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英　　語

学力検査問題

（注　意）

　解答用紙は、この問題冊子の中央にはさんであります。まず、解答用紙を取り出して、 

受験番号シールを貼り、受験番号を記入しなさい。

１．すべての問題を解答すること。

２．解答はすべて解答用紙に記入すること。記入方法を誤ると得点にならないので、十分

に注意すること。

３．検査終了後、解答用紙のみ提出し、問題冊子は各自持ち帰ること。
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リスニングテスト
　このテストは、（Ａ）と（Ｂ）と（Ｃ）の３題あります。英文は、すべて２度放送されます。

いずれも放送中にメモをとってもかまいません。

（Ａ）　会話を２度放送します。（　　　）に当てはまる英単語１語を聞き取って、解答用
紙に書きなさい。

Yoko：Let’s practice for the chorus contest next month!
John： Well, we have an exam tomorrow, so the first（　　　）we should do 

is to study for it.

（Ｂ）　（１）、（２）の会話をそれぞれ２度放送します。会話中のブザー音の部分に最も
適するものを、Ⓐ，Ⓑ，Ⓒの中から１つ選び、記号で答えなさい。問題番号の後の

〔　　　〕にはそれぞれの会話の場面が記されています。

（１）　〔学生食堂で〕
Ⓐ I will pick you up at your house.
Ⓑ I’m so excited!
Ⓒ I’m free on Friday.

（２）　〔パーティーの準備中に〕
Ⓐ how can I help you？
Ⓑ are these chairs really enough for all the guests？
Ⓒ why are there so many chairs？

（Ｃ）　英文を２度放送します。よく聞いて、次の（１）～（５）の英文が、放送された英
文の内容に一致していれば〇、一致していなければ×で答えなさい。

（１）　Ogopogo is a lake monster in Scotland.
（２）　The woman who reported seeing Ogopogo for the first time said it was 

a 50-foot-long monster.
（３）　The clear picture of Ogopogo has not been taken yet.
（４）　Ogopogo became the logo for the city of Kelowna.
（５）　The speaker knows how to find real Ogopogo.
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次の英文を読んで、後の問いに答えなさい。　（*の語句には注が付いています）

〔１〕 For more than 50 years, the computer has been used in the classrooms of 

many countries.  In 1960, *the University of Illinois created Plato , a software for 
*computer-aided instruction that can help each student to study by （ A ） [ make ] 

tests or giving *resources.  In recent years, e-education has been （ B ） [ know ] 

across universities around the world.  It has greatly changed the traditional way 

of education.  Students don’t have to sit at their desks in the classrooms.  They 

can take high school and university courses in their own rooms.

〔２〕 E-education is growing very quickly in the U.S.  The Sloan Survey of Online 

Learning says that six million American students （more than 30% of all American 

university students） joined at least one online course in 2011, up by nearly one 

million students from the year before.  In the past, online education was （　　）

（　　） older students who could not travel to university because of their jobs or 

family, or *rural students who did not have *access to schools.  However, now 

not only older and rural students are part of the e-education *revolution.  Even 

students （ C ） [ live ] near universities often like e-learning because it is more 

convenient.  They do not have to get up and walk to class.  They can stay in 

bed and eat their breakfast in their pajamas while watching the lesson on their 

computer in their bedroom.

〔３〕 Many governments think that e-learning is good because students 

have （ D ） [ grow ] up in the computer age,（１）so it is necessary for teachers 

to keep up with the times and use these technologies.  They believe that good 

online courses will not only give an excellent education.  They will do so at a 

much lower cost.

〔４〕 Experts say that the biggest reason for Internet learning is money：
（２）universities have to offer more online courses in order to save money, not 

to improve educational standards.  Some students complain that it is sometimes 

１
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difficult to learn the subject when it is *delivered virtually.  They miss the 
*discussion class and the chance （ E ）[ learn ] from each other.  Online courses 

may be cheaper, but they also may be lonely and boring.

〔５〕 E-education raises questions about the purpose of education:  Is it possible to 

learn a lot when you never meet your professor or classmates？  Don’t students 

need face-to-face contact with teachers and classmates？  It is not known yet how 

much students’abilities will improve *as a result of （３）the pajama education 

revolution.

