
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11ページで，問題は１から４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

志願先高等学校名と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

令和 ３ 年度 A 日程
学 力 検 査 問 題

英 語
５

志願先高等学校名

高等学校



  １  放送を聞いて，次のＡ～Ｅの問題に答えなさい。
Ａ　放送される英文と問いを聞いて，問いに対する答えとして適切な絵を選ぶ問題

Ｂ　放送される対話を聞いて，適切な英文を選ぶ問題
 No. 1
　　ア　Thanks. I can cook well.
　　イ　Thanks. I like to eat it.
　　ウ　Thanks. I’ll go there now.
　　エ　Thanks. I know how to use it.

 No. 2
　　ア　I bought it in Osaka.
　　イ　I took it quickly.
　　ウ　I got it yesterday.
　　エ　I gave it to my brother.

No. 1

ア 午　前

Betty

午　後

Betty

イ 午　前

Betty

午　後

Betty

ウ 午　前

Betty

午　後

Betty

エ 午　前

Betty

午　後

Betty

No. 2

ア イ

Tom’s car

1980年製

Emily’s car

1990年製

Ken’s car

2000年製

Tom’s car

1980年製

Ken’s car

1990年製

Emily’s car

2000年製

ウ エ

Emily’s car

1980年製

Tom’s car

1990年製

Ken’s car

2000年製

Emily’s car

1980年製

Ken’s car

1990年製

Tom’s car

2000年製
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メ　　モ

Happy Zoo のスペシャルイベント

○開催日：　 No. 1

○内容
　＜イベント１　 No. 2  ＞
　　場所：ホースビレッジ
　　時刻：午前 10時 30分

　＜イベント２　赤ちゃんザルと一緒に記念撮影＞
　　場所：モンキーマウンテン
　　時刻：午後２時 30分
　　　＊ただし， No. 3  人限定

　＜イベント３　赤ちゃんザルの名付け＞
　　当日， No. 4  で応募する。

Ｃ　放送される対話を聞いて，問いに対する答えとして適切な英文を選ぶ問題
 No. 1 　What time will the train leave?
　　ア　At 10：10.
　　イ　At 10：20.
　　ウ　At 10：30.
　　エ　At 10：40.

 No. 2 　Which is true about the girl at the shop?
　　ア　She bought the yellow racket because it was popular.
　　イ　She didn’t buy the yellow racket because she didn’t like the color.
　　ウ　She bought the blue racket because it was 100 dollars.
　　エ　She didn’t buy the blue racket because she didn’t have enough money.

Ｄ　放送される英文を聞いて，メモを完成させる問題   
 No. 1
　　ア　４月 ５ 日
　　イ　４月 13 日
　　ウ　４月 15 日
　　エ　４月 30 日

 No. 2
　　ア　馬にえさやり
　　イ　馬と一緒に散歩
　　ウ　乗馬体験
　　エ　馬と一緒に記念撮影

 No. 3
　　ア　10
　　イ　20
　　ウ　30
　　エ　40

 No. 4
　　ア　動物園の入り口
　　イ　モンキーマウンテン
　　ウ　インフォメーションセンター
　　エ　ウェブサイト

Ｅ　放送される英文を聞いて，英文 1 文で答える問題
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  ２  次の 1 ～ 3 の問いに答えなさい。
　1　次の英文の   に入る最も適切なものを，下のア～エから一つ選び，その記号を書け。

　I love turtles. We can see them on the beach in my town. But many turtles die because they 
eat plastic bags  in  the sea. Why do turtles eat plastic bags? My friend says, “Turtles eat 
jellyfish. Plastic bags  look  like  jellyfish.” However,  I  found an  interesting  story on  the 
Internet yesterday. It said, “There are a lot of plastic bags in the sea. Turtles eat plastic bags 
because of the smell. Some old plastic bags smell like turtles’ food.”
　Is the true answer the appearance or the smell of plastic bags? I don’t know. But I know 
that  . It is also bad for the environment. We should not use plastic bags. I think this 
will lead to a safer life for animals in the future.

