来再びイギリスに行って勉強したいと思っている。
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　2�　次のポスターは，わかば高校の学園祭の内容を，英語で書いたものです。ポスターの内容から
考えて，次のページの（ 1 ）～（ 3 ）の問いの答えとして最も適切なものを，それぞれのア～エ
から一つ選び，その記号を書け。

  〔注〕sing along with～　～に合わせて歌を歌う
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Wakaba High School Festival　 September 7, 2019

　＊ The school will open at 9：30 a.m.

　＊ The school festival will start at 10：00 a.m.

Events Time Place Information

English Speech 
Contest

10：00
～11：30

Room 101 ・�The best speakers from each class 
will give us a wonderful speech.

Cooking Class 11：00
～12：30

Cooking Room ・�Let’s make many kinds of sushi  
together!

・Only 30 people can join this class.
・�Talk to Ms. Sato if you want to join this 

class.

Brass Band Concert 13：00
～15：00

Music Room ・�You can enjoy listening to popular 
music.

・�If you want, you can sing along with 
the brass band.

Art Class 10：00
～16：00

Art Room ・�There are a lot of wonderful pictures 
painted by students.

・�Students in the art club will teach you 
how to draw pictures.

・�You can take your family members 
with you. They can also learn how to 
draw pictures.

Movie
～A Message from 
My Grandmother～

①10：00
 ～12：00
②14：00
 ～16：00

Room 310 ・Don’t miss this wonderful movie!
・�You cannot enter the room during the 

movie.



（ 1 ）　If you want to join the cooking class, what do you have to do?
　　　　　ア　Talk to Ms. Sato.
　　　　　イ　Join the speech contest first.
　　　　　ウ　Ask 30 friends to come to the class.
　　　　　エ　Learn about many kinds of sushi .

（ 2 ）　If you want to see a movie, where and when do you have to go?
　　　　　ア　Go to Room 101 at 10：00 a.m.
　　　　　イ　Go to Room 310 before 10：00 a.m.
　　　　　ウ　Go to Music Room before 1：00 p.m.
　　　　　エ　Go to Room 310 at 3：00 p.m.

（ 3 ）　Which is not true?
　　　　　ア　You can sing along with the brass band at the concert.
　　　　　イ　You can enjoy a lot of pictures painted by the art teacher.
　　　　　ウ　You can watch a movie and listen to a concert on the same day.
　　　　　エ　You can take your brothers and sisters to the art class.
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　3　次の英文を読んで，下の問いに答えなさい。
　In the world, there are many places I want to visit, but the place I want to visit the most is 
Korea. My friend showed me a  lot of pictures of her  trip  to Korea. Every picture  looked 
wonderful. I have three things I would like to do there.
　First,  Ａ  I want to walk around and see many shops. They sell many  interesting 
things.
　Second,  Ｂ  I’m  interested  in Korean popular music.  It  is very popular  in  Japan. 
There are some groups and singers I really like. I think they sing and dance very well. Also 
they look cool. When I am sad, I listen to their music. That makes me very happy. If I can go 
to their concert, I will be very excited.
　Third,  Ｃ  Of course, we can enjoy Korean food in Japan, but my friend says it’s a 
little different. I really want to try real Korean food.

問い�　次の（a）～（c）は，それぞれ文中の  Ａ  ～  Ｃ  のいずれかに当てはまる。その組み
合わせとして正しいものを，下のア～エから一つ選び，その記号を書け。

　　　（a）　I want to go to a Korean restaurant there.
　　　（b）　I want to visit the famous markets there.
　　　（c）　I want to go to a concert there.

　　　　ア　Ａ−（a）　　　　　Ｂ−（b）　　　　　Ｃ−（c）
　　　　イ　Ａ−（c）　　　　　Ｂ−（a）　　　　　Ｃ−（b）
　　　　ウ　Ａ−（b）　　　　　Ｂ−（a）　　　　　Ｃ−（c）
　　　　エ　Ａ−（b）　　　　　Ｂ−（c）　　　　　Ｃ−（a）
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  ３  次の 1 ～ 3の問いに答えなさい。
　1�　次の（ 1 ）・（ 2 ）の対話の内容から考えて，それぞれの   に当てはまる適切な英文

を作成し，会話を完成させよ。ただし，英文は主語と動詞を含んだ疑問文 1文にすること。
（ 1 ）　【状況：EllenとHiroは商店街に来ています。】
　　　　Ellen ：I want to go to the pet shop. Do you have a pet?
　　　　Hiro ：No, I don’t, but I want one.
　　　　Ellen ：I like dogs. 
　　　　Hiro ：I like cats better than dogs.

（ 2 ）　【状況：MarkとTakuが電話で話しています。】
　　　　Mark：Let’s go to the park and play baseball now, Taku.
　　　　Taku ：I think I should do my homework first. 
　　　　Mark：No, I haven’t. I will do it after dinner.
　　　　Taku ： I don’t think it is a good idea. You should do your homework before going to 

the park.

− 6 −



　2�　あなたは，次の地図上の の地点で外国からの旅行者に道を尋ねられました。あなたは尋ねられ
た場所までの道順を，英語で説明します。下の   に適切な英文を書き，会話を完成させ
なさい。ただし，2 文以内で書くこと。また，下の   内の語を使ってもかまいません。

　　　　旅行者：Excuse me. Could you tell me how to get to the post office?
　　　　あなた：Sure.   You’ll find it on your left.
　　　　旅行者：Thank you for helping me.
　　　　あなた：You’re welcome.

　3�　次の意見に対して，あなたはどのように思いますか。あなたの考えを，賛成か反対かを明ら
かにする 1 文を含めて，4 文以上の英文で書きなさい。

　　 Eating breakfast is important.

【WORDS】
light 信号機
corner 角

Department Store

Supermarket

City
Library

Tosa Bank Post Office

You are here.

light
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