注 *the University of Illinois : イリノイ大学 
 *computer-aided instruction : コンピューターの力を借りた指導　*resource : 教材
 *rural : 田舎に住む　*access : 交通手段　*revolution : 革命
 *delivered virtually : コンピューター上に配信されて　*discussion : 議論
 *as a result of ～ : ～の結果として

問１　次の（１）、（２）それぞれの中に、下線部の発音が他と異なるものが１つずつあり

ます。番号で答えなさい。

（１）　① improve ② lonely ③ only ④ older
（２）　① recent ② difficult ③ chance ④ necessary

問２　（Ａ）～（Ｅ）の[　　　]内の動詞を、不定詞・動名詞・分詞などの正しい形に変

えなさい。

問３　二重下線部が次の意味になるように、それぞれの（　　　）に入る最も適切な英語

を１語ずつ答えなさい。

　「オンライン授業は、年長の学生の間で人気があった」
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問４　下線部（１）、（２）の意味として最も適切なものを、下からそれぞれ１つずつ選び、

番号で答えなさい。

　

（１）

① だから、教員は時間の管理を続ける必要があるので、これらの技術を用いている。

② だから、教員が時代に遅れずついて行くことが必要であり、これらの技術を用いている。

③ そこで、教員が時代に取り残されずに、こうした技術を用いることが必要とされている。

④ そこで、教員は、その時間とこれらの技術の活用を続ける必要がある。

（２）

① 大学は、お金を節約するために、より多くのオンライン授業のコースを提供す

る必要があるが、それはきっと教育の水準を下げる結果につながってしまう。

② 大学は、お金を節約するために、より多くのオンライン授業のコースを提供

しなければならないのであって、それは教育の水準を上げるためではない。

③ 大学は、学生がお金を節約できるように、オンライン授業のコースを多く

提供する必要があるが、それは学生たちの学力水準を下げる結果となりか

ねない。

④ 大学は、学生がお金を節約できるように、オンライン授業のコースを多く

提供しなければならないが、それは彼らにより高い水準の教育を受けさせ

るためではない。

問５　下線部（３）が表す内容として最も適切なものを、下から１つ選び、番号で答えな

さい。

① 家庭学習の質が著しく向上していること。

② 寝る直前に行う学習に高い効果があることが証明されてきたこと。

③ 学校に通わないほうがむしろ、より良い学習環境のもとで勉強できるということ。

④ 授業を受けるのに必ずしも学校に行く必要がなくなってきたこと。
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問６　本文の内容に一致するものを下からすべて選び、数字の小さいものから順に番号で

答えなさい。

① Plato  was one of the famous professors at the University of Illinois.
② In America, very few people used online courses before 2011.
③ E-education is still used by students who live far from universities.
④ Most students who take online courses don’t think they need to go to 

school anymore.
⑤ Many governments believe that good online courses will give an excellent 

education.
⑥ The goal of education is reached through e-education.
⑦ Nobody knows yet how much e-education will improve students’abilities.

問７　次の表は、本文の段落ごとの見出しです。（　Ａ　）、（　Ｂ　）、（　Ｃ　）に入る

最も適切なものを、あとの①～⑤からそれぞれ１つずつ選び、番号で答えなさい。

① The problems about e-education
② What governments think of e-education
③ The quick growth of e-education
④ The good points of e-education for teachers
⑤ What teachers have to do for e-education

段落 見出し
〔１〕 The new way of education using computers
〔２〕 （　Ａ　）
〔３〕 （　Ｂ　）
〔４〕 （　Ｃ　）
〔５〕 The questions raised by e-education
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次の対話文を読んで、後の問いに答えなさい。　（*の語句には注が付いています）

（ H= Harry　J = John ）

Ｈ： We need to think about the problems on the last trip we *organized.  I don’t 

want to have the same ones this year.

Ｊ： I agree with you, Harry.  A lot of things *went wrong.  〔  １  〕  They didn’t 
*get on with each other at all.

Ｈ： Some of them even hated each other.

Ｊ： I know.  It was a big problem during the trip.

Ｈ： They didn’t know what to do when something went wrong.  Do you 

remember when they lost their cameras?