  〔注〕turtle（s）　ウミガメ　　jellyfish　クラゲ　　turtles’　ウミガメの
appearance　見た目

　　ア　the smell of old plastic bags is different from turtles’ food
　　イ　sea animals don’t eat old plastic bags
　　ウ　there are few plastic bags in the sea
　　エ　throwing away plastic bags is dangerous for sea animals
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　2 　次の広告は，South Cityにあるピザ屋のSanta Pizzaについて，英語で書いたものです。広告
の内容から考えて，下の（ 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〕tax-included price（s）　税込み価格　　＄　ドルの記号　　opening hours　営業時間
fee　料金，手数料

（ 1 ）　Which can you buy for fifteen dollars?
　　　　ア　A chicken pizza, an egg salad and a lemon juice.
　　　　イ　A curry pizza, a fruit salad and a fresh orange juice.
　　　　ウ　A tomato pizza, an onion salad and a milk.
　　　　エ　A special pizza, a fruit salad and a tea.

（ 2 ）　How many Santa Pizza shops are there in South City now?
　　　　ア　Four.
　　　　イ　Five.
　　　　ウ　Six.
　　　　エ　Seven.

（ 3 ）　Which is true about Santa Pizza?
　　　　ア　The chicken pizza is the most expensive pizza.
　　　　イ　The shop is closed thirty minutes earlier on Sunday than on Friday.
　　　　ウ　It will cost three dollars if you want to take your food home with you.
　　　　エ　South City had a Santa Pizza shop before 2000.

Santa Pizza Tax-included prices

Pizza
　Chicken Pizza　  $10.00　
　Curry Pizza　  $10.00　
　Tomato Pizza　  $11.00　
　Special Pizza　  $12.00　

Salad
　Onion Salad　  $3.00　
　Egg Salad　  $4.00　
　Fruit Salad　  $4.00　

Drink
　Milk　  $1.00　
　Tea　  $1.50　
　Lemon Juice　  $1.50　
　Fresh Orange Juice  $2.00　

＊Opening Hours： Tuesday to Friday 11：00 a.m.−9：30 p.m.
Saturday and Sunday 9：30 a.m.−9：00 p.m.

＊We can bring the food to your house if you pay a three-dollar fee.
　Phone Number：888‐555‐○○

Our Story in South City
　In 2001, we opened the first Santa Pizza in South City. We opened the second shop there 
in 2005 and three new shops in 2018. We have opened a lot of shops in South City. We will 
open the biggest Santa Pizza in 2022. Thank you!
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　3 　Koharuと友人たちは，夏休みに自分たちの住むやいろ市を訪れた外国人に対して，日本の魅
力についてアンケート調査を実施しました。Koharuは外国語指導助手（ALT）のGreen先生と
その調査結果のグラフ（graph）を見て，話をしています。対話の内容から考えて，その調査結
果のグラフとして適切なものを，次のページのア～エから一つ選び，その記号を書け。

　　Koharu　 ： Hi, Ms. Green. Look at  this graph. During  the summer holidays we asked 
foreign visitors, “What is Japan’s main attraction for you?”

　　Ms. Green： That’s  interesting. More  than  20%  of  them  chose  Japanese  food.  I  love 
Japanese food, too.

　　Koharu　 ：I see. What else do you like about Japan, Ms. Green?
　　Ms. Green：I like hot springs very much. How about hot springs in the graph?
　　Koharu　 ： Some  foreign  visitors  love  them. But manga   is more  popular  than  hot  

springs.
　　Ms. Green： Really? Certainly, manga   is  famous  around  the world. There  is  a manga  

museum in Yairo City, right?
　　Koharu　 ：Yes, there is. Are you interested in visiting temples?
　　Ms. Green：Of course.
　　Koharu　 ：12% of people chose visiting temples as Japan’s main attraction.
　　Ms. Green： I go  to a  temple every New Year’s Day.  I  really  love Japanese  traditional 

culture.  I wore a kimono  and  then visited a  temple  this New Year’s Day.  
I played the taiko  drums last month.

　　Koharu　 ： You’ve tried many things  in Japan! Experiencing Japanese culture  like  tea 
ceremony  and wearing  a kimono  was  the most  popular  among  foreign  
visitors.

  〔注〕visitor（s）　訪問者　　attraction　魅力，魅力あるものごと　　hot spring（s）　温泉
experience　～を経験する
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　　 ア

　　 イ

　　 ウ

　　 エ

やいろ市を訪れた外国人から見た日本の魅力

やいろ市を訪れた外国人から見た日本の魅力

やいろ市を訪れた外国人から見た日本の魅力

やいろ市を訪れた外国人から見た日本の魅力

日本食 24％

文化体験 26％

日本食 24％漫画 19％

温泉 12％

寺巡り 8％
買い物 6％

その他 5％

日本食 27％

文化体験 21％
寺巡り 18％

温泉 15％

漫画 7％

買い物 6％
その他 6％

文化体験 26％

日本食 24％
漫画 18％

寺巡り 12％

温泉 8％

買い物 7％
その他 5％

漫画 20％

文化体験 17％

温泉 16％

寺巡り 12％

買い物 6％
その他 5％
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  ３  次の英文を読んで，次のページの問いに答えなさい。
　Takuya is a high school student. He likes music and plays the guitar every day. One day, he 
went  to a music event at City Hall.  Some groups played music  there. He became very 
interested in one group. The members of this group used some strange instruments. Takuya 
didn’t like talking with new people, but he wanted to ask the group some questions. So he 
decided to  talk  to one of  the members. He said, “I  like your music.  I’ve never seen your 
instruments before. Where are you  from?” The young man said, “We’re  from different 
countries in Africa. I’m glad you like our music. I’m Zane. Nice to meet you.” Takuya said, 

“I’m Takuya. Nice to meet you, too.” They enjoyed talking about music. Takuya was very glad 
to talk to a new person and hoped to meet him again.
　Two weeks  later, Takuya was playing  the guitar  in  the park after  school.  Suddenly, 
someone said, “Hi, Takuya. Nice  to see you again.” Takuya  looked around.  It was Zane. 
Takuya said, “Hi, Zane. I’m surprised and happy to see you again. Do you live near here?” 
Zane answered, “Yes.  I  go  to Sakura University.  Sakura University has many  foreign 
students.  I’m studying medicine.” Takuya said, “Really? Why are you studying medicine?” 
Zane answered, “There are a lot of people who cannot get enough medical care in Africa. I 
want to help them.” After talking with Zane, Takuya wanted to know more about him and his 
university life. Takuya asked, “Can I visit your university?” Zane answered, “Yes, of course. 
You can also meet other students from Africa. I will introduce them to you.”
　The next week, Takuya visited Sakura University. Zane and his friends welcomed him. At 
first, Takuya was very nervous, but their smiles made him happy. They talked to him about a 
lot of things, such as their home countries, their cultures, and their life at Sakura University. 
Takuya also talked about himself. He enjoyed talking with them for hours. When Takuya left, 
he said, “Thank you so much. Now I’m interested  in your countries.  I want to  learn more 
about  foreign countries. Actually,  talking with new people  is difficult  for me, but  I really 
enjoyed it this time.” Zane said, “We also enjoyed talking with you. Thank you very much. 
Please come and see us again. Let’s play music together next time.”
　Now Takuya has many foreign friends. He has learned a lot about the world. He has also 
heard about many problems in the world. Takuya has a dream. He will visit foreign countries 
and help people  in need. He  is studying English hard every day. In the past, he didn’t like 
talking with new people, but he tried it and then found his future dream. So, now he thinks 
people should try something that is difficult for them because it can be a great chance for 
them to change themselves.

  〔注〕instrument（s）　楽器　　around　周囲を　　medicine　医学　　medical care　治療
for hours　何時間も　　people in need　困っている人々　　in the past　以前は

− 7 −



問い 　本文の内容から考えて，次の 1 ～ 4 の問いの答えとして最も適切なものを，それぞれ下の
ア～エから一つ選び，その記号を書け。

　1　What did Takuya do at City Hall?
　　ア　He joined a music event and played the guitar with a group.
　　イ　He listened to some music and talked about music with a young man.
　　ウ　He saw some strange instruments and decided to buy one.
　　エ　He enjoyed a music event and asked a man to play the guitar for him.