Ｊ： 〔  ２  〕  They didn’t lose their cameras.  They were *robbed.  But why 

didn’t they go *immediately to the police and report the matter？  We only 

heard about it a few days later when it was too late.  So, they got （   a   ） 

money from the *insurance company because they didn’t report the matter.

Ｈ： Well, they said they were afraid to go to the police.  They didn’t think the 

police would speak English.

Ｊ： 〔  ３  〕  Even kids know a lot of people speak English there now.  You know, 

the students sometimes made me angry.  They were always *complaining ― 

the *accommodation was （   a   ） good, the hotels were for business people, 

not for students.

Ｈ： The hotels were fine, in my opinion.

Ｊ： That’s true, Harry.  〔  ４  〕 

Ｈ： Well, I think we should have more meetings with the students before they 

leave.  An advantage of this is that they will *get to know each other much 

better.

Ｊ： Yeah.  Also, it would be a good idea （   b   ）（   c   ） the students the maps of 

the cities they visit.  

Ｈ： And how about asking the students where they want to stay？  Do they 

want to share a room in a hotel or stay in a youth hostel？  〔  ５  〕

Ｊ： Yeah, let’s do that, Harry.  Let’s ask them and then they won’t complain later.

２
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注 *organize : 企画する　*go wrong : うまくいかない
 *get on with ～ : ～と仲良くやっていく　*rob : 奪う　*immediately : すぐに
 *insurance : 保険　*complain : 文句を言う　*accommodation : 宿泊施設
 *get to ～ : ～するようになる

問１　〔  １  〕～〔  ５  〕に入る最も適切な英文を下から選び、番号で答えなさい。ただし、

それぞれ一度しか使えないものとします。

① They were very foolish.
② There are a lot of possibilities.
③ The group never became a team.
④ The fact is different.
⑤ Do you have any good ideas to improve our trip？

問２　二重下線部が表す意味として最も適切なものを下から１つ選び、番号で答えなさい。

① 私たちは数日後あまりにも遅い時間にそのことについて聞いただけだ。

② 私たちは数日後にやっとその件について聞いたが、もう手遅れだった。

③ 私たちは数日遅れでようやくそのことを耳にしたが、あまりにも夜遅すぎた。

④ 私たちはそのことをわずか数日後に聞いたのだが、後の祭りだった。

問３　文の流れから考えて （   a   ） （本文中に２か所ある）に入る最も適切な英語１語を

書きなさい。ただし、本文中にない語とします。

問４　（   b   ）（   c   ） に入る最も適切な英語を１語ずつ書きなさい。

問５　次の各文が本文の内容に一致していれば○、一致していなければ×で答えなさい。

① The last trip Harry and John organized was not very successful.
② During the trip, all the students hated each other.
③ The students who lost their cameras called the police.
④  The students who complained about the accommodation wanted to stay at 

expensive hotels.
⑤ Harry and John have some ideas about how to improve their trip.
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次のページのチラシと地図を参考にして、次の対話文の（  ①  ）～（  ⑤  ）に入る最

も適切な英語を１語書きなさい。ただし、本文中にない語とします。また、大文字・

小文字の区別が必要な場合は、わかるようにはっきりと書くこと。

Ａ： Hi. What are you doing？

Ｂ： Hi. I’m thinking of going to an event at Suma Zoo called Night Safari this 

weekend. I want to see many kinds of wild （  ①  ） at night which usually 

can’t be seen. 

Ａ： That sounds interesting.  I have never seen wild lions or zebras.  Can I go 

with you?

Ｂ： Sure. 

Ａ： When will the event be held?

Ｂ： On August 24th and 25th.  But it isn’t convenient for me on （  ②  ）.    

Ａ： Then, we can go on 25th.  Could you tell me the way to the zoo？

Ｂ： OK. Look at this map.  From Sakura Station, go straight along Sakura Street. 

When we get to the （  ③  ） school, turn right.  Go along North Street, and 

then turn left at the third corner.  Suma Zoo is on the right.  It is （  ④  ） from 

the park.

Ａ： I see. Thank you.  How are we going there？

Ｂ： It’s about twenty minutes’walk from Sakura Station.  It’s a little far, but we 

can go there on foot.