　2　Why does Zane live in Japan?
　　ア　To become a famous musician.
　　イ　To find a guitar player for his band.
　　ウ　To help Japanese people.
　　エ　To study medicine.

　3　Which is true about Takuya at Sakura University?
　　ア　He was nervous at first but had a good time there.
　　イ　He became worried and didn’t want to go there again.
　　ウ　He became interested in medicine and wanted to be a doctor.
　　エ　He was happy because he enjoyed playing the guitar there.

　4　What does Takuya think after his experience?
　　ア　Playing traditional instruments is simple.
　　イ　Learning English is easy.
　　ウ　Trying something difficult is important.
　　エ　Having a future dream is hard.
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  ４  次の 1 ～ 4 の問いに答えなさい。
　1 　次の（ 1 ）・（ 2 ）の対話文の〔　　　〕内の語を並べかえて，意味の通る英文を完成させよ。

ただし，〔　　　〕内の語を全部使うこと。
（ 1 ）　Shiho　 ：Mr. Yamada will visit your house today, right?
　　　　Jack　 ：Yes, but I don’t〔　when　/　arrive　/　he　/　know　/　will　〕.

（ 2 ）　Ms. Lee：Hello?
　　　　Satoko ：Hello. This is Satoko. May I speak to Kevin?
　　　　Ms. Lee： Sorry, he is out now. Do〔　you　/　call　/　him　/　to　/　want　〕you back?
　　　　Satoko ：Yes, please. I’m at home all day today.

　2 　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 ）　Kana　 ： I’m  looking  forward  to P.E.  class  today.  I  really  like P.E. What  is your 
favorite  s , Ben?

　　　　Ben　 ：I like science.
　　　　Kana　 ：Wow. You like science! I’m not good at it.

（ 2 ）　Shota　：What time do you  u  get up?
　　　　Judy　 ：From Monday to Friday, I always get up at six in the morning.
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マジックショー

有名マジシャン Mr. Magic が，ひかり町にやって来る！

＊開 催 日：2021 年３月 21 日（日）

＊開始時刻：午後５時

＊場　　所：ひかりホール

ショーに参加したら，
ペンがもらえるよ。

　3 　Akiraは，留学生のMikeにマジックショー（magic show）についてのチラシ（leaflet）を見
せています。2 人の対話を読んで，下の（ 1 ）・（ 2 ）の問いに答えよ。

Akira：Hi, Mike. Look at this leaflet. It’s about a magic show.
Mike ：Oh, that sounds fun.
Akira：The magic show will be held in Hikari Hall next Sunday. It will start at 5：00 p.m.
Mike ：Hikari Hall?  Ａ
Akira：It’s next to the station.
Mike ：I see. Is there any other information?
Akira： Ｂ
Mike ：Wow! That’s a nice present. I want to join it.

（ 1 ） 　対話の内容から考えて， Ａ  に当てはまる適切な疑問詞を含んだ英文 1 文を書け。
ただし，英文は主語と動詞を含んだ文にすること。

（ 2 ） 　対話の内容から考えて， Ｂ  に当てはまる適切な英文 1 文を書け。ただし，英文
は主語と動詞を含んだ文にすること。
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　4 　次の【メール】は交流をしているオーストラリアの中学生のMayがあなたに送ったものです。
【メール】を読んで，Mayからの質問に対する答えを，説明を含めて25語以上の英文で，【返信】
の中の   に書きなさい。英文は 2 文以上になってもかまいません。ただし，【メール】，

【返信】中の〇〇〇はあなたの名前が書かれているものとします。短縮形（I’mやdon’tなど）
は 1 語と考え，符号（ピリオドなど）は語数に含めません。

【メール】

　

Hi, 〇〇〇.

　How are you? I’m going to visit Japan next month. I’m interested in Japanese schools. 
What do you like about your school life? Please tell me about one of your favorite things 
about school life.

Thanks, 
May

【返信】

　

Dear May,

　Hello. Thank you for your e-mail. I’ll answer your question.

　I hope you’ll enjoy Japan.

Thanks,
〇〇〇
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