Ａ： All right.

Ｂ： Do you have any other question？

Ａ： When and where shall we meet？

Ｂ： The event will start at 19：00, so let’s meet at Sakura Station at 18：30. 

Ａ： OK. I’m （  ⑤  ） forward to the event!

３
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須磨動物園 

ナイトサファリ 

開催日：8月 24日(土)、8月 25日(日) 
営業時間：19:00～21:00 
場所：須磨動物園 
料金：1000円/1人 
内容：普段は見ることのできない夜の野生動物を観察で

きます。 
 

 

須磨動物園 公園 

小学校 

市役所 

高校 

病院 

Sakura 
Station 

銀行 

Sakura Street 

North Street 

Central Street 

South Street 

スーパー 



― 10 ―

次の各文で、下線部①～④に誤りがあればその番号を答えなさい。誤りがなければ、

⑤で答えなさい。

（１）　I think ① it is very important　② to know　③ what problems
④ do we have in the world.

（２）　I ① had to wait in the　② waiting room　③ while my mother
④ was seeing her doctor.

（３）　You can ① see the museum　② over there　③ which I
④ have visited about three years ago. 

（４）　① I’ve lost the umbrella　② on my way home that my mother
③ bought it　④ for me last week.

（５）　 ① These days　② more and more people are　③ enjoying to play a 

game on the cellphone　④ on the train. 
 

４
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５ 次の各文の（　　　）に入る最も適切なものを①～④からそれぞれ１つ選び、番号で

答えなさい。

　

（１）　Ａ：  I’ve heard that you got the best score on the science test in your 

class.

Ｂ： That’s wrong.  Meg got （　　　）.
　　① the best score than I　　　② the better score of all 
　　③ a better score than I　　　④ a best score of all

（２）　Ａ： Did you see the program yesterday？
Ｂ： Of course, I did.  I got home （　　　）.
　　① too early to see it　　　　② early enough to see it 

　　③ too late to see it　　　　  ④ late enough to see it

（３）　Ａ： Is this the first time you’ve come here？
Ｂ： No, not at all.  I’ve come here （　　　）.
　　① few times since last year　　　② many times since last year
　　③ few times after last year　　　④ many times after last year

（４）　Ａ： I’ve tried several times, but I cannot solve this math problem. 
Ｂ： I know.  It looks （   a   ）, but in fact, I think it is very （   b   ）.
　　① a. easily　b. hard　　　② a. easy　b. hard
　　③ a. hard 　b. easy　　　 ④ a. hard　b. easily 

（５）　Ａ： Are there （   a   ） classmates who like to study more than play ?
Ｂ： Hum… .  （   b   ） say they do, but I think （   c   ） like to play more.
　　① a. some　 b. Any　   c. almost all
　　② a. any　   b. Any　   c. almost
　　③ a. some　 b. Some　  c. almost
　　④ a. any　   b. Some　  c. almost all
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次の各文の（　　　）に入る最も適切なものを①～④からそれぞれ１つ選び、番号

で答えなさい。

（１）　Ａ： This jacket looks so nice.  Can I try it（　　　）？

Ｂ： All right.  The fitting room is over there.

　① on　　　② in　　　③ by　　　④ at

（２）　Ａ： Hello.  Is this Mr. Tanaka?

Ｂ： I’m afraid you（　　　）the wrong number.

　① do　　  ② have　　 ③ take　　 ④ leave

（３）　Ａ：（　　　）？

Ｂ： Nothing much, though I have a lot of homework to do every day.
　① What’s about　 ② What’s up　 ③ How’s about　 ④ How’s up

（４）　Ａ： What did you do yesterday？

Ｂ： I（　　　）the summer festival in my town.

　① took a part on ② took part in

　③ took a part in ④ took part on

（５）　Ａ：  I heard Mary won the first prize in the art contest, but is it true？  

I have never thought that she is good at painting.

Ｂ：  I know you cannot believe it, but（　　　）is believing.  Her 

picture is on the front page of our school newspaper!

　① seeing　　　② saying　　　③ taking　　　④ having

６
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（　余　白　）
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